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Amazon EC2 の機能

Amazon EC2 とは
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、Amazon Web Service (AWS) クラウドでスケーラブ
ルなコンピューティングキャパシティーを提供します。Amazon EC2 の使用により、ハードウェアに事前
投資する必要がなくなり、アプリケーションをより速く開発およびデプロイできます。Amazon EC2 を使
用すると、必要な数 (またはそれ以下) の仮想サーバーの起動、セキュリティおよびネットワーキングの構
成、ストレージの管理ができます。Amazon EC2 は、要件変更や需要増に応じてスケールアップまたはス
ケールダウンできるため、トラフィック予測の必要性を軽減できます。
クラウドコンピューティングの詳細については、「クラウドコンピューティングとは」を参照してくださ
い。

Amazon EC2 の機能
Amazon EC2 には次の機能があります。
• インスタンスと呼ばれる仮想コンピューティング環境
• サーバーに必要なビットをパッケージ化した (オペレーティングシステムおよび追加のソフトウェアを
含む)、Amazon Machine Image (AMI) と呼ばれる、インスタンス用に事前に設定されたテンプレート。
• インスタンスタイプと呼ばれる、インスタンス用の CPU、メモリ、ストレージ、ネットワーキングキャ
パシティーのさまざまな構成
• キーペアを使用したインスタンス用の安全なログイン情報 (AWS はパブリックキーを保存し、ユーザー
はプライベートキーを安全な場所に保存します)。
• インスタンスストアボリュームと呼ばれる、インスタンスを停止、休止、または終了するときに削除さ
れる一時データ用のストレージボリューム
• Amazon EBS ボリュームと呼ばれる、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) を使用したデータ用
の永続的ストレージボリューム
• リージョンおよびアベイラビリティーゾーンと呼ばれる、インスタンスや Amazon EBS ボリュームなど
のリソース用の複数の物理的な場所
• セキュリティグループを使用してインスタンスに到達可能で、プロトコル、ポート、ソース IP 範囲を指
定できるファイアウォール
• Elastic IP アドレスと呼ばれる、動的クラウドコンピューティング用の静的な IPv4 アドレス
• タグと呼ばれ、作成して Amazon EC2 リソースに割り当てることができるメタデータ
• 残りの AWS クラウドから論理的に分離され、ユーザー独自のネットワークにオプションで接続でき
る、仮想プライベートクラウド (VPC) と呼ばれる仮想ネットワーク
Amazon EC2 の機能の詳細については、「Amazon EC2 の製品ページ」を参照してください。
Amazon EC2 を利用すれば、高性能で信頼性があり、費用対効果の高いクラウドコンピューティングプ
ラットフォーム上で、互換性のある Windows ベースのソリューションを実行することができます。詳細に
ついては、「 Windows Server」の「AWS」を参照してください。
AWS でのウェブサイトの実行の詳細については、「ウェブホスティング」を参照してください。

Amazon EC2 の開始方法
まず、Amazon EC2 を使用するようにセットアップする必要があります。セットアップが終了した
ら、Amazon EC2 の使用開始チュートリアルを完了する準備が整います。Amazon EC2 の機能について詳
細情報が必要なときは、技術ドキュメントを参照できます。
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起動と実行
• Amazon EC2 を使用するようにセットアップする (p. 5)
• チュートリアル: Amazon EC2 Windows インスタンスの開始方法 (p. 9)

基礎
• Amazon EC2 Windows インスタンス (p. 191)
• インスタンスタイプ (p. 194)
• Tags] (タグ (p. 1874)

ネットワークとセキュリティ
• キーペア (p. 1457)
• セキュリティグループ (p. 1469)
• Elastic IP アドレス (p. 1223)
• 仮想プライベートクラウド (p. 1303)

ストレージ
• Amazon EBS (p. 1501)
• インスタンスストア (p. 1793)

Windows インスタンスの使用
• AWS Systems Managerユーザーガイドの AWS Systems Manager 実行コマンド
AWS がお客様に最適かどうかご質問がある場合は、AWS セールスまでお問い合わせください。Amazon
EC2 について技術的な質問がある場合は、Amazon EC2 forum を使用してください。

関連サービス
インスタンスやボリュームなど、Amazon EC2 のリソースは Amazon EC2 を使用して直接プロビジョニン
グできます。AWS で他のサービスを使用して Amazon EC2 リソースをプロビジョニングすることもでき
ます。詳細については、次のドキュメントを参照してください。
• Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド
• AWS CloudFormation ユーザーガイド
• AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイド
• AWS OpsWorks ユーザーガイド
受信アプリケーショントラフィックを複数のインスタンスに自動的に分散するには、Elastic Load
Balancing を使用します。詳細については、Elastic Load Balancing ユーザーガイドを参照してください。
クラウドで管理されたリレーショナルデータベースを取得するには、Amazon Relational Database Service
(Amazon RDS) を使用してデータベースインスタンスを起動します。EC2 インスタンス上でデータベース
をセットアップできますが、Amazon RDS には、ソフトウェアのパッチ処理、バックアップ、バックアッ
プの保存など、データベース管理タスクを処理できるという利点があります。詳細については、Amazon
Relational Database Service デベロッパーガイドを参照してください。
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EC2 インスタンスのクラスターで Docker コンテナを管理しやすくするには、Amazon Elastic Container
Service (Amazon ECS) を使用します。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパー
デベロッパーガイド、または AWS Fargate 用 Amazon Elastic Container Service ユーザーガイドを参照し
てください。
インスタンスと Amazon EBS ボリュームの基本的な統計情報をモニタリングするには、Amazon
CloudWatch を使用します。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。
不正または悪意の可能性がある EC2 インスタンスの使用を検出するには、Amazon GuardDuty を使用しま
す。詳細については、Amazon GuardDuty ユーザーガイドを参照してください。

Amazon EC2 へのアクセス
Amazon EC2 には、Amazon EC2 コンソールというウェブベースのユーザーインターフェイスがありま
す。AWS アカウントにサインアップ済みの場合は、AWS Management Console にサインインし、コン
ソールのホームページから [EC2] を選択することで、Amazon EC2 コンソールにアクセスできます。
コマンドラインインターフェイスを使用する場合は、以下の選択肢があります。
AWS コマンドラインインターフェイス（CLI）
一連のさまざまな AWS 製品用のコマンドを提供し、Windows、Mac、および Linux でサポートさ
れています。開始するには、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」を参照してくださ
い。Amazon EC2 のコマンドの詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「ec2」を参照し
てください。
AWS Tools for Windows PowerShell
PowerShell 環境でスクリプトを記述するユーザー向けに、さまざまな AWS 製品用のコマンドが用意
されています。開始するには、「AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイド」を参照してく
ださい。Amazon EC2 の cmdlet の詳細については、「AWS Tools for PowerShell Cmdlet リファレン
ス」を参照してください。
Amazon EC2 は、AWS CloudFormation を使用したリソースの作成をサポートしています。AWS リソー
スを説明するテンプレートを JSON または YAML で作成すると、AWS CloudFormation はそれらのリソー
スをプロビジョニングして設定します。CloudFormation テンプレートを再利用して、同じリージョンとア
カウント内でも、複数のリージョンとアカウント内でも、同じリソースを複数回プロビジョニングできま
す。Amazon EC2 のリソースタイプとプロパティの詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイ
ドの「EC2 リソースタイプのリファレンス」を参照してください。
Amazon EC2 はクエリ API を提供します。このリクエストは、HTTP 動詞 (GET または POST) とクエリ
パラメータ Action で記述する HTTP または HTTPS リクエストです。Amazon EC2 の API アクションの
詳細については、Amazon EC2 API Referenceの「アクション」を参照してください。
HTTP または HTTPS を介してリクエストを送信する代わりに、言語固有の API を使用してアプリケー
ションを構築することを希望する場合に備えて、AWS には、ソフトウェアデベロッパー向けのライブラ
リ、サンプルコード、チュートリアル、その他のリソースが用意されています。これらのライブラリに
は、リクエストの暗号化署名、リクエストの再試行、エラーレスポンスの処理などのタスクを自動化する
基本機能が用意されているので、開発を簡単に始められます。詳細については、「」と「 AWS で構築す
るツール」を参照してください 。

Amazon EC2 の料金表
AWS にサインアップすると、AWS 無料利用枠を利用して、Amazon EC2 を無料で使い始めることができ
ます。
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Amazon EC2 では、インスタンス用に次の購入オプションが用意されています。
オンデマンドインスタンス
インスタンスの使用に対し秒単位 (最低時間は 60 秒) で課金され、長期契約や前払い金は不要です。
Savings Plans
1〜3 年の期間、1 時間 につき USD で、定期的な使用量を守ることにより Amazon EC2 コストを削減
できます。
Reserved Instances
1〜3 年の期間、インスタンスタイプとリージョンを含む特定のインスタンス設定を守ることにより
Amazon EC2 コストを削減できます。
Spot Instances
未使用の EC2 インスタンスをリクエストして、Amazon EC2 コストを大幅に削減できます。
Amazon EC2 の課金および料金の詳細な一覧については、「Amazon EC2 の料金表」を参照してくださ
い。
プロビジョニングされた環境のコストを計算するときは、EBS ボリュームのスナップショットストレー
ジなどの付随的コストを必ず含めてください。プロビジョニングされたサンプル環境の費用を計算するに
は、「クラウドエコノミクスセンター」を参照してください。
請求を表示するには、AWS Billing and Cost Management コンソールで請求およびコスト管理ダッシュ
ボードに移動します。請求書には、料金の明細が記載された使用状況レポートへのリンクが記載されてい
ます。AWS アカウントの請求の詳細については、AWS Billing and Cost Management ユーザーガイドを参
照してください。
AWS の請求、アカウント、イベントについてご質問がある場合は、AWS サポートにお問い合わせくださ
い。
AWS 環境のコスト、セキュリティ、およびパフォーマンスを最適化できるサービスである Trusted
Advisor の概要については、「AWS Trusted Advisor」を参照してください。

PCI DSS コンプライアンス
Amazon EC2 は、マーチャントまたはサービスプロバイダーによるクレジットカードデータの処理、スト
レージ、および伝送をサポートしており、Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) に
準拠していることが確認されています。PCI DSS の詳細 (AWS PCI Compliance Package のコピーをリク
エストする方法など) については、「PCI DSS レベル 1」を参照してください。
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Amazon EC2 を使用するようにセッ
トアップする
Amazon EC2 インスタンスを初めて作成するための準備を整えるには、このセクションのタスクを完了し
ます。
1. Sign up for AWS (p. 5)
2. キーペアを作成する (p. 5)
3. セキュリティグループの作成 (p. 6)
完了したら、Amazon EC2 の開始方法 (p. 9)のチュートリアルに進むことができます。

Sign up for AWS
Amazon Web Service にサインアップすると、Amazon EC2 を含む AWS のすべてのサービスに、AWS
アカウントが自動的にサインアップされます。料金が発生するのは、実際に使用したサービスの分のみで
す。
Amazon EC2 については、お客様が利用された分のみのお支払いとなります。AWS の新規のお客様の場
合、無料で Amazon EC2 の使用を開始できます。詳細については、「AWS 無料利用枠」を参照してくだ
さい。
既に AWS アカウントをお持ちの場合は、次のタスクに進んでください。AWS アカウントをお持ちでない
場合は、以下の手順に従ってアカウントを作成してください。

AWS アカウントを作成する
1.

https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。

2.

オンラインの手順に従います。
サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。
AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウント ルートユーザーが作成されます。ルート
ユーザーは、アカウントのすべて AWS のサービス とリソースへの完全なアクセス権を持ちます。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

キーペアを作成する
AWS では公開キー暗号化を使用して、お客様のインスタンスのログイン情報の安全性を保護します。イン
スタンスを起動するときにキーペアの名前を指定し、プライベートキーを指定して、これにより、RDP を
使ってログインできるように、Windows インスタンスの管理者パスワードを取得します。
キーペアをまだ作成していない場合は、Amazon EC2 コンソールを使用して作成できます。複数のリー
ジョンでインスタンスを起動する予定がある場合は、各リージョンでキーペアを作成する必要がありま
す。リージョンの詳細については、「リージョンとゾーン (p. 1161)」を参照してください。
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キーペアを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[キーペア] を選択します。
[キーペアの作成] を選択します。

4.

[Name (名前)] に、キーペアのわかりやすい名前を入力します。Amazon EC2 は、キー名として指定し
た名前にパブリックキーを関連付けます。キー名には、最大 255 文字の ASCII 文字を含めることがで
きます。先頭または末尾にスペースを含めることはできません。

5.

[キーペアタイプ]を使用する場合には、[RSA]または[25519]を選択します。Windows インスタンスで
は、ED25519 キーはサポートされていません。

6.

[Private key ファイル形式] に、プライベートキーを保存する形式を選択します。OpenSSH で使用で
きる形式でプライベートキーを保存するには、[pem] を選択します。プライベートキーを PuTTY で使
用できる形式で保存するには、[ppk] を選択します。
[キーペアの作成] を選択します。

7.
8.

ブラウザによって秘密キーファイルが自動的にダウンロードされます。ベースファイル名は、キーペ
アの名前として指定した名前で、ファイル名拡張子は選択したファイル形式によって決まります。プ
ライベートキーファイルを安全な場所に保存します。

Important
これは、プライベートキーを保存する唯一のチャンスです。
詳細については、Amazon EC2 のキーペアと Windows インスタンス (p. 1457) を参照してください。

セキュリティグループの作成
セキュリティグループは、関連付けられたインスタンスのファイアウォールとして動作し、インバウンド
トラフィックとアウトバウンドトラフィックの両方をインスタンスレベルでコントロールします。 RDP
を使用して、IP アドレスからインスタンスに接続できるようにするためのルールをセキュリティグルー
プに追加します。さらに、任意の場所からのインバウンドおよびアウトバウンドの HTTP アクセスおよび
HTTPS アクセスを可能にするルールを追加できます。
複数のリージョンでインスタンスを起動する予定がある場合は、各リージョンでセキュリティグループを
作成する必要があります。リージョンの詳細については、「リージョンとゾーン (p. 1161)」を参照してく
ださい。
前提条件
ローカルコンピューターのパブリック IPv4 アドレスが必要です。Amazon EC2 コンソールのセキュリ
ティグループエディタは、パブリック IPv4 アドレスを自動的に検出できます。別の方法として、イン
ターネットブラウザで検索文字列として「私の IP アドレスは何ですか?」を使用するか、次のサービス:
Check IP を使用することもできます。インターネットサービスプロバイダー (ISP) 経由で、またはファイ
アウォールの内側から静的 IP アドレスなしで接続する場合は、クライアントコンピュータで使用されてい
る IP アドレスの範囲を見つける必要があります。
カスタムのセキュリティグループは、次のいずれかの方法で作成できます。
New console

最小限の権限でセキュリティグループを作成するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
上部のナビゲーションバーで、セキュリティグループのリージョンを選択します。セキュリティ
グループはリージョンに固有であるため、キーペアを作成したリージョンと同じリージョンを選
択する必要があります。
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3.

左のナビゲーションペインで [セキュリティグループ] を選択します。

4.

[セキュリティグループの作成] を選択します。

5.

[基本的な詳細] で、次の操作を行います。

6.

a.

新しいセキュリティグループの名前と説明を入力します。覚えやすい名前 ( ユーザー
名など) を使用し、その後に _SG_ を続け、さらにリージョン名を続けます。たとえ
ば、me_SG_uswest2 などです。

b.

[VPC] リストで、リージョンのデフォルト VPC を選択します。

[インバウンドルール] で、インスタンスに到達する特定のトラフィックを許可するルールを作成
します。例えば、HTTP および HTTPS によるトラフィックを受け入れるウェブサーバーには、
次のルールを使用します。その他の例については、「さまざまなユースケースのセキュリティグ
ループのルール (p. 1486)」を参照してください。
a.

[Add rule] を選択します。[タイプ] で [HTTP] を選択します。[ソース] で、[任意の場所] を選
択します。

b.

[Add rule] を選択します。[Type] で、[HTTPS] を選択します。[ソース] で、[任意の場所] を選
択します。

c.

[Add rule] を選択します。[タイプ] で [RDP] を選択します。[送信元] で、次のいずれかの操作
を行います。
• ローカルコンピュータのパブリック IPv4 アドレスを自動的に追加するには、[My IP] を選
択します。
• [Custom] を選択して、コンピュータまたはネットワークのパブリック IPv4 アドレス
を CIDR 表記で指定します。CIDR 表記で個々の IP アドレスを指定するには、ルー
ティングサフィックス /32 を追加します (203.0.113.25/32 など)。会社もしくは
ルーターにより、特定の範囲からアドレスを割り当てられている場合、その範囲全体
(203.0.113.0/24など) を指定します。

Warning
セキュリティ上の理由から、[SSHRDP] のルールを使用する場合は、[] で [任意の
場所] を選択しないでください。これを設定すると、インターネット上のすべての
IP アドレスから、ご使用のインスタンスへのアクセスが可能になります。この状態
は、テスト環境での短時間の使用であれば許容できますが、実稼働環境においては
安全ではありません。
7.

[アウトバウンドルール] では、デフォルトのルールをそのまま使用し、すべてのアウトバウンド
トラフィックを許可します。

8.

[セキュリティグループの作成] を選択します。

Old console

最小限の権限でセキュリティグループを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

左のナビゲーションペインで [セキュリティグループ] を選択します。

3.

[Create Security Group] を選択します。

4.

新しいセキュリティグループの名前と説明を入力します。覚えやすい名前 ( ユーザー名など) を使
用し、その後に _SG_ を続け、さらにリージョン名を続けます。たとえば、me_SG_uswest2 な
どです。

5.

[VPC] リストで、リージョンのデフォルト VPC を選択します。

6.

[インバウンドルール] タブで、以下のルールを作成します (新しいルールごとに [ルールの追加] を
選択します)。
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• [Type] リストから [HTTP] を選択し、[Source] が [Anywhere] (0.0.0.0/0) に設定されている
ことを確認します。
• [Type] リストから [HTTPS] を選択し、[Source] が [Anywhere] (0.0.0.0/0) に設定されている
ことを確認します。
• [Type] リストから [RDP] を選択します。[Source] ボックスで [My IP] を選択すると、ローカル
コンピューターのパブリック IPv4 アドレスが自動的にフィールドに入力されます。別の方法
として、[Custom] を選択してコンピュータまたはネットワークのパブリック IPv4 アドレスを
CIDR 表記で指定することもできます。CIDR 表記で個々の IP アドレスを指定するには、ルー
ティングサフィックス /32 を追加します (203.0.113.25/32 など)。会社が特定の範囲からア
ドレスを割り当てている場合、範囲全体 (203.0.113.0/24など) を指定します。

Warning
セキュリティ上の理由から、すべての IP アドレスからの RDP によるインスタンスへ
のアクセスは許可しないでください。この状態は、テスト環境での短時間の使用であ
れば許容できますが、実稼働環境においては安全ではありません。
7.

[アウトバウンドルール] タブでは、デフォルトのルールをそのまま使用し、すべてのアウトバウ
ンドトラフィックを許可します。

8.

[セキュリティグループの作成] を選択します。

Command line

最小限の権限でセキュリティグループを作成するには
以下のいずれかのコマンドを使用します。
• create-security-group (AWS CLI)
• New-EC2SecurityGroup (AWS Tools for Windows PowerShell)
詳細については、Windows インスタンス用の Amazon EC2 Amazon セキュリティグループ (p. 1469) を参
照してください。
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チュートリアル: Amazon EC2
Windows インスタンスの開始方法
このチュートリアルを使用して、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の使用を開始できま
す。/Windows インスタンスを起動、接続、使用する方法について学習します。インスタンスは、AWS ク
ラウド内の仮想サーバーです。Amazon EC2 を使用して、インスタンスで実行されるオペレーティングシ
ステムとアプリケーションをセットアップし、設定することができます。
AWS にサインアップすると、AWS 無料利用枠を利用して、Amazon EC2 の使用を開始できます。AWS
アカウントを作成してから 12 か月間が経過しておらず、Amazon EC2 の無料利用枠を使い切っていない
場合、無料利用枠内で利用できるオプションを選択することで、このチュートリアルでは一切費用がか
かりません。それ以外の場合、インスタンスを起動したときから、インスタンスを削除するまで（この
チュートリアルの最終タスク）、アイドル状態のままでも標準の Amazon EC2 使用料が発生します。

関連チュートリアル
• Linux インスタンスを起動する場合は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド のチュート
リアル「Amazon EC2 Linux インスタンスの開始方法」を参照してください。
• コマンドラインを使用する方法については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドのチュート
リアル「AWS CLI を介した Amazon EC2 の使用」を参照してください。
目次
• 概要 (p. 9)
• 前提条件 (p. 10)
• ステップ 1: インスタンスを起動する (p. 10)
• ステップ 2: インスタンスに接続する (p. 11)
• ステップ 3: インスタンスをクリーンアップする (p. 17)
• 次のステップ (p. 17)

概要
このチュートリアルで起動されるインスタンスは Amazon EBS-backed インスタンスです (つまり、ルー
トボリュームは EBS ボリュームです)。インスタンスが実行されるアベイラビリティーゾーンは、指定す
るか、Amazon EC2 によって自動的に選択されます。アベイラビリティーゾーンは、各リージョン内の
複数の独立した場所です。アベイラビリティーゾーンは、独立したデータセンターと考えることができま
す。
インスタンスを起動するときは、キーペア (アイデンティティを証明するため) とセキュリティグループ
(着信トラフィックと発信トラフィックを制御する仮想ファイアウォールとして機能する) を指定して、イ
ンスタンスをセキュリティで保護します。インスタンスに接続するときは、インスタンスの起動時に指定
したキーペアのプライベートキーを指定する必要があります。

9

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
前提条件

前提条件
開始する前に、Amazon EC2 を使用するようにセットアップする (p. 5) の手順を完了するようにしてくだ
さい。

ステップ 1: インスタンスを起動する
以下の手順で説明しているように、AWS Management Console を使用して /Windows インスタンスを起動
できます。このチュートリアルは、最初のインスタンスをすばやく起動できるようにすることを目的とし
ています。そのため、使用できるすべてのオプションを扱っているわけではありません。詳細オプション
については、「新しいインスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する (p. 517)」を参照
してください。インスタンスを起動するその他の方法については、「インスタンスの起動 (p. 515)」を参
照してください。

インスタンスを起動するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

EC2 コンソールダッシュボードから、[Launch instance] (インスタンスを起動する) ボックス内で
[Launch instance] (インスタンスを起動する) を選び、表示されるオプションから [Launch instance]
(インスタンスを起動する) を選びます。

3.

[Names and tags] (名前とタグ) の [Name] (名前) には、インスタンス用にわかりやすい名前を入力し
ます。
[Application and OS Images (Amazon Machine Image]) (アプリケーションと OS イメージ (Amazon マ
シンイメージ) で、次の作業を行います。

4.

a.

5.

[Quick Start] (クイックスタート) を選択してから、Windows を選びます。これが、インスタンス
のオペレーティングシステム (OS) です。
b. [Amazon Machine Image (AMI)] (Amazon マシンイメージ (AMI)) から、、Windows Server 2016
Base 以降の AMI を選択します。これらの AMI は無料利用枠対象とマークされていることに注意
してください。[Amazon Machine Image (AMI)] (Amazon マシンイメージ (AMI)) はインスタンス
のテンプレートとして機能する基本設定です。
[Instance type] (インスタンスタイプ) の [Instance type] (インスタンスタイプ) リストからインスタン
スのハードウェア構成を選択できます。t2.micro インスタンスタイプを選択します。デフォルトで
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はこれが選択されています。t2.micro インスタンスタイプは無料利用枠の対象です。t2.micro が
利用できないリージョンでは、無料利用枠で t3.micro インスタンスを使用できます。詳細について
は、「AWS 無料利用枠」を参照してください。
6.

[Key pair (login)] (キーペア (ログイン)) の [Key pair name] (キーペア名) には、セットアップ中に作成
したキーペアを選択します。RSA キーを選択する必要があることに注意してください。Windows イ
ンスタンスでは、ED25519 キーはサポートされていません。

Warning
[Proceed without a key pair (Not recommended)] (キーペアなしで続行 (非推奨) は選択しない
でください。キーペアなしでインスタンスを起動すると、インスタンスに接続できません。
7.

[Network settings] (ネットワーク設定) の横にある [Edit] (編集) を選択します。Security group name
(セキュリティグループ名) には、ウィザードで作成して選択したセキュリティグループが表示されま
す。このセキュリティグループを使用するか、または次のステップを使用して設定を行うときに作成
したセキュリティグループを選択できます。
a.

[Select existing security group] (既存のセキュリティグループを選択) を選択します。

b.

[Common security groups] (共通セキュリティグループ) から、既存のセキュリティグループのリ
ストからセキュリティグループを選択します。

8.

インスタンスの他の構成設定については、デフォルトの選択のままにします。

9.

Summary (概要) パネルでインスタンス設定の要約を確認します。準備が完了したら、[Launch
instance] (インスタンスを起動) を選択します。

10. 確認ページは、インスタンスが起動中であることを通知します。[View all instances] (すべてのインス
タンスの表示) を選択して確認ページを閉じ、コンソールに戻ります。
11. インスタンス画面で、起動のステータスを確認できます。インスタンスの起動には短時間かかりま
す。インスタンスを起動すると、その初期状態は pending です。インスタンスがスタートすると、
その状態は running に変わり、公開 DNS 名を受け取ります。[Public IPv4 DNS] (パブリック IPv4
DNS) 列が非表示になっている場合は、右上隅にある設定アイコン (
) をクリックし、[Public IPv4
DNS] (パブリック IPv4 DNS) をオンにした上で [Confirm] (確認) をクリックします。
12. インスタンスに接続可能になるまでには、数分かかることがあります。インスタンスのステータス
チェックが正常に終了したことを確認します。この情報は [ステータスチェック] 列に表示されていま
す。

ステップ 2: インスタンスに接続する
Windows インスタンスに接続するには、初期管理者パスワードを取得し、リモートデスクトップを使用し
てインスタンスに接続するときにこのパスワードを入力する必要があります。インスタンスの起動後、パ
スワードが利用可能になるまでに数分かかります。
管理者アカウントの名前は、オペレーティングシステムで使用する言語によって異なります。例え
ば、英語の場合は Administrator、フランス語の場合は Administrateur、ポルトガル語の場合
は Administrador となります。詳細については、Microsoft TechNet Wiki の「Localized Names for
Administrator Account in Windows」を参照してください。
インスタンスをドメインに参加させている場合は、AWS Directory Service で定義したドメインの認
証情報を使用して、インスタンスに接続できます。リモートデスクトップのログイン画面で、ロー
カルコンピュータ名と生成されたパスワードを使用する代わりに、管理者の完全修飾ユーザー名
(例:corp.example.com\Admin) と、そのアカウントのパスワードを入力します。
インスタンスの接続でエラーが発生した場合は、「リモートデスクトップからリモートコンピュータに接
続できません (p. 1908)」を参照してください。
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New console

RDP クライアントを使用して Windows インスタンスに接続
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。そのインスタンスを選択してから、
[Connect] (接続) を選択します。

3.

[Connect to instance] (インスタンスへの接続) ページで、[RDP client] (RDP クライアント) タブ、
[Get password] (パスワードの取得) の順に選択します。

4.

[Browse] (参照) を選択し、インスタンスの起動時に作成したプライベートキー (.pem) ファイル
を探します。ファイルを選択した上で、[Open] (開く) を選択して、ファイルの内容をすべてウィ
ンドウにコピーします。

5.

[Decrypt Password] (パスワードを復号化) を選択します。インスタンスのデフォルトの管理者パ
スワードが、コンソール上の [Password] (パスワード) の下に表示されます。前に表示されていた
[Get Password] (パスワードを取得) のリンクは削除されます。パスワードを安全な場所に保存し
ます。このパスワードはインスタンスに接続するのに必要です。
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6.

[リモートデスクトップファイルのダウンロード] を選択します。ブラウザで、RDP ショートカッ
トファイルを開くか、保存するかを尋ねられます。ファイルのダウンロードが完了したら、[キャ
ンセル] を選択し、インスタンスページに戻ります。
• RDP ファイルを開くと、[Remote Desktop Connection] (リモート デスクトップ接続) ダイアロ
グボックスが表示されます。
• RDP ファイルが保存済みの場合は、そのダウンロード先のディレクトリに移動し RDP ファイ
ルを開くと、このダイアログボックスが表示されます。

7.

リモート接続の発行元が不明であるという警告が表示される場合があります。[接続] を選択して
インスタンスへの接続を続けます。
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8.

デフォルトでは、管理者アカウントが選択されています。以前に保存したパスワードをコピーし
て貼り付けます。

Tip
「Password Failed」というエラーが発生した場合は、パスワードを手動で入力してくだ
さい。この情報をコピーおよび貼り付けすると、データが破損することがあります。
9.

自己署名証明書の性質上、セキュリティ証明書を認証できなかったという警告が表示される場合
があります。以下の手順を使用してリモートコンピュータの身元を確認します。または、証明書
を信頼している場合は、単純に [はい] (Windows) または [続行] (Mac OS X) を選択します。
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a.

Windows コンピュータから [リモートデスクトップ接続] を使用している場合は、[証明書を
表示する] を選択します。Mac で [Microsoft Remote Desktop] を使用している場合は、[Show
Certificate] を選択します。

b.

[詳細] タブを選択し、[サムプリント] (Windows) または [SHA1 フィンガープリント] (Mac OS
X) までスクロールダウンします。これはリモートコンピュータのセキュリティ証明書の一意
の識別子です。

c.

Amazon EC2 コンソールで、インスタンスを選択してから [アクション]、[モニタリングとト
ラブルシューティング]、[システムログの取得] の順に選択します。

d.

システムログの出力で、RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT を探します。この値が証明書のサ
ムプリントまたはフィンガープリントと一致していれば、リモートコンピュータの身元を確
認できたことになります。

e.

Windows コンピュータから [リモートデスクトップ接続] を使用している場合は、[証明書] ダ
イアログボックスに戻り、[OK] を選択します。Mac で [Microsoft Remote Desktop] を使用し
ている場合は、[Verify Certificate] に戻り、[Continue] を選択します。

f.

[Windows] [リモートデスクトップ接続] ウィンドウの [はい] を選択してインスタンスに接続
します。
[Mac OS X] ログインのプロンプトが表示されたら、先に記録またはコピーしてあるデフォル
トの管理者アカウント、およびデフォルトの管理者パスワードを使用して、インスタンスに
ログインします。ログイン画面を表示するには、操作スペースの切り替えが必要になる場合
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があることに注意してください。詳細については、「スペースの追加と切り替え」を参照し
てください。
Old console

RDP クライアントを使用して Windows インスタンスに接続
1.

Amazon EC2 コンソールで、インスタンスを選択し、[接続] を選択します。

2.

[Connect To Your Instance] ダイアログボックスで、[Get Password] を選択します（インスタンス
が起動してからパスワードが使用できるようになるまで数分かかります）。

3.

[Browse] (参照) を選択し、インスタンスの起動時に作成したプライベートキー (.pem) ファイルを
探します。ファイルを選択し、[Open] (開く) を選択して、ファイルの内容全体を[Contents] (コン
テンツ) フィールドにコピーします。

4.

[Decrypt Password] (パスワードを復号化) を選択します。インスタンスのデフォルトの管理者パ
スワードが [Connect To Your Instance] ダイアログボックスに表示されます。前に表示されてい
た [Get Password] リンクの代わりに、実際のパスワードが表示されます。

5.

デフォルトの管理者パスワードをレコードするか、クリップボードにコピーします。このパス
ワードはインスタンスに接続するのに必要です。

6.

[Download Remote Desktop File] (リモートデスクトップファイルのダウンロード) を選択しま
す。ブラウザから .rdp ファイルを開くか、保存するかを確認するメッセージが表示されます。ど
ちらのオプションでも構いません。終了したら、[Close] を選択して [Connect To Your Instance]
ダイアログボックスを閉じます。
• .rdp ファイルを開くと、[リモート デスクトップ接続] ダイアログボックスが表示されます。
• .rdp ファイルが保存済みの場合は、そのダウンロード先のディレクトリに移動し.rdp ファイル
を開くと、このダイアログボックスが表示されます。

7.

リモート接続の発行元が不明であるという警告が表示される場合があります。インスタンスへの
接続を続行できます。

8.

プロンプトが表示されたら、オペレーティングシステムの管理者アカウントと、以前にレコード
またはコピーしたパスワードを使用して、インスタンスにログインします。リモートデスクトッ
プ接続 にすでに管理者アカウントが設定されている場合は、別のアカウントを使用する オプショ
ンを選択し、ユーザー名とパスワードを手動で入力する必要がある場合があります。

Note
コンテンツをコピーして貼り付けると、データが破損する場合があります。ログイン時
に「パスワードが失敗しました」というエラーが発生した場合は、パスワードを手動で
入力してみてください。
9.

自己署名証明書の性質上、セキュリティ証明書を認証できなかったという警告が表示される場合
があります。以下の手順を使用してリモートコンピュータのアイデンティティを確認するか、証
明書を信頼する場合は、[Yes] (はい) または [Continue] (続行) を選択して続行します。
a.

Windows PC から リモートデスクトップ接続 を使用している場合は、[View certificate] (証
明書の表示) を選択します。Mac で Microsoft リモートデスクトップ を使用している場合
は、[Show Certificates] (証明書の表示) を選択します。

b.

詳細 タブを選択し、Windows PC の場合は 拇印 エントリまで、Mac の場合は SHA1 指紋 エ
ントリまで下にスクロールします。これは、リモートコンピュータのセキュリティ証明書の
一意の識別子です。

c.

Amazon EC2 コンソールで、インスタンスを選択し、[Action] (アクション) を選択してか
ら、[Get System Log] (システムログを取得する) を選択します。

d.

システムログ出力で、RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT というラベルの付いたエントリを探
します。この値が証明書の拇印または指紋と一致する場合は、リモートコンピュータのアイ
デンティティを確認しています。
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e.
f.

g.

Windows PC から リモートデスクトップ接続 を使用している場合は、証明書 ダイアログ
ボックスに戻り、[OK] を選択します。Mac で Microsoft リモートデスクトップ を使用してい
る場合は、[Verify Certificate] (証明書の確認) に戻り、[Continue] (続行) を選択します。
[Windows] [リモートデスクトップ接続] ウィンドウの [Yes] を選択してインスタンスに接続し
ます。
[Mac OS] ログインのプロンプトが表示されたら、前に記録またはコピーしたデフォルトの管
理者アカウントとデフォルトの管理者パスワードを使ってインスタンスにログインします。
ログイン画面を表示するには、操作スペースの切り替えが必要になる場合があることに注意
してください。操作スペースの詳細については、support.apple.com/en-us/HT204100 を参照
してください。
インスタンスの接続でエラーが発生した場合は、「リモートデスクトップからリモートコン
ピュータに接続できません (p. 1908)」を参照してください。

ステップ 3: インスタンスをクリーンアップする
このチュートリアル用に作成したインスタンスを使用した操作が終了したら、インスタンスを終了してク
リーンアップする必要があります。クリーンアップする前にこのインスタンスでやることがある場合は、
「次のステップ (p. 17)」を参照してください。

Important
インスタンスを終了するということは、実質的には、そのインスタンスを削除するということで
す。いったん終了したインスタンスに再接続することはできません。
AWS 無料利用枠外でインスタンスを起動した場合は、インスタンスのステータスが shutting down ま
たは terminated に変わるとインスタンスの課金が停止します。後のためにインスタンスを維持したいが
料金を発生させたくない場合は、インスタンスを停止して後で再び開始できます。詳細については、イン
スタンスの停止と起動 (p. 557) を参照してください。

インスタンスを終了するには
1.
2.
3.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。インスタンスの一覧で、インスタンスを選
択します。
[Instance state (インスタンスの状態)]、[Terminate instance (インスタンスの終了)] の順に選択しま
す。
確認を求めるメッセージが表示されたら、[Terminate (終了)] を選択します。
Amazon EC2 によって、インスタンスがシャットダウンおよび終了します。インスタンスの終了後、
インスタンスはしばらくの間コンソールに表示されたままですが、エントリは自動的に削除されま
す。終了したインスタンスを自分でコンソールディスプレイから削除することはできません。

次のステップ
インスタンスを起動した後で、次の演習の一部を行ってみるといいかもしれません。
• Run Command を使用してリモートに EC2 インスタンスを管理する方法を説明します。詳細について
は、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「AWS Systems ManagerRun Command」を参照してく
ださい。
• 使用量が無料利用枠を超えた場合に通知する CloudWatch アラームの設定。詳細については、AWS
Billing ユーザーガイドの「AWS の無料利用枠の使用量の追跡」を参照してください。
• EBS ボリュームの追加。詳細については、「Amazon EBS ボリュームの作成 (p. 1526)」および「イン
スタンスへの Amazon EBS ボリュームのアタッチ (p. 1530)」を参照してください。

17

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド

Amazon EC2 で実行する Windows の
ベストプラクティス
Amazon EC2 で Windows を実行した場合の効果を最大限に高めるために、以下のベストプラクティスを
実践することをお勧めします。
• Update drivers
• Use the latest Windows AMIs
• Security
• Storage
• Resource management
• Backup and recovery
• Networking

Windows ドライバーを更新する
すべての Windows EC2 インスタンスでドライバーを最新の状態に維持し、最新の問題修正とパ
フォーマンス強化がフリート全体に適用されるようにします。インスタンスタイプによっては、AWS
PV (p. 729)、Amazon ENA (p. 1269)、AWS NVMe (p. 750) の各ドライバーを更新する必要がありま
す。
• SNS トピックを使用して、ドライバーの新規リリースの最新情報を受け取ります。
• AWS Systems Manager 自動化ランブック AWSSupport-UpgradeWindowsAWSDrivers を使用して、イ
ンスタンス全体で更新を簡単に適用できます。

最新の Windows AMI を使用して新しいインスタンスを起動する
AWS では、毎月新しい Windows AMI をリリースしています。これには最新の OS パッチ、ドライバー、
起動エージェントが含まれます。新しいインスタンスを起動する際、または独自のカスタムイメージを作
成する際は、最新の AMI を使用してください。
• AWS Windows AMI の各リリースに対する更新を表示するには、「AWS Windows AMI バージョン履
歴」を参照してください。
• 利用可能な最新の AMI を使用してビルドするには、「Systems Manager パラメータストアを使用した
最新の Windows AMI のクエリ」を参照してください。

移行前にシステム/アプリケーションパフォーマンスをテストする
エンタープライズアプリケーションを AWSに移行するには、多くの変更や設定が使用になる場合がありま
す。EC2 ソリューションのパフォーマンステストを常に実施して、以下を確実にします。
• インスタンスサイズ、拡張ネットワーク、テナント (共有または専有) などのインスタンスタイプが適切
に構成されている。
• インスタンストポロジーがワークロードに対し適切であり、必要に応じて高パフォーマンス機能 (専有
テナント、プレイスメントグループ、インスタンスストアボリューム、ベアメタルなど) を活用する。
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起動エージェントを更新する
最新の EC2Launch v2 (Windows Server 2008 以降) エージェントに更新して、最新の問題の修正プログラ
ムをフリート全体に適用します。更新するには、「最新バージョンの EC2Launch v2 のインストール」を
参照してください。
EC2Config (Windows Server 2012 R2 以前) エージェントまたは EC2Launch (Windows Server 2016 以降)
エージェントを引き続き使用する場合は、最新の問題の修正プログラムをフリート全体に適用しているこ
とを確認してください。
• EC2Config の更新手順について詳細は、「EC2Config の最新バージョンのインストール」を参照してく
ださい。
• EC2Launch の更新手順について詳細は、「EC2Launch の最新バージョンのインストール」を参照して
ください。

セキュリティ
Windows インスタンスを保護する場合は、Active Directory ドメインサービスを実装して、分散した場所
でスケーラブル、セキュア、管理可能なインフラストラクチャを有効にすることをお勧めします。さら
に、Amazon EC2 コンソールまたは AWS CloudFormation などの Amazon EC2 プロビジョニングツー
ルからインスタンスを起動したら、設定ドリフトが生じた場合に備えて、Microsoft Windows PowerShell
DSC などのネイティブ OS 機能を利用して設定状態を維持することをお勧めします。
AWS の Windows インスタンスは、以下の高レベルのセキュリティベストプラクティスに従う必要があり
ます。
• 最小アクセス: 信頼済みかつ想定済みのシステムと場所へのアクセスのみを許可します。これは、Active
Directory、Microsoft ビジネス生産性サーバーなどのすべての Microsoft 製品、およびリモートデスク
トップサービス、リバースプロキシサーバー、IIS ウェブサーバーなどのインフラストラクチャサービス
に適用されます。Amazon EC2 インスタンスセキュリティグループ、ネットワークアクセスコントロー
ルリスト (ACL)、Amazon VPC パブリック/プライベートサブネットなど、AWS の機能を使用して、
アーキテクチャ内の複数の場所でセキュリティを階層化します。Windows インスタンス内で、顧客は
Windows Firewall を使用して、デプロイ内で多層防御戦略をさらに階層化できます。システムが設計ど
おりに機能するために必要な OS コンポーネントとアプリケーションのみをインストールします。イン
フラストラクチャ全体のローカルおよびリモートのリソースにアクセスするために、IIS などのインフラ
ストラクチャサービスをサービスアカウントで動作するように設定するか、アプリケーションプール ID
などの機能を使用するように設定します。
• 最小権限: インスタンスとアカウントがそれらの機能を実行するために必要とする権限の最小セットを
決定します。サーバーとユーザーにこれらの定義済みのアクセス許可のみが付与されるように制限しま
す。ロールベースのアクセスコントロールなどの手法を使用して、管理アカウントのパブリック面を減
らし、タスクを実行するための最も制限されたロールを作成します。NTFS 内の暗号化ファイルシステ
ム (EFS) などの OS 機能を使用して、保管時の機密データを暗号化し、アプリケーションとユーザーの
そのデータへのアクセスをコントロールします。
• 設定管理: ウイルス対策、マルウェア対策、侵入検知/防止、ファイル整合性モニタリングなど、最新の
セキュリティパッチとホストベースの保護スイートを組み込んだベースラインサーバー設定を作成しま
す。記録されている最新のベースラインに対して各サーバーを評価し、逸脱を識別して、フラグを付け
ます。適切なログおよび監査データを生成して安全に保存するように各サーバーが設定されていること
を確認します。詳細については、。
• 変更管理: サーバー設定ベースラインに対する変更を制御するプロセスを作成し、完全に自動化された変
更プロセスを目指します。また、Windows PowerShell DSC で Just Enough Administration (JEA) を活用
して、管理アクセスを最小限必要な機能に制限します。
• パッチ管理: EC2 インスタンス上のオペレーティングシステムやアプリケーションに対して、定期的に
パッチ、更新、およびセキュリティを適用するプロセスを実行します。詳細については、「Windows イ
ンスタンスの更新 (p. 50)」を参照してください。
• 監査ログ: Amazon EC2 インスタンスに対するアクセスとすべての変更を監査して、サーバーの整合性
を検証し、承認された変更のみが行われていることを確認します。IIS の拡張ログ記録などの機能を活
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用して、デフォルトのログ機能を強化します。VPC Flow Logs や AWS などの AWS CloudTrail 機能も
ネットワークアクセス (許可/拒否されたリクエストや API コールなど) の監査に利用できます。

ストレージ
• オペレーティングシステム用およびデータ用として個別に Amazon EBS ボリュームを使用します。デー
タのボリュームがインスタンス終了後も保持されることを確認します。詳細については、「インスタン
スの終了時の Amazon EBS ボリュームの保持 (p. 584)」を参照してください。
• インスタンスで一時データの格納に使用できるインスタンスストアを使用します。インスタンスを停
止、休止、または終了すると、インスタンスストアに格納されたデータは削除されることに注意してく
ださい。データベースストレージにインスタンスストアを使用する場合は、耐障害性を確保するレプリ
ケーション係数が設定されたクラスターがあることを確認します。
• EBS ボリュームとスナップショットを暗号化します。詳細については、「Amazon EBS 暗号
化 (p. 1719)」を参照してください。

リソース管理
• AWS リソースを追跡および識別するために、インスタンスメタデータおよびリソースのカスタムタ
グを使用します。詳細については、「インスタンスメタデータとユーザーデータ (p. 794)」および
「Amazon EC2 リソースのタグ付け (p. 1874)」を参照してください。
• Amazon EC2 の現在の制限を表示します。制限の引き上げに対するリクエストは、制限の引き上げが必
要となる前に計画してください。詳細については、「Amazon EC2 の Service Quotas (p. 1889)」を参
照してください。
• AWS Trusted Advisor では、お客様の AWS 環境を検査し、コスト削減、システムの可用性とパフォー
マンスの向上、セキュリティギャップの封鎖につながるレコメンデーションをお知らせします。詳細に
ついては、AWS Support ユーザーガイドの AWS Trusted Advisor をご参照ください。

バックアップと復旧
• 定期的に Amazon EBS スナップショット (p. 1555)を使用して EBS ボリュームをバックアップし、イン
スタンスから Amazon Machine Image (AMI) (p. 21) を作成して、それ以降にインスタンスを起動する
ためのテンプレートとして設定を保存します。このユースケースの実現に役立つ AWS サービスの詳細
については、「AWS Backup」と「Amazon Data Lifecycle Manager」を参照してください。
• 複数のアベイラビリティゾーンにアプリケーションの重要なコンポーネントをデプロイし、データを適
切にレプリケートします。
• インスタンスが再開したときに、動的な IP アドレスを処理するアプリケーションを設計します。詳細に
ついては、「Amazon EC2 インスタンスの IP アドレス指定 (p. 1176)」を参照してください。
• イベントを管理し、対応します。詳細については、「Amazon EC2 のモニタリング (p. 1083)」を参照
してください。
• フェイルオーバーを処理する準備が整っていることを確認します。基本的な解決策として、手動でネッ
トワークインターフェイスをアタッチすることも、代替インスタンスに Elastic IP アドレスを関連付
けることもできます。詳細については、「Elastic Network Interface (p. 1236)」を参照してください。
自動化されたソリューションとして Amazon EC2 Auto Scaling を使用できます。詳細については、
「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」を参照してください。
• インスタンスと Amazon EBS ボリュームを復元するプロセスを定期的にテストして、データとサービス
が正常に復元されるようにします。

ネットワーク
• アプリケーションの TTL (有効時間) 値を IPv4 と IPv6 で 255 に設定します。小さい値を使用すると、ア
プリケーショントラフィックの送信中に TTL が期限切れになり、インスタンスの到達可能性の問題が発
生する危険性があります。
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Amazon マシンイメージ (AMI)
Amazon マシンイメージ (AMI) は、AWS がサポートおよび管理するイメージで、インスタンスの起動に必
要な情報を提供します。インスタンスを起動するときは、AMI を指定する必要があります。同じ設定で複
数のインスタンスが必要な場合は、1 つの AMI から複数のインスタンスを起動できます。さまざまな設定
のインスタンスが必要なときは、各インスタンスをそれぞれ異なる AMI から起動できます。
AMI には次が含まれています。
• 1 つまたは複数の Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) スナップショット、または、instancestore-backed AMI、インスタンスのルートボリュームのテンプレート (オペレーティングシステム、アプ
リケーションサーバー、アプリケーションなど)
• AWS アカウントが AMI を使用してインスタンスを起動可能にするための起動許可
• インスタンスの起動時にインスタンスにアタッチするボリュームを指定するブロックデバイスマッピン
グ
Amazon マシンイメージ (AMI) のトピック
• ブートモード (p. 21)
• AWS Windows AMI (p. 32)
• Windows AMI の検索 (p. 107)
• 共有 AMI (p. 113)
• 有料 AMI (p. 131)
• AMI ライフサイクル (p. 135)
• EBS-backed AMI での暗号化の利用 (p. 176)
• Amazon EventBridge を使用して AMI イベントをモニタリングする (p. 180)
• AMI の請求情報について (p. 185)
• AMI クォータ (p. 188)

ブートモード
コンピュータが起動して最初に実行されるソフトウェアが、プラットフォームの初期化を行い、そのプ
ラットフォーム固有の操作を実行するためのオペレーティングシステム用のインタフェースを提供する必
要があります。
デフォルトのブートモード
EC2 では、統合拡張ファームウェアインターフェイス (UEFI) とレガシー BIOS の、2 種類のブートモード
ソフトウェアがサポートされます。デフォルトでは、Graviton インスタンスタイプは UEFI で実行され、
インテルおよび AMD のインスタンスタイプはレガシー BIOS で実行されます。
UEFI で Intel および AMD インスタンスタイプを実行中
Most Intel and AMD instance types は UEFI とレガシー BIOS の両方で実行できます。UEFI を使用するに
は、ブートモードパラメータを uefi に設定した AMI を選択し、その AMI に含まれるオペレーティングシ
ステムで、UEFI をサポートするための設定を行う必要があります。
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AMI ブートモードパラメータの目的
AMI ブートモードパラメータは、インスタンスの起動時に使用するブートモードを EC2 に通知します。
ブートモードパラメータが uefi に設定されている場合、EC2 は UEFI でのインスタンスの起動を試みま
す。オペレーティングシステムが UEFI をサポートするように設定されていない場合、インスタンスの起
動が失敗する可能性があります。

Warning
ブートモードパラメータを設定しても、オペレーティングシステムは指定されたブートモードに
自動的に変更されません。この設定は、オペレーティングシステムに固有です。設定の手順につ
いては、ご使用のオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
AMI で使用可能なブートモードパラメータ
AMI ブートモードパラメータの設定はオプションです。AMI のブートモードパラメータ値には、uefi ま
たは legacy-bios のどちらかを指定できます。一部の AMI には、ブートモードパラメータがありません。
ブートモードパラメータがない AMI の場合、これらの AMI から起動されるインスタンスでは、インスタ
ンスタイプごとのデフォルト値が使用されます — Graviton では uefi、すべての Intel および AMD インス
タンスタイプでは legacy-bios。
ブートモードのトピック
• インスタンスの起動 (p. 22)
• AMI のブートモードパラメータを定義する (p. 24)
• インスタンスタイプがサポートしているブートモードを確認する (p. 25)
• インスタンスのブートモードを決定する (p. 25)
• オペレーティングシステムのブートモードを特定する (p. 26)
• AMI のブートモードを設定する (p. 27)
• UEFI 変数 (p. 29)
• UEFI Secure Boot (p. 30)

インスタンスの起動
インスタンスの起動には、UEFI またはレガシー BIOS のブートモードがあります。
トピック
• 制約事項 (p. 22)
• 考慮事項 (p. 22)
• UEFI でインスタンスを起動するための要件 (p. 23)

制約事項
Local Zones および Wavelength Zone で、あるいは AWS Outposts を使用する場合、UEFI ブートはサ
ポートされません。

考慮事項
インスタンスの起動には、以下を考慮します。
• デフォルトのブートモード:
• Graviton インスタンスタイプ: UEFI
• Intel および AMD インスタンスタイプ: レガシー BIOS
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• レガシー BIOS に加えて UEFI をサポートする Intel および AMD インスタンスタイプ:
• AWS Nitro System に構築されている (ベアメタルインスタン
ス、DL1、G4ad、P4、u-3tb1、u-6tb1、u-9tb1、u-12tb1、および VT1 以外の) すべてのインスタンス

特定のリージョンで UEFI をサポートし、現在利用可能なインスタンスタイプを表示するには
利用可能なインスタンスタイプは、リージョンごとに異なります。リージョンで利用可能であり、UEFI
をサポートしているインスタンスタイプを確認するには、--region パラメータを指定しながら
describe-instance-types コマンドを使用します。--filters パラメータを含めることで結果の範囲を
UEFI をサポートするインスタンスタイプに規定し、--query パラメータを含めることで出力の範囲を
InstanceType の値に規定します。
aws ec2 describe-instance-types --filters Name=supported-boot-mode,Values=uefi --query
"InstanceTypes[*].[InstanceType]" --output text | sort

出力例
a1.2xlarge
a1.4xlarge
a1.large
a1.medium
...

特定のリージョンについて、UEFI Secure Boot をサポートし不揮発性変数を保持する、利用可能なイン
スタンスタイプを表示するには
現在、ベアメタルインスタンスは UEFI Secure Boot および不揮発性変数をサポートしていま
せん。describe-instance-types コマンドは、上記の例での説明と同じように実行します。ただ
し、Name=hypervisor,Values=nitro フィルターを使用してベアメタルインスタンスを除外しま
す。UEFI Secure Boot の詳細については、「UEFI Secure Boot (p. 30)」を参照してください。
aws ec2 describe-instance-types --filters Name=supported-boot-mode,Values=uefi
Name=hypervisor,Values=nitro --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" --output text |
sort

UEFI でインスタンスを起動するための要件
UEFI モードでインスタンスを起動するには、以下の手順に従って、UEFI をサポートするインスタンスタ
イプを選択し、AMI とオペレーティングシステムを UEFI 用に設定する必要があります。
インスタンスタイプ
インスタンスを起動する際は、UEFI をサポートするインスタンスタイプを選択する必要があります。
詳細については、「インスタンスタイプがサポートしているブートモードを確認する (p. 25)」を参
照してください。
AMI
インスタンスを起動する際は、UEFI 用に設定された AMI を選択する必要があります。AMI の設定は
次に従います。
• オペレーティングシステム – AMI に含まれるオペレーティングシステムです。UEFI の使用を設定
する必要があり、この設定がない場合はインスタンスの起動に失敗します。詳細については、「オ
ペレーティングシステムのブートモードを特定する (p. 26)」を参照してください。
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• AMI ブートモードパラメータ – AMI のブートモードパラメータは uefi に設定します。詳細につい
ては、「AMI のブートモードパラメータを定義する (p. 24)」を参照してください。
以下の Windows AMI は UEFI をサポートしています。
• TPM-Windows_Server-2022-English-Full-Base
• TPM-Windows_Server-2022-English-Core-Base
• TPM-Windows_Server-2019-English-Full-Base
• TPM-Windows_Server-2019-English-Core-Base
• TPM-Windows_Server-2016-English-Full-Base
• TPM-Windows_Server-2016-English-Core-Base

AMI のブートモードパラメータを定義する
AMI ブートモードパラメータの設定はオプションです。AMI のブートモードパラメータ値には、uefi と
legacy-bios のいずれかを指定できます。
一部の AMI には、ブートモードパラメータがありません。AMI にブートモードパラメータがない場
合、AMI から起動されるインスタンスでは、インスタンスタイプごとのデフォルト値が使用されま
す。Graviton ではこの設定は uefi となり、Intel および AMD インスタンスタイプでは legacy-bios となり
ます。

AMI のブートモードパラメータを確認するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [AMI] をクリックした後、AMI を選択します。

3.

[詳細] タブを開き、[ブートモード] フィールドを確認します。

インスタンスの起動時に AMI のブートモードパラメータを確認するには (コンソール)
インスタンスの起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する場合、AMI を選択するステップで、
[ブートモード] フィールドを表示します。詳細については、「アプリケーションと OS イメージ (Amazon
マシンイメージ) (p. 520)」を参照してください。
AMI のブートモードパラメータを確認するには (AWS CLI バージョン 1.19.34 以降およびバージョン
2.1.32 以降)
describe-images コマンドを使用して、AMI のブートモードを確認します。
aws ec2 --region us-east-1 describe-images --image-id ami-0abcdef1234567890

想定される出力 – "BootMode" フィールドで AMI のブートモードを示します。uefi という値により、そ
の AMI が UEFI をサポートしていることを示します。
{

"Images": [
{
...
],
"EnaSupport": true,
"Hypervisor": "xen",
"ImageOwnerAlias": "amazon",
"Name": "UEFI_Boot_Mode_Enabled-Windows_Server-2016-English-FullBase-2020.09.30",
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}

]

}

"RootDeviceName": "/dev/sda1",
"RootDeviceType": "ebs",
"SriovNetSupport": "simple",
"VirtualizationType": "hvm",
"BootMode": "uefi"

インスタンスタイプがサポートしているブートモード
を確認する
インスタンスタイプでサポートされるブートモードを確認するには (AWS CLI バージョン 1.19.34 以降お
よびバージョン 2.1.32 以降)
describe-instance-types コマンドを使用して、インスタンスタイプがサポートしているブートモードを確
認します。--query パラメータを含めることで、出力をフィルタリングできます。この例では、出力が
フィルタリングされ、サポートされているブートモードのみが返されます。
次の例では、m5.2xlarge が UEFI ブートモードとレガシー BIOS ブートモードの両方をサポートしてい
ることを示しています。
aws ec2 --region us-east-1 describe-instance-types --instance-types m5.2xlarge --query
"InstanceTypes[*].SupportedBootModes"

正常な出力
[

]

[
]

"legacy-bios",
"uefi"

次の例は、t2.xlarge がレガシー BIOS のみをサポートしていることを示しています。
aws ec2 --region us-east-1 describe-instance-types --instance-types t2.xlarge --query
"InstanceTypes[*].SupportedBootModes"

正常な出力
[

]

[
]

"legacy-bios"

インスタンスのブートモードを決定する
インスタンスの起動時、そのブートモードパラメータの値は、インスタンスの起動に使用された AMI の
ブートモードパラメータの値によって決まります。
• ブートモードパラメータが uefi の AMI が作成するインスタンスでは、ブートモードパラメータに uefi
が設定されます。
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• ブートモードパラメータが legacy-bios のAMI が作成するインスタンスは、ブートモードパラメータを
持ちません。ブートモードパラメータを持たないインスタンスでは、デフォルト値が使用されます。こ
の場合、legacy-bios です。
• ブートモードパラメータ値を持たない AMI は、ブートモードパラメータ値を持たないインスタンスを作
成します。
インスタンスのブートモードパラメータの値によって、そのインスタンスが起動するモードが決まりま
す。このパラメータ値が存在しない場合には、デフォルトのブートモードが使用されます。 Gravitonでは
uefi となり、Intel および AMD インスタンスタイプでは legacy-bios となります。

インスタンスのブートモードを確認するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [インスタンス] を選択し、インスタンスを選択します。

3.

[詳細] タブを開き、[ブートモード] フィールドを確認します。

インスタンスのブートモードを確認するには (AWS CLI バージョン 1.19.34 以降およびバージョン 2.1.32
以降)
describe-instances コマンドを使用して、インスタンスのブートモードを確認します。
aws ec2 --region us-east-1 describe-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0

正常な出力
{

}

"Reservations": [
{
"Groups": [],
"Instances": [
{
"AmiLaunchIndex": 0,
"ImageId": "ami-0e2063e7f6dc3bee8",
"InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
"InstanceType": "m5.2xlarge",
...
},
"BootMode": "uefi"
}
],
"OwnerId": "1234567890",
"ReservationId": "r-1234567890abcdef0"
}
]

オペレーティングシステムのブートモードを特定する
Amazon EC2 のブートモードはオペレーティングシステムのブートモードに従います。このブートモード
がインスタンスの起動に使用されます。インスタンスのオペレーティングシステムが UEFI 用に設定され
ているかどうかを確認するには、 もしくは RDP 経由でインスタンスに接続する必要があります。

インスタンスのオペレーティングシステムのブートモードを特定するには
1.

RDP を使用しての Windows インスタンスへの接続 (p. 590)

2.

[システム情報] を開き、[BIOS モード] 行を確認します。
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AMI のブートモードを設定する
register-image コマンドを使用して AMI を作成する際に、AMI のブートモードを uefi または legacybios に設定することができます。
既存のレガシー BIOS ベースのインスタンスを UEFI に、または既存の UEFI ベースのインスタンスをレ
ガシー BIOS に変換するには、いくつかの手順を実行する必要があります。まず、選択したブートモード
をサポートするように、インスタンスのボリュームとオペレーティングシステムを変更します。次に、ボ
リュームのスナップショットを作成します。最後に、register-image を使用して、スナップショットから
AMI を作成します。
create-image コマンドを使用して AMI のブートモードを設定することはできません。create-image を使用
すると、AMI には、その作成に使用される EC2 インスタンスのブートモードが継承されます。例えば、レ
ガシー BIOS で実行されている EC2 インスタンスから AMI を作成する場合、その AMI のブートモードは
legacy-bios として設定されます。

Warning
これらのステップに進む前に、まずインスタンスのボリュームとオペレーティングシステムに対
し、選択したブートモードでの起動をサポートするよう適切な変更を行う必要があります。これ
を行わないと、作成された AMI は使用不能になります。たとえば、レガシー BIOS ベースのイン
スタンスを UEFI に変換する場合、Microsoft の MBR2GPT ツールを使用して、システムディスク
を MBR から GPT に変換します。ここでの変更内容は、オペレーティングシステムにより異なり
ます。詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

AMI のブートモードを設定するには (AWS CLI バージョン 1.19.34 以降およびバージョン 2.1.32
以降)
1.

インスタンスのボリュームとオペレーティングシステムに対し、選択したブートモードでの起動をサ
ポートするための適切な変更を加えます。ここでの変更内容は、オペレーティングシステムにより異
なります。詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

Note
この手順を実行しないと、AMI は使用不可能になります。
2.

インスタンスのボリューム ID を、describe-instances コマンドを使用して確認します。次のステップ
では、このボリュームのスナップショットを作成します。
aws ec2 describe-instances --region us-east-1 --instance-ids i-1234567890abcdef0

正常な出力
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...

3.

"BlockDeviceMappings": [
{
"DeviceName": "/dev/sda1",
"Ebs": {
"AttachTime": "",
"DeleteOnTermination": true,
"Status": "attached",
"VolumeId": "vol-1234567890abcdef0"
}
}
...

ボリュームのスナップショットを作成するには、create-snapshot コマンドを使用します。前のステッ
プで取得したボリューム ID を使用します。
aws ec2 create-snapshot --region us-east-1 --volume-id vol-1234567890abcdef0
--description "add text"

正常な出力
{

"Description": "add text",
"Encrypted": false,
"OwnerId": "123",
"Progress": "",
"SnapshotId": "snap-01234567890abcdef",
"StartTime": "",
"State": "pending",
"VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
"VolumeSize": 30,
"Tags": []

}

4.

前のステップで出力されたスナップショット ID を書き留めます。

5.

スナップショットの作成状況が completed になるまで待ってから、次のステップに進みます。ス
ナップショットの状態は、describe-snapshots コマンドを使用して照会できます。
aws ec2 describe-snapshots --region us-east-1 --snapshot-ids snap-01234567890abcdef

出力例
{

...

6.

"Snapshots": [
{
"Description": "This is my snapshot",
"Encrypted": false,
"VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
"State": "completed",
"VolumeSize": 8,
"StartTime": "2019-02-28T21:28:32.000Z",
"Progress": "100%",
"OwnerId": "012345678910",
"SnapshotId": "snap-01234567890abcdef",

register-image コマンドを使用して新しい AMI を作成します。前のステップで記録したスナップ
ショット ID を使用します。ブートモードを UEFI に設定するには、コマンドに --boot-mode uefi
パラメーターを追加します。
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aws ec2 register-image \
--region us-east-1 \
--description "add description" \
--name "add name" \
--block-device-mappings "DeviceName=/dev/
sda1,Ebs={SnapshotId=snap-01234567890abcdef,DeleteOnTermination=true}" \
--architecture x86_64 \
--root-device-name /dev/sda1 \
--virtualization-type hvm \
--ena-support \
--boot-mode uefi

正常な出力
{
"ImageId": "ami-new_ami_123"
}

7.

新しく作成した AMI が、前のステップで指定したブートモードに設定されていることを確認するに
は、describe-images コマンドを使用します。
aws ec2 describe-images --region us-east-1 --image-id ami-new_ami_123

正常な出力
{

}

"Images": [
{
"Architecture": "x86_64",
"CreationDate": "2021-01-06T14:31:04.000Z",
"ImageId": "ami-new_ami_123",
"ImageLocation": "",
...
"BootMode": "uefi"
}
]

8.

新しく作成した AMI を使用して、新しいインスタンスを起動します。この AMI から新たに作成され
るすべてのインスタンスは、AMI と同じブートモードを継承します。

9.

新しいインスタンスが想定通りのブートモードになっているかは、describe-instances コマンドによ
り確認できます。

UEFI 変数
ブートモードが UEFI に設定されているインスタンスを起動すると、変数の key-value ストアが作成され
ます。このストアは、UEFI およびインスタンスオペレーティングシステムで UEFI 変数を格納するために
使用できます。
UEFI 変数は、ブートローダーとオペレーティングシステムにより使用されるもので、システムの起動初
期における処理を指定します。これにより、オペレーティングシステムは、(ブート順序や UEFI Secure
Boot キーの管理など) ブートプロセスに関する特定の設定を行えます。

Warning
UEFI 変数には、インスタンス内からのみアクセスが可能です。インスタンスに接続できるすべて
のユーザー、およびインスタンスで実行される任意のソフトウェアは、この変数を読み取ること
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ができます。パスワードや個人識別情報などの機密データを UEFI 変数ストアに保存しないでく
ださい。

UEFI 変数の永続性
• 2022 年 5 月 10 日より前に起動されたインスタンスの UEFI 変数は、再起動または停止時に消去されま
す。
• 2022 年 5 月 10 日以降に起動されるインスタンスの場合、不揮発性として設定された UEFI 変数であれ
ば、再起動および停止/開始時にも保持されます。
• ベアメタルインスタンスの場合は、インスタンスの停止/開始操作の全体を通して、不揮発性の UEFI 変
数は保持されません。

UEFI Secure Boot
UEFI Secure Boot は、長期の使用実績がある Amazon EC2 の安全なブートプロセスを基に構築された
ものです。これには詳細な防御が追加されているので、ユーザーは、起動後も持続する脅威からソフト
ウェアを保護できます。インスタンスが起動できるのは、暗号化キーで署名されたソフトウェアのみにな
ります。キーは、UEFI の不揮発性変数ストア (p. 29)のキーデータベースに保存されています。UEFI
Secure Boot は、インスタンスのブートフローが不正な変更を受けることを防止します。
トピック
• UEFI Secure Boot のしくみ (p. 30)
• UEFI Secure Boot サポートを使用して Windows インスタンスを起動する (p. 31)
• Windows インスタンスで UEFI Secure Boot が有効化されているかどうかを検証する (p. 32)

UEFI Secure Boot のしくみ
UEFI Secure Boot は、UEFI の中で規定された機能であり、これにより、ブートチェーンの状態を検証す
ることができます。ファームウェア自体による初期化後は、暗号を使用した検証が行われた UEFI バイナ
リコードのみを、実行するように設計されています。これらのバイナリコードには、UEFI ドライバーやメ
インブートローダーに加え、ブートチェーンによりロードされるコンポーネントも含まれます。
UEFI Secure Boot では、信頼チェーンで使用される 4 つのキーデータベースが指定されています。この
データベースは、UEFI の変数ストアに格納されています。
信頼チェーンには、以下が含まれます。
プラットフォームキー (PK) データベース
PK データベースは信頼チェーンのルートに置かれます。これには、キー交換キー (KEK) データベー
スを更新する際に信頼チェーンで使用される、単一のパブリック PK キーが含まれています。
PK データベースを変更するためには、プライベート PK キーを使用して、その更新リクエストに署名
する必要があります。この変更処理には、空の PK キーの書き込みによる PK データベースの削除も
含まれます。
キー交換キー (KEK) データベース
KEK データベースでは、公開 KEK キーがリストされています。これらのキーは、署名データベース
(db) と拒否リストデータベース (dbx) を更新する際に、信頼チェーンが使用します。
パブリック KEK データベースを変更するには、プライベート PK キーを使用して、更新のリクエスト
に署名をする必要があります。
署名 (DB) データベース
db データベースには、すべての UEFI ブートバイナリを検証するために信頼チェーンが使用する、パ
ブリックキーとハッシュがリストされています。
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db データベースを変更するには、プライベート PK キーまたはプライベート KEK キーを使用して、
更新リクエストに署名する必要があります。
署名拒否リスト (dbx) データベース
dbx データベースは、信頼されていないパブリックキーとバイナリハッシュをリストします。このリ
ストは、信頼チェーンが失効ファイルとして使用します。
dbx データベースは、常に、他のすべてのキーデータベースよりも優先されます。
dbx データベースを変更するには、プライベート PK キーまたはプライベート KEK キーを使用して、
その更新リクエストに署名する必要があります。
UEFI フォーラム (https://uefi.org/revocationlistfile) には、既知の問題のあるバイナリコードと証明書を
多数リストした dbx が公開されており、いつでも使用できます。

Important
UEFI Secure Boot は、任意の UEFI バイナリでシグニチャ検証を適用します。UEFI Secure Boot
内での UEFI バイナリの実行を許可するには、上記で説明したいずれかのプライベート db キーを
使用して、そのバイナリに署名します。
デフォルトでは、UEFI Secure Boot は無効になっており、システムは SetupMode になっていま
す。SetupMode の状態であるシステムでは、暗号による署名なしですべてのキー変数の更新が可能で
す。PK が設定されると、UEFI Secure Boot が有効化されるとともに、SetupMode が取り消されます。

UEFI Secure Boot サポートを使用して Windows インスタンスを
起動する
以下の前提条件の下でインスタンスを起動 (p. 515)する際、インスタンスは UEFI Secure Boot データ
ベースに基づき UEFI ブーとのバイナリコードを自動的に検証します。UEFI Secure Boot は、インスタン
スを起動した後に設定することもできます。

Note
UEFI Secure Boot は、インスタンスとそのオペレーティングシステムについて、ブートフローが
変更されないように保護します。通常、UEFI Secure Boot の設定は、AMI の一部に含まれてい
ます。ベースの AMI とは異なるパラメータで (例えば、AMI 内の UefiData を変更して) 新しい
AMI を作成する場合には、UEFI Secure Boot を無効にできます。

Windows インスタンスの前提条件
AMI
UEFI Secure Boot が有効になっている AMI が必要です。
以下の Windows AMI は、Microsoftキーで UEFI Secure Boot を有効にするように事前設定されていま
す。
• TPM-Windows_Server-2022-English-Full-Base
• TPM-Windows_Server-2022-English-Core-Base
• TPM-Windows_Server-2019-English-Full-Base
• TPM-Windows_Server-2019-English-Core-Base
• TPM-Windows_Server-2016-English-Full-Base
• TPM-Windows_Server-2016-English-Core-Base
現時点では、import-image コマンドにより、UEFI Secure Boot 使用する Windows をインポートする
ことはできません。
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インスタンスタイプ
• サポート対象: UEFI をサポートするすべての仮想インスタンスタイプは、UEFI Secure Boot も
サポートします。UEFI Secure Boot をサポートするインスタンスタイプについては、考慮事
項 (p. 22) を参照してください。
• サポートなし: ベアメタルインスタンスタイプは、UEFI Secure Boot をサポートしていません。
Windows インスタンスでの前提条件については、「Amazon EC2 Windows インスタンス用ユーザーガイ
ド」の「を参照してください。

Windows インスタンスで UEFI Secure Boot が有効化されている
かどうかを検証する
Windows インスタンスで UEFI Secure Boot が有効になっているかどうかを確認するには
1.

msinfo32 ツールを開きます。

2.

[Secure Boot State] (Secure Boot の状態) フィールドを確認します。Supported が表示されていれ
ば、UEFI Secure Boot は有効です。

Windows PowerShell コマンドを使用することもできます。Confirm-SecureBootUEFI をクリックし
て、Secure Boot ステータスを確認します。
Linux インスタンスが有効化されているかどうかを確認するには、「Amazon EC2 Linux インスタンス用
ユーザーガイド」の「Verify whether a Linux instance is supported for UEFI Secure Boot」(Linux インスタ
ンスが UEFI Secure Boot をサポートしているかどうかを確認する) を参照してください。

AWS Windows AMI
AWS では、一般的に利用可能な一連の AMI が提供されます。これらの AMI には、Windows プラット
フォームに固有のソフトウェア設定が含まれます。これらの AMI を使用して、Amazon EC2 を使用した
アプリケーションの構築およびデプロイをすばやく開始できます。まずユーザーの要件に適合する AMI を
選び、次にその AMI を使ってインスタンスを起動します。管理者アカウントのパスワードを取得し、他の
Windows サーバーと同様に、リモートデスクトップ接続を使用してインスタンスにログインします。
Windows AMI からインスタンスを起動する場合、Windows インスタンスのルートデバイスは Amazon
Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームです。Windows AMI はルートデバイスのインスタンススト
アをサポートしていません。
高速起動用に構成された Windows AMI は事前プロビジョニングされ、スナップショットを使用してイン
スタンスを最大 65% 高速に起動できます。Windows AMI の高速起動を構成する方法など、Windows AMI
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の高速起動の詳細については、「Windows AMI を高速起動するように設定する (p. 34)」を参照してく
ださい。
一部の Windows AMI には、Microsoft SQL Server のいずれかのエディション (SQL Enterprise
Edition、SQL Server Standard、SQL Server Express、または SQL Server Web) も含まれます。Microsoft
SQL Server を含む Windows AMI からインスタンスを起動すれば、インスタンスをデータベースサーバー
として稼働させることができます。また、任意の Windows AMI からインスタンスを起動し、インスタン
スで必要なデータベースソフトウェアをインストールすることもできます。

Note
マイクロソフトはWindows Server 2003、2008、2008 R2をサポートしなくなりまし
た。Windows サーバーのサポートされているバージョンを使用して、新規の EC2 インスタン
スを起動することをお勧めします。サポートされていないバージョンの Windows Server を実行
している既存の EC2 インスタンスがある場合は、サポートされているバージョンの Windows
Server にこれらのインスタンスをアップグレードすることをお勧めします。詳細について
は、Amazon EC2 Windows インスタンスのより新しいバージョンの Windows Server へのアップ
グレード (p. 854) を参照してください。
Windows AMI のトピック
• 初期の Windows AMI を選択してください (p. 33)
• AMI を最新の状態に保つ (p. 33)
• 仮想化タイプ (p. 34)
• Windows AMI を高速起動するように設定する (p. 34)
• マネージド AWS Windows AMI (p. 46)
• 専用の Windows AMI (p. 53)
• AWS Windows AMI バージョン履歴 (p. 58)

初期の Windows AMI を選択してください
AWS が提供する Windows AMI を表示するには、Amazon EC2 コンソールまたは AWS Marketplace を使
用できます。詳細については、Windows AMI の検索 (p. 107) を参照してください。
独自の Windows コンピュータで実行されているソフトウェアから AMI を作成することもできます。詳細
については、以下のサービスを参照してください。
• AWS Application Migration Service
• VM Import/Export

AMI を最新の状態に保つ
AWS は、Microsoft の火曜パッチ (毎月第 2 火曜日) の 5 営業日以内に、更新されたパッチが全面的に適用
された Windows AMI を提供します。AWS Windows AMI には、作成時に入手可能だった最新のセキュリ
ティ更新が含まれています。詳細については、「AWS Windows AMI バージョンの詳細 (p. 46)」および
「パッチ、セキュリティの更新、および AMI ID (p. 47)」を参照してください。
AWS Systems Manager 自動化ランブック AWS-UpdateWindowsAmi を使用して、Windows アップデー
ト、Amazon ソフトウェア、および Amazon ドライバーをインストールし、AMI を更新します。また、フ
ルマネージドの AWS のサービスである EC2 Image Builder を使用して、最新の AMI の作成を自動化する
こともできます。詳細については、「EC2 Image Builder ユーザーガイド」を参照してください。
既存の EC2 インスタンスでは、オペレーティングシステムやアプリケーションに対するパッチ適用、更
新、およびセキュリティ確保を定期的に行うことをお勧めします。詳細については、「Windows インスタ
ンスの更新 (p. 50)」を参照してください。
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仮想化タイプ
AMI では、2 つの仮想化タイプ (準仮想化 (PV) およびハードウェア仮想マシン (HVM) ) のどちらかを使用
します。PV AMI と HVM AMI の主な違いは、起動の方法と、パフォーマンス向上のための特別なハード
ウェア拡張機能を利用できるかどうかという点です。Windows AMI は、HVM AMI です。
HVM AMI は、完全に仮想化された一連のハードウェアを備えており、イメージのルートブロックデバイス
のマスターブートレコードを実行することによって起動します。この仮想化タイプでは、ベアメタルハー
ドウェア上でオペレーティングシステムが動作するのと同様に、修正を行わなくても仮想マシン上でオペ
レーティングシステムを直接実行することができます。Amazon EC2 ホストシステムでは、ゲストに提供
されている基盤となるハードウェアの一部またはすべてがエミュレートされます。
HVM のゲストは、ホストシステム上の基盤となるハードウェアへの高速なアクセスを可能にするハード
ウェア拡張を利用できます。HVM AMI は、拡張ネットワーキングと GPU 処理を利用する場合に必要で
す。専用のネットワークや GPU デバイスに命令を伝達するには、OS がネイティブハードウェアプラット
フォームにアクセスできる必要があります。HVM 仮想化ではこのアクセスが可能です。
従来、準仮想化のゲストはストレージやネットワークの操作については、HVM のゲストよりも高いパ
フォーマンスを実現していました。これは、準仮想化のゲストでは I/O 用の特別なドライバー (ネット
ワークとディスクのハードウェアをエミュレートする際のオーバーヘッドが回避されます) を活用するこ
とができたためです。これに対して、HVM のゲストでは、エミュレートされたハードウェアに対する命
令を変換する必要がありました。PV ドライバーが HVM ゲストで使用できるようになりました。そのた
め、Windows インスタンスでは、ストレージとネットワーク I/O のパフォーマンス上の利点を利用してパ
フォーマンスを向上させることができます。このような PV on HVM ドライバーを使用すると、HVM のゲ
ストで、準仮想化のゲストと同じまたはより優れたパフォーマンスを実現することができます。

Windows AMI を高速起動するように設定する
すべての EC2 Windows インスタンスで、Windows オペレーティングシステム (OS) の標準の起動手順を
実行する必要があります。この手順では再起動が複数回行われ、完了までに 15 分以上かかることがあり
ます。高速起動用に最適化された Windows AMI は、バックグラウンドで一連のインスタンスを起動し、
最初の起動ステップを完了したときにスナップショットを作成することで、これらのステップの一部を完
了して再起動します。これらのスナップショットを高速起動プロセスで使用すると、インスタンスの起動
に要する時間を大幅に短縮できます。
Windows AMI を、起動を高速化するように設定すると、Amazon EC2 は、その設定に基づいてスナップ
ショットを自動的に作成します。料金は、プロセスで使用したリソースに対してのみ発生します。これ
は、EBS 高速スナップショットの復元と同一ではありません。EBS の高速スナップショット復元は、ス
ナップショットごとに明示的に有効化する必要があり、関連コストは個別にかかります。

Note
高速起動用に構成された AMI へのアクセス権を持つアカウントは、起動時間を短縮できるという
利点があります。ただし、起動時に使用されるスナップショットを提供するのは、AMI 所有者の
アカウントです。

重要な用語
• 事前プロビジョニングされたスナップショット — 高速起動を有効にして Windows AMI から起動
し、その後の Windows 起動手順を完了し、必要に応じて再起動するインスタンスのスナップショッ
ト。Amazon EC2 は、設定に基づいて、これらのスナップショットを自動で作成します。
• Sysprep 専門
• Windows Out of Box Experience (OOBE)
これらのステップが完了すると、Amazon EC2 はインスタンスを停止し、後ほど AMI からの高速起動で
使用するスナップショットを作成します。
• 起動頻度 — 指定された期間内に Amazon EC2 が起動できる、事前プロビジョニングされたスナップ
ショットの数を制御します。AMI の高速起動が有効になっている場合、Amazon EC2 は事前プロビジョ
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ニングされたスナップショットの初期セットをバックグラウンドで作成します。例えば、起動頻度が 1
時間に 5 回の起動で設定されている場合 (デフォルト)、Amazon EC2 は、5 つの事前プロビジョニング
されたスナップショットから成る初期セットを作成します。
Amazon EC2 が、高速起動が有効になっている AMI からインスタンスを起動した場合、事前プロビジョ
ニングされたスナップショットのうちの 1 つを使って起動時間が短縮されます。スナップショットが使
用されると、起動頻度で指定された数まで、スナップショットが自動的に補充されます。
例えば、特別なイベントの間に AMI から起動されるインスタンスの数が急増することが予想される場合
は、事前に起動頻度を増やして、必要な追加のインスタンスをカバーできます。起動レートが通常に戻
ると、頻度を元に戻すことができます。
予想よりも多くの起動が発生した場合、利用可能な高速起動スナップショットを使い切ることがありま
す。これによって起動が失敗することはありません。ただし、スナップショットが補充されるまで、一
部のインスタンスが標準の起動プロセスを経ることがあります。
• ターゲットリソース数 — 高速起動が有効になっている AMI で手元に保持される、事前プロビジョニン
グされたスナップショットの数。
• 最大並列起動 - 事前プロビジョニングされたスナップショットを作成するため、一度に起動できるイン
スタンスの数を制御します。ターゲットリソース数が最大並列起動数よりも多い場合、Amazon EC2
は、最初に、スナップショットを作成するための最大並列起動設定で指定された数のインスタンスを起
動します。これらのインスタンスが処理を完了し、Amazon EC2 がスナップショットを取得してインス
タンスを停止すると、使用可能なスナップショット総数がターゲットリソース数に達するまで、さらに
インスタンスが起動されます。この値は、6 以上に設定します。
リソースのコスト
Windows AMI の高速起動の設定には、サービス料金はかかりません。ただし、事前プロビジョニングされ
たスナップショットの作成と保存に使用される基本の AWS リソースには、標準料金が適用されます。次
の例は、関連コストの割り当て方を示したものです。
シナリオ例: AtoZ Example 社は、50 GiB の EBS ルートボリュームを備える Windows AMI を使用してい
ます。同社は AMI の高速起動を有効化し、ターゲットリソース数を 5 に設定しています。自社の AMI で
Windows の高速起動を 1 か月間使用したところ、コストは約 5.00 USD でした。以下はその内訳です。
1. AtoZ Example 社が高速起動を有効にすると、Amazon EC2 は 5 つのスモールインスタンスを起動しま
す。各インスタンスは Sysprep および OOBE Windows の起動ステップを通じて実行され、必要に応じ
て再起動します。これには、インスタンスごとに数分かかります（時間はリージョンまたはアベイラビ
リティーゾーン (AZ) のビジー状態、および AMI のサイズに応じて異なります）。

コスト
• インスタンスのランタイムコスト (該当する場合は最小ランタイム): 5 つのインスタンス
• ボリュームコスト: 5 つの EBS ルートボリューム
2. 事前プロビジョニングの処理が完了すると、Amazon EC2 はインスタンスのスナップショットを取得し
ます。これは Amazon S3 に保存されます。スナップショットは通常、起動に使用される前に 4～8 時間
保存されます。その場合、コストはスナップショットあたり約 0.02～0.05 USD です。

コスト
• スナップショットストレージ (Amazon S3): 5 つのスナップショット
3. Amazon EC2 は、スナップショットを取得するとインスタンスを停止します。その時点から、インスタ
ンスのコストは発生しなくなります。ただし、EBS ボリュームコストでは引き続きコストが発生しま
す。

コスト
• EBS ボリューム: 関連する EBS ルートボリュームのコストは、引き続き発生します。
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Note
こちらに示すコストは一例です。コストは、ご使用の AMI 構成および料金プランに応じて異なり
ます。
請求に含まれる起動コストをより迅速に追跡する
コスト配分タグは、EC2 Windows インスタンスの高速起動に関連するコストを反映するように AWS 請求
を整理するのに役立ちます。起動を高速化することを目的として、事前にプロビジョニングされたスナッ
プショットを準備および保存するときに、Amazon EC2 が作成するリソースに追加する次のタグを使用で
きます。
タグキー: CreatedBy、値: EC2 Fast Launch
Billing and Cost Management コンソールでタグをアクティブ化し、詳細な請求レポートを設定すると、レ
ポートに [user:CreatedBy] 列が表示されます。この列には、すべてのサービスの値が含まれます。た
だし、CSV ファイルをダウンロードした場合は、データをスプレッドシートにインポートして、値で EC2
Fast Launch をフィルタリングできます。この情報は、タグがアクティブ化されたときに AWS Cost
and Usage Report にも表示されます。
ステップ 1: ユーザー定義のコスト配分タグを有効にする
コストレポートにリソースタグを含めるには、まず、Billing and Cost Management コンソールでタグをア
クティブ化する必要があります。詳細については、AWS Billing and Cost Management ユーザーガイドの
「ユーザー定義のコスト配分タグのアクティブ化」を参照してください。

Note
アクティベーションには最長で 24 時間かかることがあります。
ステップ 2: コストレポートを設定する
コストレポートを既に設定している場合は、アクティベーションの完了後、次にレポートを実行したとき
にタグの列が表示されます。コストレポートを初めて設定する場合は、次のいずれかを選択します。
• 「AWS Billing and Cost Management ユーザーガイド」の「月次コスト配分レポートの設定」を参照し
てください。
• 「AWS Cost and Usage Report ユーザーガイド」の「Creating Cost and Usage Reports」(コストと使用
状況レポートの作成) を参照してください。

Note
AWS から S3 バケットへのレポートの配信を開始するまで、最大 24 時間かかる場合がありま
す。
Amazon EC2 コンソール、API、SDK、または AWS CLI のコマンド ec2 を使用して、所有している
Windows AMI を高速起動向けに構成できます。以下のセクションでは、Amazon EC2 コンソールおよび
AWS CLI の設定手順について説明します。
目次
• 前提条件 (p. 37)
• 高速起動を設定するときに起動テンプレートを使用する (p. 37)
• Windows AMI の高速起動をスタートする (p. 38)
• Windows AMI の高速起動を停止する (p. 40)
• 高速起動が有効になっている Windows AMI を表示する (AWS CLI) (p. 42)
• EC2 Windows インスタンスの高速起動のためのサービスリンクロール (p. 44)
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前提条件
EC2 Windows インスタンスの高速起動を設定するときは、事前に、次の前提条件が満たされていることを
確認する必要があります。
• 設定を構成する際に起動テンプレートを使用しない場合は、EC2 Windows インスタンスに高速起動を使
用しているリージョンで、デフォルトの VPC が設定されていることを確認します。デフォルト VPC が
設定されていても、リージョンで EC2 Classic を有効にすることはできません。EC2 Classic の詳細に
ついては、「EC2-Classic Networking は販売終了になります — 準備方法はこちら」を参照してくださ
い。

Note
EC2 Windows インスタンスの高速起動を設定しようとしているリージョンで、誤って、デフォ
ルトの VPC を削除した場合は、そのリージョンに新しいデフォルト VPC を作成できます。詳
細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「デフォルトの VPC を作成する」を参照
してください。
• デフォルト以外の VPC を指定するときは、Windows の高速起動を設定するときに、起動テンプレート
を使用する必要があります。詳細については、「高速起動を設定するときに起動テンプレートを使用す
る (p. 37)」を参照してください。
• アカウントに、Amazon EC2 インスタンスに IMDSv2 を強制するポリシーが含まれている場
合、IMDSv2 を強制するメタデータ設定を指定する、起動テンプレートを作成する必要があります。
• EC2 Windows インスタンスの、高速起動の設定を変更するときは、AWS アカウントが Windows AMI
を所有している必要があります。
• EC2 Windows インスタンスの高速起動を設定するために使用する Windows AMI は、シャットダウンオ
プションのある Sysprep を使用して作成する必要があります。Sysprep を実行せずにインスタンスから
作成された AMI は現在サポートされていません。Sysprep を使用して AMI を作成するには、「カスタム
Windows AMI を作成する (p. 135)」を参照してください。

高速起動を設定するときに起動テンプレートを使用する
起動テンプレートを使用すると、そのテンプレートからインスタンスを起動するたびに Amazon EC2 が使
用する、一連の起動パラメータを設定することができます。指定できるのは、基本イメージに使用される
AMI、インスタンスタイプ、ストレージ、ネットワーク設定などです。起動テンプレートはオプションで
す。ただし、高速起動を設定するときに Windows AMI で起動テンプレートを使用する必要がある、次の
特定の場合を除きます。
• Windows AMI 用の、デフォルト以外の VPC を指定するときは、起動テンプレートを使用する必要があ
ります。
• アカウントに、Amazon EC2 インスタンスに IMDSv2 を強制するポリシーが含まれている場
合、IMDSv2 を強制するメタデータ設定を指定する、起動テンプレートを作成する必要があります。
AWS CLI で enable-fast-launch コマンドを実行するとき、または EnableFastLaunch API アクションを
呼び出すとき、EC2 コンソールのメタデータ設定を含む起動テンプレートを使用します。

デフォルト以外の VPC を指定する
ステップ 1: 起動テンプレートを作成する
AWS Management Console または AWS CLI から、Windows インスタンスの VPC を指定する起動テンプ
レートを作成します。詳細については、「起動テンプレートの作成 (p. 536)」を参照してください。
ステップ 2: 高速起動 AMI の起動テンプレートを指定する

37

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
Windows AMI を高速起動するように設定する

• EC2 Windows インスタンスの、高速起動用の起動テンプレートを指定するときは、次のステップを実行
します。
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Images] (イメージ) で、[AMIs] (AMI) を選択します。

3.

[Name] (名前) の横にあるチェックボックスをオンにして、更新する AMI を選択します。

4.

AMI のリストの上にある [Actions] (アクション) メニューから、[Manage image optimization] (イ
メージの最適化を管理する) を選択します。[Manage image optimization] (イメージの最適化を管理)
ページが開くため、ここで高速起動のための設定を構成します。

5.

[Launch template] (起動テンプレート) ボックスが、フィルター済みの検索を実行し、入力したテ
キストにマッチする起動テンプレートを、現在のリージョンのアカウントで特定します。ボックス
で、起動テンプレートの名前または ID の、全部または一部を指定し、一致する起動テンプレートの
一覧を表示します。例えば、ボックスに fast と入力すると、Amazon EC2 は、現在のリージョン
のアカウントで、名前に「fast」を含む起動テンプレートをすべて検索します。
起動テンプレートを新規作成するときは、[Create launch template] (起動テンプレートを作成) を選
択します。

6.

起動テンプレートを選択すると、Amazon EC2 は、[Source template version] (ソーステンプレート
のバージョン) ボックスにそのテンプレートのデフォルトバージョンを表示します。別のバージョ
ンを指定するときは、置き換えるデフォルトのバージョンを強調表示し、ボックスに必要なバー
ジョンの番号を入力します。

7.

変更が完了したら、[Save changes] (変更を保存) を選択します。

• enable-fast-launch コマンドを AWS CLI で実行するときに、起動テンプレートの名前または ID を -launch-template パラメータで指定します。
• EnableFastLaunch API アクションを呼び出すときに、起動テンプレートの名前または ID を
LaunchTemplate パラメータで指定します。
EC2 起動テンプレートの詳細については、「起動テンプレートからのインスタンスの起動 (p. 534)」(起
動テンプレートからのインスタンスの起動) を参照してください。

Windows AMI の高速起動をスタートする
EC2 Windows インスタンスの高速起動をスタートするには、環境にマッチするタブを選択し、そのステッ
プに従います。

Note
これらの設定を変更する前に、AMI と、これを実行するリージョンが、前提条件 (p. 37) のす
べてを満たしていることを確認します。
Console
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Images] (イメージ) で、[AMIs] (AMI) を選択します。

3.

[Name] (名前) の横にあるチェックボックスをオンにして、更新する AMI を選択します。

4.

AMI のリストの上にある [Actions] (アクション) メニューから、[Manage image optimization] (イ
メージの最適化を管理する) を選択します。[Manage image optimization] (イメージの最適化を管
理) ページが開くため、ここで高速起動のための設定を構成します。

5.

事前プロビジョニングされたスナップショットを使用して Windows AMI からインスタンスを
より速く起動するには、[Enable Windows faster launching] (Windows 高速起動を有効にする)
チェックボックスをオンにします。

6.

[Set anticipated launch frequency] (予想される起動頻度の設定) ドロップダウンリストから、予
想されるインスタンス起動ボリュームに対応できるように作成および維持されているスナップ
ショット数を、指定する値を選択します。
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7.

変更が完了したら、[Save changes] (変更を保存) を選択します。

Note
起動テンプレートを使用してデフォルト以外の VPC を指定する必要がある場合、また
は、IMDSv2 のメタデータ設定を構成する必要がある場合は、「高速起動を設定するときに
起動テンプレートを使用する (p. 37)」(高速起動を設定するときに起動テンプレートを使
用する) を参照してください。
AWS CLI
enable-fast-launch コマンドは、Amazon EC2 EnableFastLaunch API オペレーションを呼び出しま
す。
構文:
aws ec2 enable-fast-launch \
--image-id <value> \
--resource-type <value> \ (optional)
--snapshot-configuration <value> \ (optional)
--launch-template <value> \ (optional)
--max-parallel-launches <value> \ (optional)
--dry-run | --no-dry-run \ (optional)
--cli-input-json <value> \ (optional)
--generate-cli-skeleton <value> \ (optional)

例:
以下の enable-fast-launch の例は、指定した AMI で高速起動を開始し、事前プロビジョニングのため
に 6 つの平行インスタンスを起動します。ResourceType は snapshot に設定されます。これはデ
フォルト値です。
aws ec2 enable-fast-launch \
--image-id ami-01234567890abcedf
--max-parallel-launches 6 \
--resource-type snapshot

\

出力:
{

}

"ImageId": "ami-01234567890abcedf",
"ResourceType": "snapshot",
"SnapshotConfiguration": {
"TargetResourceCount": 10
},
"LaunchTemplate": {},
"MaxParallelLaunches": 6,
"OwnerId": "0123456789123",
"State": "enabling",
"StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
"StateTransitionTime": "2022-01-27T22:16:03.199000+00:00"

Tools for Windows PowerShell
Enable-EC2FastLaunch コマンドレットは、Amazon EC2 EnableFastLaunch API オペレーションを呼
び出します。
構文:
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Enable-EC2FastLaunch
-ImageId <String>
-LaunchTemplate_LaunchTemplateId <String>
-LaunchTemplate_LaunchTemplateName <String>
-MaxParallelLaunch <Int32>
-ResourceType <String>
-SnapshotConfiguration_TargetResourceCount <Int32>
-LaunchTemplate_Version <String>
-Select <String>
-PassThru <SwitchParameter>
-Force <SwitchParameter>

例:
以下の Enable-EC2FastLaunch の例は、指定した AMI で高速起動を開始し、事前プロビジョニングの
ために 6 つの平行インスタンスを起動します。ResourceType は snapshot に設定されます。これ
はデフォルト値です。
Enable-EC2FastLaunch `
-ImageId ami-01234567890abcedf `
-MaxParallelLaunch 6 `
-Region us-west-2 `
-ResourceType snapshot

出力:

ImageId
LaunchTemplate
MaxParallelLaunches
OwnerId
ResourceType
SnapshotConfiguration
State
StateTransitionReason
StateTransitionTime

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ami-01234567890abcedf
6
0123456789123
snapshot
Amazon.EC2.Model.FastLaunchSnapshotConfigurationResponse
enabling
Client.UserInitiated
2/25/2022 12:24:11 PM

Windows AMI の高速起動を停止する
EC2 Windows インスタンスの高速起動を停止するには、環境にマッチするタブを選択し、そのステップに
従います。

Note
これらの設定を変更する前に、AMI と、これを実行するリージョンが、前提条件 (p. 37) のす
べてを満たしていることを確認します。
Console
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Images] (イメージ) で、[AMIs] (AMI) を選択します。

3.

[Name] (名前) の横にあるチェックボックスをオンにして、更新する AMI を選択します。

4.

AMI のリストの上にある [Actions] (アクション) メニューから、[Manage image optimization] (イ
メージの最適化を管理する) を選択します。[Manage image optimization] (イメージの最適化を管
理) ページが開くため、ここで高速起動のための設定を構成します。

5.

[Enable Windows faster launching] (Windows 高速起動を有効にする) チェックボックスをオフに
して、EC2 Windows インスタンスの高速起動を停止し、事前プロビジョニングされたスナップ
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ショットを削除します。その結果、AMI は今後、各インスタンスに対して標準の起動プロセスを
使用するようになります。

Note

6.

Windows イメージの最適化を停止すると、既存の事前プロビジョニングされたスナップ
ショットが自動的に削除されます。この機能を再度使用するには、この手順を完了する
必要があります。
変更が完了したら、[Save changes] (変更を保存) を選択します。

AWS CLI
disable-fast-launch コマンドが Amazon EC2 DisableFastLaunch API オペレーションを呼び出しま
す。
構文:
aws ec2 disable-fast-launch \
--image-id <value> \
--force | --no-force \ (optional)
--dry-run | --no-dry-run \ (optional)
--cli-input-json <value> \ (optional)
--generate-cli-skeleton <value> \ (optional)

例:
次の disable-fast-lanch の例では、指定された AMI での高速起動を停止し、事前プロビジョニングさ
れた既存のスナップショットをクリーンアップします。
aws ec2 disable-fast-launch \
--image-id ami-01234567890abcedf

出力:
{

"ImageId": "ami-01234567890abcedf",
"ResourceType": "snapshot",
"SnapshotConfiguration": {},
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateId": "lt-01234567890abcedf",
"LaunchTemplateName": "EC2FastLaunchDefaultResourceCreationa8c6215d-94e6-441b-9272-dbd1f87b07e2",
"Version": "1"
},
"MaxParallelLaunches": 6,
"OwnerId": "0123456789123",
"State": "disabling",
"StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
"StateTransitionTime": "2022-01-27T22:47:29.265000+00:00"
}

Tools for Windows PowerShell
Disable-EC2FastLaunch コマンドレットが Amazon EC2 DisableFastLaunch API オペレーションを呼
び出します。
構文:
Disable-EC2FastLaunch
-ImageId <String>
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-ForceStop <Boolean>
-Select <String>
-PassThru <SwitchParameter>
-Force <SwitchParameter>

例:
次の Disable-EC2FastLaunch の例では、指定された AMI での高速起動を停止し、事前プロビジョニ
ングされた既存のスナップショットをクリーンアップします。
Disable-EC2FastLaunch -ImageId ami-01234567890abcedf

出力:

ImageId
LaunchTemplate
MaxParallelLaunches
OwnerId
ResourceType
SnapshotConfiguration
State
StateTransitionReason
StateTransitionTime

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ami-01234567890abcedf
Amazon.EC2.Model.FastLaunchLaunchTemplateSpecificationResponse
6
0123456789123
snapshot
disabling
Client.UserInitiated
2/25/2022 1:10:08 PM

高速起動が有効になっている Windows AMI を表示する (AWS
CLI)
高速起動が有効になっている Windows AMI の詳細を取得するには、AWS CLI にある describe-fastlaunch-images コマンド、または Get-EC2FastLaunchImage Tools for Windows PowerShell コマンドレッ
トを使用します。
Amazon EC2 は、結果で返される各 Windows AMI について、次の詳細を提供します。
• 高速起動が有効な Windows イメージを識別するイメージ ID。
• Windows AMI の事前プロビジョニングに使用されるリソースタイプ。サポートされている値は
snapshot です。
• スナップショット構成。スナップショットを使用している関連する Windows AMI の、事前プロビジョ
ニングに使用されるパラメータのグループです。
• 起動テンプレート情報。事前プロビジョニングされたスナップショットから Windows インスタンスを起
動するときに AMI が使用する起動テンプレートの ID、名前、バージョンなど。
• リソースを作成するために起動される並列インスタンスの最大数。
• 高速起動が有効な Windows AMI の所有者 ID。
• 指定された Windows AMI の高速起動の現在の状態。サポートされる値を次に示します。enabling |
enabling-failed | enabled | enabled-failed | disabling | disabling-failed。

Note
現在の状態は、EC2 コンソールの [Manage image optimization] (イメージ最適化を管理) ページ
にも、[Image optimization state] (イメージ最適化の状態) として表示されます。
• Windows AMI の高速起動が現在の状態に変更された理由。
• Windows AMI の高速起動が現在の状態に変更された時間。
コマンドライン環境に一致するタブを選択します。
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AWS CLI
describe-fast-launch-images コマンドは、Amazon EC2 DescribeFastLaunchImages API オペレーショ
ンを呼び出します。
構文:
aws ec2 describe-fast-launch-images \
--image-ids <value> \ (optional)
--filters <value> \ (optional)
--dry-run | --no-dry-run \ (optional)
--cli-input-json <value> \ (optional)
--starting-token <value> \ (optional)
--page-size <value> \ (optional)
--max-items <value> \ (optional)
--generate-cli-skeleton <value> \ (optional)

例:
次の describe-fast-launch-images の例では、高速起動用に構成されたアカウント内の各 AMI の詳細を
表示します。この例では、アカウント内の AMI が 1 つだけ高速起動するように設定されています。
aws ec2 describe-fast-launch-images

出力:
{

"FastLaunchImages": [
{
"ImageId": "ami-01234567890abcedf",
"ResourceType": "snapshot",
"SnapshotConfiguration": {},
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateId": "lt-01234567890abcedf",
"LaunchTemplateName": "EC2FastLaunchDefaultResourceCreationa8c6215d-94e6-441b-9272-dbd1f87b07e2",
"Version": "1"
},
"MaxParallelLaunches": 6,
"OwnerId": "0123456789123",
"State": "enabled",
"StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
"StateTransitionTime": "2022-01-27T22:20:06.552000+00:00"
}
]
}

Tools for Windows PowerShell
Get-EC2FastLaunchImage コマンドレットは、Amazon EC2 DescribeFastLaunchImages API オペ
レーションを呼び出します。
構文:
Get-EC2FastLaunchImage
-Filter <Filter[]>
-ImageId <String[]>
-MaxResult <Int32>
-NextToken <String>
-Select <String>
-NoAutoIteration <SwitchParameter>
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例:
次の Get-EC2FastLaunchImage の例では、高速起動用に構成されたアカウント内の各 AMI の詳細を
表示します。この例では、アカウント内の AMI が 1 つだけ高速起動するように設定されています。
Get-EC2FastLaunchImage -ImageId ami-01234567890abcedf

出力:
ImageId
LaunchTemplate
MaxParallelLaunches
OwnerId
ResourceType
SnapshotConfiguration
State
StateTransitionReason
StateTransitionTime

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ami-01234567890abcedf
Amazon.EC2.Model.FastLaunchLaunchTemplateSpecificationResponse
6
0123456789123
snapshot
enabled
Client.UserInitiated
2/25/2022 12:54:43 PM

EC2 Windows インスタンスの高速起動のためのサービスリンク
ロール
Amazon EC2 は、ユーザーに代わって AWS の他のサービスを呼び出すために必要なアクセス許可のため
に、サービスにリンクされたロールを使用します。サービスにリンクされたロールは、AWS のサービスに
直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス
にアクセス許可を委任するためのセキュアな方法を提供します。これは、リンクされたサービスのみが、
サービスにリンクされたロールを引き受けることができるためです。Amazon EC2 がサービスリンクロー
ルを含めた IAM ロールを使用する方法の詳細については、「Amazon EC2 の IAM ロール (p. 1442)」を参
照してください。
Amazon EC2 では、AWSServiceRoleForEC2FastLaunch という名前のサービスリンクロールを使用
して、Windows AMI からのインスタンスの起動にかかる時間を短縮する、事前プロビジョニングされたス
ナップショットのセットを作成および管理します。
このサービスリンクロールを手動で作成する必要はありません。AMI において EC2 Windows インスタン
スの高速起動の使用を開始した時点で、サービスにリンクされたロールが存在しない場合、Amazon EC2
がこのロールを作成します。

Note
サービスリンクロールがアカウントから削除された場合、別の Windows AMI 用の EC2 Windows
インスタンスの高速起動を開始して、アカウントにロールを再作成することができます。また
は、現在の AMI の EC2 Windows インスタンスの高速起動を停止し、再度開始することもできま
す。ただし、機能を停止すると、AMI ではすべての新しいインスタンスに対して標準の起動プロ
セスが使用され、Amazon EC2 では事前プロビジョニングされたスナップショットをすべて削除
されます。事前プロビジョニングされたスナップショットがすべて削除されたら、AMI の EC2
Windows インスタンスの高速起動の使用を開始できます。
Amazon EC2 では、AWSServiceRoleForEC2FastLaunch のサービスリンクロールを編集することはで
きません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照され
る可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用してロールの説明の編
集はできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクロールの編集」を参照してくだ
さい。
サービスリンクロールは、関連リソースをすべて削除した後でしか削除できません。これによ
り、Amazon EC2 リソースへのアクセス許可が誤って削除されるないようにし、高速起動が有効化された
AMI に関連付けられたリソースを保護します。
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Amazon EC2 では、Amazon EC2 サービスを利用できるすべてのリージョンで、EC2 Windows インスタ
ンスのサービスリンクロールの高速起動をサポートします。詳細については、リージョン (p. 1162) を参
照してください。

AWSServiceRoleForEC2FastLaunch によって付与されるアクセス許可
Amazon EC2 は、EC2FastLaunchServiceRolePolicy 管理ポリシーを使用して、次のアクションを実
行します。
• cloudwatch:PutMetricData — EC2 Windows インスタンスの高速起動に関連するメトリクスデータ
を Amazon EC2 名前空間に投稿します。
• ec2:CreateLaunchTemplate — 高速起動が有効化された AMI の、起動テンプレートを作成します。
• ec2:CreateSnapshot — 高速起動が有効化された AMI 用に、事前プロビジョニングされたスナップ
ショットを作成します。
• ec2:CreateTags — 高速起動が有効化された AMI 用に、Windows インスタンスの起動と事前プロビ
ジョニングに関連するリソースのタグを作成します。
• ec2:DeleteSnapshots — 以前に有効化された AMI で EC2 Windows インスタンスの高速起動がオフ
になっている場合は、関連する事前プロビジョニングされたスナップショットをすべて削除します。
• ec2:DescribeImages — すべてのリソースのイメージを表示します。
• ec2:DescribeInstanceAttribute — すべてのリソースのインスタンス属性を表示します。
• ec2:DescribeInstanceStatus — すべてのリソースのインスタンスステータスを表示します。
• ec2:DescribeInstances — すべてのリソースのインスタンスを表示します。
• ec2:DescribeInstanceTypeOfferings — すべてのリソースのインスタンスタイプの提供を表示し
ます。
• ec2:DescribeLaunchTemplates — すべてのリソースの起動テンプレートを表示します。
• ec2:DescribeLaunchTemplateVersions — すべてのリソースの起動テンプレートのバージョンを
表示します。
• ec2:DescribeSnapshots — すべてのリソースのスナップショットリソースを表示します。
• ec2:DescribeSubnets — すべてのリソースのサブネットを表示します。
• ec2:RunInstances — プロビジョニング手順を実行するために、高速起動が有効化された AMI からイ
ンスタンスを起動します。
• ec2:StopInstances — 事前プロビジョニングされたスナップショットを作成するために、高速起動
が有効化された AMI から起動されたインスタンスを停止します。
• ec2:TerminateInstances — 事前プロビジョニングされたスナップショットを作成した後、高速起
動が有効化された AMI から起動されたインスタンスを終了します。
• iam:PassRole — AWSServiceRoleForEC2FastLaunch サービスリンクロールが、起動テンプレー
トのインスタンスプロファイルを使用して、ユーザーに代わってインスタンスを起動することを許可し
ます。
Amazon EC2 のマネージドポリシーの使用方法の詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud での
AWS の管理ポリシー (p. 1440)」を参照してください。

暗号化された AMI および EBS スナップショット用のカスタマーマネージド型
キーへのアクセス
前提条件
• Amazon EC2 がお客様に代わって暗号化された AMI にアクセスできるようにするには、カスタマーマ
ネージド型キーの createGrant アクションに対する権限が必要です。
暗号化された AMI の EC2 Windows インスタンスの高速起動を有効にすると、Amazon
EC2 は、AMI にアクセスするために、カスタマーマネージド型キーを使用する権限が

45

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
マネージド AWS Windows AMI

AWSServiceRoleForEC2FastLaunch ロールに付与されていることを確認します。この権限は、インス
タンスを起動し、ユーザーに代わって事前プロビジョニングされたスナップショットを作成するために必
要です。

マネージド AWS Windows AMI
AWS は、Windows Server のさまざまなバージョンと設定を含むマネージド Amazon マシンイメージ
(AMI) を提供しています。一般に、AWS Windows AMI は、Microsoft のインストールメディアで使用さ
れるデフォルトの設定で定義されています。ただし、カスタマイズも含まれています。例えば、AWS
Windows AMI には以下のソフトウェアとドライバーが付属しています。
• EC2Launch v2（Windows Server 2022）
• EC2Launch (Windows Server 2016 および 2019)
• EC2Config サービス (Windows Server 2012 R2 経由)
• AWS Systems Manager
• AWS CloudFormation
• AWS Tools for Windows PowerShell
• ネットワークドライバー (SRIOV、ENA、Citrix PV)
• ストレージドライバー (NVMe、AWS PV、Citrix PV)
• グラフィックスドライバー (NVidia GPU、Elastic GPU)
• スポットインスタンスの休止状態
その他のカスタマイズについては、「AWS Windows AMI (p. 32)」を参照してください。
マネージド Windows AMI のトピック
• AWS Windows AMI バージョンの詳細 (p. 46)
• 公式の AWS Windows AMI の内容 (p. 46)
• AWS が提供する Windows AMI を決める方法 (p. 47)
• パッチ、セキュリティの更新、および AMI ID (p. 47)
• 半期チャネルのリリース (p. 48)
• AWS Windows AMI の設定変更 (p. 48)
• Windows インスタンスの更新 (p. 50)
• 新しいバージョンの Windows Server へのアップグレードまたは移行 (p. 51)
• Windows AMI の通知の受信登録 (p. 51)
• Windows Server 2016 以降の AMI の変更点 (p. 52)
• Windows Server 2016 インスタンスでの Docker コンテナの競合 (p. 52)

AWS Windows AMI バージョンの詳細
公式の AWS Windows AMI の内容
AWS は、Windows オペレーティングシステムのすべてのサポートされているバージョンに対して、さま
ざまな設定の AMI を提供しています。これらのイメージのそれぞれについて、AWS では次の操作を行い
ます。
• Microsoft が推奨するすべての Windows セキュリティパッチをインストールします。毎月 Microsoft の
パッチが入手可能になった直後にイメージを公開します。
• ネットワークおよびディスクドライバー、トラブルシューティング用の EC2WinUtil、および選択した
AMI の GPU ドライバーを含む AWS ハードウェアの最新のドライバーをインストールします。
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• Server 2012 R2 以前向けの EC2Config (p. 700)、Server 2016 および 2019 向けの
EC2Launch (p. 690)、Server 2022 向けの EC2Launch v2 (p. 644) などの AWS ヘルパーソフトウェ
アが含まれています。
• Amazon Time Sync Service (p. 772) を使用するように Windows の時刻を設定します。
• すべての電力スキームを変更して、ディスプレイが消灯しないように設定します。
• 軽微なバグ修正 - 通常 1 行のレジストリが変更され、AWS のパフォーマンスを向上させるために、発見
された機能を有効または無効にします。
上記の調整以外にも、AMI はデフォルトのインストールに可能な限り近づけています。これは、「手元
の」PowerShell または .NET フレームワークのバージョンをデフォルトにして、Windows の機能をインス
トールせず、通常は AMI を変更しないことを意味します。

AWS が提供する Windows AMI を決める方法
各 AMI は、一般に公開される前に広範にテストされます。当社は、お客様の選択を簡素化し、コストを削
減するため、AMI の提供を定期的に合理化しています。
• 新しい AMI 製品は、新しい OS リリース用に作成されています。英語やその他の広く使用されている
言語で、「Base」、「Core/Container」、「SQL Express/Standard/Web/Enterprise」製品をリリー
スしている AWS をご利用できます。基本サービスとコアサービスの主な違いは、基本サービスには
デスクトップ/GUI があるのに対し、コアサービスには PowerShell コマンドラインのみである点で
す。Windows Server Core の詳細については、「https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/
administration/server-core/what-is-server-core」を参照してください。
• 新しいプラットフォームをサポートするための新しい AMI 製品が作成されています。例えば、GPU
ベースのインスタンスタイプ (P2 と P3、G2 と G3 など) を使用してお客様をサポートするため
に、Deep Learning AMI と「NVidia」AMI が作成されています。
• あまり人気のない AMI は削除される場合があります。特定の AMI が全ライフサイクルでわずか数回し
か起動しない場合は、より広く使用されているオプションを優先して削除します。
ご覧になりたい AMI のバリアントがある場合は、クラウドサポートのチケットを申請するか、当社の確立
されたいずれかのチャネルを介してフィードバックを提供してください。

パッチ、セキュリティの更新、および AMI ID
AWS は、Microsoft の火曜パッチ (毎月第 2 火曜日) の 5 営業日以内に、更新されたパッチが全面的に適用
された Windows AMI を提供します。新しい AMI は、Amazon EC2 コンソールの [Images] (イメージ) ペー
ジからすぐに入手できます。新しい AMI は、リリースの数日以内に AWS Marketplace およびインスタン
ス起動ウィザードの [Quick Start] タブで入手できます。

Note
最新の Windows Server 2019 以降の AMI から起動したインスタンスには、「Some settings
are managed by your organization (一部の設定は当組織によって管理されています)」で始ま
る Windows Update ダイアログメッセージが表示される場合があります。このメッセージは
Windows Server 2019 内の変更の結果として表示され、Windows Update の動作やお客様による
更新設定管理能力には影響を及ぼしません。
この警告を解決するには、「一部の設定は当組織によって管理されています」を参照してくださ
い。
お客様がデフォルトで最新のセキュリティ更新を受けられるように、AWS は Windows AMI を 3 か月間使
用可能にしています。新しい Windows AMI の公開から 10 日以内に、AWS は公開から 3 か月を経過した
Windows AMI を非公開にします。AMI が非公開になった後、その AMI から起動されたインスタンスをコ
ンソールで表示すると、[AMI ID] フィールドに "ami-xxxxx の詳細をロードできません (Cannot load detail
for ami-xxxxx)" と示されます。You may not be permitted to view it" と表示されます。ただし、AWS CLI ま
たは AWS SDK を使用してその AMI ID を取得することはできます。

47

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
マネージド AWS Windows AMI

Windows AMI はリリースごとに新しい AMI ID を持ちます。したがって、ID ではなく名前で、最新の
AWS Windows AMI を見つけるスクリプトを作成することをお勧めします。詳細については、次の例を参
照してください。
• Get-EC2ImageByName (AWS Tools for Windows PowerShell)
• Systems Manager パラメータストアを使用した最新の Windows AMI のクエリ
• チュートリアル: Amazon マシンイメージ ID を参照する (AWS Lambda、AWS CloudFormation)

半期チャネルのリリース
AWS は、AWS のスケール、パフォーマンス、および伸縮性を Windows Server の半期チャネルリリース
バージョンの新しい機能に組み合わせた Windows Server 半期チャネルリリースを提供します。

AWS Windows AMI の設定変更
以下の設定変更が各 AWS Windows AMI に適用されます。

クリーンアップと準備
変更

Applies to

保留中のファイル名変更や再起動の有無を確認し、必要に応じて再
起動

すべての AMI

.dmp ファイルを削除

すべての AMI

ログを削除 (イベントログ、Systems Manager、EC2Config)

すべての AMI

Sysprep の一時フォルダおよびファイルを削除

すべての AMI

最近の履歴をクリア ([スタート] メニュー、Windows Explorer など)

Windows Server 2012 R2 以前

ウイルススキャンを実行

すべての AMI

キュー内の .NET アセンブリを事前コンパイル (Sysprep の前)

すべての AMI

Windows のメンテナンスツールを実行

Windows Server 2012 R2 以降

Internet Explorer のデフォルト値を復元

すべての AMI

EC2Config のデフォルト値を復元

Windows Server 2012 R2 以前

EC2Launch を次回起動時に実行するように設定

Windows Server 2016 および
2019

Windows の壁紙をリセット

すべての AMI

Sysprep を実行

すべての AMI

インストールと設定
変更

Applies to

Amazon EC2 Windows ガイドへのリンクを追加

すべての AMI

拡張マウントポイントにインスタンスストレージボリュームをア
タッチ

すべての AMI

最新の AWS Tools for Windows PowerShell をインストール

すべての AMI
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変更

Applies to

最新の AWS CloudFormation ヘルパースクリプトをインストール

すべての AMI

最新の EC2Config および SSM Agent をインストール

Windows Server 2012 R2 以前

最新の EC2Launch および SSM Agent をインストール

Windows Server 2016 および
2019

最新の EC2Launch v2 および SSM Agent をインストール

Windows Server Windows 2022
以降

最新の AWS PV、ENA、および NVMe ドライバーをインストールす
る

Windows Server 2008 R2 以降

最新の SRIOV ドライバーをインストール

Windows Server 2012 R2 以降

最新の Citrix PV ドライバーをインストール

Windows Server 2008 SP2 以前

最新の EC2WinUtil ドライバーをインストール

Windows Server 2008 R2 以降

PowerShell 2.0 と 3.0 をインストール

Windows Server 2008 SP2 と R2

Microsoft SQL Server をインストールする場合:

すべての AMI

• サービスパックをインストール
• 自動的に起動するように設定
• BUILTIN\Administrators を SysAdmin ロールに追加
• TCP ポート 1433 と UDP ポート 1434 を開く
以下の hotfix を適用します。

Windows Server 2008 SP2 と R2

• MS15-011
• KB2582281
• KB2634328
• KB2800213
• KB2922223
• KB2394911
• KB2780879
ファイアウォールを通過する ICMP トラフィックを許可

Windows Server 2012 R2 以前

ファイルとプリンターの共有を有効化

Windows Server 2012 R2 以前

Internet Explorer の RunOnce を無効化

すべての AMI

リモート PowerShell を有効化

すべての AMI

次のようにシステムボリュームでページングファイルを設定しま
す。

すべての AMI

• Windows Server 2016 以降 – システムによって管理されます
• Windows Server 2012 R2 - 初期サイズおよび最大サイズは 8 GB
です
• Windows Server 2012 以前 - 初期サイズは 512 MB、最大サイズは
8 GB です
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変更

Applies to

利用可能な場合は、システムで管理される追加のページングファイ
ルを Z: で設定します。

Windows Server 2012 R2 以前

ハイバネーションを無効化し、ハイバネーションファイルを削除

すべての AMI

パフォーマンス最適化のためのパフォーマンスオプションを設定

すべての AMI

パフォーマンス向上のための電源設定を定義

すべての AMI

スクリーンセーバーのパスワードを無効化

すべての AMI

RealTimeIsUniversal レジストリキーを設定

すべての AMI

タイムゾーンを UTC に設定

すべての AMI

Windows Update の通知を無効化

すべての AMI

Windows Update を実行し、保留中の更新がなくなるまでの再起動

すべての AMI

すべての電力スキームでディスプレイを設定して、オフにならない
ようにする

すべての AMI

PowerShell 実行ポリシーを「無制限」に設定

すべての AMI

Windows インスタンスの更新
Windows インスタンスを起動した後、インスタンスに更新プログラムをインストールする必要がありま
す。詳細については、「Amazon EC2 での更新管理 (p. 1493)」を参照してください。
関心のある更新プログラムのみを手動でインストールすることも、現在の AWS Windows AMI から始め
て、新しい Windows インスタンスを構築することもできます。現在の AWS Windows AMI の検索方法
や、AMI を最新の状態に保つ方法については、「Windows AMI の検索 (p. 107)」および「AMI を最新の
状態に保つ (p. 33)」を参照してください。

Note
更新時にはインスタンスはステートレスである必要があります。詳細については、大規模環境で
の AWS インフラストラクチャを管理するをご参照ください。
Windows インスタンスの場合は、以下のサービスやアプリケーションにアップデートをインストールでき
ます。
• Microsoft Windows Server
• Microsoft SQL Server
• Windows PowerShell
• EC2Launch v2 の最新バージョンのインストール (p. 649)
• EC2Launch の最新バージョンのインストール (p. 692)
• EC2Config の最新バージョンのインストール (p. 701)
• AWS Systems Manager SSM Agent
• Windows の拡張ネットワーキングの有効化 (p. 1271)
• PowerShell を使用して AWS NVMe ドライバーをインストールまたはアップグレードする (p. 750)
• Windows インスタンスでの PV ドライバーのアップグレード (p. 735)
• AWS Tools for Windows PowerShell
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• AWS CloudFormation ヘルパースクリプト
更新をインストールした後、Windows インスタンスを再起動することをお勧めします。詳細について
は、インスタンスの再起動 (p. 576) を参照してください。

新しいバージョンの Windows Server へのアップグレードまたは
移行
Windows インスタンスを Windows Server の新しいバージョンにアップグレードまたは移行する方法につ
いては、「Amazon EC2 Windows インスタンスのより新しいバージョンの Windows Server へのアップグ
レード (p. 854)」を参照してください。

Windows AMI の通知の受信登録
新しい AMI がリリースされたときや、以前にリリースされた AMI が非公開になったときに通知されるよ
うにするには、Amazon SNS を使用して通知をサブスクライブします。

Windows AMI の通知を受信するには
1.

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

2.

ナビゲーションバーで、必要に応じて、リージョンを [米国東部 (バージニア北部)] に変更します。購
読する SNS 通知がこのリージョンで作成されているため、このリージョンを使用する必要がありま
す。

3.

ナビゲーションペインで [Subscriptions] を選択します。

4.

[Create subscription] を選択します。

5.

[サブスクリプションの作成] ダイアログボックスで、次の操作を行います。
a.

[ARN のトピック] で、次の Amazon リソースネーム (ARN) のいずれかをコピーアンドペースト
します。
• arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-ami-update
• arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-ami-private
AWS GovCloud (米国) の場合:
arn:aws-us-gov:sns:us-gov-west-1:077303321853:ec2-windows-ami-update

6.

b.

[Protocol] で [Email] を選択します。

c.

[エンドポイント] では、通知を受信するために使用できる E メールアドレスを入力します。

d.

[Create subscription] を選択します。

AWS Notification - Subscription Confirmation という件名の確認用 E メールを受信しま
す。メールを開いて [Confirm subscription] を選択して受信登録を完了します。

Windows AMI がリリースされるたびに、ec2-windows-ami-update トピックの受信者に通知を送信し
ます。リリースされた Windows AMI が非公開になるたびに、ec2-windows-ami-private トピックの
受信者に通知を送信します。通知が不要になった場合は、次の手順で受信登録を解除します。

Windows AMI の通知の受信登録を解除するには
1.

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

2.

ナビゲーションバーで、必要に応じて、リージョンを [米国東部 (バージニア北部)] に変更しま
す。SNS 通知はこのリージョンで作成されたため、このリージョンを使用する必要があります。

3.

ナビゲーションペインで [Subscriptions] を選択します。
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4.

サブスクリプションを選択し、[Delete] (削除) を選択します。確認を求めるメッセージが表示された
ら、[削除] を選択します。

Windows Server 2016 以降の AMI の変更点
AWS では Windows Server 2016 以降の AMI が提供されています。これらの AMI に含まれる、以前の
Windows AMI に対する変更の概要は次のとおりです。
• .NET Framework から .NET Core への変更に対応するため、EC2Config サービスは Windows Server
2016 AMI では廃止され、EC2Launch に置き換えられました。EC2Launch は、EC2Config サービス
が実行する作業の多くを実行する Windows PowerShell スクリプトのバンドルです。詳細について
は、EC2Launch を使用した Windows インスタンスの設定 (p. 690) を参照してください。EC2Launch
v2 は、Windows Server 2022 以降の AMI の EC2Config を置き換えます。詳細については、EC2Launch
v2 を使用した Windows インスタンスの設定 (p. 644) を参照してください。
• 以前のバージョンの Windows Server AMI では、EC2Config サービスを使用して EC2 インスタンスをド
メインに参加させ、Amazon CloudWatch との統合を設定できます。Windows Server 2016 以降の AMI
では、CloudWatch エージェントを使用して、Amazon CloudWatch との統合を設定することができま
す。ログデータを CloudWatch に送信するためのインスタンスの設定の詳細については、「CloudWatch
エージェントを使用して Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスサーバーからメトリクスとログを収
集する」を参照してください。EC2 インスタンスをドメインに結合する詳細については、AWS Systems
Manager ユーザーガイドの「AWS-JoinDirectoryServiceDomain JSON ドキュメントを使用してイ
ンスタンスをドメインに結合する」を参照してください。

他の違い
Windows Server 2016 以降の AMI で作成されたインスタンスの次の重要な違いについても留意してくださ
い。
• デフォルトでは、EC2Launch はセカンダリ EBS ボリュームを初期化しません。EC2Launch が自動
でディスクを初期化するよう設定するには、スクリプトの実行をスケジュール設定するか、ユーザー
データで EC2Launch を呼び出します。EC2Launch を使用してディスクを初期化する手順について
は、EC2Launch の設定 (p. 693) にある「ドライブとドライブ文字のマッピングの初期化」を参照して
ください。
• 以前にローカル設定ファイル (AWS.EC2.Windows.CloudWatch.json) を使用してインスタンスで
CloudWatch の統合を有効にした場合、Windows Server 2016 以降の AMI から作成したインスタンス
で、SSM Agent を操作するファイルを設定できます。
詳細については、Microsoft.com の「Windows Server」を参照してください。

Windows Server 2016 インスタンスでの Docker コンテナの競合
Windows Server 2016 AMI で Docker サービスを実行する場合、このサービスはデフォルトの内部 IP アド
レスのプレフィクス値とは異なる CIDR 値を使用するよう設定されます。デフォルト値は 172.16.0.0/12
です。Windows Server 2016 AMI は、デフォルトの Amazon EC2 VPC/サブネットとの競合を避けるた
め、172.17.0.0/16 を使用します。EC2 インスタンスの VPC/サブネット設定を変更しない場合は、何もす
る必要はありません。CIDR 値が異なるため、競合は基本的に回避されます。VPC/サブネット設定を変更
する場合は、これらの内部 IP アドレスのプレフィクス値に注意して、競合の作成を回避します。詳細につ
いては、次のセクションを参照してください。

Important
Windows Server 2016 インスタンスで Docker を実行する予定の場合は、次の Amazon マシン
イメージ (AMI) または Windows_Server-2016-English-Full-Containers を名前に使用
して、このイメージに基づく AMI からインスタンスを作成する必要があります。別の Windows
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Server 2016 AMI を使用すると、Docker をインストールしてから Sysprep を実行する際に、イン
スタンスが正しく起動しません。

専用の Windows AMI
このセクションでは、専用の Windows AMI、および Microsoft のワークロードソリューション用に開発さ
れた Windows AMI について説明します。
トピック
• AWS が提供する SQL Server AMI (p. 53)
• STIG コンプライアンスのための Amazon EC2 Windows Server AMI (p. 55)

AWS が提供する SQL Server AMI
SQL Server ライセンスを含む AMI でデフォルトインストールの変更、新しい機能の追加、または名前付
きインスタンスの追加インストールを行う場合は、C:\SQLServerSetup に含まれているインストール用
およびセットアップ用のメディアを使用します。
Amazon EC2 コンソール、AWS Tools for PowerShell、および AWS CLI を使用して、SQL Server 組み込
み AMI を検索できます。SQL Server 組み込み AMI を選択するときに、起動するインスタンスに関して、
次の要件を検討します。
• リージョン
• オペレーティングシステム
• アーキテクチャ: 32 ビット (i386)、64 ビット (x86_64)、または 64 ビット ARM (arm64)
• ルートデバイスタイプ: Amazon EBS またはインスタンスストア
• プロバイダー (Amazon Web Services など)
• 追加のソフトウェア (SQL Server など)
SQL Server 組み込み AMI の検出オプション
• Amazon EC2 コンソールを使用して SQL Server に含まれる AMI を検索する (p. 53)
• AWS Tools for Windows PowerShell を使用して SQL Server 組み込み AMI を検索する (p. 54)
• AWS CLI を使用して SQL Server 組み込み AMI を検索する (p. 54)
• SQL Server 組み込み AMI のバージョン履歴 (p. 55)

Amazon EC2 コンソールを使用して SQL Server に含まれる AMI を検索する
Amazon EC2 コンソールを使用して、SQL Server 組み込み AMI を検索できます。インスタンス起動
ウィザードを使用してインスタンスを起動するときに、AMI のリストから目的のインスタンスを選択で
きます。また、[Images] (イメージ) ページを使用して使用可能なすべての AMI を検索することもできま
す。AMI ID は各 AWS リージョンで固有です。

インスタンス起動ウィザードを使用して SQL Server に含まれる AMI を検索するには
1.
2.
3.
4.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションバーから、インスタンスを起動するリージョンを選択します。お客様は場所に関係な
く、使用できるリージョンをどれでも選択できます。
コンソールダッシュボードで、[Launch instances] (インスタンスの起動) を選択します。
[Application and OS Images (Amazon Machine Image)] (アプリケーションと OS イメージ (Amazon マ
シンイメージ)) で、検索バーに「SQL」と入力し、[Enter] を選択します。[AMI] ページに移動します。
ここでは、SQL が含まれている AMI を参照して選択できます。[Quickstart AMIs] (クイックスタート
AMI)、[My AMIs] (マイ AMI)、[AWS Marketplace AMI]、[Community AMIs] (コミュニティ AMI) の各タ
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ブで、AMI を選択できます。コスト、オペレーティングシステム、およびアーキテクチャでフィルタ
リングできます。
5.

この AMI からインスタンスを起動するには、インスタンスを選択し、[Launch instance] (インスタン
スの起動) を選択します。コンソールを使用したインスタンスの起動の詳細については、「新しいイ
ンスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する」を参照してください。まだインスタ
ンスを起動する準備ができていない場合は、後で使用するために AMI ID を記録します。

AMI ページを使用して SQL Server が含まれる AMI を検索するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーから、インスタンスを起動するリージョンを選択します。お客様は場所に関係な
く、使用できるリージョンをどれでも選択できます。

3.

ナビゲーションペインで [AMIs] を選択します。

4.

検索バーに「SQL」と入力し、[Enter] を選択します。[Quickstart AMIs] (クイックスタート AMI)、[My
AMIs] (マイ AMI)、[AWS Marketplace AMI] (マーケットプレイス AMI)、[Community AMIs] (コミュニ
ティ AMI) の各タブで、SQL サーバ に含まれる AMI を選択できます。コスト、オペレーティングシス
テム、およびアーキテクチャでフィルタリングできます。

5.

この AMI からインスタンスを起動するには、インスタンスを選択し、[Launch instance] (インスタン
スの起動) を選択します。コンソールを使用したインスタンスの起動の詳細については、「新しいイ
ンスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する」を参照してください。まだインスタ
ンスを起動する準備ができていない場合は、後で使用するために AMI ID を記録します。

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して SQL Server 組み込み AMI を検索
する
Amazon EC2 のコマンドレットを使用して、要件に合った Windows AMI のみを表示することができま
す。要件に合った AMI が見つかったら、インスタンスの起動に使用するためにその ID を記録します。詳
細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイドの「Windows PowerShell を使用した
インスタンスの起動」を参照してください。
Get-EC2ImageByName コマンドレットを使用して、SQL Server 組み込み AMI を表示できます。
Get-EC2ImageByName -Names *SQL*

詳細と例については、「AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイド」の「Windows PowerShell
を使用した AMI の検索」を参照してください。

AWS CLI を使用して SQL Server 組み込み AMI を検索する
Amazon EC2 の AWS CLI コマンドを使用すると、要件に合った SQL Serverに含まれる AMI のみを表示
できます。要件に合った AMI が見つかったら、インスタンスの起動に使用するためにその ID を記録しま
す。詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「AWS CLI を使用したインスタン
スの起動」を参照してください。
Amazon EC2
describe-images コマンドは、フィルタリングパラメータをサポートしています。例えば、Amazon が所有
するパブリック AMI を表示するのに --owners パラメーターを使用します。
aws ec2 describe-images --owners self amazon

SQL Server 組み込み AMI のみを表示するには、前のコマンドに以下のフィルターを追加します。
--filters "Name=name,Values=*SQL*"
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Important
describe-images コマンドから --owners フラグを省略すると、所有権に関係なく、起動許可を
持つすべてのイメージが返されます。

SQL Server 組み込み AMI のバージョン履歴
SQL Server の更新など、AWS Windows AMI の各リリースの変更内容を確認するには、「Amazon EC2
ユーザーガイド」の「AWS Windows AMI バージョン履歴」を参照してください。

STIG コンプライアンスのための Amazon EC2 Windows Server
AMI
セキュリティ技術実装ガイド (STIG) は、防衛情報システム局 (DISA) が情報システムとソフトウェアを保
護するために作成した設定標準です。DISA は、カテゴリと呼ばれる 3 つのレベルのコンプライアンスリ
スクを文書化します。
• カテゴリ I - 最高レベルのリスク。最も重大なリスクが対象となり、機密性、可用性、または整合性の喪
失につながる可能性のある脆弱性が含まれます。
• カテゴリ II - 中レベルのリスク。
• カテゴリ III - 低レベルのリスク。
各コンプライアンスレベルには、下位レベルのすべての STIG 設定が含まれます。つまり、最上位レベル
にはすべてのレベルですべての適用可能な設定が含まれます。
システムを STIG 標準に準拠させるには、さまざまなセキュリティ設定をインストール、設定、および
テストする必要があります。STIG コンプライアンス用の EC2 Windows Server AMI は、160 以上の必須
セキュリティ設定で事前に設定されています。STIG 準拠のオペレーティングシステムには、Windows
Server 2012 R2、Windows Server 2016、およびWindows Server 2019 が含まれます。STIG 準拠の AMI
には、国防総省 (DoD) の更新された証明書が含まれており、STIG 準拠の開始と達成に役立ちます。STIG
準拠の AMI の使用に追加料金はかかりません。
STIG 準拠の EC2 Windows Server AMI は、パブリックなすべての AWS と GovCloud のリージョンで利
用できます。これらの AMI から Amazon EC2 コンソールから直接インスタンスを起動できます。標準の
Windows 料金を使用して請求されます。
Windows Server 用の STIG 準拠の EC2 AMI は、インスタンスの作成時にコミュニティ AMI に見つかりま
す。AMI 名は以下に示すようになります。

Note
AMI の日付サフィックス (YYYY.MM.DD) は、最新バージョンが作成された日付を示します。日付
のサフィックスを使用しなくても、バージョンを検索することができます。
• Windows_Server-2019-English-STIG-Full-YYYY.MM.DD
• Windows_Server-2019-English-STIG-Core-YYYY.MM.DD
• Windows_Server-2016-English-STIG-Full-YYYY.MM.DD
• Windows_Server-2016-English-STIG-Core-YYYY.MM.DD
• Windows_Server-2012-R2-English-STIG-Full-YYYY.MM.DD
• Windows_Server-2012-R2-English-STIG-Core-YYYY.MM.DD
次のセクションに、Windows オペレーティングシステムとコンポーネントに適用される STIG を示しま
す。
トピック
• コアおよびベースオペレーティングシステム (p. 56)
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• Microsoft .NET Framework 4.0 STIG V2 リリース 1 (p. 56)
• Windows ファイアウォール STIG V2 リリース 1 (p. 56)
• Internet Explorer (IE) 11 STIG V1 リリース 19 (p. 57)
• バージョン履歴 (p. 57)

コアおよびベースオペレーティングシステム
STIG 準拠の EC2 AMI は、スタンドアロンサーバーとして使用するように設計されており、適用される中
で最高レベルの STIG 設定が含まれます。
次のリストには、STIG 準拠の Windows AMI に適用される STIG 設定が含まれています。すべての設定
がすべてのケースで適用されるわけではありません。例えば、一部の STIG 設定は、スタンドアロンサー
バーには適用されない場合があります。組織固有のポリシーも、適用される設定に影響を与える可能性
があります (例: 管理者がドキュメントの設定を確認する必要がある)。EC2 Windows AMI に適用される
STIG の詳細については、スプレッドシート をダウンロードしてください。
Windows 向け STIG の完全なリストについては、STIG ドキュメントライブラリを参照してください。完
全なリストを表示する方法については、「SRG および STG の表示方法」を参照してください。

Windows Server 2019 STIG V2 リリース 4
このリリースには、Windows オペレーティングシステム用の次の STIG 設定が含まれています。

V-205625、V-205626、V-205627、V-205628、V-205629、V-205630、V-205631、V-205632、V-205633、V-205634、V

Windows Server 2016 STIG V2 リリース 4
このリリースには、Windows オペレーティングシステム用の次の STIG 設定が含まれています。

V-224828、V-224832、V-224833、V-224834、V-224835、V-224850、V-224851、V-224852、V-224853、V-224854、V

Windows Server 2012 R2 MS STIG V3 リリース 3
このリリースには、Windows オペレーティングシステム用の次の STIG 設定が含まれています。

V-225574、V-225573、V-225572、V-225571、V-225570、V-225569、V-225568、V-225567、V-225566、V-225565、V

Microsoft .NET Framework 4.0 STIG V2 リリース 1
次のリストに、STIG 準拠の EC2 AMI 用の Windows オペレーティングシステムコンポーネントに適用さ
れる STIG 設定を示します。次のリストには、STIG 準拠の Windows AMI に適用される STIG 設定が含
まれています。すべての設定がすべてのケースで適用されるわけではありません。例えば、一部の STIG
設定は、スタンドアロンサーバーには適用されない場合があります。組織固有のポリシーも、適用され
る設定に影響を与える可能性があります (例: 管理者がドキュメントの設定を確認する必要がある)。EC2
Windows AMI に適用される STIG の詳細については、スプレッドシート をダウンロードしてください。
Windows 向け STIG の完全なリストについては、STIG ドキュメントライブラリを参照してください。完
全なリストを表示する方法については、「SRG および STG の表示方法」を参照してください。
Windows Server 2019、2016、および 2012 R2 MS 上の .NET Framework
V-225238

Windows ファイアウォール STIG V2 リリース 1
次のリストに、STIG 準拠の EC2 AMI 用の Windows オペレーティングシステムコンポーネントに適用さ
れる STIG 設定を示します。次のリストには、STIG 準拠の Windows AMI に適用される STIG 設定が含
まれています。すべての設定がすべてのケースで適用されるわけではありません。例えば、一部の STIG
設定は、スタンドアロンサーバーには適用されない場合があります。組織固有のポリシーも、適用され
る設定に影響を与える可能性があります (例: 管理者がドキュメントの設定を確認する必要がある)。EC2
Windows AMI に適用される STIG の詳細については、スプレッドシート をダウンロードしてください。
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Windows 向け STIG の完全なリストについては、STIG ドキュメントライブラリを参照してください。完
全なリストを表示する方法については、「SRG および STG の表示方法」を参照してください。
Windows Server 2019、2016、および 2012 R2 MS 上の Windows ファイアウォール

V-241989、V-241990、V-241991、V-241992、V-241993、V-241994、V-241995、V-241996、V-241997、V-241998、V

Internet Explorer (IE) 11 STIG V1 リリース 19
次のリストに、STIG 準拠の EC2 AMI 用の Windows オペレーティングシステムコンポーネントに適用さ
れる STIG 設定を示します。次のリストには、STIG 準拠の Windows AMI に適用される STIG 設定が含
まれています。すべての設定がすべてのケースで適用されるわけではありません。例えば、一部の STIG
設定は、スタンドアロンサーバーには適用されない場合があります。組織固有のポリシーも、適用され
る設定に影響を与える可能性があります (例: 管理者がドキュメントの設定を確認する必要がある)。EC2
Windows AMI に適用される STIG の詳細については、スプレッドシート をダウンロードしてください。
Windows 向け STIG の完全なリストについては、STIG ドキュメントライブラリを参照してください。完
全なリストを表示する方法については、「SRG および STG の表示方法」を参照してください。
Windows Server 2019、2016、および 2012 R2 MS 上の IE 11

V-46473、V-46475、V-46477、V-46481、V-46483、V-46501、V-46507、V-46509、V-46511、V-46513、V-46515、Vおよび V-97527

バージョン履歴
次の表に、Windows オペレーティングシステムおよび Windows コンポーネントに適用される、STIG 設定
バージョンの更新履歴を示します。
日付

AMI

詳細

2022/7/21 Windows Server 2019 STIG V2 R4
Windows Server 2016 STIG V2 R4

バージョンを更新し (該当する場合)、STIG
を適用した AMI をリリース。

Windows Server 2012 R2 MS STIG V3 R3
Microsoft .NET Framework 4.0 STIG V2 R1
Windows ファイアウォール STIG V2 R1
Internet Explorer 11 STIG V1 R19
2021/12/15 Windows Server 2019 STIG V2 R3
Windows Server 2016 STIG V2 R3

バージョンを更新し (該当する場合)、STIG
を適用した AMI をリリース。

Windows Server 2012 R2 STIG V3 R3
Microsoft .NET Framework 4.0 STIG V2 R1
Windows ファイアウォール STIG V2 R1
Internet Explorer 11 STIG V1 R19
2021/6/9

Windows Server 2019 STIG V2 R2
Windows Server 2016 STIG V2 R2
Windows Server 2012 R2 STIG V3 R2
Microsoft .NET Framework 4.0 STIG V2 R1
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日付

AMI

詳細

Windows Firewall STIG V1 R7
Internet Explorer 11 STIG V1 R19
2021 年 4 Windows Server 2019 STIG V2 R 1
月5日
Windows Server 2016 STIG V2 R 1

可能な場合にバージョンを更新し STIG を適
用。

Windows Server 2012 R2 STIG V3 R 1
Microsoft .NET Framework 4.0 STIG V2 R 1
Windows ファイアウォール STIG V1 R 7
Internet Explorer 11 STIG V1 R 19
2020 年 9 Windows Server 2019 STIG V1 R 5
月 18 日
Windows Server 2016 STIG V1 R 12

バージョンを更新し、STIG を適用しまし
た。

Windows Server 2012 R2 STIG V2 R 19
Internet Explorer 11 STIG V1 R 19
Microsoft .NET Framework 4.0 STIG V1 R 9
Windows ファイアウォール STIG V1 R 7
2019 年
12 月 6
日

Server 2012 R2 Core および Base V2 R17
Server 2016 Core および Base V1 R11

バージョンを更新し、STIG を適用しまし
た。

Internet Explorer 11 V1 R18
Microsoft .NET Framework 4.0 V1 R9
Windows ファイアウォール STIG V1 R17
2019 年 9 Server 2012 R2 Core および Base V2 R16
月 17 日
Server 2016 Core および Base V1 R9

初回リリース。

Server 2019 Core および Base V1 R2
Internet Explorer 11 V1 R17
Microsoft .NET Framework 4.0 V1 R8

AWS Windows AMI バージョン履歴
次の表は、AWS Windows AMI の各リリースに対する変更をまとめたものです。すべての AWS Windows
AMI に適用される変更もあれば、これらの AMI のサブセットにのみ適用される変更もあります。
これらの AMI に含まれるコンポーネントについては、以下を参照してください。
• EC2Launch v2 のバージョン履歴
• EC2Launch バージョン履歴
• EC2Config バージョン履歴 (p. 714)
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• Systems Manager SSM Agentのリリースノート
• Amazon ENA ドライバーのバージョン
• AWS NVME ドライバーのバージョン
• AWS PV ドライバーパッケージの履歴 (p. 731)
• AWS Tools for PowerShell 変更ログ

毎月の AMI の更新 2022 年 (最新)
Microsoft の更新に関する詳細は、「Description of Software Update Services and Windows Server Update
Services changes in content for 2022」を参照してください。
[Release] (リリー
ス)

変更

2022.10.27

すべての AMI
• 10 月のパッチに起因する問題を解決するため、臨時アップデートが適用されま
す。詳細については、https://learn.microsoft.com/en-us/windows/release-health/
status-windows-10-20h2#2924msgdescを参照してください。

2022.10.12

すべての AMI
• 2022 年 10 月 11 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1809
• EC2Launch バージョン 1.3.2003857
• SSM バージョン 3.1.1732.0
• cfn-init バージョン 2.0.16

2022.09.14

すべての AMI
• 2022 年 9 月 13 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1772
• EC2Launch バージョン 1.3.2003824
• SQL Server CU がインストールされました:
• SQL_2019: CU17
2022 年 6 月 15 日以前に Amazon が公開した古い Windows AMI は非公開になりま
した。

2022.08.10

すべての AMI
• 2022 年 8 月 9 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1737
• cfn-init バージョン 2.0.15
• SSM バージョン 3.1.1634.0 (EC2Launch v1 または v2 を含む AMI のみ)
• SQL Server CU がインストールされました:
• SQL_2017: CU30
Amazon が公開した以前のバージョンでは、2022 年 5 月 25 日以前の Windows
AMI が非公開になりました。
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[Release] (リリー
ス)

変更

2022.07.13

すべての AMI
• 2022 年 7 月 12 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1706
• cfn-init バージョン 2.0.12
• EC2Launch バージョン 1.3.2003691
• EC2Launch v2 バージョン 2.0.863
• SQL Server GDR がインストールされました。
• SQL_2019: KB5014353
• SQL_2017: KB5014553
• SQL_2016: KB5014355
• SQL_2014: KB5014164
Windows Server バージョン 20H2 は、2022 年 8 月 9 日にサポートが終了しま
す。Windows Server バージョン 20H2 に基づく、アカウントが所有する既存のイ
ンスタンスおよびカスタムイメージは影響を受けません。Windows Server バー
ジョン 20H2 へのアクセスを保持するには、2022 年 8 月 9 日より前に、アカウン
トにカスタムイメージを作成します。以下のイメージの公開バージョンはすべて、
サポート終了日に非公開になります。
• Windows_Server-20H2-English-Core-Base
• Windows_Server-20H2-English-Core-ContainersLatest
Amazon が公開した以前のバージョンでは、2022 年 4 月 13 日以前の Windows
AMI が非公開になりました。
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[Release] (リリー
ス)

変更

2022.06.15

すべての AMI
• 2022 年 6 月 14 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1678
• AWSNVMe バージョン 1.4.1
• EC2Config バージョン 4.9.4588
• EC2Launch バージョン 1.3.2003639
• SSM バージョン 3.1.1188.0
Microsoft SQL Server 2012 は、2022 年 7 月 12 日にサポートが終了します。以下
の画像のすべての公開バージョンは非公開になりました。SQL Server 2012 を含む
Windows Server イメージ に基づく、アカウントが所有している既存のインスタン
スおよびカスタムイメージは、影響を受けません。
• Windows_Server-2012-R2_RTM-English-64Bit-SQL_2012_SP4_Enterprise-*
• Windows_Server-2012-RTM-English-64Bit-SQL_2012_SP4_Enterprise-*
• Windows_Server-2012-RTM-English-64Bit-SQL_2012_SP4_Express-*
• Windows_Server-2012-RTM-English-64Bit-SQL_2012_SP4_Standard-*
• Windows_Server-2012-RTM-English-64Bit-SQL_2012_SP4_Web-*
• Windows_Server-2012-RTM-Japanese-64Bit-SQL_2012_SP4_Express-*
• Windows_Server-2012-RTM-Japanese-64Bit-SQL_2012_SP4_Standard-*
• Windows_Server-2012-RTM-Japanese-64Bit-SQL_2012_SP4_Web-*
• Windows_Server-2016-English-64Bit-SQL_2012_SP4_Enterprise-*
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2012_SP4_Standard-*
Windows Server 製品のライフサイクルに関する詳細は、次の Microsoft のドキュメ
ント、および AWS Microsoft のよくある質問を参照してください。
• https://docs.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/microsoft-sql-server-2012
• http://aws.amazon.com/windows/faq/#eos-mhttps://aws.amazon.com/windows/
faq/#eos-m

2022.05.25

すべての AMI
• 5 月のパッチに起因する問題を解決するため、臨時アップデートが適用されま
す。詳細については、https://docs.microsoft.com/en-us/windows/release-health/
status-windows-10-20h2#2826msgdescを参照してください。
Amazon が 2022 年 2 月 10 日以前に公開した Windows AMI の旧バージョンは非公
開となっています。
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[Release] (リリー
ス)

変更

2022.05.11

すべての AMI
• 2022 年 5 月 10 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1643
• AWS PV バージョン 8.4.2
• AWS ENA バージョン 2.4.0
• SQL Server CU がインストールされました:
• SQL_2019: CU 16
• SQL_2017: CU 29

2022.05.05

新しい Windows AMI
NitroTPM および UEFI Secure Boot をサポートする新しい Windows AMIがリリー
スされました。これらのイメージには、起動エージェントとして EC2Launch v2 が
デフォルトで備わっています。このエージェントは、NitroTPM および UEFI ブー
トモードをサポートする任意のインスタンスタイプで起動できます。
• TPM-Windows_Server-2022-English-Core-Base-2022.05.05
• TPM-Windows_Server-2022-English-Full-Base-2022.05.05
• TPM-Windows_Server-2019-English-Core-Base-2022.05.05
• TPM-Windows_Server-2019-English-Full-Base-2022.05.05
• TPM-Windows_Server-2016-English-Core-Base-2022.05.05
• TPM-Windows_Server-2016-English-Full-Base-2022.05.05
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[Release] (リリー
ス)

変更

2022.04.13

すべての AMI
• 2022 年 4 月 12 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1620
2022 年 1 月 21 日以前に Amazon が公開した、古いバージョンの Windows AMI は
非公開になりました。
以下の、SQL Server 2016 SP2 を含むイメージに関する更新バージョンは、2022
年 6 月以降リリースされなくなります。今後は、SQL Server SP3 AMI が利用可能
で、毎月、更新版がリリースされる予定です。
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2016_SP2_Web
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2016_SP2_Standard
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2016_SP2_Express
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2016_SP2_Enterprise
• Windows_Server-2016-Korean-Full-SQL_2016_SP2_Standard
• Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2016_SP2_Web
• Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2016_SP2_Standard
• Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2016_SP2_Express
• Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2016_SP2_Enterprise
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2016_SP2_Web
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2016_SP2_Standard
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2016_SP2_Express
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2016_SP2_Enterprise
• Windows_Server-2016-English-Core-SQL_2016_SP2_Web
• Windows_Server-2016-English-Core-SQL_2016_SP2_Standard
• Windows_Server-2016-English-Core-SQL_2016_SP2_Express
• Windows_Server-2016-English-Core-SQL_2016_SP2_Enterprise
• Windows_Server-2012-R2_RTM-Japanese-64Bit-SQL_2016_SP2_Web
• Windows_Server-2012-R2_RTM-Japanese-64Bit-SQL_2016_SP2_Standard
• Windows_Server-2012-R2_RTM-Japanese-64Bit-SQL_2016_SP2_Express
• Windows_Server-2012-R2_RTM-Japanese-64Bit-SQL_2016_SP2_Enterprise
• Windows_Server-2012-R2_RTM-English-64Bit-SQL_2016_SP2_Web
• Windows_Server-2012-R2_RTM-English-64Bit-SQL_2016_SP2_Standard
• Windows_Server-2012-R2_RTM-English-64Bit-SQL_2016_SP2_Express
• Windows_Server-2012-R2_RTM-English-64Bit-SQL_2016_SP2_Enterprise
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[Release] (リリー
ス)

変更

2022.03.09

すべての AMI
• 2022 年 3 月 8 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1583
• AWS ENA バージョン 2.2.3 (第 6 世代 EC2 インスタンスでパフォーマンスが低
下する可能性があるため元に戻しました)
• EC2Config バージョン 4.9.4556
• SSM バージョン 3.1.1045.0
• SQL Server CU がインストールされました:
• SQL_2019: CU 15
Amazon が公開した以前のバージョンでは、2021 年 5 月 12 日以前の Windows
AMI が非公開になりました。

2022.02.10

すべての AMI
• 2022 年 2 月 8 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1546
• cfn-init バージョン 2.0.10
• EC2Config バージョン 4.9.4536
• EC2Launch バージョン 1.3.2003498
• EC2Launch v2 バージョン 2.0.698
• SSM バージョン 3.1.804.0
• SQL Server CU がインストールされました:
• SQL_2017: CU 28
Amazon が 2021 年 11 月 16 日以前に公開した Windows AMI の古いバージョンは
非公開になりました。

2022.01.19

すべての AMI
• 1 月のパッチに起因する問題を解決するため、臨時アップデートが適用され
ます。詳細については、「https://docs.microsoft.com/en-us/windows/releasehealth/windows-message-center#2777」を参照してください。
Amazon が 2021 年 10 月 13 日以前に公開した Windows AMI の古いバージョンは
非公開になりました。

2022.01.12

すべての AMI
• 2022 年 1 月 11 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1511
• AWS PV バージョン 8.4.1
• SQL Server CU がインストールされました:
• SQL_2019: CU 14
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毎月の AMI の更新 2021 年
Microsoft の更新に関する詳細は、「Description of Software Update Services and Windows Server Update
Services changes in content for 2021」を参照してください。
リリース

変更

2021.12.15

すべての AMI
• 2021 年 12 月 14 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1494
• AWS NVMe バージョン 1.4.0
• SQL Server CU がインストールされました:
• SQL_2017: CU 27
• SQL_2019: CU 13
Amazon が公開した以前のバージョンでは、2021 年 9 月 15 日以前の Windows
AMI が非公開になりました。

2021.11.16

Windows Server 2022 および EC2LaunchV2-* AMIs
• EC2Launch v2 バージョン 2.0.674
Windows Server 2004 は 2021 年 12 月 14 日にサポート終了に達しました。以下の
画像のすべての公開バージョンは非公開になりました。Windows Server 2004 に基
づくアカウントが所有する既存のインスタンスおよびカスタムイメージは影響を受
けません。
• Windows_Server-2004-English-Core-Base
• Windows_Server-2004-English-Core-ContainersLatest

2021.11.10

すべての AMI
• 2021 年 11 月 9 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1451
• AWS ENA バージョン 2.2.4
• SQL Server CU がインストールされました:
• SQL_2017: CU 26

新しい Windows AMI
• Windows_Server-2022-Japanese-Full-SQL_2019_Enterprise-2021.11.10
• Windows_Server-2022-Japanese-Full-SQL_2019_Standard-2021.11.10
• Windows_Server-2022-Japanese-Full-SQL_2019_Web-2021.11.10
• Windows_Server-2022-Japanese-Full-SQL_2017_Enterprise-2021.11.10
• Windows_Server-2022-Japanese-Full-SQL_2017_Standard-2021.11.10
• Windows_Server-2022-Japanese-Full-SQL_2017_Web-2021.11.10
2021.10.13

すべての AMI
• 2021 年 10 月 12 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1421
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リリース

変更
• SSM バージョン 3.1.338.0

Windows Server 2022 と EC2LaunchV2_Preview AMI
• EC2Launch v2 バージョン 2.0.651

Windows Server 2012 RTM および R2 AMI
• EC2Config バージョン 4.9.4508

新しい Windows AMI
• Windows_Server-2022-English-Full-SQL_2019_Enterprise-2021.10.13
• Windows_Server-2022-English-Full-SQL_2019_Standard-2021.10.13
• Windows_Server-2022-English-Full-SQL_2019_Web-2021.10.13
• Windows_Server-2022-English-Full-SQL_2019_Express-2021.10.13
• Windows_Server-2022-English-Full-SQL_2017_Enterprise-2021.10.13
• Windows_Server-2022-English-Full-SQL_2017_Standard-2021.10.13
• Windows_Server-2022-English-Full-SQL_2017_Web-2021.10.13
• Windows_Server-2022-English-Full-SQL_2017_Express-2021.10.13

新しい EC2Launch v2 AMI
EC2Launch v2 の以下の AMI で、長期サポートが利用可能になりました。以下
の AMI には、デフォルトの起動エージェントとして EC2Launch v2 が含まれてお
り、毎月新しいバージョンで更新されます。
• EC2LaunchV2-Windows_Server-2019-English-Full-Base-2021.10.13
• EC2LaunchV2-Windows_Server-2019-English-Core-Base-2021.10.13
• EC2LaunchV2-Windows_Server-2019-English-Full-ContainersLatest-2021.10.13
• EC2LaunchV2-Windows_Server-2016-English-Full-Base-2021.10.13
• EC2LaunchV2-Windows_Server-2016-English-Core-Base-2021.10.13
• EC2LaunchV2-Windows_Server-2012_R2_RTM-English-Full-Base-2021.10.13
• EC2LaunchV2-Windows_Server-2012_RTM-English-Full-Base-2021.10.13
EC2LaunchV2_Preview AMI は廃止され、新しいバージョンへの更新はありませ
ん。ただし、以前のこのバージョンも 2022 年 1 月まで引き続き使用が可能で
す。EC2LaunchV2_Preview AMI をベースにした、既存のイメージおよびカスタム
イメージは影響を受ません。お使いのアカウントで引き続きご使用いただけます。
今後は、新しいEC2Launch v2 AMI を使用して、セキュリティおよびソフトウェア
の更新を受け取ることをお勧めします。
Windows Server 2004 は 2021 年 12 月 14 日にサポート終了に達する予定です。
以下の画像のすべての公開バージョンは、2021 年 12 月 14 日に非公開になりま
す。Windows Server 2004 に基づくアカウントが所有する既存のインスタンスおよ
びカスタムイメージは影響を受けません。Windows Server 2004 へのアクセスを保
持するには、12 月 14 日より前にアカウントにカスタムイメージを作成します。
• Windows_Server-2004-English-Core-Base
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リリース

変更
• Windows_Server-2004-English-Core-ContainersLatest
Amazon が公開した以前のバージョンでは、2021 年 7 月 14 日以前の Windows
AMI が非公開になりました。

2021.09.15

すべての AMI
• 2021 年 9 月 14 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShellバージョン 3.15.1398
• SSM バージョン 3.1.282.0
• SQL Server CU がインストールされました:
• SQL_2019: CU12
• SQL_2017: CU 25

Windows Server 2022 と EC2LaunchV2_Preview AMI
• EC2Launch v2 バージョン 2.0.592

Windows Server 2012 RTM および R2 AMI
• EC2Config バージョン 4.9.4500
2021 年 6 月 9 日以前に Amazon が公開した古い Windows AMI は非公開になりま
した。
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リリース

変更

2021.09.01

新しい Windows AMI
• Windows_Server-2022-English-Full-Base-2021.08.25
• Windows_Server-2022-English-Full-ContainersLatest-2021.08.25
• Windows_Server-2022-English-Core-Base-2021.08.25
• Windows_Server-2022-English-Core-ContainersLatest-2021.08.25
• Windows_Server-2022-Chinese_Simplified-Full-Base-2021.08.25
• Windows_Server-2022-Chinese_Traditional-Full-Base-2021.08.25
• Windows_Server-2022-Czech-Full-Base-2021.08.25
• Windows_Server-2022-Dutch-Full-Base-2021.08.25
• Windows_Server-2022-French-Full-Base-2021.08.25
• Windows_Server-2022-German-Full-Base-2021.08.25
• Windows_Server-2022-Hungarian-Full-Base-2021.08.25
• Windows_Server-2022-Italian-Full-Base-2021.08.25
• Windows_Server-2022-Japanese-Full-Base-2021.08.25
• Windows_Server-2022-Korean-Full-Base-2021.08.25
• Windows_Server-2022-Polish-Full-Base-2021.08.25
• Windows_Server-2022-Portuguese_Brazil-Full-Base-2021.08.25
• Windows_Server-2022-Portuguese_Portugal-Full-Base-2021.08.25
• Windows_Server-2022-Russian-Full-Base-2021.08.25
• Windows_Server-2022-Spanish-Full-Base-2021.08.25
• Windows_Server-2022-Swedish-Full-Base-2021.08.25
• Windows_Server-2022-Turkish-Full-Base-2021.08.25
Windows Server 2022 AMI には、EC2Launch v2 がデフォルトで含まれています。
詳細については、EC2Launch v2 の概要 (p. 645) を参照してください。

EC2LaunchV2_Preview AMI
• EC2Launch v2 バージョン 2.0.592
Amazon が公開した以前のバージョンでは、2021 年 5 月 12 日以前の Windows
AMI が非公開になりました。
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リリース

変更

2021.08.11

すべての AMI
• 2021 年 8 月 10 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.13571
• EC2Launch バージョン 1.3.2003411
• SSM バージョン 3.0.1181.0
• SQL Server CU がインストールされました:
• SQL_2019: CU11

EC2LaunchV2_Preview AMI
• EC2Launch v2 バージョン 2.0.548
Amazon が公開した以前のバージョンでは、2021 年 4 月 14 日以前の Windows
AMI が非公開になりました。
2021.07.14

すべての AMI
• 2021 年 7 月 13 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1350
• EC2Launch バージョン 1.3.2003364
• SQL Server CU がインストールされました:
• SQL_2017: CU24

2021.07.07

すべての AMI
CVE-34527 の追加緩和策としてマイクロソフトが最近 7 月にリリースした、臨時
セキュリティ更新プログラムを適用する臨時の AMI リリース。

Note
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
NT\Printers\PointAndPrint は、AWS が提供する Windows AMI で
定義されていないため、デフォルトの状態になっています。
詳細については、次を参照してください。
• https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-34527
• https://support.microsoft.com/en-us/topic/kb5005010-restricting-installation-ofnew-printer-drivers-after-applying-the-july-6-2021-updates-31b91c02-05bc-4adaa7ea-183b129578a7
Amazon が 2021 年 3 月 10 日以前に公開した Windows AMI のバージョンは非公開
となっています。
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リリース

変更

2021.06.09

すべての AMI
• 2021 年 6 月 8 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1326
• SSM バージョン 3.0.1124.0

Windows Server 2012RTM/2012 R2 AMI
• EC2Config バージョン 4.9.4419
2021.05.12

すべての AMI
• 2021 年 5 月 11 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1302
• EC2Launch バージョン 1.3.2003312
• SQL Server CU がインストールされました:
• SQL_2019: CU10
• Amazon が 2021 年 2 月 10 日以前に公開した Windows AMI のバージョンは非公
開となっています。

Windows Server 2012RTM/2012 R2 AMI
• EC2Config バージョン 4.9.4381
• SSM バージョン 3.0.529.0

NVIDIA GPU AMI
• GRID バージョン 462.31
• Tesla バージョン 462.31

Radeon GPU AMI
• Radeon バージョン 20.10.25.04
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リリース

変更

2021.04.14

すべての AMI
• 2021 年 4 月 13 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1280
• AWS PV バージョン 8.4.0
• cfn-init バージョン 2.0.6. このパッケージには、依存関係にある Microsoft Visual
C++ 2015-2019 再頒布可能バージョン 14.28.29913.0 が含まれています。
• AWS ENA バージョン 2.2.3
• EC2Launch バージョン 1.3.2003284
• SQL Server CU がインストールされました:
• SQL_2017: CU23
• Amazon が公開した以前のバージョンでは、2021 年 1 月 13 日以前の Windows
AMI が非公開になりました。
•
Note
Windows Server 1909 は、2021 年 5 月 11 日にサポートを終了しま
す。以下の画像のすべての公開バージョンは、2021 年 5 月 11 日に
非公開になります。Windows Server 1909 に基づくアカウントが所
有する既存のインスタンスおよびカスタムイメージは影響を受けませ
ん。Windows Server 1909 へのアクセスを保持するには、2021 年 5 月
11 日より前にアカウントにカスタムイメージを作成します。
• Windows_Server-1909-English-Core-Base
• Windows_Server-1909-English-Core-ContainersLatest

EC2LaunchV2_Preview AMI
• EC2Launch v2 バージョン 2.0.285
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リリース

変更

2021.03.11

すべての AMI
• 2021 年 3 月 9 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1248
• cfn-init バージョン 2.0.5. このパッケージには、依存関係にある Microsoft Visual
C++ 2015-2019 再頒布可能バージョン 14.28.29910.0 が含まれています。
• EC2Launch バージョン 1.3.2003236
• SSM Agent バージョン 3.0.529.0
• NVIDIA GRID バージョン 461.33
• SQL Server CU がインストールされました:
• SQL 2016_SP2: CU16
• SQL 2019: CU9
• 適用可能なイメージのすべてにインストールされている、Adobe Flash Player を
削除する更新プログラム KB4577586 (デフォルトでは、Adobe Flash Player はす
べてのイメージで有効になっていません)。

Note
すべての AMI の 信頼されたルート証明機関の証明書ストア
に、Amazon ルート CA が追加されました。詳細については、https://
www.amazontrust.com/repository/#rootcas を参照してください。

Windows Server 2016 および 2019 AMI
• デフォルトの .NET Framework のバージョンが、バージョン 4.8 に更新されまし
た。

Windows Server 2012RTM/2012 R2 AMI
• EC2Config バージョン 4.9.4326
• SSM Agent バージョン 3.0.431.0
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リリース

変更

2021.02.10

すべての AMI
• 2021 年 2 月 9 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1224
• NVIDIA GRID バージョン 461.09
2021 年 3 月以降、AWS が提供する Windows AMI では、証明書ストアに Amazon
ルート CA が含まれます。これにより、2021 年 3 月 23 日に予定されている S3 お
よび CloudFront 証明書の移行による中断の可能性を最小限に抑えることができま
す。詳細については、次を参照してください。
• https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-prepare-for-aws-move-to-its-owncertificate-authority/
• https://forums.aws.amazon.com/ann.jspa?annID=7541
さらに、AWS は 3 月にすべての Windows AMI に「update for Removal of
Adobe Flash Player」 (Adobe Flash Player を削除するのための更新プログラム)
(KB4577586) を適用し、2020 年 12 月 31 日にサポートが終了した組み込みの
Adobe Flash Player を削除します。ユースケースに組み込みの Adobe Flash Player
が必要な場合は、バージョン 2021.02.10 以前の AMI に基づいてカスタムイメージ
を作成することをお勧めします。Adobe Flash Player のサポート終了の詳細につい
ては、以下を参照してください。
• https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/09/04/update-adobe-flash-endsupport/
• https://www.adobe.com/products/flashplayer/end-of-life.html

EC2LaunchV2_Preview AMI
• EC2Launch v2 バージョン 2.0.207

新しい Windows AMI
• Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2019_Enterprise-2021.02.10
• Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2019_Standard-2021.02.10
• Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2019_Web-2021.02.10
• Windows_Server-2019-Japanese-Full-SQL_2019_Enterprise-2021.02.10
• Windows_Server-2019-Japanese-Full-SQL_2019_Standard-2021.02.10
• Windows_Server-2019-Japanese-Full-SQL_2019_Web-2021.02.10
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リリース

変更

2021.01.13

すべての AMI
• 2021 年 1 月 12 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1204
• AWS ENA バージョン 2.2.2
• EC2Launch v1 バージョン 1.3.2003210

Windows Server SAC/2019/2016 AMI
• SSM Agent バージョン 3.0.431.0

毎月の AMI の更新 2020 年
Microsoft の更新に関する詳細は、「Description of Software Update Services and Windows Server Update
Services changes in content for 2020」を参照してください。
リリース

変更

2020.12.09

すべての AMI
• 2020 年 12 月 8 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1181
• すべての SQL Server Enterprise、標準、および Web AMI に C:
\SQLServerSetup で SQL Server インストールメディアが含まれるようになり
ました
• EC2Launch v1 バージョン 1.3.2003189
• Amazon が公開した以前のバージョンでは、2020 年 9 月 9 日以前の Windows
AMI が非公開になりました。

Windows Server 2012/2012 R2 AMI
• EC2Config バージョン 4.9.4279
• SSM Agent バージョン 2.3.871.0

EC2LaunchV2_Preview AMI
• EC2Launch v2 バージョン 2.0.160
2020.11.11

すべての AMI
• 2020 年 11 月 10 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1160
• SQL Server CU がインストールされました:
• SQL 2016 SP2: CU15
• SQL2017: CU22
• SQL 2019: CU8
• SSM Agent バージョン 2.3.1644.0
• EC2Launch v2 プレビュー AMI: EC2Launch バージョン 2.0.153
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リリース

変更
• Amazon が公開した以前のバージョンでは、2020 年 8 月 12 日以前の Windows
AMI が非公開になりました。

新しい Windows AMI
• Windows_Server-20H2-English-Core-Base-2020.11.11
• Windows_Server-20H2-English-Core-ContainersLatest-2020.11.11
2020.10.14

すべての AMI
• 2020 年 10 月 13 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1140
• NVIDIA GRID バージョン 452.39
• EC2Launch v2 プレビュー AMI: EC2Launch バージョン 2.0.146
• AWS ENA バージョン 2.2.1
• cfn-init バージョン 1.4.34
• Amazon が公開した以前のバージョンでは、2020 年 7 月 15 日以前の Windows
AMI が非公開になりました。

2020 年 9 月 25 日

2020 年 9 月 25 日付の SQL Server 2019 を搭載した新しいバージョンの Amazon
マシンイメージがリリースされました。このリリースには、2020 年 9 月 9 日付け
の以前のリリースと同じソフトウェアコンポーネントが含まれていますが、SQL
2019 の CU7 は含まれていません。これは、データベーススナップショット機
能の信頼性に関する既知の問題により、Microsoft によって一般公開から最近削
除されました。詳細については、Microsoft の次のブログ記事を参照してくださ
い: https://techcommunity.microsoft.com/t5/sql-server/cumulative-update-7-for-sqlserver-2019-rtm-removed/ba-p/1629317。

新しい Windows AMI
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2019_Enterprise-2020.09.25
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2019_Express-2020.09.25
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2019_Standard-2020.09.25
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2019_Web-2020.09.25
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Enterprise-2020.09.25
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Express-2020.09.25
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Standard-2020.09.25
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Web-2020.09.25

EC2LaunchV2_Preview AMI
• EC2LaunchV2_Preview-Windows_Server-2019-English-FullSQL_2019_Express-2020.09.25
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2020.9.9

すべての AMI
• 2020 年 9 月 8 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS PV ドライバーバージョン 8.3.4
• AWS ENA バージョン 2.2.0
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1110
• SQL サーバーの CU がインストールされました
• SQL_2016_SP2: CU14
• SQL_2019: CU7
• Amazon が公開した以前のバージョンでは、2020 年 6 月 10 日以前の Windows
AMI が非公開になりました。

Windows Server 2016/2019/1809/1903/1909/2004 AMI
• EC2Launch バージョン 1.3.2003155
• SSM Agent バージョン 2.3.1319.0

EC2LaunchV2_Preview AMI
• EC2Launch v2 バージョン 2.0.124
2020.8.12

すべての AMI
• 2020 年 8 月 11 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1084
• G3 AMI: NVIDIA GRID バージョン 451.48
• EC2Launch v2 プレビュー AMI: EC2Launch バージョン 2.0.104
• インストールされている SQL CU
• SQL_2019: CU6
• Amazon が公開した以前のバージョンでは、2020 年 5 月 13 日以前の Windows
AMI が非公開になりました。

2020 年 7 月 15 日

すべての AMI
• 2020 年 7 月 14 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1064
• ENA バージョン 2.1.5
• SQL サーバーの CU がインストールされました
• SQL_2017: CU21
• SQL_2019: CU5
• Amazon が公開した以前のバージョンでは、2020 年 4 月 15 日以前の Windows
AMI が非公開になりました。
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2020.7.01

新しいバージョンの Amazon マシンイメージがリリースされました。これらのイ
メージには EC2Launch v2 が含まれており、この新しい起動エージェントの機能
をプレビューできます。起動エージェントは、今年の後半に AWS が現在提供して
いるすべての Windows AMI にデフォルトで組み込まれます。一部の SSM ドキュ
メントや依存サービス (EC2 Image Builder など) は、EC2 Launch v2 をサポート
するために更新プログラムを必要とする場合があります。これらの更新プログラ
ムは数週間後にリリースされます。これらのイメージは、実稼働環境での使用は
お勧めしません。EC2Launch v2 の詳細については、「https://aws.amazon.com/
about-aws/whats-new/2020/07/introducing-ec2-launch-v2-simplify-customizingwindows-instances/」および「EC2Launch v2 を使用した Windows インスタンス
の設定 (p. 644)」を参照してください。現在のすべての Windows Server AMI
は、今後数か月間、引き続き提供されます。その間、現在の起動エージェント
は、EC2Config (Server 2012 RTM/2012 R2) または EC2Launch v1 (Server 2016
以降) を問わず、変更されません。近い将来、AWS が現在提供しているすべての
Windows Server AMI は、月次リリースの一環としてデフォルトで EC2Launch v2
を使用するように移行されます。EC2LaunchV2_Preview AMI は毎月更新され、こ
の移行が済むまで引き続き利用できます。

新しい Windows AMI
• EC2LaunchV2_Preview-Windows_Server-2004-English-Core-Base-2020.06.30
• ec2launchv2_Preview-Windows_server-2019-English-full-Base-2020.06.30
• EC2LaunchV2_Preview-Windows_Server-2019-English-Core-Base-2020.06.30
• EC2LaunchV2_Preview-Windows_Server-2016-English-Full-Base-2020.06.30
• EC2LaunchV2_Preview-Windows_Server-2016-English-Core-Base-2020.06.30
• EC2LaunchV2_Preview-Windows_Server-2012_R2_RTM-English-FullBase-2020.06.30
• EC2LaunchV2_Preview-Windows_Server-2012_R2_RTM-English-CoreBase-2020.06.30
• EC2LaunchV2_Preview-Windows_Server-2012_RTM-English-FullBase-2020.06.30
• EC2LaunchV2_Preview-Windows_Server-2019-English-FullSQL_2019_Express-2020.06.30
• EC2LaunchV2_Preview-Windows_Server-2016-English-FullSQL_2017_Express-2020.06.30
2020.6.10

すべての AMI
• 2020 年 6 月 9 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1034
• cfn-init バージョン 1.4.33
• インストール済みの SQL CU: SQL_2016_SP2: CU13

2020.5.27

新しい Windows AMI
• Windows_Server-2004-English-Core-Base-2020.05.27
• Windows_server-2004-English-Core-ContainerSlatest-2020.05.27
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2020.5.13

すべての AMI
• 2020 年 5 月 12 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.1013
• EC2Launch バージョン 1.3.2003150

2020.4.15

すべての AMI
• 2020 年 4 月 14 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.998
• EC2Config バージョン 4.9.4222
• EC2Launch バージョン 1.3.2003040
• SSM Agent バージョン 2.3.842.0
• SQL Server CU がインストールされました:
• SQL_2017: CU 20
• SQL_2019: CU 4

2020.3.18

Windows Server 2019 AMI
2020.3.11 リリースで発見された断続的な問題を解決します。このリリースでは、
バックグラウンドインテリジェント転送サービス (BITS) が OS の初回起動後、予
想時間内に開始されず、タイムアウト、イベントログの BITS エラー、または初回
起動直後に起動された BITS に関連するコマンドレットの失敗が発生する可能性が
あります。その他の Windows Server AMI はこの問題の影響を受けず、最新バー
ジョンは 2020.03.11 のままです。

2020.3.11

すべての AMI
• 2020 年 3 月 10 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.969
• EC2Config バージョン 4.9.4122
• EC2Launch バージョン 1.3.2002730
• SSM Agent バージョン 2.3.814.0
• SQL Server CU がインストールされました:
• SQL_2016_SP2: CU 12
• SQL_2017: CU 19
• SQL_2019: CU 2 は、SQL エージェントの既知の問題のため適用されません。
• サーバーコア 1909 および 1903 用の帯域外セキュリティ更新プログラム
(KB4551762) は、CVE-2020-0796 を軽減するために適用されました。その
他の Windows Server バージョンは、この問題の影響を受けません。詳細に
ついては、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-JP/security-guidance/advisory/
CVE-2020-0796 を参照してください。
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2020 年 2 月 12 日

すべての AMI
• 2020 年 2 月 11 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.945
• インテル SRIOV ドライバーの更新
• 2019/1903/1909: バージョン 2.1.185.0
• 2016/1809: バージョン 2.1.186.0
• 2012 R2: バージョン 1.2.199.0
• SQL Server CU がインストールされました:
• SQL_2019: CU 1
• SQL_2017: CU 18
• SQL_2016_SP2: CU 11
Microsoft Windows Server 2008 SP2 および Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008 SP2 および Windows Server 2008 R2 は、2020 年 1 月 14
日にサポート終了 (EOS) となり、Microsoft から定期的なセキュリティ更新プログ
ラムを受信しなくなります。AWS は、Windows Server 2008 SP2 または Windows
Server 2008 R2 AMI を公開または配布しなくなります。アカウントの既存の 2008
SP2/R2 インスタンスとカスタム AMI は影響を受けず、EOS 日以降も引き続き使
用できます。
AWS での Microsoft サポート終了 (EOS) の詳細 (アップグレードおよびインポー
トオプションを含む)、および 2020 年 1 月 14 日以降に非公開となるすべての AMI
のリストについては、Microsoft 製品のサポート終了 (EOS) をご参照ください。

2020.1.15

すべての AMI
• 2020 年 1 月 14 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.925
• ENA バージョン 2.1.4
Microsoft Windows Server 2008 SP2 および Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008 SP2 および Windows Server 2008 R2 は、2020 年 1 月 14
日にサポート終了 (EOS) となり、Microsoft から定期的なセキュリティ更新プログ
ラムを受信しなくなります。AWS は、Windows Server 2008 SP2 または Windows
Server 2008 R2 AMI を公開または配布しなくなります。アカウントの既存の 2008
SP2/R2 インスタンスとカスタム AMI は影響を受けず、EOS 日以降も引き続き使
用できます。
AWS での Microsoft サポート終了 (EOS) の詳細 (アップグレードおよびインポー
トオプションを含む)、および 2020 年 1 月 14 日以降に非公開となるすべての AMI
のリストについては、Microsoft 製品のサポート終了 (EOS) をご参照ください。

毎月の AMI の更新 2019 年
Microsoft の更新に関する詳細は、「Description of Software Update Services and Windows Server Update
Services changes in content for 2019 (Software Update Services および Windows Server Update Services
におけるコンテンツの変更について (2019 年))」を参照してください。
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2019.12.16

すべての AMI
• 2019 年 12 月 10 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.903
Microsoft Windows Server 2008 SP2 および Windows Server 2008 R2
Microsoft は、2020 年 1 月 14 日に Windows Server 2008 SP2 および Windows
Server 2008 R2 のメインストリームサポートを終了します。この日から、AWS は
Windows Server 2008 SP2 または Windows Server 2008 R2 AMI を公開または配布
しなくなります。アカウントの既存の 2008 SP2/R2 インスタンスとカスタム AMI
は影響を受けず、サービス終了 (EOS) 日以降も引き続き使用できます。
AWS の Microsoft EOS の詳細 (アップグレードおよびインポートオプションを含
む)、および 2020 年 1 月 14 日に公開または配布されなくなるすべての AMI のリ
ストについては、Microsoft 製品のサポート終了 (EOS) をご参照ください。

2019 年 11 月 13
日

すべての AMI
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.876
• 2019 年 11 月 12 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• EC2 Config バージョン 4.9.3865
• EC2 Launch バージョン 1.3.2002240
• SSM Agent バージョン 2.3.722.0
以前のバージョンの AMI は非公開になっています。

新しい Windows AMI
• Windows_Server-1909-English-Core-Base-2019.11.13
• Windows_Server-1909-English-Core-ContainersLatest-2019.11.13
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2019_Enterprise-2019.11.13
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2019_Express-2019.11.13
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2019_Standard-2019.11.13
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2019_Web-2019.11.13
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Enterprise-2019.11.13
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Express-2019.11.13
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Standard-2019.11.13
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Web-2019.11.13
2019 年 11 月 5 日

新しい Windows AMI
利用可能な新しい SQL AMI:
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2019_Enterprise-2019.11.05
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2019_Express-2019.11.05
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2019_Standard-2019.11.05
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2019_Web-2019.11.05
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Enterprise-2019.11.05
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Express-2019.11.05
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• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Standard-2019.11.05
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Web-2019.11.05

2019.10.09

すべての AMI
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.846
• 2019 年 10 月 8 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• Windows Defender プラットフォームは、レジストリの削除によって現在
のブロックおよび更新ブロックを更新します。詳細については、「https://
support.microsoft.com/en-us/help/4513240/sfc-incorrectly-flags-windowsdefender-ps-files-as-corrupted」を参照してください。

新しい Windows AMI
ECS によって最適化された新しい AMI が利用可能:
• Windows_Server-2019-English-Core-ECS_Optimized-2019.10.09
2019.09.12

新しい Windows AMI
• amzn2-ami-hvm-2.0.20190618-x86_64-gp2-mono
.NET Core 2.2、Mono 5.18、およびPowerShell 6.2 がプリインストールされてお
り、長期サポート (LTS) の付いた Amazon Linux 2 で .NET アプリケーションを実
行できます。
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2019.09.11

すべての AMI
• AWS PV ドライバーバージョン 8.3.2
• AWS NVMe ドライバーバージョン 1.3.2
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.826
• NLA はすべての OS 2012 RTM から2019 AMI で有効
• お客様から報告された問題により、Intel 82599 VF ドライバーはバージョン
2.0.210.0（サーバー2016）またはバージョン 2.1.138.0（サーバー2019）に戻り
ました。継続的なこれらの問題に関するインテルとの取り組み。
• 2019 年 9 月 10 日現在の Windows セキュリティ更新プログラム
• 最新のクライアントによる SFC の障害により、Windows Defender プラッ
トフォームの更新がレジストリ経由でブロックされました。パッチが利用可
能になると再び有効になります。https://support.microsoft.com/en-us/help/
4513240/sfc-incorrectly-flags-windows-defender-ps-files-as-corrupted を参照し
てください。プラットフォーム更新のブロック: HKLM:\SOFTWARE\Microsoft
\Windows Defender\Miscellaneous Configuration\PreventPlatformUpdate
type=DWORD、value=1
以前のバージョンの AMI は非公開になっています。

新しい Windows AMI
利用可能な新しい STIG 準拠 AMI:
• Windows_Server-2012-R2-English-STIG-Full
• Windows_Server-2012-R2-English-STIG-Core
• Windows_Server-2016-English-STIG-Full
• Windows_Server-2016-English-STIG-Core
• Windows_Server-2019-English-STIG-Full
• Windows_Server-2019-English-STIG-Core

Windows Server 2008 R2 SP1
Microsoft 拡張セキュリティ (ESU) 更新プログラムとして必要な以下の更新プログ
ラムが含まれています。
• KB4490628
• KB4474419
• KB4516655

Windows Server 2008 SP2
Microsoft 拡張セキュリティ (ESU) 更新プログラムとして必要な以下の更新プログ
ラムが含まれています。
• KB4493730
• KB4474419
• KB4517134
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Note
すべての 2012 RTM、2012 R2、および 2016 AMI で NLA が有効になり、
デフォルトの RDP セキュリティ状態が向上しています。NLA は 2019
AMI で引き続き有効です。
2019.08.16

すべての AMI
• 2019 年 8 月 13 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
CVE-2019-1181、CVE-2019-1182、CVE-2019-1222、および CVE-2019-1226
に対応する KB が含まれます。
• EC2Config バージョン 4.9.3519
• SSM Agent バージョン 2.3.634.0
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.15.802
• 更新による SFC の障害により、Windows Defender プラットフォームの更新が
レジストリ経由でブロックされました。新しいパッチが利用可能になると、更新
は再び有効になります。

Note
9 月より、すべての 2012 RTM、2012 R2、および 2016 AMI で NLA が
有効になり、デフォルトの RDP セキュリティ状態が向上します。
2019.07.19

新しい Windows AMI
• Windows_Server-2016-English-Full-ECS_Optimized-2019.07.19
• Windows_Server-2019-English-Full-ECS_Optimized-2019.07.19

2019.07.12

すべての AMI
• 2019 年 7 月 9 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム

2019.06.12

すべての AMI
• 2019 年 6 月 11 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• AWS SDK バージョン 3.15.756
• AWS PV ドライバーバージョン 8.2.7
• AWS NVMe ドライバーバージョン 1.3.1
• 以下の "P3" AMI は "Tesla" AMI に名前が変更されます。これらの AMI は、Tesla
ドライバーを使用するすべての GPU-backed AWS インスタンスをサポートしま
す。P3 AMI は、このリリース後は更新されなくなり、通常サイクルの一環とし
て削除されます。
• Windows_Server-2012-R2_RTM-English-P3-2019.06.12 は
Windows_Server-2012-R2_RTM-English-Tesla-2019.06.12 に置き換えられま
す。
• Windows_Server-2016-English-P3-2016.06.12 は Windows_Server-2016English-Tesla-2019.06.12 に置き換えられます。

新しい Windows AMI
• Windows_Server-2019-English-Tesla-2019.06.12
以前のバージョンの AMI は非公開になっています。
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2019.05.21

Windows Server、バージョン 1903
• 現在は AMI を使用できます。

2019.05.15

すべての AMI
• 2019 年 5 月 14 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config バージョン 4.9.3429
• SSM Agent バージョン 2.3.542.0
• AWS SDK バージョン 3.15.735

2019.04.26

すべての AMI
• インスタンスを最初に起動したときにインスタンス障害が発生し、Windows に
「Please wait for the User Profile Service」というメッセージが表示されるとい
うエッジケースに対処するための Windows Server 2019 with SQL の AMI を修正
しました。

2019.04.21

すべての AMI
• AWS PV ドライバーは 8.3.0 から 8.2.6 にロールバックします

2019.04.10

すべての AMI
• 2019 年 4 月 9 日現在の Microsoft セキュリティ更新
• AWS SDK バージョン 3.15.715
• AWS PV Driver バージョン 8.3.0
• EC2Launch バージョン 1.3.2001360

新しい Windows AMI
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2012_SP4_Standard-2019.04.10
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2014_SP3_Standard-2019.04.10
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2014_SP3_Enterprise-2019.04.10
2019.03.13

すべての AMI
• 2019 年 3 月 12 日現在の Microsoft セキュリティ更新
• AWS SDK バージョン 3.15.693
• EC2Launch バージョン 1.3.2001220
• 深層学習用 NVIDIA Tesla ドライバーバージョン 412.29 および P3 AMI (https://
nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4772)
以前のバージョンの AMI は非公開になっています。
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2019.02.13

すべての AMI
• 2019 年 2 月 12 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• SSM Agent バージョン 2.3.444.0
• AWS SDK バージョン 3.15.666
• EC2Launch バージョン 1.3.2001040
• EC2Config バージョン 4.9.3289
• AWS PV ドライバー 8.2.6
• EBS NVMe ツール
SQL Server 2014 Service Pack 2 および SQL Server 2016 Service Pack 1 は、この
リリース以降更新されなくなります。

2019.02.09

すべての AMI
• Windows AMI が更新されました。次の日付のバージョンの新しい AMI を使用で
きます。
2018 年 11 月 29 日
2018 年 12 月 13 日
2019 年 2 月 9 日
以前のバージョンの AMI は非公開になっています。

2019.01.10

すべての AMI
• 2019 年 1 月 10 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• SSM Agent バージョン 2.3.344.0
• AWS SDK バージョン 3.15.647
• EC2Launch バージョン 1.3.2000930
• EC2Config バージョン 4.9.3160

SQL Server を含むすべての AMI
• 最新の累積的な更新プログラム

毎月の AMI の更新 2018 年
Microsoft の更新に関する詳細は、「Description of Software Update Services and Windows Server Update
Services changes in content for 2018」を参照してください。
リリース

変更

2018.12.12

すべての AMI
• 2018 年 12 月 12 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• SSM Agent バージョン 2.3.274.0
• AWS SDK バージョン 3.15.629
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• EC2Launch バージョン 1.3.2000760

新しい Windows AMI
• Windows_Server-2012-R2_RTM-Japanese-64BitSQL_2014_SP3_Standard-2018.12.12
• Windows_Server-2012-R2_RTM-Japanese-64BitSQL_2014_SP3_Express-2018.12.12
• Windows_Server-2012-R2_RTM-English-64BitSQL_2014_SP3_Enterprise-2018.12.12
• Windows_Server-2012-R2_RTM-English-64BitSQL_2014_SP3_Standard-2018.12.12
• Windows_Server-2012-R2_RTM-English-64BitSQL_2014_SP3_Express-2018.12.12
• Windows_Server-2012-R2_RTM-English-64Bit-SQL_2014_SP3_Web-2018.12.12
• Windows_Server-2012-RTM-Japanese-64BitSQL_2014_SP3_Express-2018.12.12
• Windows_Server-2012-RTM-Japanese-64BitSQL_2014_SP3_Standard-2018.12.12
• Windows_Server-2012-RTM-Japanese-64Bit-SQL_2014_SP3_Web-2018.12.12
• Windows_Server-2012-RTM-English-64Bit-SQL_2014_SP3_Standard-2018.12.12
• Windows_Server-2012-RTM-English-64Bit-SQL_2014_SP3_Express-2018.12.12
• Windows_Server-2012-RTM-English-64Bit-SQL_2014_SP3_Web-2018.12.12
• Windows_Server-2012-R2_RTM-Japanese-64BitSQL_2016_SP2_Web-2018.12.12
• Windows_Server-2012-R2_RTM-Japanese-64BitSQL_2016_SP2_Express-2018.12.12
• Windows_Server-2012-R2_RTM-English-64BitSQL_2016_SP2_Enterprise-2018.12.12
• Windows_Server-2012-R2_RTM-English-64BitSQL_2016_SP2_Standard-2018.12.12
• Windows_Server-2012-R2_RTM-English-64BitSQL_2016_SP2_Express-2018.12.12
• Windows_Server-2012-R2_RTM-English-64Bit-SQL_2016_SP2_Web-2018.12.12
• Windows_Server-2012-R2_RTM-Japanese-64BitSQL_2016_SP2_Standard-2018.12.12
• Windows_Server-2016-Korean-Full-SQL_2016_SP2_Standard-2018.12.12
• Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2016_SP2_Enterprise-2018.12.12
• Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2016_SP2_Web-2018.12.12
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2016_SP2_Web-2018.12.12
• Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2016_SP2_Standard-2018.12.12
•
•
•
•
•

Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2016_SP2_Express-2018.12.12
Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2016_SP2_Standard-2018.12.12
Windows_Server-2016-English-Core-SQL_2016_SP2_Enterprise-2018.12.12
Windows_Server-2016-English-Core-SQL_2016_SP2_Web-2018.12.12
Windows_Server-2016-English-Core-SQL_2016_SP2_Express-2018.12.12

• Windows_Server-2016-English-Core-SQL_2016_SP2_Standard-2018.12.12
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• Windows_Server-2016-Japanese-Full-SQL_2016_SP2_Standard-2018.12.12
•
•
•
•
•

Windows_Server-2016-Korean-Full-SQL_2016_SP2_Standard-2018.12.12
Windows_Server-2019-Spanish-Full-Base-2018.12.12
Windows_Server-2019-Japanese-Full-Base-2018.12.12
Windows_Server-2019-Portuguese_Portugal-Full-Base-2018.12.12
Windows_Server-2019-Chinese_Traditional-Full-Base-2018.12.12

• Windows_Server-2019-Italian-Full-Base-2018.12.12
• Windows_Server-2019-Swedish-Full-Base-2018.12.12
• Windows_Server-2019-English-Core-Base-2018.12.12
• Windows_Server-2019-Hungarian-Full-Base-2018.12.12
• Windows_Server-2019-Polish-Full-Base-2018.12.12
• Windows_Server-2019-Turkish-Full-Base-2018.12.12
• Windows_Server-2019-Korean-Full-Base-2018.12.12
• Windows_Server-2019-Dutch-Full-Base-2018.12.12
• Windows_Server-2019-German-Full-Base-2018.12.12
• Windows_Server-2019-Russian-Full-Base-2018.12.12
• Windows_Server-2019-Czech-Full-Base-2018.12.12
• Windows_Server-2019-English-Full-Base-2018.12.12
• Windows_Server-2019-French-Full-Base-2018.12.12
• Windows_Server-2019-Portuguese_Brazil-Full-Base-2018.12.12
• Windows_Server-2019-Chinese_Simplified-Full-Base-2018.12.12
• Windows_Server-2019-English-Full-HyperV-2018.12.12
• Windows_Server-2019-English-Full-ContainersLatest-2018.12.12
• Windows_Server-2019-English-Core-ContainersLatest-2018.12.12
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Enterprise-2018.12.12
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Standard-2018.12.12
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Web-2018.12.12
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Express-2018.12.12
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2016_SP2_Enterprise-2018.12.12
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2016_SP2_Standard-2018.12.12
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2016_SP2_Web-2018.12.12
• Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2016_SP2_Express-2018.12.12

更新された Linux AMI
• amzn2-ami-hvm-2.0.20180622.1-x86_64-gp2-dotnetcore-2018.12.12
2018.11.28

すべての AMI
• SSM Agent バージョン 2.3.235.0
• すべての電力スキームを変更して、ディスプレイが消灯しないように設定しま
す。
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2018.11.20

Windows_Server-2016-English-Deep-Learning
Windows_Server-2016-English-Deep-Learning
• TensorFlow バージョン 1.12
• MXNet バージョン 1.3
• NVIDIA バージョン 392.05

2018.11.19

すべての AMI
• 2018 年 11 月 19 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• AWS SDK バージョン 3.15.602.0
• SSM Agent バージョン 2.3.193.0
• EC2Config バージョン 4.9.3067
• 新しいインスタンスタイプをサポートする Intel チップセットの INF 設定

Windows Server、バージョン 1809
• 現在は AMI を使用できます。
2018.10.14

すべての AMI
• 2018 年 10 月 9 日現在の Microsoft セキュリティアップデートプログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.3.365.0
• CloudFormation バージョン 1.4.31
• AWS PV Driver バージョン 8.2.4
• AWS PCI Serial ドライバーバージョン 1.0.0.0 (ベアメタルインスタンスの
Windows 2008R2 および 2012 向けのサポート
• ENA ドライバーバージョン 1.5.0
Microsoft Windows Server 2016 Datacenter および Standard Editions for Nano
Server
Microsoft は、2018 年 4 月 10 日現在、Nano Server のインストールオプションの
Windows Server 2016 Datacenter および Standard エディションのメインストリー
ムサポートを終了しました。
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2018.09.15

すべての AMI
• 2018 年 9 月 12 日現在の Microsoft セキュリティアップデートプログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.3.343
• EC2Launch バージョン 1.3.2000430
• AWS NVMe Driver バージョン 1.3 0
• EC2 WinUtil ドライバーバージョン 2.0.0
Microsoft Windows Server 2016 Base Nano
Windows_Server-2016-English-Nano-Base のすべてのパブリックバージョンへ
のアクセスは、2018 年 9 月に削除されます。Nano Server をコンテナとして起
動する方法の詳細を含む、Nano Server のライフサイクルについての追加情報
は、https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/nano-in-semiannual-channel でご確認いただけます。

2018.08.15

すべての AMI
• 2018 年 8 月14 日現在の Microsoft セキュリティアップデートプログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell バージョン 3.3.335
• AMI は、時刻の同期にデフォルトで IP 169.254.169.123 の Amazon の NTP サー
ビスを使用するようになりました。詳細については、Amazon Windows AMI の
デフォルト Network Time Protocol (NTP) 設定 (p. 775) を参照してください。
Microsoft Windows Server 2016 Base Nano
Windows_Server-2016-English-Nano-Base のすべてのパブリックバージョンへ
のアクセスは、2018 年 9 月に削除されます。Nano Server をコンテナとして起
動する方法の詳細を含む、Nano Server のライフサイクルについての追加情報
は、https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/nano-in-semiannual-channel でご確認いただけます。

2018.07.11

すべての AMI
• 2018 年 7 月 10 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config バージョン 4.9.2756
• SSM Agent 2.2.800.0

2018.06.22

Windows Server 2008 R2
• 以前の世代から現行世代 (例: M4 から M5) へのインスタンスの変更時、2018 年
6 月 13 日付の AMI の問題は解決されています。

2018.06.13

すべての AMI
• 2018 年 6 月 12 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config バージョン 4.9.2688
• SSM Agent 2.2.619.0
• AWS Tools for Windows PowerShell 3.3.283.0
• AWS NVMe ドライバ 1.2.0
• AWS PV ドライバー 8.2.3
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2018.05.09

すべての AMI
• 2018 年 5 月 9 日現在のマイクロソフトセキュリティアップデート
• EC2Config バージョン 4.9.2644
• SSM Agent 2.2.493.0
• AWS Tools for Windows PowerShell 3.3.270.0

Windows Server バージョン 1709 および Windows Server バージョン 1803
• 現在は AMI を使用できます。詳細については、「Amazon EC2 用の Windows
Server バージョン 1709 および 1803 AMI」を参照してください。
2018.04.11

すべての AMI
• 2018 年 4 月 10 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config バージョン 4.9.2586
• SSM Agent 2.2.392.0
• AWS Tools for Windows PowerShell 3.3.256.0
• AWS CloudFormation テンプレート 1.4.30
• 新しいインスタンスタイプをサポートするシリアル INF および Intel チップセッ
トの INF 設定

SQL Server 2017
• 累積的な更新プログラム 5 (CU5)

SQL Server 2016 SP1
• 累積的な更新プログラム 8 (CU8)
2018.03.24

すべての AMI
• 2018 年 3 月 13 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config バージョン 4.9.2565
• SSM Agent 2.2.355.0
• AWS Tools for Windows PowerShell 3.3.245.0
• AWS PV ドライバー 8.2
• AWS ENA ドライバー 1.2.3.0
• Amazon EC2 Hibernate Agent 1.0 (2018.03.16 AMI リリースで 2.1.0 からロール
バック)
• AWS EC2WinUtilDriver 1.0.1 (トラブルシューティング目的)

Windows Server 2016
• EC2Launch 1.3.2000080
2018.03.16

AWS は、Amazon EC2 Hibernate Agent の設定で、引用符に囲まれていないパス
が原因で発生する問題があるため、2018 年 3 月 16 日付けのすべての Windows
AMI を削除しました。
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変更

2018.03.06

すべての AMI
• AWS PV ドライバー 8.2.1

2018.02.23

すべての AMI
• AWS PV ドライバー 7.4.6 (2018.02.13 AMI リリースで 8.2 からロールバック)

2018.02.13

すべての AMI
• 2018 年 2 月 13 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config バージョン 4.9.2400
• SSM Agent 2.2.160.0
• AWS Tools for Windows PowerShell 3.3.225.1
• AWS PV ドライバー 8.2
• AWS ENA ドライバー 1.2.3.0
• AWS NVMe ドライバ 1.0.0.146
• Amazon EC2 HibernateAgent 1.0.0

Windows Server 2016
• EC2Launch 1.3.740
2018.01.12

すべての AMI
• 2018 年 1 月 9 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム

2018.01.05

すべての AMI
• 2018 年 1 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• Spectre 攻撃と Meltdown 攻撃の軽減を可能にするレジストリ設定
• AWS Tools for Windows PowerShell 3.3.215
• EC2Config バージョン 4.9.2262

毎月の AMI の更新 2017 年
Microsoft の更新に関する詳細は、「Description of Software Update Services and Windows Server Update
Services changes in content for 2017」を参照してください。
リリース

変更

2017.12.13

すべての AMI
• 2017 年 12 月 12 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config バージョン 4.9.2218
• AWS CloudFormation テンプレート 1.4.27
• AWS NVMe ドライバ 1.02
• SSM Agent 2.2.93.0
• AWS Tools for Windows PowerShell 3.3.201
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2017.11.29

すべての AMI
• Windows バックアップとの互換性の問題のため、2017 年 11 月 18 日および
2017 年 11 月 19 日に含まれる Volume Shadow Copy Service (VSS) の削除され
たコンポーネント。

2017.11.19

すべての AMI
• EC2 Hibernate Agent 1.0 (スポットインスタンスの休止をサポート)

2017.11.18

すべての AMI
• 2017 年 11 月 14 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config バージョン 4.9.2218
• SSM Agent 2.2.64.0
• AWS Tools for Windows PowerShell 3.3.182
• Elastic Network Adapter (ENA) ドライバー 1.08 (2017 年 10 月 13 日の AMI リ
リース 1.2.2 からのロールバック)
• Systems Manager パラメータストアを使用した最新の Windows AMI のクエリ

Windows Server 2016
• EC2Launch 1.3.640
2017.10.13

すべての AMI
• 2017 年 10 月 11 日現在の Microsoft セキュリティアップデートプログラム
• EC2Config バージョン 4.9.2188
• SSM Agent 2.2.30.0
• AWS CloudFormation テンプレート 1.4.24
• Elastic Network Adapter (ENA) ドライバー 1.2.2。(Windows Server 2008 R2 か
ら Windows Server 2016)
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2017.10.04

Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server 2017 AMI 付属の Windows Server 2016 がすべてのリージョ
ンで使用可能になりました。
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2017_Enterprise-2017.10.04
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2017_Standard-2017.10.04
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2017_Web-2017.10.04
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2017_Express-2017.10.04
Microsoft SQL Server 2017 では、以下の機能をサポートしています。
• Python (ML and AI) と R 言語に対応した Machine Learning サービス
• 自動データベース調整
• 非クラスターアベイラビリティーグループ
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL)、SUSE Linux Enterprise Server
(SLES)、Ubuntu で実行されます。詳細については、Microsoft の記事の
「Installation Guidance for SQL Server on Linux」を参照してください。Amazon
Linux ではサポートされません。
• Windows-Linux のクロス OS の移行
• 再開可能なオンラインインデックスの再構築
• 適応型クエリ処理の強化
• グラフデータサポート

2017.09.13

すべての AMI
• 2017 年 9 月 13 日現在の Microsoft セキュリティアップデートプログラム
• EC2Config バージョン 4.9.2106
• SSM Agent 2.0.952.0
• AWS Tools for Windows PowerShell 3.3.143
• AWS CloudFormation テンプレート 1.4.21

2017.08.09

すべての AMI
• 2017 年 8 月9 日現在の Microsoft セキュリティアップデートプログラム
• EC2Config バージョン 4.9.2016
• SSM Agent 2.0.879.0

Windows Server 2012 R2
• 内部エラーにより、これらの AMI は旧バージョンの AWS Tools for Windows
PowerShell、3.3.58.0 でリリースされました。
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リリース

変更

2017.07.13

すべての AMI
• 2017 年 7 月 13 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config バージョン 4.9.1981
• SSM Agent 2.0.847.0

Windows Server 2016
• Intel SRIOV ドライバー 2.0.210.0
2017.06.14

すべての AMI
• 2017 年 6 月 14 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• Windows アップデートからインストールされた .NET Framework 4.7 のアップ
デート
• Microsoft は、「特権を保持していない」エラーに対応するために、PowerShell
の Stop-Computer コマンドレットを使用して更新します。詳細について
は、Microsoft の「特権を保持していないエラー」を参照してください。
• EC2Config バージョン 4.9.1900
• SSM Agent 2.0.805.0
• AWS Tools for Windows PowerShell 3.3.99.0
• デスクトップ版の Internet Explorer 11 は、没入型の Internet Explorer ではなく
デフォルトです。

Windows Server 2016
• EC2Launch 1.3.610
2017.05.30

パスワードの生成に関する問題を解決するために、Windows_Server-2008-SP2English-32Bit-Base-2017.05.10 AMI が Windows_Server-2008-SP2-English-32BitBase-2017.05.30 AMI に更新されました。

2017.05.22

ログのクリーニング後に、Windows_Server-2016-English-Full-Base-2017.05.10
AMI が Windows_Server-2016-English-Full-Base-2017.05.22 AMIに更新されまし
た。

2017.05.10

すべての AMI
• 2017 年 5 月 9 日現在のマイクロソフトセキュリティアップデート
• AWS PV Driver v7.4.6
• AWS Tools for Windows PowerShell 3.3.83.0

Windows Server 2016
• SSM Agent 2.0.767
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2017.04.12

すべての AMI
• 2017 年 4 月 11 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• AWS Tools for Windows PowerShell 3.3.71.0
• AWS CloudFormation テンプレート 1.4.18

Windows Server 2003 から Windows Server 2012 へ
• EC2Config バージョン 4.9.1775
• SSM Agent 2.0.761.0

Windows Server 2016
• SSM Agent 2.0.730.0
2017.03.15

すべての AMI
• 2017 年 3 月 14 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• 現在の AWS CloudFormation テンプレート

Windows Server 2003 から Windows Server 2012 へ
• EC2Config バージョン 4.7.1631
• SSM Agent 2.0.682.0

Windows Server 2016
• SSM Agent 2.0.706.0
• EC2Launch v1.3.540
2017.02.21

Microsoft は最近、2 月は毎月のパッチまたはセキュリティアップデートをリリー
スしないことを発表しました。2 月のすべてのパッチとセキュリティアップデート
は 3 月のアップデートに含まれます。
Amazon Web Services は、2 月に更新された Windows Server AMI をリリースしま
せんでした。

2017.01.11

すべての AMI
• 2017 年 1 月 10 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• 現在の AWS CloudFormation テンプレート

Windows Server 2003 から Windows Server 2012 へ
• EC2Config バージョン 4.2.1442
• SSM Agent 2.0.599.0
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毎月の AMI の更新 2016 年
Microsoft の更新に関する詳細は、「Description of Software Update Services and Windows Server Update
Services changes in content for 2016」を参照してください。
リリース

変更

2016.12.14

すべての AMI
• 2016 年 12 月 13 日現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell

Windows Server 2003 から Windows Server 2012 へ
• EC2Config バージョン 4.1.1396 をリリースしました
• Elastic Network Adapter (ENA) ドライバー 1.0.9.0 (Windows Server 2008 R2 の
み)

Windows Server 2016
新しい AMI がすべてのリージョンで使用可能になりました
• Windows_Server-2016-English-Core-Base

Microsoft SQL Server
最新のサービスパックが適用されたすべての Microsoft SQL Server AMI がすべて
のリージョンで使用可能になりました。今後、これらの新しい AMI によって古い
SQL Service Pack AMI が置き換えられる予定です。
• Windows_Server-2008-R2_SP1-English-64BitSQL_2012_SP3_edition-2016.12.14
• Windows_Server-2012-RTM-English-64BitSQL_2012_SP3_edition-2016.12.14
• Windows_Server-2012-R2_RTM-English-64BitSQL_2014_SP2_edition-2016.12.14
• Windows_Server-2012-RTM-English-64BitSQL_2014_SP2_edition-2016.12.14
• Windows_Server-2012-R2_RTM-English-64BitSQL_2016_SP1_edition-2016.12.14
• Windows_Server-2016-English-Full-SQL_2016_SP1_edition-2016.12.14
SQL Server 2016 SP1 は、メジャーリリースです。これまで Enterprise Edition で
使用できた以下の機能が、SQL Server 2016 SP1 では Standard、Web、および
Express の各エディションで使用できるようになりました。
• 行レベルのセキュリティ
•
•
•
•

動的データマスキング
変更データキャプチャ
データベーススナップショット
列ストア

• パーティション
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リリース
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• 圧縮
• インメモリ OLTP
• 常時暗号化

2016.11.23

Windows Server 2003 から Windows Server 2012 へ
• EC2Config バージョン 4.1.1378 をリリースしました
• 今月リリースされた AMI は、EC2Config サービスを使用して起動時の設定を処
理し、SSM Agent は AWS Systems Manager のRun Command と Config のリ
クエストを処理します。EC2Config は、Systems Manager Run Command と
State Manager のリクエストを処理しなくなりました。最新の EC2Config イン
ストーラーは EC2Config サービスと共に SSM Agent もインストールします。
詳細については、EC2Config サービスを使用した Windows インスタンスの設
定 (p. 700) を参照してください。

2016.11.09

すべての AMI
• 2016 年 11 月 8 日現在の Microsoft セキュリティアップデートプログラム
• Windows 2008 R2 以降用の AWS PV ドライバー、バージョン 7.4.3.0 をリリー
スしました。
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell

2016.10.18

すべての AMI
• 2016 年 10 月 12 日現在の Microsoft セキュリティアップデートプログラム
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell

Windows Server 2016
• Windows Server 2016 用の AMI をリリースしました。これらの AMI には大きな
変更が含まれています。例えば、EC2Config サービスは含まれません。詳細につ
いては、Windows Server 2016 以降の AMI の変更点 (p. 52) を参照してくだ
さい。
2016.9.14

すべての AMI
• 2016 年 9 月 13 日現在の Microsoft セキュリティアップデートプログラム
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• AMI の名前変更 Windows_Server-2012-RTM-Japanese-64BitSQL_2008_R3_SP2_Standard から Windows_Server-2012-RTMJapanese-64Bit-SQL_2008_R2_SP3_Standard に変更

2016.8.26

日付が 2016.08.11 であるすべての Windows Server 2008 R2 AMI は、既知の問題
を修正するために更新されました。新しい AMI の日付は 2016.08.25 です。
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リリース

変更

2016.8.11

すべての AMI
• Ec2Config v3.19.1153
• 2016 年 8 月10 日現在の Microsoft セキュリティアップデートプログラム
• MS15-124 に関する Internet Explorer のレジストリキー User32 の例外処理の強
化機能を有効にしました。

Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 RTM、および Windows
Server 2012 R2
• Elastic Network Adapter (ENA) ドライバー 1.0.8.0
• ENA AMI プロパティが有効に設定されました。
• 既知の問題のため、Windows Server 2008 R2 の AWS PV ドライバーが今月に再
リリースされました。この問題のため、Windows Server 2008 R2 AMI は 7 月に
削除されました。
2016.8.2

AWSPV ドライバーで発見された問題により、7 月のすべての Windows Server
2008 R2 AMI は削除され、2016 年 6 月 15 日の AMI にロールバックされまし
た。AWS PV ドライバーの問題は修正されました。8 月の AMI のリリースに
は、Windows Server 2008 R2 AMI と、修正された AWS PV ドライバーおよび 7
月/8 月の Windows 更新プログラムが含まれます。

2016.7.26

すべての AMI
• Ec2Config v3.18.1118
• 2016 年 7 月 13 日の AMI にはセキュリティパッチがありませんでした。AMI に
は再度パッチが適用されました。これ以降のパッチの正しいインストールを確認
するための追加のプロセスが導入されました。

2016.7.13

すべての AMI
• 2016 年 7 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• AWS PV ドライバー 7.4.2.0 を更新しました
• Windows Server 2008 R2 の AWS PV ドライバー

2016.6.16

すべての AMI
• 2016 年 6 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• EC2Config サービスバージョン 3.17.1032

Microsoft SQL Server
• Microsoft SQL Server 2016 の 64 ビットバージョンを含む 10 の AMI がリリー
スされました。Amazon EC2 コンソールを使用している場合、[Images] (イメー
ジ) > [AMI] > [Public Images] (パブリックイメージ) の順に移動し、検索バーに
Windows_Server-2012-R2_RTM-English-64Bit-SQL_2016_Standard と
入力します。詳細については、MSDN の「SQL Server 2016 の新機能」を参照
してください。
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リリース

変更

2016.5.11

すべての AMI
• 2016 年 5 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• EC2Config サービスバージョン 3.16.930
• MS15-011 Active Directory パッチがインストール済み

Windows Server 2012 R2
• Intel SRIOV ドライバー 1.0.16.1
2016.4.13

すべての AMI
• 2016 年 4 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• EC2Config サービスバージョン 3.15.880

2016.3.9

すべての AMI
• 2016 年 3 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• EC2Config サービスバージョン 3.14.786

2016.2.10

すべての AMI
• 2016 年 2 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• EC2Config サービスバージョン 3.13.727

2016.1.25

すべての AMI
• 2016 年 1 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• EC2Config サービスバージョン 3.12.649

2016.1.5

すべての AMI
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell

毎月の AMI の更新 2015 年
Microsoft の更新に関する詳細は、「Description of Software Update Services and Windows Server Update
Services changes in content for 2015」を参照してください。
リリース

変更

2015.12.15

すべての AMI
• 2015 年 12 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
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リリース

変更

2015.11.11

すべての AMI
• 2015 年 11 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• EC2Config サービスバージョン 3.11.521
• CFN エージェントを最新バージョンに更新

2015.10.26

基本 AMI のブートボリュームサイズが 35 GB ではなく 30 GB になるように修正し
ました

2015.10.14

すべての AMI
• 2015 年 10 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 3.10.442
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• 各種の SQL 製品すべてについて SQL Service Pack を最新バージョンに更新
• イベントログですべてのエントリを削除
• 最新の Service Pack を反映して AMI 名が変更されました。例えば、Server
2012 および SQL 2014 Standard の最新 AMI は、"Windows_Server-2012RTM-English-64Bit-SQL_2014_RTM_Standard-2015.10.26"
ではなく "Windows_Server-2012-RTM-English-64BitSQL_2014_SP1_Standard-2015.10.26" という名前になっています。

2015.9.9

すべての AMI
• 2015 年 9 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 3.9.359
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• 現在の AWS CloudFormation ヘルパースクリプト

2015.8.18

すべての AMI
• 2015 年 8 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 3.8.294
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell

Windows Server 2012 および Windows Server 2012 R2 を含む AMI のみ
• AWS PV Driver 7.3.2
2015.7.21

すべての AMI
• 2015 年 7 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 3.7.308
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• 整合性のために AMI を変更した SQL イメージの説明
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リリース

変更

2015.6.10

すべての AMI
• 2015 年 6 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 3.6.269
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• 現在の AWS CloudFormation ヘルパースクリプト

Windows Server 2012 R2 を含む AMI のみ
• AWS PV Driver 7.3.1
2015.5.13

すべての AMI
• 2015 年 5 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 3.5.228
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell

2015.04.15

すべての AMI
• 2015 年 4 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 3.3.174
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell

2015.03.11

すべての AMI
• 2015 年 3 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 3.2.97
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell

Windows Server 2012 R2 を含む AMI のみ
• AWS PV Driver 7.3.0
2015.02.11

すべての AMI
• 2015 年 2 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 3.0.54
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• 現在の AWS CloudFormation ヘルパースクリプト

2015.01.14

すべての AMI
• 2015 年 1 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 2.3.313
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• 現在の AWS CloudFormation ヘルパースクリプト
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毎月の AMI の更新 2014 年
Microsoft の更新に関する詳細は、「Description of Software Update Services and Windows Server Update
Services changes in content for 2014」を参照してください。
リリース

変更

2014.12.10

すべての AMI
• 2014 年 12 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 2.2.12
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell

2014.11.19

すべての AMI
• 2014 年 11 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 2.2.11
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell

2014.10.15

すべての AMI
• 2014 年 10 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 2.2.10
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell

Windows Server 2012 R2 を含む AMI のみ
• AWS PV ドライバー 7.2.4.1 (Plug and Play Cleanup の問題を解決、現在はデ
フォルトで有効)
2014.09.10

すべての AMI
• 2014 年 9 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 2.2.8
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell

Windows Server 2012 R2 を含む AMI のみ
• Plug and Play Cleanup を無効にする (「重要な情報」を参照)
• AWS PV ドライバー 7.2.2.1 (アンインストーラの問題を解決)
2014.08.13

すべての AMI
• 2014 年 8 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 2.2.7
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell

Windows Server 2012 R2 を含む AMI のみ
• AWS PV ドライバ 7.2.2.1 (ディスクパフォーマンスの向上、複数のネットワーク
インターフェイスの再接続と失われたネットワーク設定の問題を解決)
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リリース

変更

2014.07.10

すべての AMI
• 2014 年 7 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 2.2.5
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell

2014.06.12

すべての AMI
• 2014 年 6 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 2.2.4
• 削除された NVIDIA ドライバ（Windows Server 2012 R2 AMI を除く）
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell

2014.05.14

すべての AMI
• 2014 年 5 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 2.2.2
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• AWS CloudFormation ヘルパースクリプトバージョン 1.4.0

2014.04.09

すべての AMI
• 2014 年 4 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• 現在の AWS CloudFormation ヘルパースクリプト

2014.03.12

すべての AMI
• 2014 年 3 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム

2014.02.12

すべての AMI
• 2014 年 2 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 2.2.1
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• KB2634328
• BCDEdit useplatformclock 値を削除

Microsoft SQL Server を含む AMI のみ
• Microsoft SQL Server 2012 SP1 累積的な更新パッケージ 8
• Microsoft SQL Server 2008 R2 累積的な更新パッケージ 10

毎月の AMI の更新 2013 年
リリース

変更

2013.11.13

すべての AMI
• 2013 年 11 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
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リリース

変更
• EC2Config サービスバージョン 2.1.19
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• 時間を 1 日 1 回同期するように NTP を設定（デフォルトは 7 日ごと）

Windows Server 2012 を含む AMI のみ
• 次のコマンド dism /online /cleanup-image /
StartComponentCleanup を使用して WinSXS フォルダをクリーンアップす
る。
2013.09.11

すべての AMI
• 2013 年 9 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 2.1.18
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• AWS CloudFormation ヘルパースクリプトバージョン 1.3.15

2013.07.10

すべての AMI
• 2013 年 7 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 2.1.16
• ルートボリュームを 50 GB に拡張
• ページファイルを 512 MB に設定、必要に応じて 8 GB に拡張
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell

2013.06.12

すべての AMI
• 2013 年 6 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell

Microsoft SQL Server を含む AMI のみ
• Microsoft SQL Server 2012 SP1 と累積的な更新パッケージ 4
2013.05.15

すべての AMI
• 2013 年 5 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 2.1.15
• デフォルトですべてのインスタンスストアボリュームをアタッチ
• デフォルトでリモート PowerShell を有効化
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell

2013.04.14

すべての AMI
• 2013 年 4 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• AWS CloudFormation ヘルパースクリプトバージョン 1.3.14
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リリース

変更

2013.03.14

すべての AMI
• 2013 年 3 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 2.1.14
• Citrix エージェントと CPU のハートビートの修正プログラム
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• AWS CloudFormation ヘルパースクリプトバージョン 1.3.11

2013.02.22

すべての AMI
• 2013 年 2 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• KB2800213
• Windows PowerShell 3.0 のアップグレード
• EC2Config サービスバージョン 2.1.13
• Citrix エージェントと時刻の修正プログラム
• 2011.07.19 付の Citrix PV ドライバ
• 最新の AWS Tools for Windows PowerShell
• AWS CloudFormation ヘルパースクリプトバージョン 1.3.8

Microsoft SQL Server を含む AMI のみ
• Microsoft SQL Server 2012 累積的な更新パッケージ 5

毎月の AMI の更新 2012 年
リリース

変更

2012.12.12

すべての AMI
• 2012 年 12 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• ActiveTimeBias レジストリ値を 0 に設定
• ネットワークアダプタの IPv6 を無効化
• EC2Config サービスバージョン 2.1.9
• AWS Tools for Windows PowerShell を追加し、インポートモジュールを許可す
るようにポリシーを設定

2012.11.15

すべての AMI
• 2012 年 11 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 2.1.7

2012.10.10

すべての AMI
• 2012 年 10 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム

2012.08.15

すべての AMI
• 2012 年 8 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 2.1.2
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リリース

変更
• KB2545227

2012.07.11

すべての AMI
• 2012 年 7 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム

2012.06.12

すべての AMI
• 2012 年 6 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• ページ ファイルを 4 GB に設定
• インストールされた言語パックを削除
• パフォーマンスオプションを [Adjust for best performance] に設定
• 再開時にスクリーンセーバーがログオン画面を表示しないように設定
• pnputil を使用して以前の RedHat ドライバーバージョンを削除
• 重複するブートローダーを削除し、bcdedit を使用して bootstatuspolicy を
ignoreallfailures に設定

2012.05.10

すべての AMI
• 2012 年 5 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• EC2Config サービスバージョン 2.1.0

2012.04.11

すべての AMI
• 2012 年 4 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• KB2582281
• EC2Config の最新バージョン
• GMT ではなく UTC のシステム時刻

2012.03.13

すべての AMI
• 2012 年 3 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム

2012.02.24

すべての AMI
• 2012 年 2 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• AMI の名前と説明を標準化

2012.01.12

すべての AMI
• 2012 年 1 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• RedHat PV ドライバーバージョン 1.3.10

毎月の AMI の更新 2011 年以前
リリース

変更

2011.09.11

すべての AMI
• 2011 年 9 月現在の Microsoft セキュリティ更新プログラム
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リリース

変更

1.04

すべての AMI
• 最新の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• ネットワークドライバーを更新
• インスタンスのタイムゾーンを変更するときに、VPC の接続が失われる問題を
修正

1.02

すべての AMI
• 最新の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• ネットワークドライバーを更新
• VPC のインスタンスのライセンス許諾アクティベーションのサポートを追加

1.01

すべての AMI
• 最新の Microsoft セキュリティ更新プログラム
• ネットワークの可用性を待機する間に不適切に生成されたパスワードの問題を修
正

1.0

すべての AMI
• 初回リリース

Windows AMI の検索
インスタンスを起動するには、インスタンスの起動元となる AMI を選択する必要があります。AMI を選択
するときに、起動するインスタンスに関して、次の要件を検討します。
• リージョン
• オペレーティングシステム
• アーキテクチャ: 32 ビット (i386)、または 64 ビット(x86_64)
• プロバイダー (Amazon Web Services など)
• 追加のソフトウェア (SQL Server など)
Ubuntu AMI の検索方法については、「EC2 AMI ロケータ」を参照してください。
RedHat AMI の検索方法については、RHEL ナレッジベース記事を参照してください。
Linux AMI の検索方法については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Linux AMI
の検索」を参照してください。
[Windows] AMI トピックの検索
• Amazon EC2 コンソールを使用した Windows AMI の検索 (p. 108)
• AWS Tools for Windows PowerShell を使用した AMI の検索 (p. 109)
• AWS CLI を使用した AMI の検索 (p. 109)
• Systems Manager を使用して最新の Windows AMI を検索するには (p. 109)
• Systems Manager パラメータを使用した AMI の検索 (p. 110)
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Amazon EC2 コンソールを使用した Windows AMI の
検索
Amazon EC2 コンソールを使用して、/Windows AMIを検索できます。インスタンス起動ウィザードを
使用してインスタンスを起動するときに、AMI のリストから目的のインスタンスを選択できます。ま
た、[Images] (イメージ) ページを使用して使用可能なすべての AMI を検索することもできます。AMI ID
は各 AWS リージョンで固有です。

インスタンス起動ウィザードを使用して Windows AMI を検索するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーから、インスタンスを起動するリージョンを選択します。お客様は場所に関係な
く、使用できるリージョンをどれでも選択できます。

3.

コンソールダッシュボードで [インスタンスの作成] を選択します。

4.

(新しいコンソール) [Application and OS Images (Amazon Machine Image)] (アプリケーションと OS
イメージ (Amazon マシンイメージ)にある [Quick Start] (クイックスタート) を選択して、インスタ
ンスのオペレーティングシステム (OS) を選択し、その後[Amazon Machine Image (AMI)] (Amazon
マシンイメージ (AMI)) で、よく使用されている AMI のいずれかをリストから選択します。必要な
AMI が表示されていない場合は、[Browser more AMIs] (その他の AMI を閲覧) を選択して、AMI の全
カタログを参照します。詳細については、アプリケーションと OS イメージ (Amazon マシンイメー
ジ) (p. 520) を参照してください。
(旧コンソール) [Quick Start] (クイックスタート) タブで、よく使用されている AMI のいずれかを
リストから選択します。使用する AMI が表示されていない場合は、[My AMIs] (マイ AMI)、[AWS
Marketplace]、[Community AMIs] (コミュニティ AMI) のいずれかのタブを開き、目的の AMI を探しま
す。詳細については、ステップ 1: Amazon Machine Image (AMI) を選択する (p. 528) を参照してく
ださい。

AMI ページを使用して Windows AMI を検索するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーから、インスタンスを起動するリージョンを選択します。お客様は場所に関係な
く、使用できるリージョンをどれでも選択できます。

3.

ナビゲーションペインで [AMIs] を選択します。

4.

(オプション) フィルターと検索オプションを使用すると、表示される AMI を限定して、条件に一
致する AMI のみを表示できます。例えば、AWS が提供するすべての Windows AMI を表示する
には、[Public images] (パブリックイメージ) をクリックします。次に、検索オプションを使用し
て、AMI のリストに表示される範囲を指定します。
(新しいコンソール) [Search] (検索) バーをクリックし、メニューから [Owner alias] (所有者エイリ
アス)、[=] 演算子の順に選択し、値として [Amazon] を選択します。検索バーをもう一度クリック
し、[Platform] (プラットフォーム)、[=] 演算子の順に選択し、表示されたリストからオペレーティン
グシステムを選択します。
(旧コンソール) [Search] (検索) バーを選択し、メニューから [Owner] (所有者)、次に値として[Amazon
images] (Amazon イメージ) を選択します。[Search] (検索) バーをもう一度選択し、[Platform] (プラッ
トフォーム) を選択します。次に、表示されたリストからオペレーティングシステムを選択します。

5.

(オプション) [Preferences] (設定) アイコン (新コンソール) または [Show/Hide Columns] (列の表示/非
表示) アイコン (旧コンソール) を選択して、ルートデバイスタイプなど、表示するイメージ属性を選
択します。あるいは、一覧から AMI を選択し、[Details] (詳細) タブにそのプロパティを表示できま
す。

6.

この AMI からインスタンスを起動するには、インスタンスを選択し、[Launch instance from image]
(イメージからインスタンスを起動) (新コンソール) または [Launch] (起動) (旧コンソール) を選択し
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ます。コンソールを使用してインスタンスを起動する方法については、新しいインスタンス起動ウィ
ザードを使用してインスタンスを起動する (p. 517) を参照してください。まだインスタンスを起動
する準備ができていない場合は、後で使用するために AMI ID を記録します。

AWS Tools for Windows PowerShell を使用した AMI
の検索
Amazon EC2 または AWS Systems Manager の PowerShell コマンドレットを使用して、要件に一致する
Windows AMI のみを表示できます。要件に一致する AMI が見つかったら、インスタンスの起動に使用で
きるようにその ID をメモしておきます。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザー
ガイドの「Windows PowerShell を使用したインスタンスの起動」を参照してください。
Amazon EC2
詳細と例については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイドの「Windows PowerShell を使
用した AMI の検索」を参照してください。
Systems Manager パラメータストア
詳細と例については、「Systems Manager パラメータストアを使用した最新の Windows AMI のクエリ」
を参照してください。

AWS CLI を使用した AMI の検索
Amazon EC2 または AWS CLI の AWS Systems Manager コマンドを使用すると、要件に一致する
Windows AMI のみを表示できます。要件に一致する AMI が見つかったら、インスタンスの起動に使用で
きるようにその ID をメモしておきます。詳細については、[AWS Command Line Interface User Guide]
(ユーザーガイド) の[Launch your instance] (インスタンスを起動) を参照してください。
Amazon EC2
describe-images コマンドは、フィルタリングパラメータをサポートしています。例えば、Amazon が所有
するパブリック AMI を表示するのに --owners パラメーターを使用します。
aws ec2 describe-images --owners self amazon

Windows AMI のみを表示するには、前のコマンドに以下のフィルターを追加します。
--filters "Name=platform,Values=windows"

Important
describe-images コマンドから --owners フラグを省略すると、所有権に関係なく、起動許可を
持つすべてのイメージが返されます。
Systems Manager パラメータストア
詳細と例については、「Systems Manager パラメータストアを使用した最新の Windows AMI のクエリ」
を参照してください。

Systems Manager を使用して最新の Windows AMI を
検索するには
Amazon EC2 では、AWS で保持されるパブリック AMI 用の AWS Systems Manager パブリックパラメー
タが提供されており、インスタンスの起動時に使用することができます。
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Amazon EC2 AMI のパブリックパラメータは、次のパスから使用できます。
/aws/service/ami-windows-latest
現在の AWS リージョンにあるすべての および Windows 向け AMI を表示するには、次の AWS CLI コマ
ンドを実行します。
aws ssm get-parameters-by-path --path /aws/service/ami-windows-latest --query
"Parameters[].Name"

詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「パブリックパラメータを使用する」および
「」「AWS Systems Manager Parameter Store を使用して最新の Windows AMI をクエリする」を参照し
てください。

Systems Manager パラメータを使用した AMI の検索
コンソールで EC2 インスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する場合は、リストから
AMI を選択するか、AMI ID を指す AWS Systems Manager パラメータを選択します。オートメーション
コードを使用してインスタンスを作成する場合は、AMI ID の代わりに Systems Manager パラメータを指
定できます。
Systems Manager パラメータは、Systems Manager パラメータストアで作成できるユーザー定義のキー
と値のペアです。パラメータストアは、アプリケーションの設定値を外部化するための一元的なストア
を提供します。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「AWS Systems Manager
Parameter Store」を参照してください。
AMI ID をポイントするパラメータを作成する場合は、データ型に aws:ec2:image を指定してくださ
い。このデータ型を指定すると、パラメータの作成時または変更時にパラメータ値が AMI ID として検証さ
れます。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「Amazon マシンイメージ ID のパラ
メータのネイティブサポート」を参照してください。
Systems Manager パラメータのトピック
• ユースケース (p. 110)
• 許可 (p. 111)
• 制約事項 (p. 111)
• Systems Manager パラメータを使用したインスタンスの起動 (p. 111)

ユースケース
Systems Manager パラメータを使用して AMI ID を指すようにすると、ユーザーがインスタンスの起動
時に適切な AMI を簡単に選択できるようになります。Systems Manager パラメータにより、オートメー
ションコードのメンテナンスを簡素化することもできます。
ユーザーの利便性の向上
特定の AMI を使用してインスタンスを作成する必要があり、その AMI を定期的に更新する場合は、AMI
を見つけるために Systems Manager パラメータを選択するようにユーザーに求めることをお勧めします。
ユーザーに Systems Manager パラメータを選択するように求めると、インスタンスの起動に最新の AMI
が使用されるようになります。
例えば、組織内で毎月最新のオペレーティングシステムとアプリケーションパッチが適用された AMI の新
しいバージョンを作成するとします。また、ユーザーに最新バージョンの AMI を使用してインスタンスを
作成するように求めるとします。ユーザーに最新バージョンを確実に使用させるには、適切な AMI ID を
ポイントする Systems Manager パラメータ (例: golden-ami など) を作成することができます。新しい
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バージョンの AMI を作成するたびに、パラメータの AMI ID の値を更新して常に最新の AMI をポイントす
るようにします。ユーザーは毎回同じ Systems Manager パラメータを選択し続けるため、AMI の定期的
な更新について知る必要はありません。AMI に Systems Manager パラメータを使用すると、ユーザーは
インスタンスの起動に適切な AMI を簡単に選択できるようになります。
オートメーションコードの保守の簡素化
オートメーションコードを使用してインスタンスを作成する場合は、AMI ID の代わりに Systems
Manager パラメータを指定できます。新しいバージョンの AMI を作成したら、最新の AMI を指すように
パラメータの AMI ID の値を変更できます。パラメータを参照するオートメーションコードは、新しいバー
ジョンの AMI を作成するたびに修正する必要はありません。これにより、オートメーションのメンテナン
スが簡素化されるため、デプロイのコストの削減に役立ちます。

Note
Systems Manager パラメータが指す AMI ID を変更しても、実行中のインスタンスは影響を受け
ません。

許可
インスタンス起動ウィザードで AMI ID を指す Systems Manager パラメータを使用する場合は、IAM
ポリシーに ssm:DescribeParameters と ssm:GetParameters を追加する必要がありま
す。ssm:DescribeParameters は、IAM ユーザーに Systems Manager パラメータを表示および選択す
る許可を付与します。ssm:GetParameters は、IAM ユーザーに Systems Manager パラメータの値を取
得する許可を付与します。また、特定の Systems Manager パラメータへのアクセスを制限することもでき
ます。詳細については、EC2 Launch wizard の使用 (p. 1433) を参照してください。

制約事項
AMI と Systems Manager パラメータはリージョンに固有です。リージョン間で同じ Systems Manager パ
ラメータ名を使用するには、それぞれのリージョンで同じ名前の Systems Manager パラメータを作成し
ます (例: golden-ami など)。それぞれのリージョンの Systems Manager パラメータでそのリージョンの
AMI をポイントします。

Systems Manager パラメータを使用したインスタンスの起動
コンソールまたは AWS CLI を使用してインスタンスを作成できます。AMI ID を指定する代わりに、AMI
ID をポイントする AWS Systems Manager パラメータを指定できます。
New console

Systems Manager パラメータを使用して Windows AMI を検索するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーから、インスタンスを起動するリージョンを選択します。お客様は場所に関
係なく、使用できるリージョンをどれでも選択できます。

3.

コンソールダッシュボードで [インスタンスの作成] を選択します。

4.

[Application and OS Images (Amazon Machine Image)] (アプリケーションおよび OS イメージ
(Amazon マシンイメージ)) で、[Browse more AMIs] (その他の AMI を閲覧する) を選択します。

5.

検索バーの右側にある矢印ボタンを選択し、[Search by Systems Manager parameter] (Systems
Manager パラメータで検索) を選択します。

6.

[Systems Manager parameter (Systems Manager パラメータ)] でパラメータを選択します。対応
する AMI ID が [Currently resolves to] (現在、以下に解決されています) の下に表示されます。

7.

[検索] を選択します。AMI ID に一致する AMI がリストに表示されます。

8.

リストから AMI を選択し、[Select (選択)] を選択します。
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インスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する方法の詳細については、「新しいイ
ンスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する (p. 517)」を参照してください。
Old console

Systems Manager パラメータを使用して Windows AMI を検索するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーから、インスタンスを起動するリージョンを選択します。お客様は場所に関
係なく、使用できるリージョンをどれでも選択できます。

3.

コンソールダッシュボードで [インスタンスの作成] を選択します。

4.

[Search by Systems Manager parameter (Systems Manager パラメータで検索)] (右上) を選択し
ます。

5.

[Systems Manager parameter (Systems Manager パラメータ)] でパラメータを選択します。対応
する AMI ID が [Currently resolves to (現在対応するもの)] の横に表示されます。

6.

[検索] を選択します。AMI ID に一致する AMI がリストに表示されます。

7.

リストから AMI を選択し、[Select (選択)] を選択します。

インスタンス起動ウィザードを使用して AMI からインスタンスを起動する方法の詳細については、
「ステップ 1: Amazon Machine Image (AMI) を選択する (p. 528)」を参照してください。
AMI ID の代わりに AWS Systems Manager パラメータを使用してインスタンスを作成するには (AWS CLI)
次の例では、Systems Manager パラメータの golden-ami を使用して m5.xlarge インスタンスを作成
します。このパラメータは AMI ID をポイントします。
このパラメータをコマンドで指定するには、resolve:ssm:/parameter-name 構文を使用します。この
場合、resolve:ssm は標準のプレフィクス、parameter-name は一意のパラメータ名です。パラメータ
名では、大文字と小文字が区別されることに注意してください。パラメータ名のバックスラッシュは、パ
ラメータが階層の一部である場合にのみ必要です (例: /amis/production/golden-ami)。パラメータ
が階層の一部でない場合は、バックスラッシュを省略できます。
この例では、--count パラメータと --security-group パラメータは含まれていません。--count は
デフォルトで 1 になります。デフォルトの VPC とデフォルトのセキュリティグループがある場合は、こ
れらが使用されます。
aws ec2 run-instances
--image-id resolve:ssm:/golden-ami
--instance-type m5.xlarge
...

特定のバージョンの AWS Systems Manager パラメータを使用してインスタンスを作成するには (AWS
CLI)
Systems Manager パラメータでは、バージョンがサポートされています。パラメータの
各バージョンには、一意のバージョン番号が割り当てられます。パラメータのバージョン
は、resolve:ssm:parameter-name:version のように参照できます。version は一意のバージョ
ン番号です。デフォルトでは、パラメータのバージョンを指定しない場合は最新バージョンが使用されま
す。
次の例では、バージョン 2 のパラメータを使用します。
この例では、--count パラメータと --security-group パラメータは含まれていません。--count の
場合、デフォルトは 1 です。デフォルトの VPC とデフォルトのセキュリティグループがある場合は、そ
のデフォルトが使用されます。
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aws ec2 run-instances
--image-id resolve:ssm:/golden-ami:2
--instance-type m5.xlarge
...

AWS が提供するパブリックパラメータを使用してインスタンスを起動するには
Amazon EC2 では、AWS が提供するパブリック AMI 用の Systems Manager パブリックパラメータを
使用できます。例えば、パブリックパラメータ /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvmx86_64-gp2 はすべてのリージョンで利用でき、常にリージョン内の Amazon Linux 2 AMI の最新バージョ
ンを指しています。
aws ec2 run-instances
--image-id resolve:ssm:/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
--instance-type m5.xlarge
...

共有 AMI
共有 AMI は、デベロッパーが作成し、他のデベロッパーが利用できるようにした AMI です。Amazon EC2
を始める最も簡単な方法は、必要なコンポーネントが含まれている共有 AMI を使用して、カスタムコンテ
ンツを追加することです。独自の AMI を作成し、他のユーザーと共有することもできます。
共有 AMI は、ご自分の判断で使用してください。Amazon は、他の Amazon EC2 ユーザーとの間で共有
される AMI の統合性や安全性を保証できません。そのため、共有 AMI を取り扱う際は、ご自分のデータ
センターに外部のコードをデプロイすることを検討する場合と同じように、充分な注意を払う必要があり
ます。信頼できる開発元の AMI を入手することをお勧めします。

検証済みプロバイダー
Amazon EC2 コンソールでは、Amazon または検証済み Amazon パートナーが所有するパブリック AMI
には [Verified provider] (検証済みプロバイダー) のマークが付されます。
また、describe-images AWS CLI コマンドを使用して、検証済みプロバイダーからのパブリック AMI を識
別することもできます。Amazon または検証済みパートナーが所有するパブリックイメージには、amazon
または aws-marketplace のいずれかのエイリアス所有者が存在します。CLI 出力では、これらの値が
ImageOwnerAlias について表示されます。他のユーザーは、AMI にエイリアスを設定できません。これ
を利用すれば、Amazon または検証済みパートナーから AMI を簡単に見つけられます。
検証済みプロバイダーになるには、AWS Marketplace で販売者として登録する必要があります。登録が完
了すると、AMI を AWS Marketplace で一覧表示できます。詳細については、AWS Marketplace 販売者ガ
イドの「販売者としての開始方法」および「AMI ベースの製品」を参照してください。
共有 AMI のトピック
• 共有 AMI の検索 (p. 114)
• AMI の公開 (p. 116)
• AMI を特定の組織または組織単位と共有する (p. 119)
• 特定の AWS アカウントとの AMI の共有 (p. 126)
• お客様の AWS アカウント と AMI の共有をキャンセルする (p. 129)
• ブックマークの使用 (p. 130)
• 共有 Windows AMI のベストプラクティス (p. 130)
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他のトピックに関する情報をお探しの場合は
• AMI の作成の詳細については、「または「カスタム Windows AMI の作成」を参照してください。
• AWS Marketplace でのアプリケーションの構築、配信、保守の詳細については、AWS Marketplace ド
キュメントをご参照ください。

共有 AMI の検索
Amazon EC2 コンソールまたはコマンドラインを使用して、共有 AMI を検索できます。
AMI はリージョンのリソースです。共有 AMI (パブリックまたはプライベート) を検索するときには、そ
れの共有元のリージョンから実行する必要があります。AMI を他のリージョンで利用できるようにするに
は、AMI をそのリージョンにコピーし、共有します。詳細については、「AMI のコピー (p. 150)」を参
照してください。
トピック
• 共有 AMI の検索 (コンソール) (p. 114)
• 共有 AMI (Tools for Windows PowerShell) を見つけます。 (p. 115)
• 共有 AMI (AWS CLI) を見つけます。 (p. 115)

共有 AMI の検索 (コンソール)
コンソールを使用して、共有しているプライベート AMI を見つけるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [AMIs] を選択します。

3.

最初のフィルタで、[Private images] を選択します。お客様が共有しているすべての AMI が一覧表示
されます。詳細な検索を行うには、[Search] (検索) バーを選択し、メニューに用意されたフィルター
オプションを使用します。

コンソールを使用して、共有しているパブリック AMI を見つけるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [AMIs] を選択します。

3.

最初のフィルタで、[Public images] を選択します。詳細な検索を行うには、[Search] (検索) フィール
ドを選択し、メニューに用意されたフィルターオプションを使用します。

コンソールを使用して、Amazon 共有パブリック AMI を見つけるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [AMIs] を選択します。

3.

最初のフィルタで、[Public images] を選択します。

4.

[Search] (検索) フィールドを選択し、表示されるメニューオプションから、[Owner alias] (所有者エイ
リアス)、[=]、[amazon] の順に選択して、Amazon のパブリックイメージのみを表示します。

コンソールを使用して検証済みプロバイダーから共有パブリック AMI を見つけるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [AMI Catalog] (AMI カタログ) を選択します。

3.

[コミュニティ AMI] を選択します。
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4.

[Verified provider] (検証済みプロバイダー) のラベルは、Amazon または検証済みパートナーからの
AMI を示します。

共有 AMI (Tools for Windows PowerShell) を見つけます。
AMI を一覧表示するには、Get-EC2Image コマンド (Tools for Windows PowerShell) を使用します。次の
例のように、興味のある種類の AMI に絞って一覧表示できます。
例: すべてのパブリック AMI を一覧表示します。
次のコマンドは、所有しているパブリック AMI を含むすべてのパブリック AMI を一覧表示します。
PS C:\> Get-EC2Image -ExecutableUser all

例: 明示的な起動許可を持つ AMI を一覧表示する
次のコマンドを使用すると、お客様が明示的な起動許可を持つ AMI が一覧表示されます。このリストに
は、お客様が所有する AMI は含まれていません。
PS C:\> Get-EC2Image -ExecutableUser self

例: 検証済みプロバイダーが所有する AMI を一覧表示する
次のコマンドは、検証済みプロバイダーが所有する AMI を一覧表示します。検証済みプロバイダー
(Amazon または検証済みパートナー) が所有するパブリック AMI には、アカウントフィールドで amazon
または aws-marketplace として表示されるエイリアス所有者が存在します。これは、検証済みプロバ
イダーからの AMI を簡単に見つけるのに役立ちます。他のユーザーは、AMI にエイリアスを設定できませ
ん。
PS C:\> Get-EC2Image -Owner amazon aws-marketplace

例: アカウントが所有する AMI を一覧表示する
次のコマンドを実行すると、指定した AWS アカウント が所有する AMI が一覧表示されます。
PS C:\> Get-EC2Image -Owner 123456789012

例: フィルタを使用してスコープ AMI
表示される AMI の数を減らすには、フィルタを使用して、興味のある種類の AMI に限定して表示しま
す。例えば、次のフィルタを使用すると、EBS-backed AMI のみが表示されます。
-Filter @{ Name="root-device-type"; Values="ebs" }

共有 AMI (AWS CLI) を見つけます。
AMI を一覧表示するには、-describe-images コマンド (AWS CLI) を使用します。次の例のように、興味の
ある種類の AMI に絞って一覧表示できます。
例: すべてのパブリック AMI を一覧表示します。
次のコマンドは、所有しているパブリック AMI を含むすべてのパブリック AMI を一覧表示します。
aws ec2 describe-images --executable-users all
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例: 明示的な起動許可を持つ AMI を一覧表示する
次のコマンドを使用すると、お客様が明示的な起動許可を持つ AMI が一覧表示されます。このリストに
は、お客様が所有する AMI は含まれていません。
aws ec2 describe-images --executable-users self

例: 検証済みプロバイダーが所有する AMI を一覧表示する
次のコマンドは、検証済みプロバイダーが所有する AMI を一覧表示します。検証済みプロバイダー
(Amazon または検証済みパートナー) が所有するパブリック AMI には、アカウントフィールドで amazon
または aws-marketplace として表示されるエイリアス所有者が存在します。これは、検証済みプロバ
イダーからの AMI を簡単に見つけるのに役立ちます。他のユーザーは、AMI にエイリアスを設定できませ
ん。
aws ec2 describe-images \
--owners amazon aws-marketplace \
--query 'Images[*].[ImageId]' \
--output text

例: アカウントが所有する AMI を一覧表示する
次のコマンドを実行すると、指定した AWS アカウント が所有する AMI が一覧表示されます。
aws ec2 describe-images --owners 123456789012

例: フィルタを使用してスコープ AMI
表示される AMI の数を減らすには、フィルタを使用して、興味のある種類の AMI に限定して表示しま
す。例えば、次のフィルタを使用すると、EBS-backed AMI のみが表示されます。
--filters "Name=root-device-type,Values=ebs"

AMI の公開
ご自分の AMI を他の AWS アカウント と共有できます。すべての AWS アカウント で AMI を使用してイ
ンスタンスを起動できるようにするには、AMI を公開します。特定のアカウントのみが AMI を使用してイ
ンスタンスを起動可能にする方法については、「特定の AWS アカウントとの AMI の共有 (p. 126)」を
参照してください。
パブリック AMI のトピック
• 考慮事項 (p. 116)
• すべての AWS アカウントでの AMI の共有 (コンソール) (p. 117)
• AMI をすべての AWS アカウント と共有します (Tools for Windows PowerShell)。 (p. 117)
• すべての AWS アカウント での AMI の共有 (AWS CLI) (p. 118)

考慮事項
AMI を公開する前に、以下の点を検討してください。
• 公開できない AMI - 次のコンポーネントが含まれる AMI は公開できません (ただし、AMI を特定の AWS
アカウント と共有する (p. 126)ことはできます)。
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• 暗号化されたボリューム
• 暗号化されたボリュームのスナップショット
• 製品コード
• リージョン – AMI はリージョンのリソースです。共有した AMI は、共有したリージョンでのみ使用でき
ます。AMI を他のリージョンで利用できるようにするには、AMI をそのリージョンにコピーし、共有し
ます。詳細については、AMI のコピー (p. 150) を参照してください。
• 使用 — AMI を共有する場合、ユーザーは AMI からのインスタンスのみを起動できます。AMI はそれを
削除、共有、または変更することはできません。ただし、AMI を使用してインスタンスを起動した後
は、起動したインスタンスから AMI を作成できます。
• 自動非推奨 – すべてのパブリック AMI を非推奨にする日はデフォルトで AMI 作成日の 2 年後になっ
ています。非推奨にする日は 2 年より前の日付に設定できます。非推奨にする日を取り消す場合や、
非推奨にする日をもっと先の日付に変える場合は、AMI を特定の AWS アカウント とのみ共有す
る (p. 126)ようにして、AMI を非公開にする必要があります。
• 請求 — 他の AWS アカウント がお客様の AMI を使用してインスタンスを起動しても、お客様には請求
されません。AMI を使用してインスタンスを起動するアカウントには、起動するインスタンスに対して
請求されます。

すべての AWS アカウントでの AMI の共有 (コンソール)
AMI を公開した後、コンソールを使用して同じリージョン内でインスタンスを起動すると、その AMI が
[Community AMIs] に表示されます。AMI は、公開してから [Community AMIs] に表示されるまでに、しば
らく時間がかかることもあります。また、AMI を非公開にした場合も、[Community AMIs] (コミュニティ
AMI) から削除されるまでにしばらく時間がかかることがあります。
New console

コンソールを使用してパブリック AMI を共有するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [AMIs] (AMI) を選択します。

3.

リストから AMI を選択し、[Actions] (アクション) から [Edit AMI permissions] (AMI 権限の編集)
を選択します。

4.

[Public] (パブリック)、[Save changes] (変更を保存) の順に選択します。

Old console

コンソールを使用してパブリック AMI を共有するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [AMIs] を選択します。

3.

リストから AMI を選択し、[Actions] から [Modify Image Permissions] を選択します。

4.

[Public] (パブリック) を選択し、[Save] (保存) を選択します。

AMI をすべての AWS アカウント と共有します (Tools for
Windows PowerShell)。
各 AMI には、所有者以外でその AMI を使用してインスタンスを起動できる AWS アカウント を制御する
launchPermission プロパティがあります。AMI の launchPermission プロパティを変更すること
で、AMI を公開したり（この場合、すべての AWS アカウント に起動許可が与えられます）、指定した
AWS アカウント とのみ AMI を共有したりすることができます。
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AMI の起動許可を持っているアカウントの一覧に対してアカウント ID の追加または削除ができます。AMI
を公開するには、all グループを指定します。パブリック起動許可と明示的起動許可の両方を指定できま
す。

[To make an AMI public]
1.

次のように、Edit-EC2ImageAttribute コマンドを使用して、指定した AMI の launchPermission リ
ストに all グループを追加します。
PS C:\> Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-0abcdef1234567890 -Attribute
launchPermission -OperationType add -UserGroup all

2.

AMI の起動許可を確認するには、次の Get-EC2ImageAttribute コマンドを使用します。
PS C:\> Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-0abcdef1234567890 -Attribute
launchPermission

3.

(オプション) AMI をプライベートに戻すには、その起動許可から all グループを削除します。AMI の
所有者には常に起動許可が与えられるため、このコマンドの影響を受けないことにご注意ください。
PS C:\> Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-0abcdef1234567890 -Attribute
launchPermission -OperationType remove -UserGroup all

すべての AWS アカウント での AMI の共有 (AWS CLI)
各 AMI には、所有者以外でその AMI を使用してインスタンスを起動できる AWS アカウント を制御する
launchPermission プロパティがあります。AMI の launchPermission プロパティを変更すること
で、AMI を公開したり（この場合、すべての AWS アカウント に起動許可が与えられます）、指定した
AWS アカウント とのみ AMI を共有したりすることができます。
AMI の起動許可を持っているアカウントの一覧に対してアカウント ID の追加または削除ができます。AMI
を公開するには、all グループを指定します。パブリック起動許可と明示的起動許可の両方を指定できま
す。

[To make an AMI public]
1.

次のように、modify-image-attribute コマンドを使用して、指定した AMI の launchPermission リ
ストに all グループを追加します。
aws ec2 modify-image-attribute \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--launch-permission "Add=[{Group=all}]"

2.

AMI の起動許可を確認するには、describe-image-attribute コマンドを使用します。
aws ec2 describe-image-attribute \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--attribute launchPermission

3.

(オプション) AMI をプライベートに戻すには、その起動許可から all グループを削除します。AMI の
所有者には常に起動許可が与えられるため、このコマンドの影響を受けないことにご注意ください。
aws ec2 modify-image-attribute \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--launch-permission "Remove=[{Group=all}]"
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AMI を特定の組織または組織単位と共有する
AWS Organizations は、作成し一元管理する組織に、複数の AWS アカウント を統合するためのアカウン
ト管理サービスです。AMI は、特定のアカウントと共有する (p. 126)だけでなく、組織または組織単位
(OU) と共有することもできます。
組織とは、AWS アカウント を統合して一元管理するために作成するエンティティのことです。アカウン
トを階層ツリーのような構造に編成して、ルートを最上部に置いて組織単位をその下にネストすることが
できます。各アカウントは、ルートに直接追加するか、階層内の OU のいずれかに配置することができま
す。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「AWS 組織の用語およびコンセプト」を
参照してください。
AMI を組織または OU と共有すると、すべての子アカウントが AMI にアクセスできます。例えば、次の図
では、AMI は最上位レベルの OU と共有されています (1 の数字の矢印で示されます)。その最上位レベル
の OU の下にネストされているすべての OU やアカウント (2 の数字の点線で示したもの) も AMI にアクセ
スできます。点線の外側にある組織や OU (数字の 3 で示されている) のアカウントは、AMI が共有されて
いる OU の子供ではないため、AMI へのアクセス権はありません。
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考慮事項
特定の組織または組織単位で AMI を共有する場合は、以下について検討してください。
• 共有制限 — AMI の所有者は、メンバーではない組織や OU を含め、任意の組織または OU と AMI を共
有できます。
リージョン内で AMI を共有できるエンティティの最大数については、「Amazon EC2 Service Quotas」
をご覧ください。
• タグ – 共有 AMI にアタッチしたユーザー定義のタグは、自分の AWS アカウント でのみ利用でき、AMI
を共有している他の組織や OU の AWS アカウント では利用できません。
• ARN 形式 — コマンドで組織または OU を指定する場合は、正しい ARN 形式を必ず使用してくださ
い。ID のみを指定するとエラーになります。例えば、o-123example や ou-1234-5example を指定
するとエラーになります。
正しい ARN 形式:
• 組織の ARN: arn:aws:organizations::account-id:organization/organization-id
• OU ARN: arn:aws:organizations::account-id:ou/organization-id/ou-id
実行する条件は以下のとおりです。
• account-id は 12 桁の管理アカウント番号で、例えば、123456789012 となります。管理アカウン
ト番号がわからない場合は、管理アカウント番号を含む ARN を取得するための組織または組織単位
を記述できます。詳細については、ARN を入手する (p. 125) を参照してください。
• organization-id は組織 ID であり、例えば、o-123example となります。
• ou-id は組織単位 ID であり、例えば、ou-1234-5example となります。
ARN の詳細については、AWS全般のリファレンスの「Amazon リソースネーム (ARN)」を参照してく
ださい。
• 暗号化とキー — 暗号化されていないスナップショットと暗号化されたスナップショットによってバック
アップされた AMI を共有できます。
• 暗号化されたスナップショットは、カスタマーマネージド型キーを使用して暗号化する必要がありま
す。デフォルトの AWS 管理キーで暗号化されたスナップショットでバックアップされた AMI を共有
することはできません。詳細については、Amazon EBS スナップショットの共有 (p. 1608) を参照し
てください。
• 暗号化されたスナップショットによってバックアップされた AMI を共有する場合、スナップショット
の暗号化に使用されたカスタマーマネージド型キーの使用を組織または OU に許可する必要がありま
す。詳細については、組織と OU に KMS キーの使用を許可する (p. 120) を参照してください。
• リージョン – AMI はリージョンのリソースです。共有した AMI は、共有したリージョンでのみ使用でき
ます。AMI を他のリージョンで利用できるようにするには、AMI をそのリージョンにコピーし、共有し
ます。詳細については、AMI のコピー (p. 150) を参照してください。
• 使用 — AMI を共有する場合、ユーザーは AMI からのインスタンスのみを起動できます。AMI はそれを
削除、共有、または変更することはできません。ただし、AMI を使用してインスタンスを起動した後
は、起動したインスタンスから AMI を作成できます。
• 請求 — 他の AWS アカウント がお客様の AMI を使用してインスタンスを起動しても、お客様には請求
されません。AMI を使用してインスタンスを起動するアカウントには、起動するインスタンスに対して
請求されます。

組織と OU に KMS キーの使用を許可する
暗号化されたスナップショットによってバックアップされた AMI を共有する場合、組織または OU がス
ナップショットの暗号化に使用された AWS KMS keys の使用を許可する必要もあります。
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aws:PrincipalOrgID および aws:PrincipalOrgPaths キーを使用して、リクエストを行っているプ
リンシパルの AWS Organizations パスをポリシー内のパスと比較します。そのプリンシパルは、IAM ユー
ザー、IAM ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS アカウント ルートユーザーです。ポリ
シーでは、この条件キーによって、リクエスタが AWS Organizations で指定された組織ルートまたは OU
内のアカウントメンバーであることが保証されます。その他の条件ステートメントの例については、IAM
ユーザーガイドの「aws:PrincipalOrgID」と「aws:PrincipalOrgPaths」を参照してください。
キーポリシーの編集の詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」および
KMS キーの共有 (p. 1610) の「他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可する」を参照してく
ださい。
組織または OU に KMS キーを使用するアクセス権限を付与するには、次のステートメントをキーポリ
シーに追加します。
{

}

"Sid": "Allow access for Org Admin",
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": [
"kms:Describe*",
"kms:List*",
"kms:Get*",
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:PrincipalOrgID": "o-123example"
}
}

KMS キーを複数の OU と共有するには、次の例のようなポリシーを使用します。
{

"Sid": "Allow access for specific OUs and their descendants",
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": [
"kms:Describe*",
"kms:List*",
"kms:Get*",
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:PrincipalOrgID": "o-123example"
},
"ForAnyValue:StringLike": {
"aws:PrincipalOrgPaths": [
"o-123example/r-ab12/ou-ab12-33333333/*",
"o-123example/r-ab12/ou-ab12-22222222/*"
]
}
}
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}

AMI の共有
Amazon EC2 コンソールまたは AWS CLI を使用して AMI を組織または OU と共有できます。

AMI の共有 (コンソール)
コンソールを使用して AMI を組織または OU と共有するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで [AMIs] (AMI) を選択します。

3.

リストで AMI を選択し、[Actions] (アクション) から [Edit AMI permissions] (AMI 権限の編集) を選択
します。

4.

[AMI availability] (AMI の利用状況) で、[Private] (プライベート) を選択します。

5.

[Shared organizations/OUs] (共有組織/OU) の隣で、[Add organization/OU ARN] (組織/OU ARN を追
加) を選択します。

6.

[Organization/OU ARN] (組織/OU ARN) で、AMI を共有する組織 ARN または OU ARN を入力
し、[Share AMI] (AMI の共有) を選択します。ID だけでなく、完全な ARN を指定する必要があること
に注意してください。
この AMI を複数の組織または OU と共有するには、この手順を繰り返して、必要なすべての組織また
は OU を追加します。

Note
AMI を共有するために、AMI の参照先の Amazon EBS スナップショットを共有する必要はあ
りません。共有する必要があるのは AMI 自体だけです。起動の際に、参照先の Amazon EBS
スナップショットへのインスタンスアクセスが自動的に提供されます。ただし、AMI が参照
するスナップショットを暗号化するために使用した KMS キーは共有する必要があります。
詳細については、組織と OU に KMS キーの使用を許可する (p. 120) を参照してください。
7.
8.

完了したら、[Save changes] (変更を保存) を選択します。
(オプション) AMI を共有した組織または OU を表示するには、リストから AMI を選択
し、[Permissions] (アクセス許可) タブをクリックし、[Shared organizations/OUs] (共有組織/OU) まで
スクロールします。共有されている AMI を見つけるには､「共有 AMI の検索 (p. 114)」を参照して
ください。

AMI の共有 (Tools for Windows PowerShell)
AMI を共有するには、次の例のように Edit-EC2ImageAttribute コマンド (Tools for Windows PowerShell)
を使用します。
AMI を組織または OU と共有するには
次のコマンドを使用すると、指定した組織に対し、指定した AMI の起動許可が与えられます。
PS C:\> Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-0abcdef1234567890 Attribute launchPermission -OperationType add -OrganizationArn
"arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-123example"

Note
AMI を共有するために、AMI の参照先の Amazon EBS スナップショットを共有する必要はあり
ません。共有する必要があるのは AMI 自体だけです。起動の際に、参照先の Amazon EBS ス
ナップショットへのインスタンスアクセスが自動的に提供されます。ただし、AMI が参照するス
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ナップショットを暗号化するために使用した KMS キーは共有する必要があります。詳細につい
ては、組織と OU に KMS キーの使用を許可する (p. 120) を参照してください。
組織または OU と AMI の共有を停止するには
次のコマンドを使用すると、指定した組織から指定した AMI の起動許可が削除されます。
PS C:\> Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-0abcdef1234567890 Attribute launchPermission -OperationType remove -OrganizationArn
"arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-123example"

すべての組織、OU、および AWS アカウント と AMI の共有を停止するには
次のコマンドを使用すると、指定した AMI からパブリック起動許可と明示的起動許可がすべて削除されま
す。AMI の所有者には常に起動許可が与えられるため、このコマンドの影響を受けないことにご注意くだ
さい。
PS C:\> Reset-EC2ImageAttribute -ImageId ami-0abcdef1234567890 -Attribute launchPermission

AMI の共有 (AWS CLI)
AMI を共有するには、modify-image-attribute コマンド (AWS CLI) を使用します。
AWS CLI を使用して AMI を組織と共有するには
modify-image-attribute コマンドを使用すると、指定した組織に対し、指定した AMI の起動許可が与えられ
ます。ID だけでなく、完全な ARN を指定する必要があることに注意してください。
aws ec2 modify-image-attribute \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--launch-permission
"Add=[{OrganizationArn=arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-123example}]"

AWS CLI を使用して AMI を OU と共有するには
[modify-image-attribute] コマンドを使用すると、指定した OU に対し、指定した AMI の起動許可が与えら
れます。ID だけでなく、完全な ARN を指定する必要があることに注意してください。
aws ec2 modify-image-attribute \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--launch-permission
"Add=[{OrganizationalUnitArn=arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-123example/
ou-1234-5example}]"

Note
AMI を共有するために、AMI の参照先の Amazon EBS スナップショットを共有する必要はあり
ません。共有する必要があるのは AMI 自体だけです。起動の際に、参照先の Amazon EBS ス
ナップショットへのインスタンスアクセスが自動的に提供されます。ただし、AMI が参照するス
ナップショットを暗号化するために使用した KMS キーは共有する必要があります。詳細につい
ては、組織と OU に KMS キーの使用を許可する (p. 120) を参照してください。

AMI の共有を停止する
Amazon EC2 コンソールまたは AWS CLI を使用して AMI を組織または OU と共有することを停止できま
す。
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AMI の共有を停止する (コンソール)
コンソールを使用して AMI を組織または OU と共有することを停止するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで [AMIs] (AMI) を選択します。

3.

リストで AMI を選択し、[Actions] (アクション) から [Edit AMI permissions] (AMI 権限の編集) を選択
します。
[Shared organizations/OUs] (共有組織/OU) で、AMI の共有を停止する組織または OU を選択
し、[Remove selected] (選択を削除) を選択します。

4.
5.

完了したら、[Save changes] (変更を保存) を選択します。

6.

(オプション) AMI の組織または OU との共有の停止を確認するには、リストから AMI を選択
し、[Permissions] (アクセス許可) タブをクリックし、[Shared organizations/OUs] (共有組織/OU) まで
スクロールします。

AMI の共有を停止する (AWS CLI)
AMI の共有を停止するには、[modify-image-attribute] または [reset-image-attribute] コマンド (AWS CLI) を
使用します。
AWS CLI を使用して AMI を組織または OU と共有することを停止するには
[modify-image-attribute] コマンドを使用すると、指定した組織から指定した AMI の起動許可が削除されま
す。ARN を指定する必要があることに注意してください。
aws ec2 modify-image-attribute \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--launch-permission
"Remove=[{OrganizationArn=arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-123example}]"

AWS CLI を使用してすべての組織、OU、および AWS アカウント と AMI の共有を停止するには
reset-image-attribute コマンドを使用すると、指定した AMI からパブリック起動許可と明示的起動許可が
すべて削除されます。AMI の所有者には常に起動許可が与えられるため、このコマンドの影響を受けない
ことにご注意ください。
aws ec2 reset-image-attribute \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--attribute launchPermission

Note
AMI が共有されている組織または OU 内にある場合、特定のアカウントと AMI の共有を停
止することはできません。アカウントの起動権限を削除して AMI の共有を停止しようとする
と、Amazon EC2 は成功メッセージを返します。ただし、AMI は引き続きアカウントと共有され
ます。

AMI が共有されている組織と OU を表示する
Amazon EC2 コンソールまたは AWS CLI を使用して、AMI を共有した組織および OU を確認することが
できます。

AMI が共有されている組織と OU を表示する (コンソール)
コンソールを使用して AMI を共有した組織および OU を確認するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインで [AMIs] (AMI) を選択します。

3.

リストで AMI を選択し、[Permissions] (アクセス許可) タブをクリックし、[Shared organizations/
OUs] (共有組織/OU) までスクロールします。
共有されている AMI を見つけるには､「共有 AMI の検索 (p. 114)」を参照してください。

AMI が共有されている組織と OU を表示する (AWS CLI)
どの組織や OU と AMI を共有しているかは、describe-image-attribute コマンド (AWS CLI) と
launchPermission 属性で確認できます。
AWS CLI を使用して AMI を共有した組織および OU を確認するには
describe-image-attribute コマンドは、指定した AMI の launchPermission 属性を説明し、その AMI を
共有している組織や OU を返します。
aws ec2 describe-image-attribute \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--attribute launchPermission

レスポンスの例
{

"ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
"LaunchPermissions": [
{
"OrganizationalUnitArn": "arn:aws:organizations::111122223333:ou/o-123example/
ou-1234-5example"
}
]
}

ARN を入手する
組織と組織単位 ARN には、12 桁の管理アカウント番号が含まれています。管理アカウント番号
がわからない場合は、組織と組織単位を記述して、それぞれの ARN を取得できます。以下の例で
は、123456789012 は管理アカウント番号です。
ARN を取得する前に、組織と組織単位を記述する権限が必要です。次のポリシーで、これらの権限が付与
されます。
{

}

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

組織の ARN を取得するには
組織の ARN だけを返すには、describe-organization コマンドを使用し、--query パラメータを
'Organization.Arn' に設定します。
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aws organizations describe-organization --query 'Organization.Arn'

レスポンスの例
"arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-123example"

組織単位の ARN を取得するには
組織単位の ARN だけを返すには、describe-organizational-unit コマンドを使用し、OU ID を指定し、-query パラメータを 'OrganizationalUnit.Arn' に設定します。
aws organizations describe-organizational-unit --organizational-unit-id ou-1234-5example -query 'OrganizationalUnit.Arn'

レスポンスの例
"arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-123example/ou-1234-5example"

特定の AWS アカウントとの AMI の共有
AMI を公開せず、特定の AWS アカウント とだけ共有することもできます。これに必要なものは AWS ア
カウント ID のみです。

考慮事項
特定の AWS アカウント で AMI を共有する場合は、以下について検討してください。
• 共有制限 – リージョン内で AMI を共有できるエンティティの最大数については、「Amazon EC2
Service Quotas」をご覧ください。
• タグ – 共有 AMI にアタッチしたユーザー定義のタグは、自分の AWS アカウント でのみ利用でき、AMI
を共有している他のアカウントでは利用できません。
• 暗号化とキー — 暗号化されていないスナップショットと暗号化されたスナップショットによってバック
アップされた AMI を共有できます。
• 暗号化されたスナップショットは、KMS キーを使用して暗号化する必要があります。デフォルトの
AWS 管理キーで暗号化されたスナップショットでバックアップされた AMI を共有することはできま
せん。詳細については、「Amazon EBS スナップショットの共有 (p. 1608)」を参照してください。
• 暗号化されたスナップショットによってバックアップされた AMI を共有する場合、スナップショット
の暗号化に使用された KMS キーの使用を AWS アカウント に許可する必要があります。詳細につい
ては、「組織と OU に KMS キーの使用を許可する (p. 120)」を参照してください。
• リージョン – AMI はリージョンのリソースです。共有した AMI は、そのリージョンでのみ使用できま
す。AMI を他のリージョンで利用できるようにするには、AMI をそのリージョンにコピーし、共有しま
す。詳細については、AMI のコピー (p. 150) を参照してください。
• 使用 — AMI を共有する場合、ユーザーは AMI からのインスタンスのみを起動できます。AMI はそれを
削除、共有、または変更することはできません。ただし、AMI を使用してインスタンスを起動した後
は、インスタンスから AMI を作成できます。
• 共有 AMI のコピー — 別のアカウントのユーザーが共有 AMI をコピーする場合は、AMI をバックアッ
プするストレージに対する読み取り権限をそのユーザーに付与する必要があります。詳細については、
「アカウント間のコピー (p. 155)」を参照してください。
• 請求 — 他の AWS アカウント がお客様の AMI を使用してインスタンスを起動しても、お客様には請求
されません。AMI を使用してインスタンスを起動するアカウントには、起動するインスタンスに対して
請求されます。
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AMI の共有 (コンソール)
New console

コンソールを使用して明示的な起動許可を与えるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [AMIs] (AMI) を選択します。

3.

リストで AMI を選択し、[Actions] (アクション) から [Edit AMI permissions] (AMI 権限の編集) を
選択します。

4.

[Private] (プライベート) を選択します。

5.

[Shared accounts] (共有アカウント) で、[Add account ID] (アカウント ID の追加) を選択します。

6.

AWS アカウント ID には、AMI を共有したい AWS アカウント ID を入力し、[Share AMI] (AMI の
共有) を選択します。
この AMI を複数のアカウントで共有するには、必要なアカウント ID がすべて追加されるまでス
テップ 5 と 6 を繰り返します。

Note
AMI を共有するために、AMI の参照先の Amazon EBS スナップショットを共有する
必要はありません。共有する必要があるのは AMI 自体だけです。起動の際に、参照先
の Amazon EBS スナップショットへのインスタンスアクセスが自動的に提供されま
す。ただし、AMI が参照するスナップショットを暗号化するために使用した KMS キー
は共有する必要があります。詳細については、Amazon EBS スナップショットの共
有 (p. 1608) を参照してください。
7.

完了したら、[Save changes] (変更を保存) を選択します。

8.

(オプション) AMI を共有した AWS アカウント ID を表示するには、リストから AMI を選択
し、[Permissions] (アクセス許可) タブを開きます。共有されている AMI を見つけるには､「共有
AMI の検索 (p. 114)」を参照してください。

Old console

コンソールを使用して明示的な起動許可を与えるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [AMIs] を選択します。

3.

リストで AMI を選択し、[Actions] から [Modify Image Permissions] を選択します。

4.

[AWS Account Number] (AWS アカウント番号) フィールドに AMI を共有するユーザーの AWS ア
カウント ID を指定し、[Add Permission] (アクセス許可を追加) を選択します。
この AMI を複数のユーザーと共有するには、この手順を繰り返して、必要なすべてのユーザーを
追加します。

Note
AMI を共有するために、AMI の参照先の Amazon EBS スナップショットを共有する
必要はありません。共有する必要があるのは AMI 自体だけです。起動の際に、参照先
の Amazon EBS スナップショットへのインスタンスアクセスが自動的に提供されま
す。ただし、AMI が参照するスナップショットを暗号化するために使用した KMS キー
は共有する必要があります。詳細については、Amazon EBS スナップショットの共
有 (p. 1608) を参照してください。
5.

完了したら、[保存] を選択します。
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6.

(オプション) AMI を共有した AWS アカウント ID を表示するには、リストから AMI を選択
し、[Permissions] (アクセス許可) タブを開きます。共有されている AMI を見つけるには､「共有
AMI の検索 (p. 114)」を参照してください。

AMI の共有 (Tools for Windows PowerShell)
AMI を共有するには、次の例のように Edit-EC2ImageAttribute コマンド (Tools for Windows PowerShell)
を使用します。
明示的な起動許可を与えるには
次のコマンドを実行すると、指定した AWS アカウント に対し、指定した AMI の起動許可が与えられま
す。
PS C:\> Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-0abcdef1234567890 -Attribute launchPermission OperationType add -UserId "123456789012"

Note
AMI を共有するために、AMI の参照先の Amazon EBS スナップショットを共有する必要はありま
せん。共有する必要があるのは AMI 自体だけです。起動の際に、参照先の Amazon EBS スナッ
プショットへのインスタンスアクセスが自動的に提供されます。ただし、AMI が参照するスナッ
プショットを暗号化するために使用した KMS キー は共有する必要があります。詳細について
は、Amazon EBS スナップショットの共有 (p. 1608) を参照してください。
アカウントに与えた起動許可を取り消すには
次のコマンドを実行すると、指定した AWS アカウント から指定した AMI の起動許可が削除されます。
PS C:\> Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-0abcdef1234567890 -Attribute launchPermission OperationType remove -UserId "123456789012"

すべての起動許可を取り消すには
次のコマンドを使用すると、指定した AMI からパブリック起動許可と明示的起動許可がすべて削除されま
す。AMI の所有者には常に起動許可が与えられるため、このコマンドの影響を受けないことにご注意くだ
さい。
PS C:\> Reset-EC2ImageAttribute -ImageId ami-0abcdef1234567890 -Attribute launchPermission

AMI の共有 (AWS CLI)
AMI を共有するには、次の例のように modify-image-attribute コマンド (AWS CLI) を使用します。
明示的な起動許可を与えるには
次のコマンドを実行すると、指定した AWS アカウント に対し、指定した AMI の起動許可が与えられま
す。
aws ec2 modify-image-attribute \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--launch-permission "Add=[{UserId=123456789012}]"

Note
AMI を共有するために、AMI の参照先の Amazon EBS スナップショットを共有する必要はありま
せん。共有する必要があるのは AMI 自体だけです。起動の際に、参照先の Amazon EBS スナッ
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プショットへのインスタンスアクセスが自動的に提供されます。ただし、AMI が参照するスナッ
プショットを暗号化するために使用した KMS キー は共有する必要があります。詳細について
は、Amazon EBS スナップショットの共有 (p. 1608) を参照してください。
アカウントに与えた起動許可を取り消すには
次のコマンドを実行すると、指定した AWS アカウント から指定した AMI の起動許可が削除されます。
aws ec2 modify-image-attribute \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--launch-permission "Remove=[{UserId=123456789012}]"

すべての起動許可を取り消すには
次のコマンドを使用すると、指定した AMI からパブリック起動許可と明示的起動許可がすべて削除されま
す。AMI の所有者には常に起動許可が与えられるため、このコマンドの影響を受けないことにご注意くだ
さい。
aws ec2 reset-image-attribute \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--attribute launchPermission

お客様の AWS アカウント と AMI の共有をキャンセ
ルする
AMI の起動許可にアカウントを追加することで、Amazon マシンイメージ (AMI) を特定の AWS アカウン
ト と共有できます (p. 126)。AMI が AWS アカウント と共有されていて、そのアカウントとの共有が
不要になった場合は、AMI の起動許可からアカウントを削除できます。この操作は、cancel-imagelaunch-permission AWS CLI コマンドを実行して行うことができます。このコマンドを実行すると、
指定した AMI の起動許可から AWS アカウント が削除されます。
たとえば、共有された未使用のまたは廃止予定の AMI を含むインスタンスを起動する可能性を減らすため
に、AMI をアカウントで共有することをキャンセルします。AMI をアカウントと共有することをキャンセ
ルすると、describe-images の出力や EC2 コンソールの AMI リストには表示されなくなります。
トピック
• 制約事項 (p. 129)
• アカウントと AMI の共有をキャンセルする (p. 130)

制約事項
• AWS アカウント とだけ共有されている AMI の起動許可からアカウントを削除できます。組織または
組織単位 (OU) と共有されている AMI (p. 119) の起動許可からアカウントを削除したり、パブリック
AMI へのアクセスを削除したりすることに、cancel-image-launch-permission を使用することは
できません。
• AMI の起動許可からアカウントを完全に削除することはできません。AMI の所有者は、お客様のアカウ
ントと再び AMI を共有できます。
• AMI はリージョンのリソースです。cancel-image-launch-permission の実行時には、AMI
が配置されているリージョンを指定する必要があります。コマンドの中でリージョンを指定する
か、AWS_DEFAULT_REGION 環境変数を使用します。
• AWS CLI および SDK のみが、AMI の起動許可からのアカウントの削除をサポートしています。EC2 コ
ンソールは現在このアクションに対応していません。
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アカウントと AMI の共有をキャンセルする
Note
お客様のアカウントと AMI の共有をキャンセルすると、元に戻すことはできません。AMI へのア
クセスを回復するには、AMI 所有者がお客様のアカウントと AMI を共有する必要があります。
お客様の AWS アカウント と AMI の共有をキャンセルするには
cancel-image-launch-permission コマンドを使用して、AMI の ID を指定します。
aws ec2 cancel-image-launch-permission \
--image-id ami-0123456789example \
--region us-east-1

正常な出力
{
}

"Return": true

ブックマークの使用
パブリック AMI を作成した場合、あるいは AMI を別の AWS アカウント と共有した場合は、ブックマー
クを作成できます。ブックマークを作成すると、ユーザーは自分のアカウントですばやく AMI にアクセ
スし、インスタンスを起動できます。これにより AMI リファレンスを簡単に共有できるため、時間をかけ
ず、使用する AMI を見つけることができます。
AMI はパブリックであるか、ブックマークの送信先ユーザーと共有している必要があります。

AMI のブックマークを作成するには
1.

次の情報が含まれる URL を入力します。region には AMI のリージョンを指定します。
https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?
region=region#LaunchInstanceWizard:ami=ami_id

例えば、この URL は、米国東部 (バージニア北部) us-east-1 リージョンの
ami-0abcdef1234567890 AMI からインスタンスを起動します。
https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=useast-1#LaunchInstanceWizard:ami=ami-0abcdef1234567890

2.

AMI を使用するユーザーにリンクを配信します。

3.

ブックマークを使用するには、リンクを選択するか、そのリンクをコピーしてブラウザに貼り付けま
す。launch wizardが開きます。AMI が既に選択されています。

共有 Windows AMI のベストプラクティス
攻撃対象領域を縮小し、作成する AMI の信頼性を向上させるためには、次のガイドラインを使用します。
• セキュリティのガイドラインのリストは、いずれも完全ではありません。共有 AMI を注意深く作成し、
機密データが漏洩される可能性について十分考慮してください。
• AMI の構築、更新、再公開のための繰り返し可能なプロセスを開発します。
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• 最新のオペレーティングシステム、パッケージ、およびソフトウェアを使用して AMI を構築します。
• EC2Config サービスの最新バージョンをダウンロードしてインストールします。このサービスをイン
ストールする方法の詳細については、「EC2Config の最新バージョンのインストール (p. 701)」を参
照してください。
• Ec2SetPassword、Ec2WindowsActivate、Ec2HandleUserData が有効になっていることを確認
します。
• ゲストアカウントまたはリモートデスクトップのユーザーアカウントが存在しないことを確認します。
• AMI の攻撃対象領域を縮小するために、不要なサービスとプログラムを無効にするか削除します。
• (AMI にキーペアを格納した場合) キーペアなどのインスタンスの認証情報を AMI から削除します。認証
情報を安全な場所に保存します。
• 管理者パスワードとその他のアカウントのパスワードが共有に適した値に設定されていることを確認し
てください。これらのパスワードは、共有 AMI を起動するユーザーはだれでも使用することができま
す。
• AMI を共有する前にテストします。

有料 AMI
AMI を作成したら、自分だけがそれを使用できるようにプライベートとして保存したり、AWS アカウント
の指定リストと共有したりできます。コミュニティで利用できるように、カスタム AMI を公開することも
できます。安全で信頼性が高く、便利な AMI を作成して、一般公開する手順はきわめて単純で、いくつか
のシンプルなガイドラインにしたがうだけです。共有 AMI の作成および使用方法の詳細については、共有
AMI (p. 113) を参照してください。
Red Hat のような組織のサービス契約に付属する AMI など、サードパーティーから AMI を購入できます。
また、AMI を作成し、他の Amazon EC2 ユーザーに販売することもできます。
Amazon Kernel Image は、デベロッパーから購入できる 有料 AMI です。
Amazon EC2 は AWS Marketplace と統合されており、デベロッパーは自身が開発した AMI を他の
Amazon EC2 ユーザーに有償で提供したり、インスタンスにサポートを提供したりできます。
AWS Marketplace は、EC2 インスタンスの起動に使用できる AMI など、AWS で実行されるソフトウェア
を購入できるオンラインストアです。AWS Marketplace AMI はデベロッパーツールなどカテゴリ別に整理
されており、ユーザーは要件に適合する製品を見つけることができます。AWS Marketplace の詳細につい
ては、AWS Marketplace のウェブサイトを参照してください。
有料 AMI からのインスタンスの起動は、他の AMI からのインスタンスの起動と同じです。追加パラメー
タは必要ありません。インスタンスは、AMI の所有者が設定した料金と、Amazon EC2 で m1.small イン
スタンスタイプを実行する場合の 1 時間あたりの料金など、関連ウェブサービスの標準使用料に基づいて
課金されます。税金が加算されることもあります。有料 AMI の所有者は、特定のインスタンスがその有料
AMI から起動されたかどうかを確認できます。

Important
Amazon DevPay は新しい販売者または製品の受付を停止しました。現在は AWS Marketplace
が、ソフトウェアとサービスを AWS で販売しており、唯一の統一された e コマースプラット
フォームとなっています。AWS Marketplace でソフトウェアをデプロイし販売する方法について
は、AWS Marketplace での販売を参照してください。AWS Marketplace は Amazon EBS-Backed
の AMI をサポートしています。
コンテンツ
• AMI の販売 (p. 132)
• 有料 AMI の検索 (p. 132)

131

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
AMI の販売

• 有料 AMI の購入 (p. 133)
• インスタンスの製品コードの取得 (p. 134)
• 有料サポートの使用 (p. 134)
• 有料およびサポートされる AMI の請求書 (p. 134)
• AWS Marketplace サブスクリプションを管理する (p. 134)

AMI の販売
AWS Marketplace を使用して AMI を販売できます。AWS Marketplace では体系的に買い物をすることが
できます。また AWS Marketplace は、Amazon EBS-Backed AMI、リザーブドインスタンス、スポットイ
ンスタンスなどの AWS 機能もサポートしています。
AWS Marketplace で AMI を販売する方法の詳細については、AWS Marketplace での販売を参照してくだ
さい。

有料 AMI の検索
購入できる AMI を検索する方法はいくつかあります。例えば、AWS Marketplace、Amazon EC2 コンソー
ル、コマンドラインを使用できます。あるいは、デベロッパーが有料 AMI に関する情報をお客様にお知ら
せすることがあります。

コンソールを使用した有料 AMI の検索
コンソールを使用して有料 AMI を見つけるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [AMIs] を選択します。

3.

最初のフィルタで、[パブリックイメージ] を選択します。

4.

検索バーで、[Owner alias] (所有者エイリアス)、[=]、[aws-marketplace] の順に選択します。

5.

製品コードがわかっている場合は、[Product code] (製品コード)、[=] の順に選択し、製品コードを入
力します。

AWS Marketplace を使用して有料 AMI を検索する
AWS Marketplace を使用して有料 AMI を見つけるには
1.

を開く。。AWS Marketplace

2.

検索フィールドにオペレーティングシステムの名前を入力し、検索ボタン (虫眼鏡) を選択します。

3.

検索結果をさらに絞るには、カテゴリまたはフィルタを利用します。

4.

各製品には、製品タイプ (AMI または Software as a Service) のラベルが付けられています。

Tools for Windows PowerShell を使用して有料 AMI を見つける
次の Get-EC2Image コマンドを使用して有料 AMI を見つけることができます。
PS C:\> Get-EC2Image -Owner aws-marketplace

有料 AMI の出力には、製品コードが含まれています。
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ProductCodeId
------------product_code

ProductCodeType
--------------marketplace

製品コードがわかっている場合は、結果を製品コードでフィルタリングすることができます。次の例は、
指定された製品コードを持つ最新の AMI を返します。
PS C:\> (Get-EC2Image -Owner aws-marketplace -Filter @{"Name"="productcode";"Value"="product_code"} | sort CreationDate -Descending | Select-Object -First
1).ImageId

AWS CLI を使用した有料 AMI の検索
次の describe-images コマンド (AWS CLI) を使用して、有料 AMI を見つけることができます。
aws ec2 describe-images
--owners aws-marketplace

このコマンドは、有料 AMI の製品コードなど、各 AMI を説明するさまざまな詳細を返しま
す。describe-images からの出力には、次のような製品コードのエントリがあります:
"ProductCodes": [
{
"ProductCodeId": "product_code",
"ProductCodeType": "marketplace"
}
],

製品コードがわかっている場合は、結果を製品コードでフィルタリングすることができます。次の例は、
指定された製品コードを持つ最新の AMI を返します。
aws ec2 describe-images
--owners aws-marketplace \
--filters "Name=product-code,Values=product_code" \
--query "sort_by(Images, &CreationDate)[-1].[ImageId]"

有料 AMI の購入
AMI を使用してインスタンスを起動するには、有料 AMI にサインアップする (購入する) 必要があります。
通常、有料 AMI の販売者は、価格や購入サイトへのリンクなど、AMI に関する情報を提供します。リンク
をクリックすると、最初に AWS へのログインが求められます。ログイン後、AMI を購入できます。

コンソールを使用した有料 AMI の購入
Amazon EC2 Launch Wizard を使用して有料 AMI を購入できます。詳細については、AWS Marketplace
インスタンスの起動 (p. 555) を参照してください。

AWS Marketplace を使用した製品の登録
AWS Marketplace を使用するには AWS アカウントが必要です。AWS Marketplace 製品からインスタン
スを起動するには、Amazon EC2 サービスを利用するためのサインアップと、インスタンスを起動する製
品のサブスクリプションが必要です。AWS Marketplace の製品を受信登録するには、2 つの方法がありま
す。
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• AWS Marketplace ウェブサイト: 1-Click デプロイメント機能で、事前に設定したソフトウェアをすばや
く起動できます。
• Amazon EC2 Launch Wizard : AMI を検索し、ウィザードからインスタンスを直接起動できます。詳細
については、AWS Marketplace インスタンスの起動 (p. 555) を参照してください。

インスタンスの製品コードの取得
インスタンスの AWS Marketplace 製品コードは、インスタンスメタデータを使用して取得できます。メタ
データの取得については、インスタンスメタデータとユーザーデータ (p. 794) を参照してください。
製品コードを取得するには、次のコマンドを使用します。
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/product-codes

インスタンスに製品コードが含まれる場合、Amazon EC2 はそれを返します。

有料サポートの使用
Amazon EC2 は、デベロッパーがソフトウェア (またはそれに由来する AMI) のサポートを提供できるよ
うに手配します。デベロッパーは、お客様がサインアップして使用できるサポート製品を提供することが
できます。サポート製品にサインアップすると、デベロッパーはお客様に製品コードを渡します。お客様
はそのコードをご自分の AMI に関連付ける必要があります。これにより、デベロッパーは、ユーザーのイ
ンスタンスがサポート対象であることを確認できます。また、お客様が製品からインスタンスを実行する
と、デベロッパーが定めた製品の利用規約にしたがい、お客様に課金されます。

Important
リザーブドインスタンス とともにサポート製品を使用することはできません。お客様は常に、サ
ポート製品の販売者が指定した価格を支払います。
製品コードと自分の AMI を関連付けるには、次のコマンドの 1 つを使用します。ami_id は AMI の ID
で、product_code は製品コードです。
• modify-image-attribute (AWS CLI)
aws ec2 modify-image-attribute --image-id ami_id --product-codes "product_code"

• Edit-EC2ImageAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)
PS C:\> Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami_id -ProductCode product_code

一度設定した製品コード属性を変更したり削除したりすることはできません。

有料およびサポートされる AMI の請求書
有料またはサポートされた AMI の使用料金がお客様のクレジットカードに請求され、その金額を記載した
E メールが毎月末に届きます。これは通常の Amazon EC2 使用料金とは別に請求されます。詳細について
は、AWS Marketplace 購入者ガイドの「製品の支払い」をご参照ください。

AWS Marketplace サブスクリプションを管理する
AWS Marketplace ウェブサイトでは、サブスクリプションの詳細の確認、使用に関するベンダー指示の表
示、サブスクリプションの管理などを行うことができます。
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サブスクリプションの詳細を確認するには
1.

AWS Marketplace にログインします。

2.

[Your Marketplace Account] を選択します。

3.

[Manage your software subscriptions] を選択します。

4.

現在のすべてのサブスクリプションが表示されます。実行中のインスタンスに接続するためのユー
ザー名など、製品の使用に関する特定の取扱説明を表示するには、[ Usage Instructions] を選択しま
す。

AWS Marketplace のサブスクリプションをキャンセルするには
1.

サブスクリプションによって実行されていたすべてのインスタンスを終了したことを確認します。
a.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

b.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

c.

インスタンスを選択し、[Instance state] (インスタンスの状態)、[Terminate instance] (インスタン
スの終了) の順に選択します。

d.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Terminate (終了)] を選択します。

2.

AWS Marketplace にログインし、[Your Marketplace Account] (自分の Marketplace アカウント)、
[Manage your software subscriptions] (ソフトウェアサブスクリプションの管理) の順に選択します。

3.

[Cancel subscription] を選択します。取り消しの確認を求めるプロンプトが表示されます。

Note
受信登録をキャンセルすると、その AMI からインスタンスを起動できなくなります。その
AMI を再度使用するには、AWS Marketplace ウェブサイトまたは Amazon EC2 コンソール
の起動ウィザードを使用して、その AMI を再度サブスクライブする必要があります。

AMI ライフサイクル
独自の AMI を作成、コピー、およびバックアップしたり、非推奨または登録解除の準備ができるまで維持
したりすることができます。
目次
• カスタム Windows AMI を作成する (p. 135)
• AMI のコピー (p. 150)
• S3 を使用して AMI を保存および復元する (p. 157)
• AMI を非推奨にする (p. 163)
• AMI の登録の解除 (p. 168)
• ごみ箱から AMI を復旧する (p. 172)
• EBS-backed AMI ライフサイクルの自動化 (p. 175)

カスタム Windows AMI を作成する
既存の Windows AMI からインスタンスを起動し、インスタンスをカスタマイズして、この更新された設
定をカスタム AMI として保存できます。この新しいカスタム AMI から起動されるインスタンスには、AMI
の作成時に追加したカスタマイズが含まれます。
AMI には分類や管理のために任意のタグを付けられます。詳細については、Amazon EC2 リソースのタグ
付け (p. 1874) を参照してください。
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カスタム Linux AMI を作成するには、そのインスタンスのボリュームのタイプに対応した手順を使用しま
す。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド の「Amazon EBS-backed Linux
AMI の作成」または「Instance store-backed Linux AMI の作成」を参照してください。
トピック
• カスタム AMI の作成の仕組み (p. 136)
• 実行中のインスタンスからの Windows AMI を作成する (p. 136)
• Sysprep を使用して標準化された Amazon マシンイメージ (AMI) を作成する (p. 139)

カスタム AMI の作成の仕組み
最初に、作成する AMI と同様の AMI からインスタンスを起動します。インスタンスに接続し、それをカ
スタマイズできます。インスタンスが希望どおりにセットアップされたら、インスタンスを停止してデー
タの整合性を確認した後で AMI を作成し、その後イメージを作成します。AMI は自動的に登録されます。
AMI 作成プロセスの間、Amazon EC2 はインスタンスのルートボリュームとインスタンスにアタッチさ
れているその他の EBS ボリュームのスナップショットを作成します。AMI の登録を解除してスナップ
ショットを削除するまで、スナップショットは課金の対象となります。詳細については、AMI の登録の解
除 (p. 168) を参照してください。インスタンスにアタッチされるいずれかのボリュームが暗号化されて
いる場合、新しい AMI は、Amazon EBS 暗号化 をサポートするインスタンスでのみ正常に起動します。
詳細については、Amazon EBS 暗号化 (p. 1719) を参照してください。
ボリュームのサイズによっては、AMI 作成プロセスの完了に数分かかる場合があります (最長で 24 時間か
かることもあります)。AMI を作成する前に、ボリュームのスナップショットを作成しておくと、効率が向
上する可能性があります。この方法では、AMI を作成する際に作成する必要があるのは小さい差分スナッ
プショットのみになるため、プロセスがよりすばやく完了します (スナップショット作成の合計時間は同
じです)。詳細については、Amazon EBS スナップショットの作成 (p. 1560) を参照してください。
プロセスが完了すると、新しい AMI と、インスタンスのルートボリュームから作成されたスナップショッ
トが与えられます。ユーザーが新しい AMI を使用してインスタンスを起動すると、Amazon はスナップ
ショットを使用して、そのルートボリュームのために新しい EBS ボリュームを作成します。

Note
Windows AMI は Amazon EC2 インスタンスから作成する必要があります。EBS スナップショッ
トからの Windows AMI の作成は、課金、パフォーマンス、および一般的な操作で問題が発生する
可能性があるため、現時点ではサポートされていません。
ルートデバイスボリュームに加えて、インスタンスストアボリュームまたは Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS) ボリュームをインスタンスに追加した場合、新しい AMI のブロックデバイスマッピングに
これらのボリュームの情報が含まれ、新しい AMI から起動するインスタンスのブロックデバイスマッピン
グに自動的にこれらのボリュームの情報が含まれます。新しいインスタンスのブロックデバイスマッピン
グに指定されているインスタンスストアボリュームは新しく、AMI の作成に使用したインスタンスのイン
スタンスストアボリュームからのデータは含まれていません。EBS ボリュームのデータは永続的です。詳
細については、ブロックデバイスマッピング (p. 1822) を参照してください。

Note
カスタム AMI から新しいインスタンスを作成する場合、本番稼働用環境に配置する前にそのルー
トボリュームと追加の EBS ストレージの両方を初期化する必要があります。詳細については、
「Amazon EBS ボリュームの初期化」を参照してください。

実行中のインスタンスからの Windows AMI を作成する
AWS Management Console またはコマンドラインを使用して、AMI を作成できます。次の図は、実行中
の EC2 インスタンスから AMI を作成するプロセスをまとめたものです。既存の AMI から開始して、イン
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スタンスを起動してカスタマイズし、そこから新しい AMI を作成して、最後に新しい AMI のインスタン
スを起動します。以下の図のステップは次の手順のステップに一致しています。

Note
稼働中の Windows インスタンスが既にある場合は、ステップ 5 に直接進むことができます。

コンソールを使用してインスタンスから AMI を作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Images] (イメージ) で、[AMIs] (AMI) を選択します。

3.

[フィルタ] オプションを使用して、AMI のリストをニーズに合った Windows AMI に絞り込みます。
例えば、AWS によって提供される Windows AMI を表示するには、ドロップダウンリストから [パブ
リックイメージ] を選択します。検索バーを選択します。メニューから [Owner] (所有者) を選択し、続
いて [amazon] を選択します。メニューから [Source] (ソース) を選択し、必要な Windows Server の
バージョンに応じて、以下のいずれかを入力します。
• amazon/Windows_Server-2022
• amazon/Windows_Server-2019
• amazon/Windows_Server-2016
• amazon/Windows_Server-2012
必要なフィルタを追加します。AMI を選択したら、そのチェックボックスをオンにします。

4.

[Launch instance from AMI] (AMI からインスタンスを起動) (新コンソール) または [Launch] (起動) (旧
コンソール) を選択します。デフォルト値をそのまま使ってウィザードを完了します。詳細につい
ては、新しいインスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する (p. 517) を参照し
てください。インスタンスが準備完了になったら、そのインスタンスに接続します。詳細について
は、Windows インスタンスに接続する (p. 590) を参照してください。

5.

インスタンスに接続したら、必要に応じてインスタンスで次のアクションを実行してインスタンスを
カスタマイズできます。
• ソフトウェアやアプリケーションをインストールする
• データをコピーする
• 起動時間を短縮するために一時ファイルの消去、ハードディスクのデフラグ、占有領域の開放処理
を行う。
• 追加の EBS ボリュームをアタッチする
• 新規ユーザーアカウントを作成し、Administrators グループに追加する
AMI を共有している場合、デフォルトの管理者パスワードを開示せずに、これらの認証情報を RDP
アクセス用に供給できます。
• [Windows Server 2022 以降] EC2Launch v2 を使用して、設定を定義します。起動時にラン
ダムなパスワードを生成するには、setAdminAccount タスクを使用します。詳細について
は、setAdminAccount (p. 673) を参照してください。
• [Windows Server 2016 および 2019] EC2Launch を使用して、設定を定義します。起動時にラ
ンダムなパスワードを生成するには、adminPasswordType 設定を使用します。詳細について
は、EC2Launch の設定 (p. 693) を参照してください。
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• [Windows Server 2012 R2 以前] EC2Config を使用して、設定を定義します。起動時にランダムなパ
スワードを生成するには、Ec2SetPassword プラグインを有効にします。それ以外の場合は、現
在の管理者パスワードが使用されます。詳細については、EC2Config の設定ファイル (p. 708) を
参照してください。
• [Windows Server 2008 R2] インスタンスが RedHat ドライバーを使用して Xen 仮想化ハードウェア
にアクセスする場合は、AMI を作成する前に Citrix ドライバーにアップグレードします。詳細につ
いては、Windows Server 2008 および 2008 R2 インスタンスのアップグレード (Redhat から Citrix
PV へのアップグレード) (p. 738) を参照してください。
6.

ナビゲーションペインで [Instances] を選択し、インスタンスを選択します。[アクション]、[イメージ
とテンプレート]、[イメージの作成] の順に選択します。

Tip
このオプションが無効になっている場合、そのインスタンスは Amazon EBS-Backed インス
タンスではありません。
7.

イメージの一意の名前とオプションの説明を指定します (最大 255 文字)。
デフォルトでは、Amazon EC2 が新しい AMI を作成するとき、データの保存中にアタッチされたボ
リュームのスナップショットを取得できるようにインスタンスを再起動して、一貫性のある状態を維
持します。[No reboot] (再起動しない) の設定では、[Enable] (有効化) チェックボックスをオンにする
ことで、Amazon EC2 がインスタンスをシャットダウンして再起動することを防げます。

Warning
[No reboot] (再起動しない) を選択した場合、作成されたイメージの、ファイルシステムの整
合性は保証されません。
(オプション) ルートボリューム、EBS ボリューム、インスタンスストアボリュームを必要に応じて変
更します。例:
• ルートボリュームのサイズを変更するには、[Type] 列で [Root] ボリュームを見つけ、[Size] フィー
ルドに入力します。
• インスタンスの起動に使用された AMI のブロックデバイスマッピングで指定された EBS ボリュー
ムを非表示にするには、リストから EBS ボリュームを見つけ、[Delete] を選択します。
• EBS ボリュームを追加するには、[Add New Volume]、[Type]、[EBS] の順に選択し、フィールドに
入力します。その後新しい AMI からインスタンスを起動すると、追加されたボリュームは自動的に
インスタンスにアタッチされます。空のボリュームはフォーマットしてマウントする必要がありま
す。スナップショットベースのボリュームはマウントする必要があります。
• インスタンスの起動に使用された AMI のブロックデバイスマッピングで指定されたインスタンスス
トアボリュームを非表示にするには、リストからボリュームを見つけ、[Delete] を選択します。
• インスタンスストアボリュームを追加するには、[Add New Volume] (新規ボリュームの追加)、
[Type] (タイプ)、[Instance Store] (インスタンスストア) の順にクリックし、[Device] (デバイス) リ
ストからデバイス名を選択します。その後新しい AMI からインスタンスを起動すると、追加された
ボリュームは自動的に初期化されてマウントされます。これらのボリュームには、AMI の作成に使
用された実行中のインスタンスのインスタンスストアボリュームのデータは含まれません。
完了したら、[イメージの作成] を選択します。
8.

AMI の作成中に、ナビゲーションペインで [AMI] を選択してステータスを表示できます。前のフィル
ターをクリアして、ドロップダウンリストから [Owned by me] (自分が所有) を選択します。初期ス
テータスは pending です。数分後、ステータスは available に変わるはずです。
(オプション) ナビゲーションペインの [Snapshots] を選択して、新しい AMI に作成されたスナップ
ショットを表示します。ユーザーがこの AMI からインスタンスを起動すると、Amazon はこのスナッ
プショットを使用して、ルートデバイスボリュームを作成します。

9.

新しい AMI からインスタンスを起動します。詳細については、新しいインスタンス起動ウィザード
を使用してインスタンスを起動する (p. 517) を参照してください。新しい実行中のインスタンスに
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は、前の手順で適用したすべてのカスタマイズが含まれるほか、ユーザーデータ (インスタンスの起
動時に実行されるスクリプト) など、インスタンスの起動時に追加するその他のカスタマイズも含ま
れます。

コマンドラインを使用したインスタンスからの AMI の作成
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• create-image (AWS CLI)
• New-EC2Image (AWS Tools for Windows PowerShell)

Sysprep を使用して標準化された Amazon マシンイメージ (AMI)
を作成する
システム準備 (Sysprep) ツールは、Microsoft Windows のカスタマイズされたインストールの重複プロセス
を簡略化します。Sysprep を使用して標準の Amazon マシンイメージ (AMI) を作成できます。この標準化
されたイメージから Windows 向けの新しい Amazon EC2 インスタンスを作成できるようになります。
EC2 Image Builder を使用して、ソフトウェアと設定が事前にインストール、定義、カスタマイズされた
セキュアな最新の「ゴールデン」サーバーイメージの作成、管理、デプロイを自動化することをお勧めし
ます。
Sysprep を使用して標準化 AMI を作成する場合は、EC2Launch v2 (p. 644) で Sysprep を実行すること
をお勧めします。EC2Config エージェント (Windows Server 2012 R2 以前) または EC2Launch エージェ
ント (Windows Server 2016 および 2019) をまだ使用している場合は、EC2Config および EC2Launch で
の Sysprep の使用に関する以下のドキュメントを参照してください。

Important
Sysprep を使用してインスタンスのバックアップを作成しないでください。Sysprep はシステム
固有の情報を削除します。この情報を削除すると、インスタンスのバックアップに予期しない結
果が生じる場合があります。
Sysprep のトラブルシューティングについては、「Sysprep のトラブルシューティング (p. 1939)」を参照
してください。
コンテンツ
• 開始する前に (p. 139)
• EC2Launch v2 での Sysprep の使用 (p. 140)
• EC2Launch での Sysprep の使用 (p. 143)
• EC2Config での Sysprep の使用 (p. 146)

開始する前に
• Sysprep を実行する前に、Sysprep を実行する単一の管理者アカウント以外のすべてのローカルユー
ザーアカウントとすべてのアカウントプロファイルを削除することをお勧めします。追加のアカウント
とプロファイルを使用して Sysprep を実行すると、プロファイルデータの損失や Sysprep の完了の失敗
など、予期しない動作が発生する可能性があります。
• Microsoft TechNet で Sysprep の詳細を参照してください。
• Sysprep でサポートされているサーバーロールについて説明します。
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EC2Launch v2 での Sysprep の使用
このセクションでは、Sysprep のさまざまな実行ステップと、イメージの準備時に EC2Launch v2 サービ
スによって実行されるタスクの詳細について説明します。また、EC2Launch v2 サービスで Sysprep を使
用して標準化 AMI を作成する手順も示します。
EC2Launch v2 での Sysprep の使用に関するトピック
• Sysprep のステップ (p. 140)
• Sysprep のアクション (p. 140)
• Sysprep 後 (p. 142)
• EC2Launch v2 で Sysprep を実行する (p. 142)

Sysprep のステップ
Sysprep は、次のステップを通じて実行されます：
• 一般化: このツールはイメージに固有の情報と設定を削除します。Sysprep は、例えばセキュリティ識別
子 (SID)、コンピュータ名、イベントログおよび特定のドライバーなどを削除します。このステップを完
了すると、オペレーティングシステム (OS) は AMI を作成する準備が整いました。

Note
EC2Launch v2 サービスで Sysprep を実行すると、PersistAllDeviceInstalls 設定はデ
フォルトで true に設定されているため、システムによってドライバーの削除が禁止されます。
• 特定化: プラグアンドプレイはコンピュータをスキャンして、検出されたデバイス用のドライバをインス
トールします。このツールは、コンピュータ名や SID など OS に固有の要件を生成します。必要に応じ
て、このフェーズでコマンドを実行できます。
• アウトオブボックスエクスペリエンス (OOBE): システムによって Windows セットアップの省略バー
ジョンが実行され、システム言語、タイムゾーン、登録組織などの情報を入力するように求められま
す。EC2Launch v2 で Sysprep を実行すると、応答ファイルによってこのステップが自動化されます。

Sysprep のアクション
イメージを準備するために、Sysprep と EC2Launch v2 は以下のアクションを実行します。
1. [EC2Launch settings (EC2Launch の設定)] ダイアログボックスで [Shutdown with Sysprep (Sysprep に
よるシャットダウン)] を選択すると、システムは ec2launch sysprep コマンドを実行します。
2. EC2Launch v2 は、unattend.xml のレジストリ値を読み取ることで、HKEY_USERS\.DEFAULT
\Control Panel\International\LocaleName ファイルの内容を編集します。このファイルは C:
\ProgramData\Amazon\EC2Launch\sysprep ディレクトリにあります。
3. システムは BeforeSysprep.cmd を実行します。このコマンドは、次のレジストリキーを作成しま
す。
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v
fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 1 /f
レジストリキーは再度有効になるまで RDP 接続を無効にします。RDP 接続を無効にすることは、安全
上の観点より必要となります。これは、Sysprep 実行後の最初のブートセッション中、RDP が接続でき
るわずかな時間の間に管理者パスワードが空白となるためです。
4. EC2Launch v2 サービスは、以下のコマンドを実行して Sysprep を呼び出します。
sysprep.exe /oobe /generalize /shutdown /unattend: "C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\sysprep
\unattend.xml"
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ステップの一般化
• EC2Launch v2 は、コンピュータ名や SID などイメージに固有の情報と設定を削除します。インスタン
スがドメインのメンバーである場合は、そのドメインから削除されます。unattend.xml 応答ファイル
には、このステップに影響する以下の設定が含まれています。
• PersistAllDeviceInstalls: この設定は、Windows セットアップがデバイスを削除したり再設定すること
を防ぐことによってイメージ準備プロセスを高速化します。これは、Amazon AMI を実行するために
は特定のドライバーが必要となり、これらのドライバーの再検出には時間がかかるためです。
• DoNotCleanUpNonPresentDevices: この設定では、現在存在しないデバイス用のプラグアンドプレイ
情報を保持します。
• Sysprep は AMI の作成の準備完了後に OS をシャットダウンします。システムは、新しいインスタンス
を起動するか、または元のインスタンスを起動します。

ステップの特定化
システムは、コンピュータ名や SID など OS に固有の要件を生成します。またシステム
は、unattend.xml 応答ファイルで指定した設定に基づいて、以下のアクションを実行します。
• CopyProfile: Sysprep では組み込まれた管理者のプロファイルを含むすべてのユーザープロファイルを
削除するように設定できます。この設定は、組み込まれた管理者アカウントを保持するため、アカウン
トで作成したすべてのカスタム設定は新しいイメージに引き継がれます。デフォルト値は True です。
CopyProfile は、デフォルトのプロファイルを既存のローカル管理者プロファイルに置き換えま
す。Sysprep の実行後にログインしたすべてのアカウントは、最初のログイン時にそのプロファイルと
その内容のコピーを受け取ります。
新しいイメージに引き継ぐ特定のユーザープロファイルがない場合、この設定を False に変更しま
す。Sysprep はすべてのユーザープロファイルを削除します (これにより時間とディスク領域が節約され
ます)。
• タイムゾーン: タイムゾーンはデフォルトで世界時 (UTC) に設定されます。
• 順序 1 の同期コマンド: システムは次のコマンドを実行して、管理者アカウントを有効化し、パスワー
ド条件を指定します。
net user Administrator /ACTIVE:YES /LOGONPASSWORDCHG:NO /EXPIRES:NEVER /
PASSWORDREQ:YES
• 順序 2 の同期コマンド: システムは、管理者パスワードを組み換えます。このセキュリティ対策の目的
は、ec2setpassword 設定を有効にしていない場合、Sysprep の完了後にインスタンスへのアクセス
を防ぐことです。
C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\ScramblePassword.exe" -u Administrator
• 順序 3 の同期コマンド: システムは次のコマンドを実行します。
C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Scripts\SysprepSpecializePhase.cmd
このコマンドは、RDP を再度有効にする次のレジストリキーを追加します。
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v
fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0 /f

OOBE のステップ
1. システムは EC2Launch v2 応答ファイルを使用して以下の設定を指定します。
• <InputLocale>en-US</InputLocale>
• <SystemLocale>en-US</SystemLocale>
• <UILanguage>en-US</UILanguage>
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• <UserLocale>en-US</UserLocale>
• <HideEULAPage>true</HideEULAPage>
• <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
• <ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>
• <BluetoothTaskbarIconEnabled>false</BluetoothTaskbarIconEnabled>
• <TimeZone>UTC</TimeZone>
• <RegisteredOrganization>Amazon.com</RegisteredOrganization>
• <RegisteredOwner>EC2</RegisteredOwner>

Note
一般化ステップと特殊化ステップの実行中、EC2Launch v2 によって OS のステータスがモニ
タリングされます。OS が Sysprep のステップにあることが EC2Launch v2 によって検出され
た場合、以下のメッセージがシステムログに発行されます。
Windows is being configured. SysprepState=IMAGE_STATE_UNDEPLOYABLE
2. システムは EC2Launch v2 を実行します。

Sysprep 後
Sysprep が完了すると、EC2Launch v2 によって以下のメッセージがコンソール出力に送信されます。
Windows sysprep configuration complete.

次に、EC2Launch v2 は以下のアクションを実行します。
1. agent-config.yml ファイルの内容を読み取り、設定されたタスクを実行します。
2. preReady ステージのすべてのタスクを実行します。
3. 完了したら、Windows is ready メッセージをインスタンスのシステムログに送信します。
4. PostReady ステージのすべてのタスクを実行します。
EC2Launch v2 の詳細については、「EC2Launch v2 を使用した Windows インスタンスの設
定 (p. 644)」を参照してください。

EC2Launch v2 で Sysprep を実行する
以下の手順に従って、EC2Launch v2 で Sysprep を使用して標準化 AMI を作成します。
1. Amazon EC2 コンソールで複製を希望する AMI を見つけるか、作成 (p. 135)します。
2. Windows インスタンスを起動して接続します。
3. カスタマイズする。
4. Windows の [スタート] メニューから、[Amazon EC2Launch settings (Amazon EC2Launch 設定)] を検
索して選択します。[Amazon EC2Launch settings (Amazon EC2Launch 設定)] ダイアログボックスのオ
プションと設定の詳細については、「EC2Launch v2 の設定 (p. 654)」を参照してください。
5. [Shutdown with Sysprep (Sysprep を使用したシャットダウン)] または [Shutdown without Sysprep
(Sysprep を使用しないシャットダウン)] を選択します。
Sysprep を実行しインスタンスをシャットダウンするかどうか確認を求められたら [Yes] をクリックしま
す。EC2Launch v2 は Sysprep を実行します。次に、インスタンスからログオフされ、インスタンスが
シャットダウンされます。Amazon EC2 コンソールの [Instances (インスタンス)] ページでは、インスタン
スの状態が Running から Stopping に変わった後、Stopped に変わります。この状態になれば、インス
タンスから AMI を安全に作成できます。
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コマンドラインから Sysprep ツールを手動で呼び出すには、次のコマンドを使います。
"%programfiles%\amazon\ec2launch\ec2launch.exe" sysprep --shutdown=true

EC2Launch での Sysprep の使用
EC2Launch は AMI でイメージ準備プロセスを自動化し、保護する Sysprep 用のデフォルトの応答ファイ
ルとバッチファイルを提供します。これらのファイルの変更はオプションです。デフォルトでは、これら
のファイルは C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Sysprep ディレクトリにあります。

Important
Sysprep を使用してインスタンスのバックアップを作成しないでください。Sysprep はシステム
固有の情報を削除します。この情報を削除すると、インスタンスバックアップで意図しない結果
が生じる可能性があります。
EC2Launch での Sysprep の使用に関するトピック
• Sysprep の EC2Launch 応答ファイルとバッチファイル (p. 143)
• EC2Launch での Sysprep の実行 (p. 143)
• カスタム AMI の起動時に Server 2016 以降のメタデータ/KMS ルートを更新する (p. 146)

Sysprep の EC2Launch 応答ファイルとバッチファイル
Sysprep の EC2Launch 応答ファイルとバッチファイルには以下のものが含まれます。
Unattend.xml
これがデフォルトの応答ファイルです。SysprepInstance.ps1 を実行するか、ユーザーインター
フェイスで ShutdownWithSysprep を選択すると、このファイルから設定が読み取られます。
BeforeSysprep.cmd
このバッチファイルをカスタマイズし、EC2Launch が Sysprep を実行する前にコマンドを実行しま
す。
SysprepSpecialize.cmd
このバッチファイルをカスタマイズして、Sysprep の特定化ステップ中にコマンドを実行します。

EC2Launch での Sysprep の実行
Windows Server 2016 以降の完全インストール (デスクトップ体験を含む) では、EC2Launch を使用して
Sysprep を手動で実行するか、[EC2 Launch Settings (EC2 起動設定)] アプリケーションを使用できます。

EC2Launch Settings アプリケーションを使用して Sysprep を実行するには
1.

Amazon EC2 コンソールで、Windows Server 2016 以降の AMI を見つけるか作成します。

2.

AMI から Windows インスタンスを起動します。

3.

Windows インスタンスに接続し、カスタマイズします。

4.

[EC2LaunchSettings] アプリケーションを検索して実行します。このアプリケーションは、デフォル
トでは C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Settings ディレクトリにあります。
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5.

必要に応じて、オプションを選択または選択解除します。これらの設定は LaunchConfig.json
ファイルに保存されます。

6.

[Administrator Password] で、以下のいずれかを行います。
• [Random] を選択します。EC2Launch は、ユーザーのキーを使用してパスワードを生成し、暗号化
します。この設定はインスタンス起動後に無効になるため、インスタンスを再起動したり、停止し
て起動した場合でもパスワードは保持されます。
• [Specify] を選択し、システム要件を満たすパスワードを入力します。このパスワードはクリアテキ
ストとして LaunchConfig.json に保存され、Sysprep で管理者パスワードが設定されると削除
されます。ここでシャットダウンした場合、パスワードはすぐに設定されます。EC2Launch は、
ユーザーのキーを使用してパスワードを暗号化します。
• [DoNothing] を選択して、unattend.xml ファイルでパスワードを指定します。unattend.xml で
パスワードを指定しない場合、管理者アカウントは無効になります。

7.

[Shutdown with Sysprep (Sysprep を使用してシャットダウン)] を選択します。

EC2Launch を使用して手動で Sysprep を実行するには
1.

Amazon EC2 コンソールで、複製する Windows Server 2016 以降の Datacenter エディション AMI を
見つけるか作成します。

2.

Windows インスタンスを起動して接続します。

3.

インスタンスをカスタマイズします。

4.

LaunchConfig.json ファイルで設定を指定します。デフォルトでは、このファイルは C:
\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config ディレクトリにあります。
adminPasswordType で、次のいずれかの値を指定します。
Random
EC2Launch は、ユーザーのキーを使用してパスワードを生成し、暗号化します。この設定はイン
スタンス起動後に無効になるため、インスタンスを再起動したり、停止して起動した場合でもパ
スワードは保持されます。
Specify
EC2Launch は、adminPassword で指定したパスワードを使用します。指定したパスワードが
システム要件を満たさない場合は、代わりに EC2Launch によってランダムなパスワードが生成
されます。このパスワードはクリアテキストとして LaunchConfig.json に保存され、Sysprep
で管理者パスワードが設定されると削除されます。EC2Launch は、ユーザーのキーを使用してパ
スワードを暗号化します。
DoNothing
EC2Launch は、unattend.xml ファイルで指定したパスワードを使用します。unattend.xml
でパスワードを指定しない場合、管理者アカウントは無効になります。

5.

(オプション) 必要に応じて、unattend.xml およびその他の設定ファイルで設定を指定します。手動
のインストールを計画している場合は、これらのファイルに変更を加える必要はありません。デフォ
ルトでは、このファイルは C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Sysprep ディレク
トリにあります。

6.

Windows PowerShell で、./InitializeInstance.ps1 -Schedule を実行します。デフォルトで
は、このスクリプトは C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts ディレクトリ
にあります。このスクリプトは、次の起動中に初期化するようインスタンスをスケジュールします。
次のステップで SysprepInstance.ps1 スクリプトを実行する前に、このスクリプトを実行する必
要があります。

7.

Windows PowerShell で、./SysprepInstance.ps1 を実行します。デフォルトでは、このスクリプ
トは C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts ディレクトリにあります。
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ユーザーは自動的にログオフさせられ、インスタンスがシャットダウンします。Amazon EC2 コンソール
の [Instances (インスタンス)] ページを見ると、インスタンスの状態が Running から Stopping に、そ
して Stopped へ変わるのがわかります。この状態になれば、インスタンスから AMI を安全に作成できま
す。

カスタム AMI の起動時に Server 2016 以降のメタデータ/KMS ルートを更新する
カスタム AMI の起動時に Server 2016 以降のメタデータ/KMS ルートを更新するには、以下のいずれかの
操作を行います。
• EC2LaunchSettings GUI (C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Settings
\Ec2LaunchSettings.exe) を実行し、Sysprep を使用してシャットダウンするオプションを選択します。
• AMI を作成する前に、EC2LaunchSettings を実行し、Sysprep を使用しないでシャットダウンします。
これにより、次回の起動時に実行される EC2 Launch の初期化タスクが設定され、インスタンスのサブ
ネットに基づいてルートが設定されます。
• PowerShell (p. 693) から AMI を作成する前に、EC2 Launch の初期化タスクを手動で再スケジュール
します。

Important
タスクを再スケジューリングする前に、デフォルトではパスワードリセット動作となることに
注意してください。
• Windows のライセンス認証またはインスタンスメタデータの通信に関するエラーが発生している実
行中のインスタンスのルートを更新するには、「Windows のライセンス認証を行うことができませ
ん (p. 1901)」を参照してください。

EC2Config での Sysprep の使用
このセクションでは、Sysprep のさまざまな実行ステップと、イメージの準備時に EC2Config サービスに
よって実行されるタスクの詳細について説明します。また、EC2Config サービスで Sysprep を使用して標
準化 AMI を作成する手順も示します。
EC2Config での Sysprep の使用に関するトピック
• Sysprep のステップ (p. 140)
• Sysprep のアクション (p. 147)
• Sysprep 後 (p. 149)
• EC2Config サービスで Sysprep を実行する (p. 149)

Sysprep のステップ
Sysprep は、次のステップを通じて実行されます：
• 一般化: このツールはイメージに固有の情報と設定を削除します。Sysprep は、例えばセキュリティ識別
子 (SID)、コンピュータ名、イベントログおよび特定のドライバーなどを削除します。このステップを完
了すると、オペレーティングシステム (OS) は AMI を作成する準備が整いました。

Note
EC2Config サービスで Sysprep を実行すると、システムはドライバーの削除を防ぎます。これ
は、PersistAllDeviceInstalls の設定がデフォルトで有効となっているためです。
• 特定化: プラグアンドプレイはコンピュータをスキャンして、検出されたデバイス用のドライバをインス
トールします。このツールは、コンピュータ名や SID など OS に固有の要件を生成します。必要に応じ
て、このフェーズでコマンドを実行できます。
• アウトオブボックスエクスペリエンス (OOBE): システムは Windows セットアップの省略されたバー
ジョンを実行し、ユーザーはシステム言語、タイムゾーンや登録された組織などの情報を入力するよう
求められます。EC2Config で Sysprep を実行すると、応答ファイルはこのステップを自動化します。

146

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
カスタム Windows AMI を作成する

Sysprep のアクション
イメージを準備するために、Sysprep と EC2Config サービスは次のアクションを実行します。
1. EC2 Service Properties ダイアログボックスで Shutdown with Sysprep を選択すると、システムは
ec2config.exe –sysprep コマンドを実行します。
2. EC2Config サービスは BundleConfig.xml ファイルの内容を読み込みます。デフォルトでは、この
ファイルは C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Settings ディレクトリにありま
す。
BundleConfig.xml ファイルには、以下の設定が含まれています。これらの設定は変更できます：
• AutoSysprep: Sysprep を自動で使用するかどうかを示します。EC2 Service Properties ダイアログ
ボックスで Sysprep を実行した場合、この値を変更する必要はありません。デフォルト値は No で
す。
• SetRDPCertificate: リモートデスクトップサーバーに自己署名証明書を設定します。これによって、
リモートデスクトッププロトコール (RDP) を安全に使用して、インスタンスに接続できます。新しい
インスタンスに証明書が必要な場合は、値を Yes に変更します。この設定は、Windows Server 2008
および Windows Server 2012 のインスタンスでは使用されません。これらのオペレーティングシステ
ムは独自の証明書を生成できるためです。デフォルト値は No です。
• SetPasswordAfterSysprep: 新しく起動したインスタンスにランダムなパスワードを設定し、ユーザー
起動キーで暗号化して、暗号化されたパスワードをコンソールに出力します。新しいインスタンスに
ランダムに暗号化されたパスワードを設定しない場合は、値 No に変更します。デフォルト値は Yes
です。
• PreSysprepRunCmd: 実行するコマンドの場所。コマンドは、デフォルトでは C:\Program Files
\Amazon\Ec2ConfigService\Scripts\BeforeSysprep.cmd ディレクトリにあります。
3. システムは BeforeSysprep.cmd を実行します。このコマンドは、次のレジストリキーを作成しま
す。
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v
fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 1 /f

レジストリキーは再度有効になるまで RDP 接続を無効にします。RDP 接続を無効にすることは、安全
上の観点より必要となります。これは、Sysprep 実行後の最初のブートセッション中、RDP が接続でき
るわずかな時間の間に管理者パスワードが空白となるためです。
4. 次のコマンドを実行して、EC2Config サービスは Sysprep を呼び出します。
sysprep.exe /unattend: "C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\sysprep2008.xml" /
oobe /generalize /shutdown

ステップの一般化
• このツールは、コンピュータ名や SID のようなイメージに固有の情報と設定を削除します。インスタン
スがドメインのメンバーである場合は、そのドメインから削除されます。sysprep2008.xml 応答ファ
イルには、このステップに影響する以下の設定が含まれています。
• PersistAllDeviceInstalls: この設定は、Windows セットアップがデバイスを削除したり再設定すること
を防ぐことによってイメージ準備プロセスを高速化します。これは、Amazon AMI を実行するために
は特定のドライバーが必要となり、これらのドライバーの再検出には時間がかかるためです。
• DoNotCleanUpNonPresentDevices: この設定では、現在存在しないデバイス用のプラグアンドプレイ
情報を保持します。
• Sysprep は AMI の作成の準備完了後に OS をシャットダウンします。システムは、新しいインスタンス
を起動するか、または元のインスタンスを起動します。
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ステップの特定化
システムは、コンピュータ名や SID など OS に固有の要件を生成します。またシステム
は、sysprep2008.xml 応答ファイルで指定した設定に基づいて、次のアクションを実行します。
• CopyProfile: Sysprep では組み込まれた管理者のプロファイルを含むすべてのユーザープロファイルを
削除するように設定できます。この設定は、組み込まれた管理者アカウントを保持するため、アカウン
ト作成したすべてのカスタム設定は新しいイメージに引き継がれます。デフォルト値は True です。
CopyProfile は、デフォルトのプロファイルを既存のローカル管理者プロファイルに置き換えま
す。Sysprep の実行後にログインしたすべてのアカウントは、最初のログイン時にそのプロファイルと
その内容のコピーを受け取ります。
新しいイメージに引き継ぐことを希望する特定のユーザープロファイルがない場合、この設定を「いい
え」に変更します。Sysprep はすべてのユーザーを削除します。これによって時間とディスク領域が節
約されます。
• タイムゾーン: タイムゾーンはデフォルトで世界時 (UTC) に設定されます。
• 順序 1 の同期コマンド: システムは次のコマンドを実行して、管理者アカウントを有効化し、パスワー
ド条件を指定します。
net user Administrator /ACTIVE:YES /LOGONPASSWORDCHG:NO /EXPIRES:NEVER /
PASSWORDREQ:YES
• 順序 2 の同期コマンド: システムは、管理者パスワードを組み換えます。このセキュリティ対策の目的
は、ec2setpassword 設定を有効にしていない場合、Sysprep の完了後にインスタンスへのアクセスを防
ぐことです。
C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\ScramblePassword.exe" -u Administrator
• 順序 3 の同期コマンド: システムは次のコマンドを実行します。
C: \Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Scripts\SysprepSpecializePhase.cmd
このコマンドは、RDP を再度有効にする次のレジストリキーを追加します。
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v
fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0 /f

OOBE のステップ
1. EC2Config サービス応答ファイルを使用すると、システムは次の設定を指定します。
• <InputLocale>en-US</InputLocale>
• <SystemLocale>en-US</SystemLocale>
• <UILanguage>en-US</UILanguage>
• <UserLocale>en-US</UserLocale>
• <HideEULAPage>true</HideEULAPage>
• <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
• <NetworkLocation>その他</NetworkLocation>
• <ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>
• <BluetoothTaskbarIconEnabled>false</BluetoothTaskbarIconEnabled>
• <TimeZone>UTC</TimeZone>
• <RegisteredOrganization>Amazon.com</RegisteredOrganization>
• <RegisteredOwner>Amazon</RegisteredOwner>
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Note
一般化と特定化ステップにおいて、EC2Config サービスは OS のステータスをモニタリングし
ます。OS が Sysprep のステップにあることが EC2Config によって検出された場合、以下の
メッセージがシステムログに発行されます。
EC2ConfigMonitorState: 0 Windows is being configured.
SysprepState=IMAGE_STATE_UNDEPLOYABLE
2. OOBE フェーズが完了すると、システムは SetupComplete.cmd から C:\Windows\Setup
\Scripts\SetupComplete.cmd を実行します。2015 年 4 月以前の Amazon パブリック AMI では、
このファイルは空となり、イメージには何も実行されません。2015 年 4 月以降のパブリック AMI で
は、ファイルに call "C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Scripts\PostSysprep.cmd" の値が含ま
れます。
3. システムが PostSysprep.cmd を実行し、次の操作を行います。
• ローカル管理者パスワード期限切れにならないよう設定します。パスワードの期限が切れた場合、管
理者がログインできないことがあります。
• MSSQLServer マシン名を設定すると (インストールされている場合)、名前は AMI で同期されます。

Sysprep 後
Sysprep が完了したら、EC2Config サービスは次のメッセージをコンソール出力へ送信します。
Windows sysprep configuration complete.
Message: Sysprep Start
Message: Sysprep End

そして、EC2Config は次のアクションを実行します。
1. config.xml ファイルのコンテンツを読み取り、すべての有効なプラグインを示します。
2. 「Windows の準備が終了する前」のすべてのプラグインを同時に実行します。
• Ec2SetPassword
• Ec2SetComputerName
• Ec2InitializeDrives
• Ec2EventLog
• Ec2ConfigureRDP
• Ec2OutputRDPCert
• Ec2SetDriveLetter
• Ec2WindowsActivate
• Ec2DynamicBootVolumeSize
3. これが完了すると、「Windows の準備完了」のメッセージをインスタンスのシステム ログに送信しま
す。
4. 「Windows の準備が終了した後」のすべてのプラグインを同時に実行します
• Amazon CloudWatch Logs
• UserData
• AWS Systems Manager (Systems Manager)
Windows プラグインの詳細については、「EC2Config サービスを使用した Windows インスタンスの設
定 (p. 700)」を参照してください。

EC2Config サービスで Sysprep を実行する
Sysprep と EC2Config サービスを使って標準化 AMI を作成する次の手順を使用します。
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1. Amazon EC2 コンソールで複製を希望する AMI を見つけるか、作成 (p. 135)します。
2. Windows インスタンスを起動して接続します。
3. カスタマイズする。
4. EC2Config サービス応答ファイルで特定設定を指定します。
C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\sysprep2008.xml
5. Windows の [スタート] メニューから [すべてのプログラム] を選び、次に [EC2ConfigService 設定] を選
択します。
6. [Ec2 サービスプロパティ] ダイアログボックスで [イメージ] タブを選択します。Ec2 サービス
プロパティダイアログボックスのオプションと設定についての詳細は、「Ec2 サービスプロパ
ティ (p. 700)」を参照してください。
7. 管理者パスワードのオプションを選択してから、[Shutdown with Sysprep] または [Shutdown without
Sysprep] を選択します。EC2Config は、選択したパスワードオプションに基づいて設定ファイルを編集
します。
• ランダム: EC2Config はパスワードを生成してユーザーのキーで暗号化し、暗号化されたパスワード
をコンソールに表示します。この設定は初回起動後に無効になるため、インスタンスを再起動した
り、停止して起動した場合でもパスワードは保持されます。
• Specify: パスワードは、Sysprep 応答ファイルに暗号化されていない形式 (平文) で保存されま
す。Sysprep が次に実行されると、管理者パスワードに設定されます。ここでシャットダウンした場
合、パスワードはすぐに設定されます。サービスを再開すると、管理者パスワードは削除されます。
このパスワードは後で取得できないため覚えておくことが重要です。
• Keep Existing: Sysprep の実行時や EC2Config の再起動時に、管理者アカウントの既存のパスワード
は変更されません。このパスワードは後で取得できないため覚えておくことが重要です。
8. [OK] を選択します。
Sysprep を実行しインスタンスをシャットダウンするかどうか確認を求められたら [Yes] をクリックしま
す。これにより、EC2Config が Sysprep を実行します。次に、ユーザーは自動的にログオフさせられ、イ
ンスタンスがシャットダウンします。Amazon EC2 コンソールの [インスタンス] ページを見ると、インス
タンスの状態が Running から Stopping、最終的に Stopped に変わるのがわかります。この状態になれ
ば、インスタンスから AMI を安全に作成できます。
コマンドラインから Sysprep ツールを手動で呼び出すには、次のコマンドを使います。
"%programfiles%\amazon\ec2configservice\"ec2config.exe -sysprep""

Note
CMD シェルが C:\Program Files\Amazon\EC2ConfigService\ ディレクトリ内に既に存在する場
合、コマンドの二重引用符は不要です。
ただし、この操作は慎重に行ってください。Ec2ConfigService\Settings フォルダで指定し
た XML ファイルオプションが正しくないと、インスタンスに接続できなくなる場合があります。設
定ファイルの詳細については、「EC2Config の設定ファイル (p. 708)」を参照してください。コ
マンドラインから Sysprep を設定して実行する例については、「Ec2ConfigService\Scripts
\InstallUpdates.ps1」を参照してください。

AMI のコピー
AWS リージョン内またはリージョンをまたいで Amazon マシンイメージ (AMI) をコピーできま
す。Amazon EBS-backed AMIs と instance store-backed AMIs のいずれもコピーできます。暗号化された
スナップショットで AMI をコピーし、コピープロセス中に暗号化ステータスを変更することもできます。
共有されている AMI をコピーすることができます。
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ソース AMI をコピーすると、同一ではあるが独自の識別子を使用するターゲット AMI となります。ソー
ス AMI は、ターゲット AMI に影響を及ぼさずに変更または登録解除できます。逆の場合も同様です。
Amazon EBS-backed AMI を使用すると、それぞれのバックアップするスナップショットは、同一だが
区別されるターゲットスナップショットにコピーされます。AMI を新しいリージョンにコピーすると、
スナップショットは完全な (増分ではない) コピーになります。暗号化されていないバッキングスナップ
ショットを暗号化するか、新しい KMS キーに暗号化すると、スナップショットは完全な (増分ではない)
コピーになります。以降の AMI のコピーオペレーションでは、バッキングスナップショットの増分コピー
が作成されます。
AMI のコピーには課金されません。ただし、標準のストレージ料金とデータ転送料金が適用されま
す。EBS-backed AMI をコピーする場合は、追加の EBS スナップショットのストレージに対して料金が発
生します。

考慮事項
• IAM ポリシーを使用すると、AMI をコピーするためのアクセス許可をユーザーに付与したり、それを拒
否したりできます。CopyImage アクション用に指定されたリソースレベルのアクセス権限は、新しい
AMI にのみ適用されます。ソース AMI に対しては、リソースレベルのアクセス許可を付与できません。
• AWS は、起動許可、ユーザー定義のタグ、Simple Storage Service (Amazon S3) バケット許可を元
の AMI から新しい AMI にコピーしません。コピー操作が完了すると、起動許可、ユーザー定義のタ
グ、Amazon S3 バケット許可を新しい AMI に適用できます。
• AWS Marketplace AMI、または AMI から直接または間接的に派生した AWS Marketplace AMI を使用し
ている場合は、複数のアカウント間でコピーすることはできません。代わりに、AWS Marketplace AMI
を使用して EC2 インスタンスを起動し、インスタンスから AMI を作成します。詳細については、「カ
スタム Windows AMI を作成する (p. 135)」を参照してください。
コンテンツ
• instance store-backed AMI をコピーするアクセス許可 (p. 151)
• AMI のコピー (p. 152)
• 保留中の AMI コピーオペレーションの中止 (p. 154)
• リージョン間のコピー (p. 154)
• アカウント間のコピー (p. 155)
• 暗号化とコピー (p. 156)

instance store-backed AMI をコピーするアクセス許可

Instance Store-Backed AMI をコピーするために IAM ユーザー
を使用する場合、ユーザーは Amazon S3 へのアクセス許可とし
て、s3:CreateBucket、s3:GetBucketAcl、s3:ListAllMyBuckets、s3:GetObject、s3:PutObject、s3:Pu
が必要です。
次のポリシー例では、指定されたバケットの AMI ソースを、指定されたリージョンにコピーできます。
{

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

}

}

]

"Action": "s3:GetObject",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::ami-source-bucket/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:PutObjectAcl",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::amis-for-123456789012-in-us-east-1*"
]

AMI ソースバケットの Amazon リソースネーム (ARN) を検索するには、https://console.aws.amazon.com/
ec2/ で Amazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで [AMI] を選択し、[Source] 列でバケット
名を特定します。

Note
s3:CreateBucket アクセス許可は、IAM ユーザーが初めて Instance Store-Backed AMI を
個々のリージョンにコピーするときにのみ必要です。その後、リージョンですでに作成された
Amazon S3 バケットは、そのリージョンにコピーする将来のすべての AMIs に保存されます。

AMI のコピー
AWS Management Console、AWS Command Line Interfaceまたは SDK、または Amazon EC2 API を使用
して AMI をコピーするできます。これはらいずれも CopyImage アクションをサポートしています。
前提条件
Amazon EBS スナップショットによってバックアップされた AMI を作成、または取得します。Amazon
EC2 コンソールを使用すると、AWS が提供するさまざまな AMI を検索できます。詳細については、「カ
スタム Windows AMI を作成する (p. 135)」および「」「AMI の検索」を参照してください。
New console

コンソールを使用して AMI をコピーするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

コンソールのナビゲーションバーから、AMI を含むリージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[Images]、[AMIs] の順に選択し、リージョンで利用できる AMIs のリ
ストを表示します。

4.

コピーする AMI を選択して、[Actions]、[Copy AMI] の順に選択します。

5.

[Copy AMI] (AMI のコピー) ページで、次の情報を指定します。
• [AMI copy name] (AMI コピー名) : 新しい AMI の名前。この名前にはオペレーティングシステ
ム情報を含めることができます (この情報は AMI の詳細としては表示されません)。
• [AMI copy description] (AMI コピーの説明) : デフォルトでは、オリジナルからコピーを見分け
られるように、ソース AMI に関する情報が説明に含まれています。この説明は必要に応じて変
更できます。
• [Destination Region] (送信先リージョン) : AMI をコピーするリージョン。詳細について
は、リージョン間のコピー (p. 154) を参照してください。
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• [Encrypt EBS snapshots of AMI copy] (AMI コピーの EBS スナップショットの暗号化) : ター
ゲットスナップショットを暗号化するか、別のキーを使用して再暗号化する場合は、こ
のチェックボックスを選択します。デフォルトで暗号化 (p. 1723)を有効にしている場合
は、[Encrypt EBS snapshots of AMI copy] (AMI コピーの EBS スナップショットを暗号化する)
チェックボックスが選択され、クリアできません。詳細については、暗号化とコピー (p. 156)
を参照してください。
• [KMS Key] (KMS キー) : ターゲットスナップショットを暗号化するための KMS キー。
6.

[Copy AMI] (AMI のコピー) を選択します。
新しい AMI の初期ステータスは Pending です。ステータスが Available になると、AMI のコ
ピー操作は完了です。

Old console

コンソールを使用して AMI をコピーするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

コンソールのナビゲーションバーから、AMI を含むリージョンを選択します。ナビゲーション
ペインで、[Images]、[AMIs] の順に選択し、リージョンで利用できる AMIs のリストを表示しま
す。

3.

コピーする AMI を選択して、[Actions]、[Copy AMI] の順に選択します。

4.

[AMI のコピー] ダイアログボックスで、下記の情報を指定して [AMI のコピー] を選択します。
• 送信先リージョン: AMI をコピーするリージョン。詳細については、リージョン間のコ
ピー (p. 154) を参照してください。
• 名前: 新しい AMI の名前。この名前にはオペレーティングシステム情報を含めることができま
す (この情報は AMI の詳細としては表示されません)。
• 説明: デフォルトでは、オリジナルからコピーを見分けられるように、ソース AMI に関する情
報が説明に含まれています。この説明は必要に応じて変更できます。
• 暗号化: ターゲットスナップショットを暗号化するか、別のキーを使用して再暗号化する場合
は、このフィールドを選択します。デフォルトで暗号化 (p. 1723)を有効にしている場合は、
[暗号化] オプションが設定され、この設定を解除することはできません。詳細については、暗
号化とコピー (p. 156) を参照してください。
• KMS キー: ターゲットスナップショットを暗号化するための KMS キー。

5.

コピーオペレーションが開始したことを知らせる確認ページが表示され、新しい AMI の ID が提
供されます。
コピーオペレーションの進行状況をすぐに確認するには、提供されたリンクをクリックしてくだ
さい。後で進行状況を確認するには [Done] を選択し、自分の準備ができたときに、ナビゲーショ
ンバーを使用してターゲットリージョン (ある場合) を切り替え、AMI のリストから AMI を見つけ
ます。
ターゲット AMI の初期ステータスは pending です。ステータスが available になると、オペ
レーションは完了します。

AWS CLI を使用して AMI をコピーするには
AMI は、copy-image コマンドを使用してコピーできます。コピー元リージョンおよび送信先リージョンの
両方を指定する必要があります。コピー元のリージョンは、--source-region パラメータを使用して指
定します。--region パラメータまたは環境変数を使用して送信先リージョンを指定できます。詳細につ
いては、「AWS コマンドラインインターフェイスの設定」を参照してください。
コピー時にターゲットスナップショットを暗号化する場合は、--encrypted および --kms-key-id の
追加のパラメータを指定する必要があります。
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Tools for Windows PowerShell を使用して AMI をコピーするには
AMI は、Copy-EC2Image コマンドを使用してコピーできます。コピー元リージョンおよび送信先リー
ジョンの両方を指定する必要があります。コピー元のリージョンは、-SourceRegion パラメータを使用
して指定します。-Region パラメータまたは Set-AWSDefaultRegion コマンドを使用して送信先リー
ジョンを指定できます。詳細については、「AWS リージョンの指定」を参照してください。
コピー時にターゲットスナップショットを暗号化する場合は、-Encrypted および -KmsKeyId の追加の
パラメータを指定する必要があります。

保留中の AMI コピーオペレーションの中止
保留中の AMI のコピーは、次の手順で停止できます。
New console

コンソールを使用して AMI のコピー操作を中止するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーのリージョンセレクターから対象のリージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインで [AMIs] を選択します。

4.

コピーを中止する AMI を選択し、[Actions] (アクション)、[Deregister AMI] (AMI の登録解除) を選
択します。

5.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Deregister AMI] (AMI の登録解除) を選択します。

Old console

コンソールを使用して AMI のコピー操作を中止するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーのリージョンセレクターから対象のリージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインで [AMIs] を選択します。

4.

コピーを中止する AMI を選択し、[Actions]、[Deregister] を選択します。

5.

確認を求められたら、[Continue] を選択します。

コマンドラインを使用して AMI コピー操作を中止するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• deregister-image (AWS CLI)
• Unregister-EC2Image (AWS Tools for Windows PowerShell)

リージョン間のコピー
地理的に分散したリージョンに AMI をコピーすると、次のような利点があります。
• 一貫性のあるグローバルなデプロイメント: 1 つのリージョンから別のリージョンに AMI をコピーする
ことで、一貫性のあるインスタンスを同じ AMI から別のリージョンに起動できます。
• スケーラビリティ: ユーザーの場所にかかわらず、ユーザーのニーズに合ったグローバルアプリケーショ
ンをより簡単に設計できます。
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• パフォーマンス: アプリケーションを配布したり、アプリケーションの重要なコンポーネントをユーザー
の近くに配置したりすることでパフォーマンスを向上できます。また、インスタンスの種類やその他の
AWS サービスなど、リージョン固有の機能を活用することもできます。
• 高可用性: アプリケーションを設計し、AWS リージョン全体にわたってデプロイして可用性を高めるこ
とができます。
次の図は、ソース AMI と異なるリージョンにある 2 つのコピーされた AMIs、およびそこから起動される
EC2 インスタンスの関係を示します。AMI からインスタンスを起動すると、AMI が存在する同じリージョ
ンに存在します。ソース AMI を変更し、それらの変更をターゲットリージョンの AMIs に反映させる場
合、ソース AMI をターゲットリージョンに再度コピーする必要があります。

instance store-backed AMI を最初にリージョンにコピーするときに、そのリージョンにコピーされた
AMIs に Amazon S3 バケットを作成します。そのリージョンにコピーするすべての Instance StoreBacked AMIs が、このバケットに保存されます。バケット名の形式は次のとおりです: amis-for-#####in-#####-#### 例: amis-for-123456789012-in-us-east-2-yhjmxvp6。
前提条件
AMI をコピーする前に、ソース AMI のすべてのコンテンツが、異なるリージョンでの実行をサポートする
ように更新されていることを確認する必要があります。例えば、データベース接続文字列や同様のアプリ
ケーション設定データが、適切なリソースを指すように更新する必要があります。それ以外の場合、対象
のリージョンの新しい AMI から起動したインスタンスは元のリージョンのリソースをまだ使用している可
能性があり、それによりパフォーマンスとコストに影響が及ぶことがあります。

制限
• コピー先のリージョンには、AMI の同時コピーが 100 個までという制限があります。

アカウント間のコピー
別の AWS アカウントと AMI を共有できます。AMI の共有は AMI の所有権には影響しません。所有してい
るアカウントには、リージョンのストレージ料金が適用されます。詳細については、特定の AWS アカウ
ントとの AMI の共有 (p. 126) を参照してください。
自分のアカウントと共有された AMI をコピーした場合、アカウントのコピー先の AMI の所有者は自分に
なります。コピー元の AMI の所有者には、Amazon EBS または Amazon S3 の標準転送料金が課金され、
コピー先の AMI の所有者には、コピー先リージョンのストレージ料金が課金されます。
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リソースのアクセス許可
AMI を別のアカウントから共有した場合、この AMI をコピーするには、関連 EBS スナップショット
(Amazon EBS-backed AMI の場合) であっても関連 S3 バケット (instance store-backed AMI の場合) で
あっても、コピー元の AMI の所有者から AMI をバックアップするストレージの読み取り権限を付与して
もらう必要があります。共有 AMI に暗号化されたスナップショットがある場合、所有者はキーも共有する
必要があります。

暗号化とコピー
次の表は、各種 AMI コピーのシナリオにおける暗号化サポートを示します。暗号化されたスナップショッ
トを生成するために暗号化されていないスナップショットをコピーすることはできますが、暗号化されて
いないスナップショットを生成するために暗号化されたスナップショットをコピーすることはできませ
ん。
シナリオ

説明

サポート対象

1

非暗号化から非暗号化

はい

2

暗号化から暗号化

はい

3

非暗号化から暗号化

はい

4

暗号化から非暗号化

いいえ

Note
CopyImage アクション中の暗号化は Amazon EBS-backed AMIs にのみ適用されます。Instance
Store-Backed AMI はスナップショットに依存しないため、コピーを使用して暗号化ステータスを
変更することはできません。
デフォルト (暗号化パラメータを指定しない) では、AMI をバックアップするスナップショットは元の暗号
化ステータスとともにコピーされます。暗号化されていないスナップショットにバックアップされた AMI
をコピーすると、やはり暗号化されていない同一のターゲットスナップショットになります。暗号化され
たスナップショットにバックアップされている AMI をコピーすると、コピー先でもスナップショットが同
じ AWS KMS キーで暗号化されます。複数のスナップショットにバックアップされた AMI をコピーした場
合、デフォルトでは、元の暗号化ステータスが各ターゲットスナップショットで維持されます。
AMI をコピー中に暗号化パラメータを指定した場合、バックアップスナップショットを暗号化または再暗
号化できます。以下の例は、ターゲット AMI の暗号化状態を変更するために CopyImage アクションに暗
号化パラメータを提供する、デフォルトではないケースを示しています。
暗号化されていないソース AMI の暗号化されたターゲット AMI へのコピー
このシナリオでは、暗号化されていないルートスナップショットでバックアップされた AMI は、暗号化
されたルートスナップショットを持つ AMI にコピーされます。CopyImage アクションは、カスタマーマ
ネージド型キーなど、2 つの暗号化パラメータで呼び出されます。その結果、ルートスナップショットの
暗号化ステータスが変更され、ターゲット AMI はソーススナップショットと同じデータを含むルートス
ナップショットにバックアップされますが、指定されたキーを使用して暗号化されます。両方の AMI でス
ナップショットのストレージコストと、いずれかの AMI から起動するインスタンスの料金が発生します。

Note
デフォルトで暗号化 (p. 1723)を有効にすると、AMI 内のすべてのスナップショットで
Encrypted パラメータを true に設定したのと同じ効果があります。
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Encrypted パラメータを設定すると、このインスタンスの単一のスナップショットが暗号化されま
す。KmsKeyId パラメータを指定しない場合は、デフォルトのカスタマーマネージド型キーを使用して、
スナップショットのコピーが暗号化されます。
暗号化されたスナップショットを持つ AMIs のコピーの詳細については、「EBS-backed AMI での暗号化
の利用 (p. 176)」を参照してください。

S3 を使用して AMI を保存および復元する
Amazon マシンイメージ (AMI) を Amazon S3 バケットに保存し、AMI を別の S3 バケットにコピーし
て、S3 バケットから復元できます。S3 バケットを使用して AMI を保存および復元することで、AMI
をある AWS パーティションから別のパーティション (例えば、主要な商用パーティションから AWS
GovCloud (US) パーティション) にコピーできます。AMI を S3 バケットに保存することで、AMI のアーカ
イブコピーを作成することもできます。
S3 を使用した AMI の保存および復元のサポート対象の API
は、CreateStoreImageTask、DescribeStoreImageTasks、および CreateRestoreImageTask で
す。
CopyImage は、AWS パーティション内の AMI のコピーの際に使用することが推奨される API です。た
だし、CopyImage は、AMI を別のパーティションにコピーできません。
AWS パーティションの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「Amazon リソースネーム
(ARN)」ページの「#######」を参照してください。

Warning
AWS パーティションまたは AWS リージョン間でデータを移動する場合、適用されるすべての法
令およびビジネス要件 (適用される政府の規制およびデータ所在地に関する要件を含みますが、こ
れらに限られません) を確実に遵守してください。
トピック
•
•
•
•
•

ユースケース (p. 158)
AMI ストアと復元 API の仕組み (p. 159)
制約事項 (p. 160)
コスト (p. 160)
AMI のセキュリティ保護 (p. 160)

• S3 を使用して AMI を保存および復元するためのアクセス権限 (p. 161)
• AMI 保存 API および復元 API を使用する (p. 162)
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ユースケース
保存 API と復元 API を使用して、次の操作を実行します。
• ある AWS パーティションから別の AWS パーティションに AMI をコピーする (p. 158)
• AMI のアーカイブコピーを作成する (p. 158)

ある AWS パーティションから別の AWS パーティションに AMI をコピーする
S3 バケットを使用して AMI を保存および復元することで、ある AWS パーティションから別のパーティ
ションに、またはある AWS リージョンから別のリージョンに AMI をコピーできます。次の例では、主要
な商用パーティションから AWS GovCloud (US) パーティションに、具体的には us-east-2 リージョン
から us-gov-east-1 リージョンに AMI をコピーします。
あるパーティションから別のパーティションに AMI をコピーするには、次の手順に従います。
• CreateStoreImageTask を使用して、現在のリージョンの S3 バケットに AMI を保存します。この例
では、S3 バケットは us-east-2 にあります。コマンドの例については、S3 バケットに AMI を保存す
る (p. 162) をご参照ください。
• DescribeStoreImageTasks を使用して、保存タスクの進行状況をモニタリングします。タスクが完
了すると、オブジェクトが S3 バケットに表示されます。コマンドの例については、AMI 保存タスクの
進行状況を記述する (p. 162) をご参照ください。
• 任意の手順を使用して、保存された AMI オブジェクトをターゲットパーティションの S3 バケットにコ
ピーします。この例では、S3 バケットは us-gov-east-1 にあります。

Note
パーティションごとに異なる AWS 認証情報が必要なため、S3 オブジェクトをあるパーティ
ションから別のパーティションに直接コピーすることはできません。パーティション間で S3
オブジェクトをコピーするプロセスは、このドキュメントの対象外です。例として、次のコ
ピープロセスを提供していますが、お客様のセキュリティ要件を満たすコピープロセスを使用
する必要があります。
• パーティション間で 1 つの AMI をコピーするためのコピープロセスはシンプルです。ソー
スバケットから中間ホスト (EC2 インスタンスやラップトップなど) にオブジェクトをダウ
ンロードし、中間ホストからターゲットバケットにオブジェクトをアップロードするだけで
す。プロセスの各段階で、パーティションの AWS 認証情報を使用します。
• より持続的な使用のために、コピーを管理するアプリケーションの開発をご検討くださ
い。S3 マルチパートダウンロードとアップロードを使用することも考慮に値します。
• CreateRestoreImageTask を使用して、ターゲットパーティションの S3 バケットから AMI を復元し
ます。この例では、S3 バケットは us-gov-east-1 にあります。コマンドの例については、S3 バケッ
トから AMI を復元する (p. 162) をご参照ください。
• その状態が使用可能になるタイミングを確認するために、AMI を記述して復元タスクの進行状況をモ
ニタリングします。また、スナップショットを記述することで、復元される AMI を構成するスナップ
ショットの進行状況 (%) をモニタリングすることもできます。

AMI のアーカイブコピーを作成する
AMI を S3 バケットに保存することで、AMI のアーカイブコピーを作成できます。コマンドの例について
は、S3 バケットに AMI を保存する (p. 162) をご参照ください。
AMI は S3 内の 1 つのオブジェクトにパックされ、すべての AMI メタデータ (共有情報を除く) は、保存
された AMI の一部として保持されます。AMI データは、ストレージプロセスの一環として圧縮されます。
簡単に圧縮できるデータを含む AMI は、S3 で小さめのオブジェクトとなります。コストを削減するため
に、より安価な S3 ストレージ階層を使用できます。詳細については、Amazon S3 ストレージクラスおよ
び Amazon S3 の料金をご参照ください。
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AMI ストアと復元 API の仕組み
S3 を使用して AMI を保存および復元するには、次の API を使用します。
• CreateStoreImageTask – AMI を S3 バケットに保存する
• DescribeStoreImageTasks – AMI 保存タスクの進行状況を示す
• CreateRestoreImageTask – S3 バケットから AMI を復元する
API の仕組み
• CreateStoreImageTask (p. 159)
• DescribeStoreImageTasks (p. 159)
• CreateRestoreImageTask (p. 160)

CreateStoreImageTask
CreateStoreImageTask (p. 162) API は、AMI を S3 バケット内の単一のオブジェクトとして保存しま
す。
API は、AMI とそのスナップショットからすべてのデータを読み取るタスクを作成し、S3 マルチパート
アップロードを使用して S3 オブジェクトにデータを保存します。API は、リージョン固有でない AMI メ
タデータの大部分を含む AMI のすべてのコンポーネント、および AMI に含まれるすべての EBS スナップ
ショットを取得し、S3 内の単一のオブジェクトにパックします。データは、S3 で使用される領域の量を
削減するために、アップロードプロセスの一環として圧縮されるので、S3 内のオブジェクトは AMI 内の
スナップショットのサイズの合計よりも小さくなる可能性があります。
この API を呼び出すアカウントに AMI タグとスナップショットタグが表示されている場合、それらは保持
されます。
S3 のオブジェクトは AMI と同じ ID を持っていますが、.bin 拡張子が付いています。AMI 名、AMI の説
明、AMI の登録日、AMI の所有者アカウント、および保存オペレーションのタイムスタンプといったデー
タも S3 オブジェクトに S3 メタデータタグとして保存されます。
タスクを完了するのにかかる時間は、AMI のサイズによって異なります。また、タスクがキューに入れら
れているため、進行中の他のタスクの数にも依存します。DescribeStoreImageTasks (p. 162) API を呼び
出すことで、タスクの進行状況を追跡できます。
進行中のすべての AMI のサイズの合計は、アカウントごとに 600 GB の EBS スナップショットデータに
制限されます。進行中のタスクが制限未満になるまで、それ以降のタスクの作成は拒否されます。例え
ば、100 GB のスナップショットデータを持つ AMI と 200 GB のスナップショットデータを持つ別の AMI
が現在保存されている場合、別のリクエストが受け入れられます。これは、進行中の合計が 300 GB で、
制限未満であるためです。ただし、800 GB のスナップショットデータを持つ 1 つの AMI が現在保存され
ようとしている場合は、タスクが完了するまでそれ以降のタスクは拒否されます。

DescribeStoreImageTasks
DescribeStoreImageTasks (p. 162) API は、AMI 保存タスクの進行状況を示します。指定した AMI のタ
スクを記述できます。AMI を指定しない場合、過去 31 日間に処理されたすべての保存イメージタスクの
ページ分割されたリストが表示されます。
各 AMI タスクについて、応答では、タスクが InProgress、Completed、または Failed のいずれであ
るかが示されます。InProgress のタスクの場合、応答では、進行状況がパーセンテージで示されます。
タスクは時系列の逆順にリストされます。
現時点では、前月のタスクのみを表示できます。
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CreateRestoreImageTask
CreateRestoreImageTask (p. 162) API は、CreateStoreImageTask (p. 162) リクエストを使用して以前
に作成された S3 オブジェクトから AMI を復元するタスクを開始します。
復元タスクは、保存タスクが実行されたリージョンと同じリージョンまたは別のリージョンで実行できま
す。
AMI オブジェクトの復元ソースである S3 バケットは、復元タスクがリクエストされたリージョンと同じ
リージョンに存在する必要があります。AMI はこのリージョンで復元されます。
AMI は、保存された AMI の値に対応する名前、説明、ブロックデバイスマッピングなどのメタデータとと
もに復元されます。このアカウントの名前は、リージョン内の AMI に対して一意である必要があります。
名前を指定しない場合、新しい AMI は元の AMI と同じ名前になります。AMI は、復元プロセス時に生成
される新しい AMI ID を取得します。
AMI 復元タスクを完了するのにかかる時間は、AMI のサイズによって異なります。また、タスクがキュー
に入れられているため、進行中の他のタスクの数にも依存します。タスクの進行状況は、AMI (describeimages) またはその EBS スナップショット (describe-snapshots) を記述することで確認できます。タスク
が失敗すると、AMI とスナップショットは失敗の状態に移行されます。
進行中のすべての AMI のサイズの合計は、アカウントあたり 300 GB (復元後のサイズに基づく) の EBS
スナップショットデータに制限されます。進行中のタスクが制限未満になるまで、それ以降のタスクの作
成は拒否されます。

制約事項
• これらの API を使用して保存できるのは、EBS-backed AMI だけです。
• 準仮想化 (PV) AMI はサポートされていません。
• 保存可能な AMI の上限サイズ (圧縮前) は、5,000 GB です。
• 保存イメージ (p. 162)リクエストのクォータ: 進行中の 600 GB の保存作業 (スナップショットデー
タ)。
• 復元イメージ (p. 162)リクエストのクォータ: 進行中の 300 GB の復元作業 (スナップショットデー
タ)。
• 保存タスク中は、スナップショットを削除してはならず、保存を実行する IAM プリンシパルにはスナッ
プショットへのアクセス権が必要です。それ以外の場合は、保存プロセスが失敗します。
• 同じ S3 バケットに AMI の複数のコピーを作成することはできません。
• S3 バケットに保存されている AMI は、元の AMI ID では復元できません。AMI エイリアシングを使用す
ると、これを軽減できます。
• 現在、保存 API と復元 API は、AWS Command Line Interface、AWS SDK、および Amazon EC2 API
を使用する場合にのみサポートされます。Amazon EC2 コンソールを使用して AMI を保存および復元す
ることはできません。

コスト
S3 を使用して AMI を保存および復元する場合、保存 API と復元 API で使用されるサービス、およびデー
タ転送について料金が発生します。API は、S3 と EBS Direct API を使用します (これらの API がスナップ
ショットデータにアクセスするために内部的に使用されます)。詳細については、Amazon S3 の料金およ
び Amazon EBS の料金をご参照ください。

AMI のセキュリティ保護
保存 API と復元 API を使用するには、S3 バケットと AMI が同じリージョンに存在する必要がありま
す。AMI のコンテンツを保護するために十分なセキュリティをもって S3 バケットが確実に設定されてい
ること、および AMI オブジェクトがバケット内に残っている限り、セキュリティが確実に維持されるよう
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にすることが重要です。これを実行できない場合は、これらの API の使用はお勧めしません。S3 バケッ
トへのパブリックアクセスが許可されていないことを確認します。必須ではありませんが、AMI を保存す
る S3 バケットのためにサーバー側の暗号化を有効にすることをお勧めします。
S3 バケットに適切なセキュリティを設定する方法については、次のセキュリティトピックをご参照くださ
い。
• Amazon S3 ストレージへのパブリックアクセスのブロック
• Amazon S3 バケット向けのサーバー側のデフォルトの暗号化動作の設定
• AWS Config ルールの s3-bucket-ssl-requests-only に準拠するには、どの S3 バケットポリシーを使用す
ればよいですか?
• Amazon S3 サーバーアクセスログ記録の有効化
AMI スナップショットが S3 オブジェクトにコピーされると、データは TLS 接続を介してコピーされま
す。暗号化されたスナップショットを使用して AMI を保存できますが、スナップショットは保存プロセス
の一部として復号されます。

S3 を使用して AMI を保存および復元するためのアクセス権限
IAM プリンシパルが Amazon S3 を使用して AMI を保存または復元する場合は、必要な許可を付与する必
要があります。
次のポリシーの例には、IAM プリンシパルが保存タスクと復元タスクを実行できるようにするために必要
なすべてのアクションが含まれています。
特定のリソースへのアクセス権のみをプリンシパルに付与する IAM ポリシーを作成することもできます。
ポリシーの例については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS リソースのアクセス管理」を参照してくださ
い。

Note
AMI を構成するスナップショットが暗号化されている場合、またはアカウントの暗号化がデフォ
ルトで有効になっている場合は、IAM プリンシパルに KMS キーを使用するための許可が付与さ
れている必要があります。詳細については、AWS KMS keys を使用するための許可 (p. 1632) を
参照してください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:DeleteObject",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket",
"s3:PutObject",
"s3:AbortMultipartUpload",
"ebs:CompleteSnapshot",
"ebs:GetSnapshotBlock",
"ebs:ListChangedBlocks",
"ebs:ListSnapshotBlocks",
"ebs:PutSnapshotBlock",
"ebs:StartSnapshot",
"ec2:CreateStoreImageTask",
"ec2:DescribeStoreImageTasks",
"ec2:CreateRestoreImageTask",
"ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
"ec2:DescribeTags",
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": "*"
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}

]

}

AMI 保存 API および復元 API を使用する
トピック
• S3 バケットに AMI を保存する (p. 162)
• AMI 保存タスクの進行状況を記述する (p. 162)
• S3 バケットから AMI を復元する (p. 162)

S3 バケットに AMI を保存する
AMI (AWS CLI) を保存するには
create-store-image-task コマンドを使用します。AMI の ID と、AMI を保存する S3 バケットの名前を指定
します。
aws ec2 create-store-image-task \
--image-id ami-1234567890abcdef0 \
--bucket myamibucket

正常な出力
{
}

"ObjectKey": "ami-1234567890abcdef0.bin"

AMI 保存タスクの進行状況を記述する
AMI 保存タスクの進行状況を記述するには (AWS CLI)
describe-store-image-tasks コマンドを使用します。
aws ec2 describe-store-image-tasks

正常な出力
{

}

"AmiId": "ami-1234567890abcdef0",
"Bucket": "myamibucket",
"ProgressPercentage": 17,
"S3ObjectKey": "ami-1234567890abcdef0.bin",
"StoreTaskState": "InProgress",
"StoreTaskFailureReason": null,
"TaskStartTime": "2021-01-01T01:01:01.001Z"

S3 バケットから AMI を復元する
AMI (AWS CLI) を復元するには
create-restore-image-task コマンドを使用します。describe-store-image-tasks 出力からの
S3ObjectKey および Bucket の値を使用して、AMI のオブジェクトキーと AMI のコピー先の S3 バケッ
トの名前を指定します。復元された AMI の名前も指定します。このアカウントの名前は、リージョン内の
AMI に対して一意である必要があります。
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Note
復元された AMI は、新しい AMI ID を取得します。
aws ec2 create-restore-image-task \
--object-key ami-1234567890abcdef0.bin \
--bucket myamibucket \
--name "New AMI Name"

正常な出力
{
}

"ImageId": "ami-0eab20fe36f83e1a8"

AMI を非推奨にする
AMI の使用を避けることで、それが古く、使用すべきではないことを示せます。AMI が非推奨となる将
来の日付を特定し、AMI が使用期限切れになるタイミングを知ることも可能です。例えば、現在有効な
管理が行われていない AMI の使用を避けたり、新しいバージョンで置き換えられている AMI を避けた
りすることができます。新しいユーザーが古い AMI を使用することを防止するため、デフォルトで、非
推奨の AMI は AMI のリストに表示されていません。ただし、既存のユーザーおよび起動サービス (起動
テンプレートや Auto Scaling グループなど) では、ID を指定することで、非推奨の AMI を引き続き使用
できます。AMI を削除して、ユーザーとサービスが使用できないようにするには、その AMI を登録解
除 (p. 168)します。
AMIが非推奨となった後は、以下が実施されます。
• AMI ユーザーの場合、非推奨の AMI は (ID を指定した場合や、非推奨の AMI を表示する必要があると指
定した場合を除き) DescribeImages API 呼び出しに表示されなくなります。AMIの 所有者に対しては、
非推奨の AMI は引き続き DescribeImages API 呼び出しに表示されます。
• AMI ユーザーは、非推奨の AMI をは EC2 コンソール経由で選択できなくなります。例えば、非推奨の
AMI は、インスタンスの起動ウィザードの AMI カタログに表示されません。AMI 所有者の EC2 コン
ソール上には、非推奨の AMI が引き続き表示されます。
• AMI ユーザーで、非推奨となった AMI の ID がわかっている場合は、API、CLI、または SDK により、
非推奨の AMI を使用しながらインスタンスの起動を継続することができます。
• 起動テンプレートや Auto Scaling グループなどの起動サービスは、非推奨の AMI を引き続き参照できま
す。
• 今後非推奨となる予定の AMI を使用して起動された EC2 インスタンスは影響を受けず、停止、起動、
および再起動が可能です。
プライベート AMI とパブリック AMI の両方を非推奨にすることができます。
Amazon Data Lifecycle Manager EBS-backed AMI ポリシーを作成して、EBS-backed AMI の廃止を自動化
することもできます。詳細については、「AMI ライフサイクルの自動化 (p. 1672)」を参照してください。

Note
すべてのパブリック AMI を非推奨にする日をデフォルトで AMI 作成日の 2 年後とします。非
推奨にする日は 2 年より前の日付に設定できます。非推奨にする日を取り消す場合や、非推
奨にする日をもっと先の日付に変える場合は、AMI を特定の AWS アカウントとのみ共有す
る (p. 126)ようにして、AMI を非公開にする必要があります。
トピック
• コスト (p. 164)
• 制約事項 (p. 160)
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• AMI を非推奨にする (p. 164)
• 非推奨 AMI の詳細表示 (p. 165)
• AMI の非推奨のキャンセル (p. 167)

コスト
AMI を非推奨にしても、その AMI は削除されません。AMI 所有者には、その AMI のスナップショットの
ための料金が引き続き請求されます。スナップショットの支払いを停止するには、AMI 所有者は、登録解
除 (p. 168)により AMI を削除する必要があります。

制約事項
• AMI を非推奨にするには、AMI の所有者である必要があります。

AMI を非推奨にする
AMI を非推奨にする日時を指定することができます。この手順を実行するには、AMI の所有者である必要
があります。
Console

AMI を特定の日付に非推奨にするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

左のナビゲーターで [AMI] を選択します。
フィルターバーから、[Owned by me] (自己所有) を選択します。

4.

AMI を選択し、[Actions] (アクション)、[Manage AMI Deprecation] (AMI 非推奨を管理) の順に選
択します。複数の AMI を選択して、複数の AMI の同じ非推奨日を一度に設定できます。

5.

[Enable] (有効化) のチェックボックスをオンにして、非推奨となった日時を入力します。

6.

非推奨日の上限は 10 年後ですが、パブリック AMI は例外で、上限は作成日から 2 年です。過去
の日付を指定することはできません。
[Save] を選択します。

AWS CLI
AMI を特定の日付に非推奨にするには
enable-image-deprecation コマンドを使用します。AMI の ID、ならびに、その AMI を非推奨にする日
時を指定します。秒の値を指定した場合は、Amazon EC2 により最も近い分に丸められます。
deprecate-at の上限は 10 年後ですが、パブリック AMI は例外で、上限は作成日から 2 年です。過
去の日付を指定することはできません。
aws ec2 enable-image-deprecation \
--image-id ami-1234567890abcdef0 \
--deprecate-at "2021-10-15T13:17:12.000Z"

正常な出力
{
}

"Return": "true"
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最終起動時間
LastLaunchedTime は、AMI が最後にインスタンスの起動に使用された時間を示すタイムスタンプで
す。インスタンスを起動するために最近使用されていない AMI は、非推奨や登録解除 (p. 168)の対象と
なる可能性が高いです。

Note
• インスタンスを起動するために AMI が使用される場合、その発生から 24 時間経過した後に報
告されます。
• lastLaunchedTime データは、2017 年 4 月以降に使用が可能になっています。
Console

AMI の最終起動時間を表示するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
左のナビゲーターで [AMI] を選択します。

3.

フィルターバーから、[Owned by me] (自己所有) を選択します。

4.

AMI を選択し、[Last launched time] (最終起動時間) フィールドにチェックを入れます (AMI の横
にあるチェックボックスを選択した場合、このフィールドは [Details] (詳細) タブにあります)。こ
のフィールドには、インスタンスの起動のために最後に AMI が使用された日時が表示されます。

AWS CLI
AMI の最終起動時間を表示するには
describe-image-attribute コマンドを実行し、--attribute lastLaunchedTime を指定します。こ
のコマンドを実行するには、AMI の所有者である必要があります。
aws ec2 describe-image-attribute \
--image-id ami-1234567890example \
--attribute lastLaunchedTime

出力例
{

}

"LastLaunchedTime": {
"Value": "2022-02-10T02:03:18Z"
},
"ImageId": "ami-1234567890example",

非推奨 AMI の詳細表示
AMI が非推奨になった日時を表示し、すべての AMI を非推奨になった日付でフィルタリングできま
す。AWS CLI を使用して、過去の日付で非推奨になっている、すべての AMI についての詳細を表示する
こともできます。
Console

AMI が非推奨になった日付を表示するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
左側のナビゲーターで [AMI] をクリックした後、AMI を選択します。
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3.

[Deprecation time] (非推奨となった時刻) フィールドにチェックを入れます (AMI の横にある
チェックボックスを選択した場合は、[Details] (詳細) タブにあります)。このフィールドに
は、AMI の非推奨の日次が表示されます。フィールドが空の場合は、AMI は非推奨ではありませ
ん。

非推奨になった日付で AMI をフィルタリングするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

左のナビゲーターで [AMI] を選択します。

3.

フィルターバーから、[Owned by me] (自己所有) または [Private images] (プライベートイメージ)
を選択します (プライベートイメージには、共有されている AMI のほかに、所有している AMI も
含まれます)。

4.

検索バーで Deprecation time と入力し (文字を入力すると、[Deprecation time] (非推奨となっ
た時刻) のフィルターが表示されます)、演算子と日時を選択します。

AWS CLI
describe-images コマンドを使用してすべての AMI を表示する場合、その結果は、AMI ユーザーに対
するものと AMI 所有者に対するもので異なります。
• AMI ユーザーの場合:
デフォルトでは、すべての AMI を describe-images コマンドにより表示した場合でも、自分が共有
しているものの所有はしていない非推奨の AMI は、そのコマンドの結果に表示されません。これ
は、デフォルトが --no-include-deprecated であるためです。非推奨の AMI を結果に含める
には、--include-deprecated パラメータを指定します。
• AMI の所有者である場合:
describe-imagesコマンドを使用して、すべての AMI を表示すると、所有しているすべての AMI (非
推奨の AMI を含む) が結果に表示されます。--include-deprecated パラメータを指定する必要
はありません。また、--no-include-deprecated を指定しても、所有している非推奨の AMI を
結果から除外することはできません。
非推奨となった AMI については、結果に DeprecationTime フィールドが表示されます。

Note
非推奨の AMI は、そこに過去の日付が表示されている AMI です。非推奨となる日付が将来に
設定されている場合、その AMI はまだ非推奨とはなっていません。
すべての非推奨の AMI を含めながらすべての AMI を詳細表示するには
ユーザーが所有していない非推奨の AMI をすべて結果に含めるには、describe-images コマンドを使
用して、--include-deprecated パラメータを指定します。
aws ec2 describe-images \
--region us-east-1 \
--owners 123456example
--include-deprecated

AMI が非推奨となった日付を表示するには
describe-images コマンドを実行する際に、AMI の ID を指定します。
AMI ID とともに --no-include-deprecated を指定しても、非推奨の AMI が結果に返されること
に注意してください。
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aws ec2 describe-images \
--region us-east-1 \
--image-ids ami-1234567890EXAMPLE

正常な出力
DeprecationTime フィールドには、AMI が非推奨にされる予定の日付が表示されます。AMI を非推
奨にすることが設定されていない場合、DeprecationTime フィールドは出力には表示されません。
{

"Images": [
{
"VirtualizationType": "hvm",
"Description": "Provided by Red Hat, Inc.",
"PlatformDetails": "Red Hat Enterprise Linux",
"EnaSupport": true,
"Hypervisor": "xen",
"State": "available",
"SriovNetSupport": "simple",
"ImageId": "ami-1234567890EXAMPLE",
"DeprecationTime": "2021-05-10T13:17:12.000Z"
"UsageOperation": "RunInstances:0010",
"BlockDeviceMappings": [
{
"DeviceName": "/dev/sda1",
"Ebs": {
"SnapshotId": "snap-111222333444aaabb",
"DeleteOnTermination": true,
"VolumeType": "gp2",
"VolumeSize": 10,
"Encrypted": false
}
}
],
"Architecture": "x86_64",
"ImageLocation": "123456789012/RHEL-8.0.0_HVM-20190618-x86_64-1-Hourly2GP2",
"RootDeviceType": "ebs",
"OwnerId": "123456789012",
"RootDeviceName": "/dev/sda1",
"CreationDate": "2019-05-10T13:17:12.000Z",
"Public": true,
"ImageType": "machine",
"Name": "RHEL-8.0.0_HVM-20190618-x86_64-1-Hourly2-GP2"
}
]
}

AMI の非推奨のキャンセル
AMI を非推奨とすることをキャンセルできます。これにより、[Deprecation time] (非推奨となった
時刻) フィールド (コンソール) から日時が削除され、または describe-images 出力 (AWS CLI) から
DeprecationTime フィールドが削除されます。この手順を実行するには、AMI の所有者である必要があ
ります。
Console

非推奨となっている AMI を復旧するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

左のナビゲーターで [AMI] を選択します。

3.

フィルターバーから、[Owned by me] (自己所有) を選択します。

4.

AMI を選択し、[Actions] (アクション)、[Manage AMI Deprecation] (AMI 非推奨を管理) の順に選
択します。複数の AMI を選択して、複数の AMI の非推奨を一度にキャンセルできます。

5.

[Enable] (有効化) チェックボックスをオフにして、[Save] (保存) を選択します。

AWS CLI
非推奨となっている AMI を復旧するには
AMI の ID を指定しながら、disable-image-deprecation コマンドを実行します。
aws ec2 disable-image-deprecation \
--image-id ami-1234567890abcdef0

正常な出力
{
}

"Return": "true"

AMI の登録の解除
AMI の利用が終わったら、その登録を解除できます。AMI の登録を解除すると、それを使用して新しいイ
ンスタンスを起動できなくなります。
AMI の登録を解除しても、その AMI から作成済みのインスタンスやその AMI の作成プロセスで作成され
たスナップショットには影響はありません。これらのスナップショットのインスタンスとストレージコス
トには、引き続き使用料が発生します。したがって、その使用が終了した際には、インスタンスを終了さ
せ、スナップショットを削除する必要があります。
目次
• 考慮事項 (p. 168)
• AMI のクリーンアップ (p. 168)
• 最終起動時間 (p. 172)

考慮事項
AMI の登録解除には、次の考慮事項が適用されます。
• アカウントが所有していない AMI の登録を解除することはできません。
• Amazon EC2 を使った AWS Backup サービスで管理されている AMI の登録解除はできません。代わり
に、AWS Backup を使用して、バックアップボールト内の対応するリカバリポイントを削除します。詳
細については、「AWS Backup デベロッパーガイド」の「Deleting backups」(バックアップの削除) を
参照してください。

AMI のクリーンアップ
AMI の登録を解除しても、その AMI の作成プロセス中にインスタンスのボリューム 用に作成したスナッ
プショットには影響しません。スナップショットのストレージは引き続き課金されます。そのため、使用
が終わったスナップショットは削除することをお勧めします。
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次の図に、 AMI のクリーンアッププロセスを示します。
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AMI をクリーンアップするには、次のいずれかの方法を使用します。
New console

AMI をクリーンアップするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

AMI の登録を解除する
a.

ナビゲーションペインで [AMIs] を選択します。

b.

登録を解除する AMI を選択し、その ID を書き留めます — これは、削除するスナップショッ
トを次のステップで見つけるのに役立ちます。

c.

[Actions] (アクション)、[Deregister AMI] (AMI の登録解除) の順に選択します。確認を求める
メッセージが表示されたら、[Deregister AMI] (AMI の登録解除) を選択します。

Note
コンソールで AMI がリストから削除されるまで、数分ほどかかります。ステータス
を更新するには、[Refresh] を選択します。
3.

4.

不要になったスナップショットの削除
a.

ナビゲーションペインで、[Snapshots] を選択します。

b.

削除するスナップショットを選択します ([Description] (説明) 列で前のステップから AMI ID
を検索)。

c.

[Actions] (アクション)、[Delete snapshot] (スナップショットの削除) の順に選択します。確
認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。

(オプション) インスタンスの終了
AMI から起動したインスタンスの使用が終わったら、それを削除できます。
a.

ナビゲーションペインで、[Instances] (インスタンス) をクリックした上で、終了するインス
タンスを選択します。

b.

[Instance state (インスタンスの状態)]、[Terminate instance (インスタンスの終了)] の順に選
択します。確認を求めるメッセージが表示されたら、[終了] を選択します。

Old console

AMI をクリーンアップするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

AMI の登録を解除する
a.

ナビゲーションペインで [AMIs] を選択します。

b.

登録を解除する AMI を選択し、その ID を記録します — これは、削除するスナップショット
を次の手順で見つける際に役立ちます。

c.

[Actions]、[Deregister] の順に選択します。確認を求められたら、[Continue] を選択します。

Note
コンソールで AMI がリストから削除されるまで、数分ほどかかります。ステータス
を更新するには、[Refresh] を選択します。
3.

不要になったスナップショットの削除
a.

ナビゲーションペインで、[Snapshots] を選択します。

b.

削除するスナップショットを選択します ([Description] (説明) 列で前のステップから AMI ID
を検索)。
170

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
AMI の登録の解除

c.
4.

[ Actions] で、[Delete ] を選択します。確認を求めるメッセージが表示されたら、
[Yes、Delete] を選択します。

(オプション) インスタンスの終了
AMI から起動したインスタンスの使用が終わったら、それを削除できます。
a.

ナビゲーションペインで、[Instances] (インスタンス) をクリックした上で、終了するインス
タンスを選択します。

b.

[Actions]、[Instance State]、[Terminate] の順に選択します。確認を求めるメッセージが表示
されたら、[Yes、Terminate] (はい、終了する) を選択します。

AWS CLI
以下の手順に従い、 AMI をクリーンアップします。
1.

AMI の登録を解除する
deregister-image コマンドを使用して AMI の登録を解除します。
aws ec2 deregister-image --image-id ami-12345678

2.

不要になったスナップショットの削除
delete-snapshotコマンドを使用して、不要になったスナップショットを削除します。
aws ec2 delete-snapshot --snapshot-id snap-1234567890abcdef0

3.

インスタンスの削除 (オプション)
AMI から起動したインスタンスの使用を終えた場合には、terminate-instances コマンドによりそ
のインスタンスを削除できます。
aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-12345678

PowerShell
以下の手順に従い、 AMI をクリーンアップします。
1.

AMI の登録を解除する
AMI の登録を解除するには、Unregister-EC2Imageコマンドレットを使用します。
Unregister-EC2Image -ImageId ami-12345678

2.

不要になったスナップショットの削除
不要になったスナップショットは、Remove-EC2Snapshotコマンドレットを使用して削除しま
す。
Remove-EC2Snapshot -SnapshotId snap-12345678

3.

インスタンスの削除 (オプション)
AMI から起動したインスタンスの使用を終えた場合には、Remove-EC2Instance コマンドレット
によりそのインスタンスを削除できます。
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Remove-EC2Instance -InstanceId i-12345678

最終起動時間
LastLaunchedTime は、AMI が最後にインスタンスの起動に使用された時間を示すタイムスタンプで
す。インスタンスを起動するために最近使用されていない AMI は、登録解除や非推奨 (p. 163)の対象と
なる可能性が高いです。

Note
• インスタンスを起動するために AMI が使用される場合、その発生から 24 時間経過した後に報
告されます。
• lastLaunchedTime データは、2017 年 4 月以降に使用が可能になっています。
Console

AMI の最終起動時間を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

左のナビゲーターで [AMI] を選択します。
フィルターバーから、[Owned by me] (自己所有) を選択します。

4.

AMI を選択し、[Last launched time] (最終起動時間) フィールドにチェックを入れます (AMI の横
にあるチェックボックスを選択した場合、このフィールドは [Details] (詳細) タブにあります)。こ
のフィールドには、インスタンスの起動のために最後に AMI が使用された日時が表示されます。

AWS CLI
AMI の最終起動時間を表示するには
describe-image-attribute コマンドを実行し、--attribute lastLaunchedTime を指定します。こ
のコマンドを実行するには、AMI の所有者である必要があります。
aws ec2 describe-image-attribute \
--image-id ami-1234567890example \
--attribute lastLaunchedTime

出力例
{

}

"LastLaunchedTime": {
"Value": "2022-02-10T02:03:18Z"
},
"ImageId": "ami-1234567890example",

ごみ箱から AMI を復旧する
ごみ箱は、誤って削除された Amazon EBS スナップショットと EBS-backed AMI を復元することを可能
にするデータ復旧機能です。ごみ箱を使用する場合、リソースが削除されると、リソースは、完全に削除
されるまでの時間として指定した期間、ごみ箱に保持されます。
リソースは、保持期間が終了する前であればいつでもごみ箱から復元できます。ごみ箱からリソースを復
元すると、そのリソースはごみ箱から削除され、アカウント内の他のそのタイプのリソースと同じ方法
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で使用できます。保持期間が終了し、リソースが復元されない場合、リソースはごみ箱から完全に削除さ
れ、復旧できなくなります。
ごみ箱内の AMI には追加料金は発生しません。
詳細については、ごみ箱 (p. 1843) を参照してください。
トピック
• ごみ箱内の AMI を操作するための許可 (p. 173)
• ごみ箱内の AMI を表示する (p. 174)
• ごみ箱から AMI を復元する (p. 175)

ごみ箱内の AMI を操作するための許可
デフォルトでは、IAM ユーザーには、ごみ箱にある AMI を操作する許可はありません。IAM ユーザーがこ
れらのリソースを利用するには、特定のリソースと API アクションを使用する許可を付与する IAM ポリ
シーを作成する必要があります。その後に、許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーを
アタッチします。
ごみ箱にある AMI を表示および復旧するには、AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーに
次の許可が必要です。
• ec2:ListImagesInRecycleBin
• ec2:RestoreImageFromRecycleBin
ごみ箱内の AMI のタグを管理するには、次の追加の許可を IAM ユーザーに付与する必要があります。
• ec2:CreateTags
• ec2:DeleteTags
ごみ箱コンソールを使用するには、IAM ユーザーに ec2:DescribeTags 許可が必要です。
IAM ポリシーの例を次に示します。これには、コンソールユーザーの ec2:DescribeTags 許可と、タグ
を管理するための ec2:CreateTags および ec2:CreateTags の許可が含まれます。許可が不要な場合
は、ポリシーから削除できます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:ListImagesInRecycleBin",
"ec2:RestoreImageFromRecycleBin"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags",
"ec2:DeleteTags",
"ec2:DescribeTags"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:Region::image/*"
}
]
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ごみ箱を使用するために必要な許可の詳細については、「ごみ箱および保持ルールを操作するための許
可 (p. 1847)」を参照してください。

ごみ箱内の AMI を表示する
AMI がごみ箱に入っている間は、次のような限定された情報を表示できます。
• AMI の名前、説明、および一意の ID。
• AMI が削除され、ごみ箱に入った日時。
• 保持期間の有効期限が終了する日時。この日時に AMI は完全に削除されます。
ごみ箱内の AMI は、次のいずれかの方法を使用して表示できます。
Recycle Bin console

コンソールを使用して、ごみ箱にある委任された AMI を表示するには
1.

console.aws.amazon.com/rbin/home/ でごみ箱コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Recycle Bin] (ごみ箱) を選択します。

3.

グリッドには、現在ごみ箱にあるすべてのリソースが一覧表示されます。特定の AMI の詳細を表
示するには、グリッドで選択し、[Actions] (アクション)、[View details] (詳細を表示) の順に選択
します。

AWS CLI
AWS CLI を使用して、ごみ箱にある委任された AMI を表示するには
list-images-in-recycle-bin AWS CLI コマンドを使用します。特定の AMI を表示するには、--imageid オプションを含めて、表示する AMI の ID を指定します。1 つのリクエストで最大 20 個の ID を指
定できます。
ごみ箱内のすべての AMI を表示するには、--image-id オプションを省略します。--max-items の
値を指定しない場合、コマンドはデフォルトで 1 ページあたり 1,000 個のアイテムを返します。詳細
については、「Amazon EC2 API リファレンス」の「Pagination」(ページネーション) を参照してく
ださい。
C:\> aws ec2 list-images-in-recycle-bin --image-id ami_id

例えば、次のコマンドは、ごみ箱にある AMI ami-01234567890abcdef に関する情報を表示しま
す。
C:\> aws ec2 list-images-in-recycle-bin --image-id ami-01234567890abcdef

出力例:
{

"Images": [
{
"ImageId": "ami-0f740206c743d75df",
"Name": "My AL2 AMI",
"Description": "My Amazon Linux 2 AMI",
"RecycleBinEnterTime": "2021-11-26T21:04:50+00:00",
"RecycleBinExitTime": "2022-03-06T21:04:50+00:00"
}
]
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Important
以下のエラーが発生した場合、AWS CLI でバージョンの更新が必要な場合があります。詳細
については、「コマンドが見つからないエラー」を参照してください。
aws.exe: error: argument operation: Invalid choice, valid choices are: ...

ごみ箱から AMI を復元する
AMI がごみ箱に入っている間は、いかなる方法でも使用できません。AMI を使用するには、まずスナップ
ショットを復元する必要があります。ごみ箱から AMI を復元すると、その AMI はすぐに使用でき、ごみ
箱からは削除されます。復元された AMI は、アカウント内の他の AMI と同じ方法で使用できます。
次のいずれかの方法を使用して、ごみ箱から AMI を復元できます。
Recycle Bin console

コンソールを使用してごみ箱から AMI を復元するには
1.

ごみ箱コンソール (https://console.aws.amazon.com//rbin/home/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Recycle Bin] (ごみ箱) を選択します。

3.

グリッドには、現在ごみ箱にあるすべてのリソースが一覧表示されます。復元する AMI を選択
し、[Recover] (復旧) を選択します。

4.

プロンプトが表示されたら、[Recover] (復元) を選択します。

AWS CLI
AWS CLI を使用して、削除した AMI をごみ箱から復元するには
restore-image-from-recycle-bin AWS CLI コマンドを使用します。--image-id に復元する AMI の ID
を指定します。
C:\> aws ec2 restore-image-from-recycle-bin --image-id ami_id

例えば、次のコマンドでは AMI ami-01234567890abcdef をごみ箱から復元します。
C:\> aws restore-image-from-recycle-bin --image-id ami-01234567890abcdef

コマンドが正常に完了した場合、出力を返しません。

Important
以下のエラーが発生した場合、AWS CLI でバージョンの更新が必要な場合があります。詳細
については、「コマンドが見つからないエラー」を参照してください。
aws.exe: error: argument operation: Invalid choice, valid choices are: ...

EBS-backed AMI ライフサイクルの自動化
Amazon Data Lifecycle Manager を使用して、Amazon EBS-backed AMI とそのバッキングスナップショッ
トの作成、保持、コピー、非推奨、登録削除を自動化できます。詳細については、Amazon Data Lifecycle
Manager (p. 1656) を参照してください。
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EBS-backed AMI での暗号化の利用
Amazon EBS スナップショットを使用した AMI は Amazon EBS 暗号化の利点を活かすことができます。
データおよびルートボリュームの両方のスナップショットを暗号化して AMI にアタッチできます。インス
タンスを起動し、完全な EBS 暗号化サポートも含めてイメージをコピーできます。これらのオペレーショ
ンの暗号化パラメータは、AWS KMS が利用できるすべてのリージョンでサポートされています。
暗号化された EBS ボリュームを持つ EC2 インスタンスは、他のインスタンスと同様に AMIs から起動し
ます。また、暗号化されていない EBS スナップショットでバックアップされている AMI からインスタン
スを起動するとき、起動中に一部またはすべてのボリュームを暗号化できます。
EBS ボリュームと同様に、AMI のスナップショットはデフォルトの AWS KMS key または指定したカスタ
マーマネージド型キーで暗号化できます。いずれの場合も、選択した KMS キー を使用するためのアクセ
ス権限が必要です。
暗号化されたスナップショットを持つ AMI は、AWS アカウント間で共有できます。詳細については、共
有 AMI (p. 113) を参照してください。
EBS-backed AMI トピックでの暗号化
• インスタンスの起動シナリオ (p. 176)
• イメージコピーのシナリオ (p. 178)

インスタンスの起動シナリオ
AMI から Amazon EC2 インスタンスを起動するには、RunInstances または直接 Amazon EC2 API や
CLI を使用して、AWS Management Console アクションを実行します。その際、ブロックデバイスマッ
ピングから提供されるパラメータを指定します。ブロックデバイスマッピングに関する詳細については、
「ブロックデバイスマッピング」を参照してください。AWS CLI からブロックデバイスマッピングを制御
する例については、「EC2 インスタンスを起動、リスト、および終了する」を参照してください。
デフォルトでは、明示的な暗号化パラメータがない場合、AMI のソーススナップショットから EBS ボ
リュームを復元しているときに、RunInstances アクションは AMI のソーススナップショットの既存の
暗号化状態を維持します。デフォルトでの暗号化 (p. 1723) が有効になっている場合、AMI から作成した
すべてのボリュームが暗号化されます (作成元のスナップショットが暗号化されているかどうかは関係あ
りません)。デフォルトでの暗号化有効にされていない場合、インスタンスは AMI の暗号化状態を維持し
ます。
インスタンスを起動し、同時に、暗号化パラメータを指定して、新しい暗号化状態を生成されるボリュー
ムに適用することもできます。そのため、以下の動作が観察されます。
暗号化パラメータなしでの起動
• デフォルトでの暗号化が有効にされている場合を除き、暗号化されていないスナップショットは、暗号
化されていないボリュームに復元されます。デフォルトでの暗号化が有効にされている場合は、新しく
作成されるすべてのボリュームが暗号化されます。
• 所有する暗号化されたスナップショットは、同じ KMS キー に暗号化されるボリュームに復元されま
す。
• 所有していない (例えば、AMI が共有されている) 暗号化されたスナップショットは、ユーザーの AWS
アカウントのデフォルト KMS キーで暗号化されているボリュームに復元されます。
デフォルトの動作は、暗号化パラメータを指定してオーバーライドできます。利用できるパラメータ
は、Encrypted と KmsKeyId です。Encrypted パラメータのみを設定すると、次のような結果になり
ます。
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Encrypted を設定し、KmsKeyId を指定しない場合のインスタンス起動動作
• 暗号化されていないスナップショットは、ユーザーの AWS アカウントのデフォルト KMS キーで暗号化
されている EBS ボリュームに復元されます。
• 所有する暗号化されたスナップショットは、同じ KMS キー により暗号化された EBS ボリュームに復元
されます。(つまり、Encrypted パラメータには効果がありません。)
• 所有していない (つまり、AMI が共有されている) 暗号化されたスナップショットは、ユーザーの
AWS アカウントのデフォルト KMS キーで暗号化されているボリュームに復元されます。(つま
り、Encrypted パラメータには効果がありません。)
Encrypted と KmsKeyId 両方のパラメータを設定すると、暗号化オペレーションにデフォルトではない
KMS キー を指定できます。結果として次のように動作します。
Encrypted と KmsKeyId が両方設定されたインスタンス
• 暗号化されていないスナップショットは、指定された KMS キー により暗号化された EBS ボリュームに
復元されます。
• 暗号化されたスナップショットは、元の KMS キー ではなく、指定された KMS キー に暗号化された
EBS ボリュームに復元されます。
Encrypted パラメータも設定せずに KmsKeyIdを送信するとエラーが発生します。
以下のセクションでは、デフォルトではない暗号化パラメータを使用して AMI からインスタンスを起動す
る例を示します。これらの各シナリオでは、RunInstances アクションに指定するパラメータにより、ス
ナップショットからボリュームを復元中に暗号化の状態が変化します。
コンソールを使用して AMI からインスタンスを起動する方法については、「インスタンスの起
動 (p. 515)」を参照してください。

起動時にボリュームを暗号化する
この例では、暗号化されていないスナップショットでバックアップされた AMI を使用して、暗号化された
EBS ボリュームのある EC2 インスタンスを起動します。

Encrypted パラメータのみを使用すると、このインスタンスのボリュームが暗号化されます。KmsKeyId
パラメータの指定はオプションです。KMS キー ID を指定しない場合、AWS アカウントのデフォルト
KMS キーを使用して、ボリュームを暗号化します。所有する別の KMS キー にボリュームを暗号化するに
は、KmsKeyId パラメータを指定します。
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起動時にボリュームを再暗号化する
この例では、暗号化されたスナップショットでバックアップされた AMI を使用して、新しい KMS キー に
より暗号化された EBS ボリュームのある EC2 インスタンスを起動します。

AMI を所有していて、暗号化パラメータを指定しない場合、作成されるインスタンスではスナップショッ
トと同じ KMS キーでボリュームが暗号化されます。他のアカウントから共有された AMI に対して暗号化
パラメータを指定しない場合、ボリュームはデフォルト KMS キー により暗号化されます。図のように暗
号化パラメータが指定されている場合、ボリュームは指定された KMS キー により暗号化されます。

起動時に複数のボリュームの暗号化状態を変更する
このより複雑な例では、複数のスナップショット (暗号化状態はそれぞれ異なります) でバックアップされ
た AMI を使用して、新しく暗号化されたボリュームと再暗号化されたボリュームがある EC2 インスタン
スを起動します。

このシナリオでは、RunInstances アクションにソーススナップショットそれぞれに対する暗号化パラ
メータが指定されます。可能な暗号化パラメータがすべて指定されると、AMI を所有しているかどうかに
関係なく、作成されるインスタンスは同じです。

イメージコピーのシナリオ
Amazon EC2 AMI をコピーするには、CopyImage または直接 Amazon EC2 API や CLI を使用して、AWS
Management Console アクションを実行します。
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デフォルトでは、明示的な暗号化パラメータがない場合、コピー中 CopyImage アクションは AMI のソー
ススナップショットの既存の暗号化状態を維持します。AMI をコピーし、同時に、暗号化パラメータを指
定して、新しい暗号化状態を関連付けられている EBS スナップショットに適用することもできます。その
ため、以下の動作が観察されます。
暗号化パラメータなしでのコピー
• デフォルトでの暗号化が有効にされている場合を除き、暗号化されていないスナップショットは、別の
暗号化されていないスナップショットにコピーされます。デフォルトでの暗号化が有効にされている場
合は、新しく作成されるすべてのスナップショットが暗号化されます。
• 所有する暗号化されたスナップショットは、同じ KMS キー で暗号化されたスナップショットにコピー
されます。
• 所有していない (例えば、AMI が共有されている) 暗号化されたスナップショットは、ユーザーの AWS
アカウントのデフォルト KMS キーで暗号化されているスナップショットにコピーされます。
これらすべてのデフォルトの動作は、暗号化パラメータを指定してオーバーライドできます。利用できる
パラメータは、Encrypted と KmsKeyId です。Encrypted パラメータのみを設定すると、次のような
結果になります。
Encrypted を設定し、KmsKeyId を指定しない場合のコピーイメージ動作
• 暗号化されていないスナップショットは、AWS アカウントのデフォルト KMS キーで暗号化されたス
ナップショットにコピーされます。
• 暗号化されたスナップショットは、同じ KMS キー により暗号化されたスナップショットにコピーされ
ます。(つまり、Encrypted パラメータには効果がありません。)
• 所有していない (例えば、AMI が共有されている) 暗号化されたスナップショットは、ユーザーの
AWS アカウントのデフォルト KMS キーで暗号化されているボリュームにコピーされます。(つま
り、Encrypted パラメータには効果がありません。)
Encrypted と KmsKeyId 両方のパラメータを設定すると、暗号化オペレーションにカスタマー管理 KMS
キー を指定できます。結果として次のように動作します。
Encrypted と KmsKeyId の両方を設定した場合のコピーイメージ動作
• 暗号化されていないスナップショットは、指定された KMS キー により暗号化されたスナップショット
にコピーされます。
• 暗号化されたスナップショットは、元の KMS キー ではなく、指定された KMS キー に暗号化されたス
ナップショットにコピーされます。
Encrypted パラメータも設定せずに KmsKeyIdを送信するとエラーが発生します。
以下のセクションでは、デフォルトではない暗号化パラメータを使用して AMI をコピーし、結果として暗
号化状態が変化する例を示します。
コンソールを使用する手順の詳細については、「AMI のコピー (p. 150)」を参照してください。

コピー時に暗号化されていないイメージを暗号化する
このシナリオでは、暗号化されていないルートスナップショットでバックアップされた AMI は、暗号化
されたルートスナップショットを持つ AMI にコピーされます。CopyImage アクションは、カスタマーマ
ネージド型キーなど、2 つの暗号化パラメータで呼び出されます。その結果、ルートスナップショットの
暗号化ステータスが変更され、ターゲット AMI はソーススナップショットと同じデータを含むルートス
ナップショットにバックアップされますが、指定されたキーを使用して暗号化されます。両方の AMI でス
ナップショットのストレージコストと、いずれかの AMI から起動するインスタンスの料金が発生します。
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Note
デフォルトで暗号化 (p. 1723)を有効にすると、AMI 内のすべてのスナップショットで
Encrypted パラメータを true に設定したのと同じ効果があります。

Encrypted パラメータを設定すると、このインスタンスの単一のスナップショットが暗号化されま
す。KmsKeyId パラメータを指定しない場合は、デフォルトのカスタマーマネージド型キーを使用して、
スナップショットのコピーが暗号化されます。

Note
複数のスナップショットがあるイメージをコピーして、それぞれの暗号化状態を個々に設定する
こともできます。

Amazon EventBridge を使用して AMI イベントをモ
ニタリングする
Amazon マシンイメージ (AMI) の状態に変更があった場合、Amazon EC2 はイベントを生成し、それを
Amazon EventBridge (旧 Amazon CloudWatch Events) に送信します。Amazon EventBridge を使用するこ
とで、これらのイベントの検出と対応が行えるようになります。EventBridge では、イベントに応答して
アクションをトリガーするためのルールを作成します。例えば、AMI 作成プロセスが完了したことを検出
し、Amazon SNS トピックを呼び出して E メール通知をユーザーに送信する、EventBridge ルールを作成
できます。
AMI が以下のいずれかの状態に遷移すると、Amazon EC2 はイベントを生成します。
• available
• failed
• deregistered
以下のいずれかの AMI オペレーションが実行される場合に、AMI は available または failed の状態に
なることがあります。
• CreateImage
• CopyImage
• RegisterImage
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• CreateRestoreImageTask
次の AMI オペレーションが実行される場合には、AMI は deregistered の状態になることがあります。
• DeregisterImage
イベントは、ベストエフォートベースで生成されます。
トピック
• AMI イベント (p. 181)
• Amazon EventBridge ルールを作成する (p. 183)

AMI イベント
EC2 AMI State Change イベントには以下の 3 種類があります。
• available (p. 181)
• failed (p. 182)
• deregistered (p. 182)
イベントは、EventBridge のデフォルトのイベントバスに、JSON 形式で送信されます。
イベント内の以下のフィールドは、アクションをトリガーするルールを作成するために使用します。
"source": "aws.ec2“
イベントが Amazon EC2 からのものであるかを特定します。
"detail-type": "EC2 AMI State Change"
イベント名を特定します。
"detail": { "ImageId": "ami-0123456789example", "State": "available", }
以下の情報を提供します。
• AMI ID – 特定の AMI を追跡する場合。
• AMI (available、failed、または deregistered) の状態。

available
以下に、CreateImage、CopyImage、RegisterImage、および CreateRestoreImage のタスクが正常に処理
された後、AMI がavailable 状態に遷移する際に Amazon EC2 により生成されるイベントの例を示しま
す。
"State": "available" は、このオペレーションが正常に処理されたことを示します。
{

"version": "0",
"id": "example-9f07-51db-246b-d8b8441bcdf0",
"detail-type": "EC2 AMI State Change",
"source": "aws.ec2",
"account": "012345678901",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-0123456789example"],
"detail": {
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}

}

"RequestId": "example-9dcc-40a6-aa77-7ce457d5442b",
"ImageId": "ami-0123456789example",
"State": "available",
"ErrorMessage": ""

failed
以下に、CreateImage、CopyImage、RegisterImage、および CreateRestoreImage のタスク処理に失敗し
た後、AMI が failed 状態に遷移する際に Amazon EC2 により生成されるイベントの例を示します。
以下のフィールドにより、関連する情報が提供されます。
• "State": "failed" – オペレーションが失敗したことを示します。
• "ErrorMessage": "" – オペレーション失敗の理由を示します。

{

}

"version": "0",
"id": "example-9f07-51db-246b-d8b8441bcdf0",
"detail-type": "EC2 AMI State Change",
"source": "aws.ec2",
"account": "012345678901",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-0123456789example"],
"detail": {
"RequestId": "example-9dcc-40a6-aa77-7ce457d5442b",
"ImageId": "ami-0123456789example",
"State": "failed",
"ErrorMessage": "Description of failure"
}

deregistered
以下に、DeregisterImage が正常に処理された後、AMI が deregistered 状態に遷移する際に Amazon
EC2 により生成されるイベントの例を示します。オペレーションが失敗した場合、イベントの生成は行わ
れません。DeregisterImage は同期オペレーションであるため、処理が失敗した場合は直ちに認識されま
す。
"State": "deregistered" は、DeregisterImage オペレーションが正常に実行されたことを示しま
す。
{

"version": "0",
"id": "example-9f07-51db-246b-d8b8441bcdf0",
"detail-type": "EC2 AMI State Change",
"source": "aws.ec2",
"account": "012345678901",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-0123456789example"],
"detail": {
"RequestId": "example-9dcc-40a6-aa77-7ce457d5442b",
"ImageId": "ami-0123456789example",
"State": "deregistered",
"ErrorMessage": ""
}
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Amazon EventBridge ルールを作成する
Amazon EventBridge では、ルールを作成することで、そのルール内のイベントパターンに一致するイベ
ントを受信した際に実行する、アクションを指定できます。イベントが一致すると、EventBridge は指定
されたターゲットにイベントを送信し、ルールで定義されたアクションをトリガーします。
イベントパターンは、一致するイベントと同じ構造をしています。イベントパターンは、イベントに一致
するか、一致しないかのいずれかになります。
AMI 状態変更イベントのルール作成時、イベントパターンに以下のフィールドを含めることができます。
"source": "aws.ec2“
イベントが Amazon EC2 からのものであるかを特定します。
"detail-type": "EC2 AMI State Change"
イベント名を特定します。
"detail": { "ImageId": "ami-0123456789example", "State": "available", }
以下の情報を提供します。
• AMI ID – 特定の AMI を追跡する場合。
• AMI (available、failed、または deregistered) の状態。

例: 通知を送信する EventBridge ルールを作成する
以下の例では、CreateImage オペレーションが正常に完了した後、AMI が available 状態に遷移した場
合に、E メール、テキストメッセージ、あるいはモバイルのプッシュ通知を送信する、EventBridge ルー
ルを作成します。
EventBridge ルールを作成する前に、E メール、テキストメッセージ、またはモバイルプッシュ通知用の
Amazon SNS トピックを作成する必要があります。

AMI が作成され available 状態にある場合に通知を送信する EventBridge ルールを作成するに
は
1.
2.
3.

Amazon EventBridge コンソール (https://console.aws.amazon.com/events/) を開きます。
[Create rule] を選択します。
[Define rule detail] (詳細の定義) で、次の操作を行います。
a.

4.

ルールの [Name (名前)] を入力し、必要に応じて説明を入力します。

ルールには、同じリージョン内および同じイベントバス上の別のルールと同じ名前を付けること
はできません。
b. [Event bus] (イベントバス) として、[default] (デフォルト) を選択します。アカウント内の AWS
のサービスで生成されたイベントは、常に、そのアカウントのデフォルトのイベントバスに送ら
れます。
c. [Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を
選択します。
d. [Next] を選択します。
[Build event pattern] (イベントパターンの作成) で、次の操作を行います。
a.

[Event source] (イベントソース) で、[AWS events or EventBridge partner events] ( イベントまた
は EventBridge パートナーイベント) を選択します。
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b.

この例では、AMI が available 状態に遷移した際に生成される EC2 AMI State Change イベ
ントと一致するイベントパターンを [Event pattern] (イベントパターン) で指定します。
{

"source": ["aws.ec2"],
"detail-type": ["EC2 AMI State Change"],
"detail": {"State": ["available"]}

}

イベントパターンを追加するには、以下のように [Event pattern form] (イベントパターンフォー
ム) を選択してテンプレートを使用するか、[Custom pattern (JSON editor)] (カスタムパターン
(JSON エディター)) を選択して独自のパターンを指定します。
i.

ii.

c.
5.

テンプレートを使用してイベントパターンを作成するには、以下の操作を行います。
A.

[Event pattern form] (イベントパターンフォーム) を選択します。

B.

[Event source] (イベントソース) では、AWS[services] (サービス) を選択します。

C.

[AWS Service] ( のサービス) で [EC2] を選択します。

D.

[Event type] (イベントタイプ) で [EC2 AMI State Change] (EC2 AMI の状態変更) を選択
します。

E.

テンプレートをカスタマイズするには、[Edit pattern] (パターンを編集) を選択した上
で、この例のイベントパターンに合わせた変更を行います。

カスタムイベントパターンを指定するには、以下の操作を行います。
A.

[Custom pattern (JSON editor)] (カスタムパターン (JSON エディター)) を選択します。

B.

[Event pattern] (イベントパターン) ボックスに、この例のイベントパターンを追加しま
す。

[Next] を選択します。

[Select target(s)] (ターゲットを選択) で、以下の操作を行います。
a.

[Target types] (ターゲットタイプ) では、AWS[services] (サービス) を選択します。

b.

イベントの発生時に E メール、テキストメッセージ、またはモバイルプッシュ通知を送信するた
めに、[Select a target] (ターゲットを選択) で、[SNS topic] (SNS トピック) を選択します。

c.

[Topic (トピック)] で、既存のトピックを選択します。先ず、Amazon SNS コンソールを使用して
Amazon SNS トピックを作成する必要があります。詳細については、Amazon Simple Notification
Service デベロッパーガイド の「Amazon SNS を使用した Application-to-Person (A2P) メッセー
ジング」を参照してください。

d.

(オプション) [Additional settings] (追加設定) で、その他の設定を行うこともできます。詳細につ
いては、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「イベントに反応する Amazon EventBridge
ルールの作成」(ステップ 16) を参照してください。

e.

[Next] を選択します。

6.

(オプション) 必要な場合は、[Tags] (タグ) で 1 つ以上のタグを作成したルールに割り当て、[Next] (次
へ) を選択します。

7.

[Review and create] (確認して作成) で、以下の操作を行いす。
a.

ルールの詳細を確認し、必要な場合は変更を行います。

b.

[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」で以下のトピックを参照してください。
• Amazon EventBridge イベント
• Amazon EventBridge のイベントパターン
• Amazon EventBridge ルール
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Lambda 関数を作成する方法と、その Lambda 関数を実行する EventBridge ルールのチュートリアルに
ついては、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「チュートリアル: EventBridge を使用して Amazon
EC2 インスタンスの状態をログに記録する」を参照してください。

AMI の請求情報について
インスタンスの起動時に選択できる Amazon マシンイメージ (AMI) は多数あり、さまざまなオペレーティ
ングシステムプラットフォームと機能をサポートしています。AWS からの最終的な請求金額に対し、イン
スタンスの起動時に選択した AMI がどのように影響するかは、関連するオペレーティングシステムプラッ
トフォームと請求情報を調べることで知ることができます。オンデマンドまたは スポットインスタンス を
起動するか、リザーブドインスタンス を購入する前に、この操作を行ってください。
以下、どのように AMI を事前調査することで、ニーズに最も適した AMI を選択できるかを示した例を 2
つ紹介します。
• スポットインスタンス では、AMI プラットフォームの詳細を使用して、AMI が スポットインスタンス
でサポートされていることを確認できます。
• リザーブドインスタンス を購入する際、AMI プラットフォームの詳細にマップするオペレーティングシ
ステムプラットフォーム (プラットフォーム) を選択するようにできます。
インスタンスの料金の詳細については、「Amazon EC2 料金表」を参照してください。
コンテンツ
• AMI 請求情報フィールド (p. 185)
• AMI の請求と使用状況の詳細の検索 (p. 186)
• 請求書に記載されている AMI の請求を確認する (p. 188)

AMI 請求情報フィールド
次のフィールドは、AMI に関連付けられた請求情報を提供します。
プラットフォームの詳細
AMI の請求コードに関連付けられたプラットフォームの詳細。例えば、Red Hat Enterprise
Linux です。
使用操作
Amazon EC2 インスタンスの操作、および AMI に関連付けられている請求コード。例え
ば、RunInstances:0010 です。[使用操作] は、AWS のコストと使用状況レポート (CUR) の 明細項
目/オペレーション列と、AWS Price List API に対応しています。
これらのフィールドは、Amazon EC2 コンソールの [Instances] ページまたは [AMI] ページ、あるいは
describe-images コマンドによって返されるレスポンスで表示できます。

サンプルデータ: プラットフォーム別の使用状況操作
次の表は、Amazon EC2 コンソールの [インスタンス] ページまたは [AMI] ページ、あるいは describeimages コマンドによって返されるレスポンスに表示できる、プラットフォームの詳細と使用オペレーショ
ンの値の一部をリストしています。
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プラットフォームの詳細

使用操作**

Linux/UNIX

RunInstances

Red Hat BYOL Linux

RunInstances:00g0

Red Hat Enterprise Linux

RunInstances:0010

Red Hat Enterprise Linux with HA

RunInstances:1010

Red Hat Enterprise Linux with SQL Server
Standard および HA

RunInstances:1014

Red Hat Enterprise Linux with SQL Server
Enterprise および HA

RunInstances:1110

Red Hat Enterprise Linux with SQL Server
Standard

RunInstances:0014

Red Hat Enterprise Linux with SQL Server Web

RunInstances:0210

Red Hat Enterprise Linux with SQL Server
Enterprise

RunInstances:0110

SQL Server Enterprise

RunInstances:0100

SQL Server Standard

RunInstances:0004

SQL Server Web

RunInstances:0200

SUSE Linux

RunInstances:000g

Windows

RunInstances:0002

Windows BYOL

RunInstances:0800

Windows with SQL Server Enterprise *

RunInstances:0102

Windows with SQL Server Standard *

RunInstances:0006

Windows with SQL Server Web *

RunInstances:0202

* 2 つのソフトウェアライセンスが 1 つの AMI に関連付けられている場合、[Platform details] フィールド
には両方が表示されます。
** スポットインスタンス を実行している場合、AWS のコストと使用状況レポートの lineitem/
Operation は、ここに記載されている [使用操作] の値と異なる場合があります。例えば、lineitem/
Operation に RunInstances:0010:SV006 が表示されている場合は、Amazon EC2 が VPC ゾーン #6
で米国東部 (バージニア) で Red Hat Enterprise Linux スポットインスタンス時間を実行していることを示
します。

AMI の請求と使用状況の詳細の検索
Amazon EC2 コンソールでは、[AMI] ページまたは [インスタンス] ページから AMI 請求情報を表示できま
す。また、AWS CLI またはインスタンスメタデータサービスを使用して、請求情報を検索することもでき
ます。
請求書の AMI 料金を確認するには、次のフィールドが役立ちます。
• プラットフォームの詳細

186

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
AMI 請求情報の検索

• 使用操作
• AMI ID

AMI の請求情報の検索 (コンソール)
Amazon EC2 コンソールで AMI 請求情報を確認するには、次の手順に従います。

[AMI] ページから AMI 請求情報を調べる
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで [AMIs] を選択し、AMI を選択します。

3.

[詳細] タブで、[プラットフォーム詳細] と [使用操作] の値を確認します。

[インスタンス] ページから AMI の請求情報を調べる
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Instances] を選択してから、インスタンスを選択します。

3.

[詳細] タブ (以前のバージョンのコンソールを使用している場合は [説明] タブ) で、[プラットフォーム
の詳細] と [使用オペレーション] の値を確認します。

AMI 請求情報フィールドの検索 (AWS CLI)
AWS CLI を使用して AMI 請求情報を検索するには、AMI ID を確認する必要があります。AMI ID がわから
ない場合は、インスタンスに対し describe-instances コマンドを使用することで取得できます。
AMI ID を見つけるには
インスタンス ID がわかっている場合は、describe-instances コマンドを実行することで、インスタンスの
AMI ID を取得できます。
aws ec2 describe-instances --instance-ids i-123456789abcde123

このコマンドの出力の ImageId フィールドに AMI ID が表示されます。
..."Instances": [
{
"AmiLaunchIndex": 0,
"ImageId": "ami-0123456789EXAMPLE",
"InstanceId": "i-123456789abcde123",
...
}]

AMI の請求情報を見つけるには
AMI ID がわかっている場合は、describe-images コマンドを使用して AMI プラットフォームと使用オペ
レーションの詳細を取得できます。
$ aws ec2 describe-images --image-ids ami-0123456789EXAMPLE

次の出力例は、PlatformDetails フィールドと UsageOperation フィールドを示しています。この例
では、ami-0123456789EXAMPLE プラットフォームは Red Hat Enterprise Linux であり、使用操作
と請求コードは RunInstances:0010 です。
{
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}

"Images": [
{
"VirtualizationType": "hvm",
"Description": "Provided by Red Hat, Inc.",
"Hypervisor": "xen",
"EnaSupport": true,
"SriovNetSupport": "simple",
"ImageId": "ami-0123456789EXAMPLE",
"State": "available",
"BlockDeviceMappings": [
{
"DeviceName": "/dev/sda1",
"Ebs": {
"SnapshotId": "snap-111222333444aaabb",
"DeleteOnTermination": true,
"VolumeType": "gp2",
"VolumeSize": 10,
"Encrypted": false
}
}
],
"Architecture": "x86_64",
"ImageLocation": "123456789012/RHEL-8.0.0_HVM-20190618-x86_64-1-Hourly2-GP2",
"RootDeviceType": "ebs",
"OwnerId": "123456789012",
"PlatformDetails": "Red Hat Enterprise Linux",
"UsageOperation": "RunInstances:0010",
"RootDeviceName": "/dev/sda1",
"CreationDate": "2019-05-10T13:17:12.000Z",
"Public": true,
"ImageType": "machine",
"Name": "RHEL-8.0.0_HVM-20190618-x86_64-1-Hourly2-GP2"
}
]

請求書に記載されている AMI の請求を確認する
AWS のコストと使用状況レポート (CUR) で示されたインスタンスの請求情報が、そのインスタンスの起
動に使用した AMI に関連付けられた請求情報と一致していることを確認することで、予定外のコストの発
生を防ぐことができます。
請求情報を確認するには、CUR でインスタンス ID を見つけ、lineitem/Operation 列で対応する値を
確認します。値は、AMI に関連付けられた [使用オペレーション] の値と一致する必要があります。
例えば、AMI ami-0123456789EXAMPLE には次の請求情報があります。
• プラットフォームの詳細 = Red Hat Enterprise Linux
• 使用オペレーション = RunInstances:0010
この AMI を使用してインスタンスを起動した場合は、CUR でインスタンス ID を検索し、lineitem/
Operation 列で対応する値を確認できます。この例では、値は RunInstances:0010 であることが必要
です。

AMI クォータ
AMI を作成および共有する際には、以下のクォータが適用されます。AWS リージョン ごとにクォータが
適用されます。
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クォータ名

説明

リージョンあたりのデフォルト
のクォータ

AMI

リージョンごとに許可されてい
るパブリック AMI およびプライ
ベート AMI の最大数。これらに
は、利用可能な AMI と保留中の
AMI、およびごみ箱にある AMI
が含まれます。

50,000

パブリック AMI

リージョンごとに許可されてい
5
るパブリック AMI の最大数 (ごみ
箱内のパブリック AMI を含む)。

AMI 共有

リージョン内で AMI を共有で
きるエンティティ (組織、組織
単位 (OU)、アカウント) の最大
数。AMI を組織または OU と共
有する場合、組織内のアカウン
ト数や OU 数はクォータにカウ
ントされません。

1,000

クォータを超えて AMI をさらに作成または共有したい場合は、以下を実行できます。
• AMI またはパブリック AMI のクォータの合計を超える場合は、未使用のイメージの登録を解除すること
を検討してください。
• パブリック AMI のクォータを超える場合は、1 つ以上のパブリック AMI をプライベートにすることを検
討してください。
• AMI の共有クォータを超える場合は、個別のアカウントではなく、組織または OU と AMI を共有するこ
とを検討してください。
• AMI のクォータの引き上げをリクエストします。

AMI のクォータの引き上げをリクエストする
AMI のデフォルトクォータを超える容量が必要な場合は、クォータの引き上げをリクエストできます。

AMI のクォータの引き上げをリクエストするには
1.

https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home で Service Quotas のコンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[AWS services] (AWS のサービス) を選択します。

3.

リストから [Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)] を選択するか、検索ボックスにサービス
の名前を入力します。

4.

引き上げをリクエストするには、AMI クォータを選択します。選択できる AMI クォータは次のとおり
です:
• AMI
• パブリック AMI
• AMI 共有

5.

[Request quota increase] (クォータの引き上げのリクエスト) を選択します。

6.

[Change quota value] (クォータ値の変更) に新しいクォータ値を入力し、[Request] (リクエスト) を選
択します。
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保留中または最近解決されたリクエストを表示するには、ナビゲーションペインから [ダッシュボード] を
選択します。保留中のリクエストの場合は、リクエストのステータスを選択してリクエストの受信をオー
プンします。リクエストの初期ステータスは [Pending] (保留中) です。ステータスが [Quota requested]
(クォータをリクエスト済み) に変わると、[Support Center case number] (サポートセンターのケース番号)
にケース番号が表示されます。リクエストのチケットを開くには、ケース番号を選択します。
リクエストが解決されると、クォータの [適用されたクォータ値] が新しい値に設定されます。
詳細については、Service Quotas ユーザーガイドを参照してください。
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Amazon EC2 インスタンス
Amazon EC2 を初めて使用する場合は、次のトピックを参照して使用を開始してください。
• Amazon EC2 とは (p. 1)
• Amazon EC2 を使用するようにセットアップする (p. 5)
• チュートリアル: Amazon EC2 Windows インスタンスの開始方法 (p. 9)
• インスタンスのライフサイクル (p. 511)
実稼働環境を起動する前に、以下の質問に答える必要があります。
Q. ニーズに最も合っているインスタンスタイプはどれか?
Amazon EC2 には、アプリケーションを実行するために必要な CPU、メモリ、ストレージ、ネット
ワークキャパシティーを選択できるようにするため、さまざまなインスタンスタイプが用意されてい
ます。詳細については、インスタンスタイプ (p. 194) を参照してください。
Q. ニーズに最も合っている購入オプションはどれか?
Amazon EC2 では、オンデマンドインスタンス (デフォルト)、スポットインスタンス、および リザー
ブドインスタンス をサポートします。詳細については、インスタンス購入オプション (p. 313) を参
照してください。
Q. EC2 インスタンスフリートおよびハイブリッド環境にあるマシンを、遠隔から管理することは可能か?
AWS Systems Manager では、Amazon EC2 インスタンスの設定、オンプレミスのインスタンスの設
定、および他のクラウドプロバイダーの仮想マシン (VM) などハイブリッド環境にある VM の設定を
遠隔からセキュアに管理できます。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドを参照
してください。

Amazon EC2 Windows インスタンス
以下では、Amazon EC2 の主要なコンポーネントと、Windows インスタンスとオンプレミスで実行されて
いる Windows Server との比較の概要について説明します。

インスタンスと AMI
Amazon マシンイメージ (AMI) は、ソフトウェア構成 (オペレーティングシステム、アプリケーションサー
バー、アプリケーションなど) を記録したテンプレートです。AMI からインスタンスを起動できます。イ
ンスタンスとは AMI のコピーであり、クラウド内で仮想サーバーとして実行されます。
Amazon は、よく使用されるソフトウェア構成の AMI を多数一般公開しています。加えて、AWS デベ
ロッパーコミュニティのメンバーによって作成された、独自のカスタム AMI もあります。独自のカスタム
AMI を作成することもできます。必要なものがすべて含まれた新しいインスタンスを、すばやく簡単に起
動できるようになります。例えば、ウェブサイトまたはウェブサービスに使用する場合は、AMI に含まれ
るものとして、ウェブサーバー、関連する静的コンテンツ、動的ページ用のコードが考えられます。この
AMI からインスタンスを起動すると、ウェブサーバーが起動し、アプリケーションはリクエストを受け付
け可能な状態になります。
Windows インスタンスの起動時間を短縮するために、AMI を最適化して起動を高速化できます。これによ
り、事前プロビジョニングされたスナップショットのセットが作成され、インスタンスが最大 65% 高速に
起動されます。詳細については、「Windows AMI を高速起動するように設定する (p. 34)」を参照してくだ
さい。
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1 つの AMI から、複数の異なるタイプのインスタンスを起動することもできます。インスタンスタイ
プは、インスタンスに使用されるインフラストラクチャを決定します。一部のインスタンスタイプは汎
用的な使用を想定していますが、コンピューティング用の高パフォーマンスプロセッサ、大規模なデータ
セットを処理するための拡張メモリ、ストレージの高速 I/O など、特定の用途向けの最適化をサポートす
るものもあります。インスタンス上で実行する予定のアプリケーションやソフトウェアに必要なパフォー
マンスとサイズを提供するインスタンスタイプを選択します。詳細については、「Amazon EC2 のインス
タンスタイプ」を参照してください。
Windows インスタンスは、停止または終了させるか、エラーが発生するまで実行を続けます。インスタン
スがエラーで終了した場合は、元の AMI から新しいインスタンスを起動できます。
AWS アカウントでは、稼動できるインスタンスの数に制限があります。この制限の詳細、および増加を要
求する方法については、Amazon EC2 の全般的なよくある質問の「Amazon EC2 ではいくつのインスタン
スを稼動できますか」を参照してください。

Windows Server と Windows インスタンスの違い
Amazon EC2 Windows インスタンスは、起動後は、Windows Server を実行する従来のサーバーと同じ
ように動作します。たとえば、Windows Server と Amazon EC2 インスタンスのどちらも、ウェブアプリ
ケーションの実行、Batch 処理、大規模な計算能力を必要とするアプリケーションの管理などを実行でき
ます。しかし、サーバーハードウェアモデルとクラウドコンピューティングモデルの間には重要な違いが
あります。Amazon EC2 インスタンスが実行される方法は、Windows Server を実行する従来のサーバー
の実行方法とは異なります。
Amazon EC2 Windows インスタンスを起動する前に、クラウドサーバー上で実行されるアプリケーション
のアーキテクチャが、ハードウェア上で実行される従来のアプリケーションモデルのアーキテクチャと大
きく異なる可能性があることを理解しておく必要があります。クラウドサーバー上でアプリケーションを
実装するには、設計プロセスに変更が必要です。
以下の表に、Windows Server と Amazon EC2 Windows インスタンスの重要な相違点についてまとめま
す。
Windows Server

Amazon EC2 Windows インスタンス

リソースと容量が物理的に制限される。

リソースと容量がスケーラブルである。

インフラストラクチャを使用しなくても費用が発
生する。

インフラストラクチャの使用量に対して料金を支
払う。インスタンスを停止または終了した直後か
ら、そのインスタンスの課金が停止される。

機器を設置するための空間と、定期的なメンテナ
ンスが必要。

機器を設置するための空間を必要とせず、定期的
なメンテナンスも不要。

電源ボタンを押すことで開始される (コールドブー
トと呼ばれる)。

インスタンスの起動で開始される。

サーバーのシャットダウン時間になるまで、また
はサーバーをスリープ状態または休止状態にする
(この間、サーバーの電源はオフになっている) ま
で、サーバーの実行を継続できる。

サーバーの実行を継続したり、サーバーを停止し
て再起動したり (この間、インスタンスは新しいホ
ストコンピュータに移動される) できる。

サーバーをシャットダウンすると、すべてのリ
ソースはそのまま残り、サーバーをオフにしたと
きの状態になる。ハードドライブに保存した情報
は保持され、必要な場合にいつでもアクセスでき
る。電源をオンにすることで、サーバーを実行状
態に戻すことができる。

インスタンスを終了すると、そのインフラストラ
クチャを利用できなくなる。インスタンスを削除
した後に、接続または再起動することはできませ
ん。ただし、インスタンスの実行中にインスタン
スからイメージを作成し、そのイメージから新し
いインスタンスをいつでも起動できる。
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るアプリケーションを設計する
Windows Server を実行する従来のサーバーの状態は、次の図のように変化します。

以下の図を前の Windows Server の図と比較すると、Amazon EC2 Windows インスタンスは従来の
Windows Server と似ていることがわかります。インスタンスを起動すると、インスタンスはすぐに
pending 状態になり、その間、登録が実行されます。その後、インスタンスは running 状態になります。
インスタンスを停止または終了するまで、インスタンスのアクティブな状態が維持されます。インスタン
スを終了した後、インスタンスを再起動することはできません。インスタンスの実行中にインスタンスの
バックアップイメージを作成し、そのバックアップイメージから新しいインスタンスを起動できます。

Windows インスタンスで実行するアプリケーションを
設計する
先のセクションで述べた相違点は、Amazon EC2 Windows インスタンスで実行するアプリケーションを設
計する際に重要になります。
Amazon EC2 用に作成されたアプリケーションは、基盤となるコンピューティングインフラストラクチャ
を、オンデマンドベースで使用します。ジョブを実行するために必要なリソース (ストレージや計算処理
など) をオンデマンドで使用し、処理が終了したらリソースを解放します。また多くの場合、ジョブの終
了後はアプリケーション自体も廃棄されます。アプリケーションは、稼働中にはリソース要件に応じて弾
力的に拡張または縮小します。Amazon EC2 インスタンス上で実行されるアプリケーションは、インフラ
ストラクチャにエラーが発生しても、自由に各種コンポーネントを終了して再作成することができます。
Amazon EC2 上で実行する Windows アプリケーションを設計する際は、ニーズに応じた計算処理性能や
ストレージリソースの迅速なデプロイや縮小を視野に入れることができます。
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Amazon EC2 Windows インスタンスを実行する際は、Windows Server で必要とされるような、ハード
ウェア、ソフトウェア、ストレージなどの完全なシステムパッケージを準備する必要はありません。代わ
りに、さまざまなクラウドリソースを使用して Windows アプリケーションの拡張性と全体的なパフォーマ
ンスを向上することに専念できます。
Amazon EC2 では、エラーや機能停止に備えて設計を行うことが、アーキテクチャに欠かせない重要な
部分となります。スケーラブルで冗長性のある他のあらゆるシステムと同様、このシステムのアーキテク
チャでも、計算処理、ネットワーク、およびストレージのエラーに備えなければなりません。さまざまな
種類のエラーを処理できるメカニズムをアプリケーションに組み込んでおく必要があります。鍵となるの
は、密に結合しておらず、非同期的に相互動作でき、お互いをスケーラブルで独立したブラックボックス
として扱う、個々のコンポーネントで構成されたモジュラーシステムの構築です。これにより、いずれか
のコンポーネントにエラーが発生したりビジー状態になったりしても、現在のシステムを維持したままそ
のコンポーネントの別のインスタンスを起動することができます。
もう 1 つ、エラーに強い設計に重要なのは、アプリケーションを地理的に分散することです。アプリケー
ションを地理的に分散したリージョンに複製しておくことで、システムの可用性を向上させることができ
ます。
Amazon EC2 インフラストラクチャはプログラム可能で、デプロイ作業の自動化、ソフトウェアとアプリ
ケーションのインストールと設定、仮想サーバーのブートストラップなどをスクリプトを使って実行でき
ます。
Amazon EC2 Windows インスタンス上で実行するアプリケーションアーキテクチャのすべてのレイヤにお
いてセキュリティを実装する必要があります。重要なデータや機密データを Amazon EC2 環境に保存する
ことについて懸念がある場合は、アップロード前に暗号化してください。

インスタンスタイプ
インスタンスを起動するときは、指定したインスタンスタイプによって、インスタンスに使用するホスト
コンピュータのハードウェアが決まります。インスタンスタイプごとに、コンピューティング、メモリ、
およびストレージの機能が異なっており、これらの機能に基づいたインスタンスファミリーにグループ化
されています。インスタンスタイプは、インスタンス上で実行するアプリケーションやソフトウェアの要
件に基づいて選択します。
Amazon EC2 では、CPU、メモリ、インスタンスストレージなどホストコンピュータの一部のリソー
スを、特定のインスタンス専用に割り当てます。ネットワークやディスクサブシステムなどホストコン
ピュータでの他のリソースは、Amazon EC2 によりインスタンス間で共有されます。ホストコンピュータ
の各インスタンスが、これらの共有リソースの 1 つを可能な限り利用しようとする場合、それぞれのイン
スタンスは、そのリソースの共有分を等しく受け取ります。ただし、リソースの使用率が低い場合は、1
つのインスタンスがそのリソースのより多くの部分を利用できます。
各インスタンスタイプは、共有リソースからからより高い、またはより低い最小性能を提供します。例え
ば、高速の I/O パフォーマンスを実行するインスタンスタイプは、共有リソースに対してより大きな割り
当てを取得します。共有リソースをより大きく配分することによって、I/O 性能のばらつきを抑えることも
できます。ほとんどのアプリケーションでは、中程度の I/O 性能があれば十分です。ただし、より高い、
またはより一貫した I/O パフォーマンスを必要とするアプリケーションの場合は、より I/O パフォーマン
スの高いインスタンスタイプを使用することを検討してください。

インスタンスタイプ名
Amazon EC2 はさまざまなインスタンスタイプを提供しており、要件に最適なタイプを選択できます。
インスタンスタイプには、ファミリー、世代、追加機能、およびサイズに基づいた名前が付けられます。
インスタンスタイプ名の先頭は、インスタンスファミリーを表しています (例: c)。2 番目のポジションで
は、そのインスタンスの世代を示しています (例: 5)。ピリオドの前に置かれる他の文字は、ローカルの
NVMe ストレージや C ステートの完全な制御など、追加機能 (p. 200)を表します。ピリオド (.) の後に
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置かれるのはインスタンスサイズで、9xlarge のように数字に続けてサイズを表します。またメタルイン
スタンスの場合には metal という単語が続きます。

目次
• 利用可能なインスタンスタイプ (p. 195)
• ハードウェア仕様 (p. 200)
• Nitro System 上に構築されたインスタンス (p. 201)
• ネットワーキング機能とストレージ機能 (p. 202)
• インスタンス制限 (p. 206)
• 汎用インスタンス (p. 206)
• コンピュート最適化インスタンス (p. 253)
• メモリ最適化インスタンス (p. 262)
• ストレージ最適化インスタンス (p. 277)
• Windows 高速コンピューティングインスタンス (p. 284)
• Amazon EC2 インスタンスタイプの検索 (p. 301)
• インスタンスタイプに関する推奨事項の取得 (p. 302)
• インスタンスタイプを変更する (p. 306)

利用可能なインスタンスタイプ
Amazon EC2 では、幅広いインスタンスタイプの選択肢があり、さまざなユースケースに合わせて最適化
できます。サポートされるリージョン、コンピューティングリソース、ストレージリソースなど、要件を
満たすインスタンスタイプを決定するには、「Amazon EC2 インスタンスタイプの検索 (p. 301)」を参
照してください。

現行世代のインスタンス
最適なパフォーマンスを得るために、新しいインスタンスを起動するときには、以下のインスタンスタイ
プを使用することをお勧めします。詳細については、「Amazon EC2 のインスタンスタイプ」を参照して
ください。
タイプ

Sizes

ユースケー
ス

C4

c4.large | c4.xlarge | c4.2xlarge | c4.4xlarge | c4.8xlarge

コンピュー
ティング
の最適
化 (p. 253)

C5

c5.large | c5.xlarge | c5.2xlarge | c5.4xlarge | c5.9xlarge |
c5.12xlarge | c5.18xlarge | c5.24xlarge | c5.metal

コンピュー
ティング
の最適
化 (p. 253)
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タイプ

Sizes

ユースケー
ス

C5a

c5a.large | c5a.xlarge | c5a.2xlarge | c5a.4xlarge | c5a.8xlarge
| c5a.12xlarge | c5a.16xlarge | c5a.24xlarge

コンピュー
ティング
の最適
化 (p. 253)

C5ad

c5ad.large | c5ad.xlarge | c5ad.2xlarge | c5ad.4xlarge |
c5ad.8xlarge | c5ad.12xlarge | c5ad.16xlarge | c5ad.24xlarge

コンピュー
ティング
の最適
化 (p. 253)

C5d

c5d.large | c5d.xlarge | c5d.2xlarge | c5d.4xlarge | c5d.9xlarge
| c5d.12xlarge | c5d.18xlarge | c5d.24xlarge | c5d.metal

コンピュー
ティング
の最適
化 (p. 253)

C5n

c5n.large | c5n.xlarge | c5n.2xlarge | c5n.4xlarge | c5n.9xlarge
| c5n.18xlarge | c5n.metal

コンピュー
ティング
の最適
化 (p. 253)

C6a

c6a.large | c6a.xlarge | c6a.2xlarge | c6a.4xlarge | c6a.8xlarge
| c6a.12xlarge | c6a.16xlarge | c6a.24xlarge | c6a.32xlarge |
c6a.48xlarge | c6a.metal

コンピュー
ティング
の最適
化 (p. 253)

C6i

c6i.large | c6i.xlarge | c6i.2xlarge | c6i.4xlarge | c6i.8xlarge
| c6i.12xlarge | c6i.16xlarge | c6i.24xlarge | c6i.32xlarge |
c6i.metal

コンピュー
ティング
の最適
化 (p. 253)

C6id

c6id.large | c6id.xlarge | c6id.2xlarge | c6id.4xlarge |
c6id.8xlarge | c6id.12xlarge | c6id.16xlarge | c6id.24xlarge |
c6id.32xlarge | c6id.metal

コンピュー
ティング
の最適
化 (p. 253)

D2

d2.xlarge | d2.2xlarge | d2.4xlarge | d2.8xlarge

ストレー
ジの最適
化 (p. 277)

D3

d3.xlarge | d3.2xlarge | d3.4xlarge | d3.8xlarge

ストレー
ジの最適
化 (p. 277)

D3en

d3en.large | d3en.xlarge | d3en.2xlarge | d3en.4xlarge |
d3en.6xlarge | d3en.8xlarge | d3en.12xlarge

ストレー
ジの最適
化 (p. 277)

F1

f1.2xlarge | f1.4xlarge | f1.16xlarge

高速コン
ピュー
ティン
グ (p. 284)

G3

g3s.xlarge | g3.4xlarge | g3.8xlarge | g3.16xlarge

高速コン
ピュー
ティン
グ (p. 284)
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タイプ

Sizes

ユースケー
ス

G4ad

g4ad.xlarge | g4ad.2xlarge | g4ad.4xlarge | g4ad.8xlarge |
g4ad.16xlarge

高速コン
ピュー
ティン
グ (p. 284)

G4dn

g4dn.xlarge | g4dn.2xlarge | g4dn.4xlarge | g4dn.8xlarge |
g4dn.12xlarge | g4dn.16xlarge | g4dn.metal

高速コン
ピュー
ティン
グ (p. 284)

G5

g5.xlarge | g5.2xlarge | g5.4xlarge | g5.8xlarge | g5.12xlarge |
g5.16xlarge | g5.24xlarge | g5.48xlarge

高速コン
ピュー
ティン
グ (p. 284)

H1

h1.2xlarge | h1.4xlarge | h1.8xlarge | h1.16xlarge

ストレー
ジの最適
化 (p. 277)

I3

i3.large | i3.xlarge | i3.2xlarge | i3.4xlarge | i3.8xlarge |
i3.16xlarge | i3.metal

ストレー
ジの最適
化 (p. 277)

I3en

i3en.large | i3en.xlarge | i3en.2xlarge | i3en.3xlarge |
i3en.6xlarge | i3en.12xlarge | i3en.24xlarge | i3en.metal

ストレー
ジの最適
化 (p. 277)

I4i

i4i.large | i4i.xlarge | i4i.2xlarge | i4i.4xlarge | i4i.8xlarge
| i4i.16xlarge | i4i.32xlarge | i4i.metal

ストレー
ジの最適
化 (p. 277)

M4

m4.large | m4.xlarge | m4.2xlarge | m4.4xlarge | m4.10xlarge |
m4.16xlarge

汎
用 (p. 206)

M5

m5.large | m5.xlarge | m5.2xlarge | m5.4xlarge | m5.8xlarge |
m5.12xlarge | m5.16xlarge | m5.24xlarge | m5.metal

汎
用 (p. 206)

M5a

m5a.large | m5a.xlarge | m5a.2xlarge | m5a.4xlarge | m5a.8xlarge
| m5a.12xlarge | m5a.16xlarge | m5a.24xlarge

汎
用 (p. 206)

M5ad

m5ad.large | m5ad.xlarge | m5ad.2xlarge | m5ad.4xlarge |
m5ad.8xlarge | m5ad.12xlarge | m5ad.16xlarge | m5ad.24xlarge

汎
用 (p. 206)

M5d

m5d.large | m5d.xlarge | m5d.2xlarge | m5d.4xlarge | m5d.8xlarge
| m5d.12xlarge | m5d.16xlarge | m5d.24xlarge | m5d.metal

汎
用 (p. 206)

M5dn

m5dn.large | m5dn.xlarge | m5dn.2xlarge | m5dn.4xlarge |
m5dn.8xlarge | m5dn.12xlarge | m5dn.16xlarge | m5dn.24xlarge |
m5dn.metal

汎
用 (p. 206)

M5n

m5n.large | m5n.xlarge | m5n.2xlarge | m5n.4xlarge | m5n.8xlarge
| m5n.12xlarge | m5n.16xlarge | m5n.24xlarge | m5n.metal

汎
用 (p. 206)

M5zn

m5zn.large | m5zn.xlarge | m5zn.2xlarge | m5zn.3xlarge |
m5zn.6xlarge | m5zn.12xlarge | m5zn.metal

汎
用 (p. 206)
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タイプ

Sizes

ユースケー
ス

M6a

m6a.large | m6a.xlarge | m6a.2xlarge | m6a.4xlarge | m6a.8xlarge
| m6a.12xlarge | m6a.16xlarge | m6a.24xlarge | m6a.32xlarge |
m6a.48xlarge | m6a.metal

汎
用 (p. 206)

M6i

m6i.large | m6i.xlarge | m6i.2xlarge | m6i.4xlarge | m6i.8xlarge
| m6i.12xlarge | m6i.16xlarge | m6i.24xlarge | m6i.32xlarge |
m6i.metal

汎
用 (p. 206)

M6id

m6id.large | m6id.xlarge | m6id.2xlarge | m6id.4xlarge |
m6id.8xlarge | m6id.12xlarge | m6id.16xlarge | m6id.24xlarge |
m6id.32xlarge | m6id.metal

汎
用 (p. 206)

P2

p2.xlarge | p2.8xlarge | p2.16xlarge

高速コン
ピュー
ティン
グ (p. 284)

P3

p3.2xlarge | p3.8xlarge | p3.16xlarge

高速コン
ピュー
ティン
グ (p. 284)

P3dn

p3dn.24xlarge

高速コン
ピュー
ティン
グ (p. 284)

R4

r4.large | r4.xlarge | r4.2xlarge | r4.4xlarge | r4.8xlarge |
r4.16xlarge

メモリ最適
化 (p. 262)

R5

r5.large | r5.xlarge | r5.2xlarge | r5.4xlarge | r5.8xlarge |
r5.12xlarge | r5.16xlarge | r5.24xlarge | r5.metal

メモリ最適
化 (p. 262)

R5a

r5a.large | r5a.xlarge | r5a.2xlarge | r5a.4xlarge | r5a.8xlarge
| r5a.12xlarge | r5a.16xlarge | r5a.24xlarge

メモリ最適
化 (p. 262)

R5ad

r5ad.large | r5ad.xlarge | r5ad.2xlarge | r5ad.4xlarge |
r5ad.8xlarge | r5ad.12xlarge | r5ad.16xlarge | r5ad.24xlarge

メモリ最適
化 (p. 262)

R5b

r5b.large | r5b.xlarge | r5b.2xlarge | r5b.4xlarge | r5b.8xlarge
| r5b.12xlarge | r5b.16xlarge | r5b.24xlarge | r5b.metal

メモリ最適
化 (p. 262)

R5d

r5d.large | r5d.xlarge | r5d.2xlarge | r5d.4xlarge | r5d.8xlarge
| r5d.12xlarge | r5d.16xlarge | r5d.24xlarge | r5d.metal

メモリ最適
化 (p. 262)

R5dn

r5dn.large | r5dn.xlarge | r5dn.2xlarge | r5dn.4xlarge |
r5dn.8xlarge | r5dn.12xlarge | r5dn.16xlarge | r5dn.24xlarge |
r5dn.metal

メモリ最適
化 (p. 262)

R5n

r5n.large | r5n.xlarge | r5n.2xlarge | r5n.4xlarge | r5n.8xlarge
| r5n.12xlarge | r5n.16xlarge | r5n.24xlarge | r5n.metal

メモリ最適
化 (p. 262)

R6a

r6a.large | r6a.xlarge | r6a.2xlarge | r6a.4xlarge | r6a.8xlarge
| r6a.12xlarge | r6a.16xlarge | r6a.24xlarge | r6a.32xlarge |
r6a.48xlarge | r6a.metal

メモリ最適
化 (p. 262)
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タイプ

Sizes

ユースケー
ス

R6i

r6i.large | r6i.xlarge | r6i.2xlarge | r6i.4xlarge | r6i.8xlarge
| r6i.12xlarge | r6i.16xlarge | r6i.24xlarge | r6i.32xlarge |
r6i.metal

メモリ最適
化 (p. 262)

R6id

r6id.large | r6id.xlarge | r6id.2xlarge | r6id.4xlarge |
r6id.8xlarge | r6id.12xlarge | r6id.16xlarge | r6id.24xlarge |
r6id.32xlarge | r6id.metal

メモリ最適
化 (p. 262)

T2

t2.nano | t2.micro | t2.small | t2.medium | t2.large | t2.xlarge |
t2.2xlarge

汎
用 (p. 206)

T3

t3.nano | t3.micro | t3.small | t3.medium | t3.large | t3.xlarge |
t3.2xlarge

汎
用 (p. 206)

T3a

t3a.nano | t3a.micro | t3a.small | t3a.medium | t3a.large |
t3a.xlarge | t3a.2xlarge

汎
用 (p. 206)

Trn1

trn1.2xlarge | trn1.32xlarge

高速コン
ピュー
ティン
グ (p. 284)

ハイメモリ u-3tb1.56xlarge | u-6tb1.56xlarge | u-6tb1.112xlarge
(u-*)
| u-6tb1.metal | u-9tb1.112xlarge | u-9tb1.metal |
u-12tb1.112xlarge | u-12tb1.metal | u-18tb1.metal |
u-24tb1.metal

メモリ最適
化 (p. 262)

X1

x1.16xlarge | x1.32xlarge

メモリ最適
化 (p. 262)

X1e

x1e.xlarge | x1e.2xlarge | x1e.4xlarge | x1e.8xlarge |
x1e.16xlarge | x1e.32xlarge

メモリ最適
化 (p. 262)

X2idn

x2idn.16xlarge | x2idn.24xlarge | x2idn.32xlarge | x2idn.metal

メモリ最適
化 (p. 262)

X2iedn

x2iedn.xlarge | x2iedn.2xlarge | x2iedn.4xlarge |
x2iedn.8xlarge | x2iedn.16xlarge | x2iedn.24xlarge |
x2iedn.32xlarge | x2iedn.metal

メモリ最適
化 (p. 262)

X2iezn

x2iezn.2xlarge | x2iezn.4xlarge | x2iezn.6xlarge |
x2iezn.8xlarge | x2iezn.12xlarge | x2iezn.metal

メモリ最適
化 (p. 262)

z1d

z1d.large | z1d.xlarge | z1d.2xlarge | z1d.3xlarge | z1d.6xlarge
| z1d.12xlarge | z1d.metal

メモリ最適
化 (p. 262)

旧世代のインスタンス
アプリケーションが旧世代のインスタンスタイプ用に最適化されており、アップグレードはまだこれから
というユーザー向けに、Amazon Web Services では、それらの旧世代のインスタンスを提供しています。
最高のパフォーマンスを得るには、現世代のインスタンスタイプの使用をお勧めしますが、以下の旧世代
のインスタンスタイプも引き続きサポートします。適切なアップグレードとなる現世代のインスタンスタ
イプの詳細については、「旧世代のインスタンス」を参照してください。
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タイプ

Sizes

C1

c1.medium | c1.xlarge

C3

c3.large | c3.xlarge | c3.2xlarge | c3.4xlarge | c3.8xlarge

G2

g2.2xlarge | g2.8xlarge

I2

i2.xlarge | i2.2xlarge | i2.4xlarge | i2.8xlarge

M1

m1.small | m1.medium | m1.large | m1.xlarge

M2

m2.xlarge | m2.2xlarge | m2.4xlarge

M3

m3.medium | m3.large | m3.xlarge | m3.2xlarge

R3

r3.large | r3.xlarge | r3.2xlarge | r3.4xlarge | r3.8xlarge

T1

t1.micro

ハードウェア仕様
詳細については、「Amazon EC2 のインスタンスタイプ」を参照してください。
お客様のニーズに最適なインスタンスタイプを決定するには、インスタンスを起動し、独自のベンチマー
クアプリケーションを使用することをお勧めします。支払いはインスタンス秒単位であるため、決定す
る前に複数のインスタンスタイプをテストすると、便利なうえ、コストを抑えることができます。決定を
行った後でも、ニーズが変化したときは、インスタンスタイプを変更できます。詳細については、インス
タンスタイプを変更する (p. 306) を参照してください。

命名規則
インスタンスタイプ名は、インスタンスファミリー、世代、およびサイズを組み合わせたものです。
また、次のような追加機能を示すこともできます。
• a – AMD プロセッサ
• g – AWS Graviton プロセッサ
• i – Intel プロセッサ
• d – インスタンスストアボリューム
• n - ネットワークの最適化
• b – ブロックストレージの最適化
• e – 追加のストレージまたはメモリ
• z — 高頻度

プロセッサの機能
Intel プロセッサの機能
Intel プロセッサで実行される Amazon EC2 インスタンスには、以下の機能が含まれる場合があります。次
のプロセッサ機能のすべてが、すべてのインスタンスタイプでサポートされているわけではありません。
各インスタンスタイプで使用できる機能の詳細については、「Amazon EC2 インスタンスタイプ」を参照
してください。
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• インテルの AES New Instructions (AES-NI) — インテルの AES-NI 暗号化命令セットは、オリジナルの
Advanced Encryption Standard (AES) アルゴリズムを改良し、より高速なデータ保護とより優れたセ
キュリティを提供します。現行世代の全 EC2 インスタンスがこのプロセッサ機能をサポートしていま
す。
• Intel Advanced Vector Extensions (Intel AVX、Intel AVX2、および Intel AVX-512) — 浮動小数点 (FP)
集約型のアプリケーション用に設計された命令セット拡張で、Intel AVX および Intel AVX2 は 256 ビッ
ト、Intel AVX-512 は 512 ビットです。Intel AVX 命令は、画像およびオーディオ/ビデオ処理、科学的シ
ミュレーション、財務分析、および 3D モデリングと分析などのアプリケーションに対するパフォーマ
ンスを向上させます。これらの機能は、HVM AMI で起動されたインスタンスのみで利用できます。
• Intel Turbo Boost Technology — Intel Turbo Boost Technology プロセッサーは、定格の動作周波数より
も高速にコアを自動的に実行します。
• Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) — AI の深層学習のユースケースを高速化します。第 2 世
代インテル Xeon スケーラブルプロセッサでは、新しいベクトルニューラルネットワーク命令 (VNNI/
INT8) を使ってインテル AVX-512 を拡張します。これにより、画像認識/セグメント化、物体検出、
音声認識、言語翻訳、レコメンデーションシステム、強化学習などにおけるディープラーニングの推
論パフォーマンスは、前世代のインテル Xeon スケーラブルプロセッサ (FP32) よりも大幅に向上しま
す。VNNI はすべての Linux ディストリビューションと互換性があるわけではありません。
M5n、R5n、M5dn、M5zn、R5b、R5dn、D3、D3en および C6i インスタンスでは、VNNI をサポートし
ています。C5 および C5d インスタンスでは、12xlarge、24xlarge、metal インスタンスのみ VNNI
をサポートしています。
これは、64 ビット CPU の命名に関する業界の慣習の影響で、ややわかりにくいものになっています。
チップ製造元の Advanced Micro Devices (AMD) は、Intel x86 命令セットをベースとして商業的に初めて
成功した 64 ビットアーキテクチャを導入しました。その結果、このアーキテクチャーはチップ製造元に
かかわらず AMD64 と幅広く呼ばれています。Windows および複数の Linux ディストリビューションがこ
の慣習に従っています。インスタンスが Intel ハードウェアで実行されているにもかかわらず、Ubuntu ま
たは Windows を実行しているインスタンスの内部システム情報に CPU アーキテクチャが AMD64 と表示
されるのはこのためです。

Nitro System 上に構築されたインスタンス
Nitro System は、AWS が構築した、高パフォーマンス、高可用性、高度なセキュリティを実現するハード
ウェアとソフトウェアコンポーネントのコレクションです。詳細については、AWS Nitro System をご参照
ください。
Nitro System は、ベアメタル機能を備えることで、仮想化オーバーヘッドを排除するとともに、ホスト
ハードウェアへのフルアクセスを要求するワークロードをサポートします。ベアメタルインスタンスは、
次の用途に適しています。
• 仮想環境で利用できない、または完全にサポートされていない低レベルのハードウェア機能 (例: Intel
VT) へのアクセスを必要とするワークロード
• ライセンスやサポートを目的として非仮想化環境で実行する必要があるアプリケーション

Nitro コンポーネント
Nitro System には、以下のコンポーネントが含まれます。
• Nitro Card
• ローカル NVMe ストレージボリューム
• ネットワーキングハードウェアのサポート
• 管理
• モニタリング
• セキュリティ
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• Nitro Security Chip (マザーボードに統合)
• Nitro Hypervisor - メモリと CPU の割り当てを管理し、ほとんどのワークロードのベアメタルと見分け
がつかないようなパフォーマンスを提供する軽量ハイパーバイザー。

利用可能なインスタンスタイプ
次の仮想インスタンスは Nitro System で構築されています。
• 汎用: M5、M5a、M5ad、M5d、M5dn、M5n、M5zn、M6a、 M6i、M6id、T3、T3a
• コンピューティング最適化: C5、C5a、C5ad、C5d、C5n、C6a、 C6i、C6id

• メモリ最適化: R5、R5a、R5ad、R5b、R5d、R5dn、R5n、R6a、
R6i、R6id、u-3tb1.56xlarge、u-6tb1.56xlarge、u-6tb1.112xlarge、u-9tb1.112xlarge、u-12tb1.11
X2idn、X2iedn、X2iezn、z1d
• ストレージ最適化: D3、D3en、I3en、I4i
• 高速コンピューティング: G4、G4ad、G5、 p3dn.24xlarge
次のベアメタルインスタンスは Nitro System で構築されています。
• 汎用: m5.metal、m5d.metal、m5dn.metal、m5n.metal、m5zn.metal、m6a.metal、
m6i.metal、m6id.metal
• コンピューティング最適化: c5.metal、 c5d.metal、c5n.metal、c6a.metal、
c6i.metal、c6id.metal

• メモリ最適化: r5.metal、r5b.metal、r5d.metal、r5dn.metal、r5n.metal、r6a.metal、
r6i.metal、r6id.metal、u-6tb1.metal、u-9tb1.metal、u-12tb1.metal、u-18tb1.metal、u-24tb1.m
x2idn.metal、x2iedn.metal、x2iezn.metal、z1d.metal
• ストレージ最適化: i3.metal、i3en.metal、i4i.metal
• 高速コンピューティング: g4dn.metal

詳細はこちら
詳細については、以下の動画を参照してください。
• AWS re:Invent 2017: Amazon EC2 Nitro System アーキテクチャ
• AWS re:Invent 2017: Amazon EC2 ベアメタルインスタンス
• AWS re:Invent 2019: 次世代 Amazon EC2 の強化: Nitro System の詳細
• AWS re:Inforce 2019: Nitro アーキテクチャのセキュリティ上のメリット

ネットワーキング機能とストレージ機能
インスタンスタイプを選択すると、使用できるネットワーキング機能とストレージ機能が決まります。イ
ンスタンスタイプの情報を取得するには、describe-instance-types コマンドを使用します。

ネットワーキング機能
• IPv6 は、現行世代のすべてのインスタンスタイプと、旧世代の C3、R3、I2 のインスタンスタイプでサ
ポートされています。
• インスタンスタイプのネットワーキングと帯域幅のパフォーマンスを最大化するには、次のことを実行
できます。
• サポートされるインスタンスタイプをクラスタープレイスメントグループで起動し、ハイパフォーマ
ンスコンピューティング (HPC) アプリケーション用にインスタンスを最適化します。共通のクラス
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タープレイスメントグループのインスタンスは、高帯域幅、低レイテンシーのネットワーキングから
利点を得られます。詳細については、プレイスメントグループ (p. 1286) を参照してください。
• サポートされる現行世代のインスタンスタイプ用の拡張ネットワーキングを有効にして、パケット毎
秒 (PPS) のパフォーマンスを大幅に高め、ネットワークのストレスとレイテンシーを低減することが
できます。詳細については、Windows での拡張ネットワーキング (p. 1268) を参照してください。
• 拡張ネットワーキングに対して有効になっている現行世代のインスタンスタイプには、次のネットワー
キングパフォーマンス属性があります。
• 同じリージョン内でのプライベート IPv4 または IPv6 を介したトラフィックでは、シングルフロート
ラフィックで 5 Gbps、マルチフロートラフィックで最大 25 Gbps をサポートしています (インスタン
スタイプによって異なります)。
• 同じリージョン内でのインスタンスと Amazon S3 バケットとの間では、パブリック IP アドレス空間
または VPC エンドポイントを介したトラフィックに、使用可能なすべてのインスタンスの集計帯域幅
を使用できます。
• サポートされる最大送信単位 (MTU) は、インスタンスタイプごとに異なります。すべての Amazon EC2
インスタンスタイプは、標準イーサネット V2 1500 MTU フレームをサポートします。すべての現行世
代のインスタンスは 9001 MTU、またはジャンボ フレームをサポートし、一部の旧世代のインスタンス
も同様にそれらをサポートします。詳細については、EC2 インスタンスのネットワークの最大送信単位
(MTU) (p. 1299) を参照してください。

ストレージ機能
• インスタンスタイプの中には、EBS ボリュームとインスタンスストアボリュームをサポートするもの
や、EBS ボリュームのみをサポートするものがあります。インスタンスストアボリュームをサポートす
る一部のインスタンスタイプは、ソリッドステートドライブ (SSD) を使用して非常に高いランダム I/O
パフォーマンスを提供します。インスタンスタイプによっては、NVMe インスタンスストアボリューム
をサポートしていないものがあります。インスタンスタイプによっては、NVMe EBS ボリュームをサ
ポートしていないものがあります。詳細については、「Windows インスタンスの Amazon EBS および
NVMe (p. 1736)」および「NVMe SSD ボリューム (p. 1808)」を参照してください。
• 一部のインスタンスタイプを EBS 最適化インスタンスとして起動することで、Amazon EBS I/O 専用に
追加のキャパシティーを取得できます。インスタンスタイプの中には、デフォルトで EBS に最適化され
るものがあります。詳細については、Amazon EBS 最適化インスタンスを使用する (p. 1738) を参照し
てください。

ネットワーキング機能とストレージ機能の概要
次の表に、現行世代のインスタンスタイプでサポートされるネットワーキング機能とストレージ機能をま
とめています。
インスタンスタ EBS のみ
イプ

NVMe EBS

インスタンスス 配置グループ
トア

拡張ネットワー
キング

C4

はい

いいえ

いいえ

はい

Intel 82599 VF

C5

はい

はい

いいえ

はい

ENA

C5a

はい

はい

いいえ

はい

ENA

C5ad

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

C5d

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

C5n

はい

はい

いいえ

はい

ENA

C6a

はい

はい

いいえ

はい

ENA
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インスタンスタ EBS のみ
イプ

NVMe EBS

インスタンスス 配置グループ
トア

拡張ネットワー
キング

C6i

はい

はい

いいえ

はい

ENA

C6id

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

D2

いいえ

いいえ

HDD

はい

Intel 82599 VF

D3

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

D3en

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

F1

いいえ

いいえ

NVMe *

はい

ENA

G3

はい

いいえ

いいえ

はい

ENA

G4ad

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

G4dn

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

G5

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

H1

いいえ

いいえ

HDD *

はい

ENA

I3

いいえ

いいえ

NVMe *

はい

ENA

I3en

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

I4i

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

M4

はい

いいえ

いいえ

はい

m4.16xlarge:
ENA
他のすべてのサ
イズ: インテル
82599 VF

M5

はい

はい

いいえ

はい

ENA

M5a

はい

はい

いいえ

はい

ENA

M5ad

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

M5d

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

M5dn

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

M5n

はい

はい

いいえ

はい

ENA

M5zn

はい

はい

いいえ

はい

ENA

M6a

はい

はい

いいえ

はい

ENA

M6i

はい

はい

いいえ

はい

ENA

M6id

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

P2

はい

いいえ

いいえ

はい

ENA

P3

はい

いいえ

いいえ

はい

ENA

P3dn

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA
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インスタンスタ EBS のみ
イプ

NVMe EBS

インスタンスス 配置グループ
トア

拡張ネットワー
キング

R4

はい

いいえ

いいえ

はい

ENA

R5

はい

はい

いいえ

はい

ENA

R5a

はい

はい

いいえ

はい

ENA

R5ad

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

R5b

はい

はい

いいえ

はい

ENA

R5d

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

R5dn

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

R5n

はい

はい

いいえ

はい

ENA

R6a

はい

はい

いいえ

はい

ENA

R6i

はい

はい

いいえ

はい

ENA

R6id

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

T2

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

T3

はい

はい

いいえ

いいえ

ENA

T3a

はい

はい

いいえ

いいえ

ENA

Trn1

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

ハイメモリ (u*)

はい

はい

いいえ

仮想化: はい

ENA

X1

いいえ

いいえ

SSD *

はい

ENA

X1e

いいえ

いいえ

SSD *

はい

ENA

X2idn

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

X2iedn

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

X2iezn

はい

はい

いいえ

はい

ENA

z1d

いいえ

はい

NVMe *

はい

ENA

ベアメタル: い
いえ

* ルートデバイスボリュームは、Amazon EBS ボリュームにする必要があります。
次の表に、以前の世代のインスタンスタイプでサポートされるネットワーキング機能とストレージ機能を
まとめています。
インスタンスストア

配置グループ

拡張ネットワーキング

C3

SSD

はい

Intel 82599 VF

G2

SSD

はい

いいえ
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インスタンスストア

配置グループ

拡張ネットワーキング

I2

SSD

はい

Intel 82599 VF

M3

SSD

いいえ

いいえ

R3

SSD

はい

Intel 82599 VF

インスタンス制限
リージョンで起動できるインスタンスの合計数には制限があります。また、一部のインスタンスタイプに
はその他の制限もあります。
デフォルトの制限の詳細については、「Amazon EC2 で実行できるインスタンスの数はいくつですか?」
を参照してください。
現在の制限の表示、または現在の制限の引き上げリクエストについての詳細については、「Amazon EC2
の Service Quotas (p. 1889)」を参照してください。

汎用インスタンス
汎用インスタンスは、コンピューティング、メモリ、およびネットワーキングリソースをバランスよく備
えており、広範囲のワークロードに使用できます。

M5、M5a インスタンス
これらのインスタンスは、クラウドインフラストラクチャの実現に最適で、コンピューティング、メモ
リ、およびネットワーキングリソースをバランスよく備えており、クラウドにデプロイされる広範なアプ
リケーションに使用されます。このインスタンスは、以下に最適です。
• 小規模および中規模のデータベース
• 追加のメモリを必要とするデータ処理タスク
• キャッシュフリート
• SAP、Microsoft SharePoint、クラスターコンピューティング、その他のエンタープライズアプリケー
ションなどのバックエンドサーバー
詳細については、「Amazon EC2 M5 インスタンス」を参照してください。
m5.metal、m5n.metal、m5zn.metal などのベアメタルインスタンスを使用すると、アプリケーショ
ンから、プロセッサとメモリなどのホストサーバーの物理リソースに直接アクセスできます。

M5zn
このインスタンスは、非常に高いシングルスレッドパフォーマンス、高スループット、低レイテンシー
ネットワーキングの恩恵を受けるアプリケーションに最適です。このインスタンスは、以下に最適です。
• ゲーム
• ハイパフォーマンスコンピューティング
• シミュレーションモデリング
詳細については、「Amazon EC2 M5 インスタンス」を参照してください。

M6i および M6id インスタンス
これらのインスタンスは、次のような汎用ワークロードに適しています。
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• アプリケーションサーバーやウェブサーバー
• マイクロサービス
• ハイパフォーマンスコンピューティング
• アプリケーション開発
• 小規模および中規模のデータベース
• キャッシュフリート
m6i.metal などのベアメタルインスタンスを使用すると、アプリケーションから、プロセッサとメモリ
などのホストサーバーの物理リソースに直接アクセスできます。
詳細については、「Amazon EC2 M6i インスタンス」を参照してください。

T2、T3、T3a インスタンス
これらのインスタンスは、ベースラインレベルの CPU パフォーマンスを維持し、ワークロードの必要に
応じてより高いレベルまでバーストすることもできます。無制限インスタンスは、必要なときに、任意の
期間にわたって高い CPU パフォーマンスを保持できます。詳細については、バーストパフォーマンスイ
ンスタンス (p. 218) を参照してください。このインスタンスは、以下に最適です。
• ウェブサイトとウェブアプリケーション
• コードリポジトリ
• 開発、ビルド、テスト、およびステージング環境
• マイクロサービス
詳細については、「Amazon EC2 T2 インスタンス」および「Amazon EC2 T3 インスタンス」を参照して
ください。
コンテンツ
• ハードウェア仕様 (p. 207)
• インスタンスのパフォーマンス (p. 212)
• ネットワークパフォーマンス (p. 212)
• Amazon EBS I/O パフォーマンス (p. 215)
• インスタンスストアボリュームの I/O パフォーマンス (p. 215)
• リリースノート (p. 217)
• バーストパフォーマンスインスタンス (p. 218)

ハードウェア仕様
以下に示しているのは、汎用インスタンスのハードウェア仕様の要約です。仮想中央処理ユニット (vCPU)
は、仮想マシン (VM) に割り当てられた物理 CPU の一部を表します。x86 インスタンスの場合、コアごと
に 2 つの vCPU があります。Graviton インスタンスの場合、コアごとに 1 つの vCPU があります。
インスタンスタイプ

デフォルト vCPU

メモリ (GiB)

m4.large

2

8

m4.xlarge

4

16

m4.2xlarge

8

32

m4.4xlarge

16

64
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インスタンスタイプ

デフォルト vCPU

メモリ (GiB)

m4.10xlarge

40

160

m4.16xlarge

64

256

m5.large

2

8

m5.xlarge

4

16

m5.2xlarge

8

32

m5.4xlarge

16

64

m5.8xlarge

32

128

m5.12xlarge

48

192

m5.16xlarge

64

256

m5.24xlarge

96

384

m5.metal

96

384

m5a.large

2

8

m5a.xlarge

4

16

m5a.2xlarge

8

32

m5a.4xlarge

16

64

m5a.8xlarge

32

128

m5a.12xlarge

48

192

m5a.16xlarge

64

256

m5a.24xlarge

96

384

m5ad.large

2

8

m5ad.xlarge

4

16

m5ad.2xlarge

8

32

m5ad.4xlarge

16

64

m5ad.8xlarge

32

128

m5ad.12xlarge

48

192

m5ad.16xlarge

64

256

m5ad.24xlarge

96

384

m5d.large

2

8

m5d.xlarge

4

16

m5d.2xlarge

8

32

m5d.4xlarge

16

64
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インスタンスタイプ

デフォルト vCPU

メモリ (GiB)

m5d.8xlarge

32

128

m5d.12xlarge

48

192

m5d.16xlarge

64

256

m5d.24xlarge

96

384

m5d.metal

96

384

m5dn.large

2

8

m5dn.xlarge

4

16

m5dn.2xlarge

8

32

m5dn.4xlarge

16

64

m5dn.8xlarge

32

128

m5dn.12xlarge

48

192

m5dn.16xlarge

64

256

m5dn.24xlarge

96

384

m5dn.metal

96

384

m5n.large

2

8

m5n.xlarge

4

16

m5n.2xlarge

8

32

m5n.4xlarge

16

64

m5n.8xlarge

32

128

m5n.12xlarge

48

192

m5n.16xlarge

64

256

m5n.24xlarge

96

384

m5n.metal

96

384

m5zn.large

2

8

m5zn.xlarge

4

16

m5zn.2xlarge

8

32

m5zn.3xlarge

12

48

m5zn.6xlarge

24

96

m5zn.12xlarge

48

192

m5zn.metal

48

192

m6a.large

2

8
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インスタンスタイプ

デフォルト vCPU

メモリ (GiB)

m6a.xlarge

4

16

m6a.2xlarge

8

32

m6a.4xlarge

16

64

m6a.8xlarge

32

128

m6a.12xlarge

48

192

m6a.16xlarge

64

256

m6a.24xlarge

96

256

m6a.32xlarge

128

256

m6a.48xlarge

192

256

m6a.metal

192

256

m6i.large

2

8

m6i.xlarge

4

16

m6i.2xlarge

8

32

m6i.4xlarge

16

64

m6i.8xlarge

32

128

m6i.12xlarge

48

192

m6i.16xlarge

64

256

m6i.24xlarge

96

384

m6i.32xlarge

128

512

m6i.metal

128

512

m6id.large

2

8

m6id.xlarge

4

16

m6id.2xlarge

8

32

m6id.4xlarge

16

64

m6id.8xlarge

32

128

m6id.12xlarge

48

192

m6id.16xlarge

64

256

m6id.24xlarge

96

384

m6id.32xlarge

128

512

m6id.metal

128

512

t2.nano

1

0.5
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インスタンスタイプ

デフォルト vCPU

メモリ (GiB)

t2.micro

1

1

t2.small

1

2

t2.medium

2

4

t2.large

2

8

t2.xlarge

4

16

t2.2xlarge

8

32

t3.nano

2

0.5

t3.micro

2

1

t3.small

2

2

t3.medium

2

4

t3.large

2

8

t3.xlarge

4

16

t3.2xlarge

8

32

t3a.nano

2

0.5

t3a.micro

2

1

t3a.small

2

2

t3a.medium

2

4

t3a.large

2

8

t3a.xlarge

4

16

t3a.2xlarge

8

32

汎用インスタンスでは、次のプロセッサを使用します。

AMD プロセッサ
• AMD EPYC 7000 シリーズプロセッサ (AMD EPYC 7571): M5a、M5ad、T3a
• 第 3 世代 AMD EPYC プロセッサ (AMD EPYC 7R13): M6a

インテルプロセッサ
• インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Haswell E5-2676 v3 または Broadwell E5-2686 v4): M4、T2
• インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Skylake 8175M または Cascade Lake 8259CL): M5、M5d、T3
• 第 2 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Cascade Lake 8259CL): M5n
• 第 2 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Cascade Lake 8252C): M5zn
• 第 3 世代 Intel Xeon スケーラブルプロセッサ (Ice Lake 8375C): M6i、M6id
詳細については、「Amazon EC2 のインスタンスタイプ」を参照してください。
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インスタンスのパフォーマンス
EBS 最適化インスタンスは、インスタンスからの Amazon EBS I/O とその他のネットワークトラフィック
との競合を排除することによって、EBS ボリュームの安定した高パフォーマンスを実現できます。一部の
汎用インスタンスは、追加料金なしでデフォルトで EBS 最適化されています。詳細については、Amazon
EBS 最適化インスタンスを使用する (p. 1738) を参照してください。

ネットワークパフォーマンス
サポートされているインスタンスタイプで拡張ネットワーキングを有効にすると、レイテンシーとネッ
トワークジッターを低減し、パケット毎秒 (PPS) のパフォーマンスを高めることができます。ほとんど
のアプリケーションでは、高いレベルのネットワークパフォーマンスが一貫して必要なわけではありま
せんが、データの送受信時にアクセスする帯域幅を増やすことでメリットを得られます。詳細について
は、Windows での拡張ネットワーキング (p. 1268) を参照してください。
以下に示しているのは、拡張ネットワークをサポートする汎用インスタンスのネットワークパフォーマン
スの要約です。
インスタンスタイプ

ネットワークパフォーマンス

拡張ネットワーク

T2

最大 1 Gbps

サポート外

T3 | T3a

最大 5 Gbps †

ENA (p. 1269)

m4.large

中

Intel 82599 VF (p. 1278)

m4.xlarge | m4.2xlarge |
m4.4xlarge

高

Intel 82599 VF (p. 1278)

m5.4xlarge 以下 |
m5a.8xlarge 以下 |
m5ad.8xlarge 以下 |
m5d.4xlarge 以下

最大 10 Gbps †

ENA (p. 1269)

m4.10xlarge

10 Gbps

Intel 82599 VF (p. 1278)

m5.8xlarge | m5a.12xlarge
| m5ad.12xlarge |
m5d.8xlarge | m5d.12xlarge

10 Gbps

ENA (p. 1269)

m5.12xlarge | m5a.16xlarge
| m5ad.16xlarge

12 Gbps

ENA (p. 1269)

m6a.4xlarge 以下 |
m6i.4xlarge 以下 |
m6id.4xlarge 以下

最大12.5 Gbps†

ENA (p. 1269)

m6a.8xlarge | m6i.8xlarge |
m6id.8xlarge

12.5 Gbps

ENA (p. 1269)

m6a.12xlarge |
m6i.12xlarge |
m6id.12xlarge

18.75 Gbps

ENA (p. 1269)

m5.16xlarge | m5a.24xlarge
| m5ad.24xlarge |
m5d.16xlarge

20 Gbps

ENA (p. 1269)
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インスタンスタイプ

ネットワークパフォーマンス

拡張ネットワーク

m5dn.4xlarge 以下
| m5n.4xlarge 以下 |
m5zn.3xlarge 以下

最大 25 Gbps †

ENA (p. 1269)

m4.16xlarge | m5.24xlarge
| m5.metal | m5d.24xlarge |
m5d.metal | m5dn.8xlarge |
m5n.8xlarge | m6a.16xlarge
| m6i.16xlarge |
m6id.16xlarge

25 Gbps

ENA (p. 1269)

m6a.24xlarge |
m6i.24xlarge |
m6id.24xlarge

37.5 Gbps

ENA (p. 1269)

m5dn.12xlarge
| m5n.12xlarge
| m5zn.6xlarge
| m6a.32xlarge |
m6a.48xlarge | m6a.metal |
m6i.32xlarge | m6i.metal |
m6id.32xlarge | m6id.metal

50 Gbps

ENA (p. 1269)

m5dn.16xlarge |
m5n.16xlarge

75 Gbps

ENA (p. 1269)

m5dn.24xlarge | m5dn.metal
| m5n.24xlarge | m5n.metal |
m5zn.12xlarge | m5zn.metal

100 Gbps

ENA (p. 1269)

† これらのインスタンスにはベースライン帯域幅があり、ネットワーク I/O クレジットメカニズムを使用
して、ベストエフォートベースでベースライン帯域幅を超えてバーストできます。詳細については、「イ
ンスタンスのネットワーク帯域幅 (p. 1266)」を参照してください。
インスタンスタイプ

ベースライン帯域幅 (Gbps)

バースト帯域幅 (Gbps)

m5.large

.75

10

m5.xlarge

1.25

10

m5.2xlarge

2.5

10

m5.4xlarge

5

10

m5a.large

.75

10

m5a.xlarge

1.25

10

m5a.2xlarge

2.5

10

m5a.4xlarge

5

10

m5ad.large

.75

10

m5ad.xlarge

1.25

10
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インスタンスタイプ

ベースライン帯域幅 (Gbps)

バースト帯域幅 (Gbps)

m5ad.2xlarge

2.5

10

m5ad.4xlarge

5

10

m5d.large

.75

10

m5d.xlarge

1.25

10

m5d.2xlarge

2.5

10

m5d.4xlarge

5

10

m5dn.large

2.1

25

m5dn.xlarge

4.1

25

m5dn.2xlarge

8.125

25

m5dn.4xlarge

16.25

25

m5n.large

2.1

25

m5n.xlarge

4.1

25

m5n.2xlarge

8.125

25

m5n.4xlarge

16.25

25

m5zn.large

3

25

m5zn.xlarge

5

25

m5zn.2xlarge

10

25

m5zn.3xlarge

15

25

m6a.large

.781

12.5

m6a.xlarge

1.562

12.5

m6a.2xlarge

3.125

12.5

m6a.4xlarge

6.25

12.5

m6i.large

.781

12.5

m6i.xlarge

1.562

12.5

m6i.2xlarge

3.125

12.5

m6i.4xlarge

6.25

12.5

m6id.large

.781

12.5

m6id.xlarge

1.562

12.5

m6id.2xlarge

3.125

12.5

m6id.4xlarge

6.25

12.5

t3.nano

.032

5
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インスタンスタイプ

ベースライン帯域幅 (Gbps)

バースト帯域幅 (Gbps)

t3.micro

.064

5

t3.small

.128

5

t3.medium

.256

5

t3.large

.512

5

t3.xlarge

1.024

5

t3.2xlarge

2.048

5

t3a.nano

.032

5

t3a.micro

.064

5

t3a.small

.128

5

t3a.medium

.256

5

t3a.large

.512

5

t3a.xlarge

1.024

5

t3a.2xlarge

2.048

5

Amazon EBS I/O パフォーマンス
Amazon EBS 最適化インスタンスは、最適化された設定スタックを使用し、Amazon EBS I/O 用に専用の
キャパシティを追加で提供します。このように最適化することで、Amazon EBS I/O と、インスタンスか
らのその他のトラフィックとの間の競合を最小に抑え、Amazon EBS ボリュームの最高のパフォーマンス
を実現します。
詳細については、「Amazon EBS 最適化インスタンスを使用する (p. 1738)」を参照してください。

インスタンスストアボリュームの I/O パフォーマンス
インスタンスで利用可能なすべての SSD ベースのインスタンスストアボリュームを使用する場合は、以下
の表に示されている IOPS (4,096 バイトブロックサイズ) のパフォーマンスを得ることができます (キュー
の深さの飽和度において)。それ以外の場合、IOPS パフォーマンスは低下します。
インスタンスサイズ

100% のランダム読み取り時
IOPS

書き込み IOPS

m5ad.large

30,000

15,000

m5ad.xlarge

59,000

29,000

m5ad.2xlarge

117,000

57,000

m5ad.4xlarge

234,000

114,000

m5ad.8xlarge

466,666

233,333

m5ad.12xlarge

700,000

340,000

m5ad.16xlarge

933,333

466,666
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インスタンスサイズ

100% のランダム読み取り時
IOPS

書き込み IOPS

m5ad.24xlarge

1,400,000

680,000

m5d.large

30,000

15,000

m5d.xlarge

59,000

29,000

m5d.2xlarge

117,000

57,000

m5d.4xlarge

234,000

114,000

m5d.8xlarge

466,666

233,333

m5d.12xlarge

700,000

340,000

m5d.16xlarge

933,333

466,666

m5d.24xlarge

1,400,000

680,000

m5d.metal

1,400,000

680,000

m5dn.large

30,000

15,000

m5dn.xlarge

59,000

29,000

m5dn.2xlarge

117,000

57,000

m5dn.4xlarge

234,000

114,000

m5dn.8xlarge

466,666

233,333

m5dn.12xlarge

700,000

340,000

m5dn.16xlarge

933,333

466,666

m5dn.24xlarge

1,400,000

680,000

m5dn.metal

1,400,000

680,000

m6id.large

33,542

16,771

m6id.xlarge

67,083

33,542

m6id.2xlarge

134,167

67,084

m6id.4xlarge

268,333

134,167

m6id.8xlarge

536,666

268,334

m6id.12xlarge

804,999

402,501

m6id.16xlarge

1,073,332

536,668

m6id.24xlarge

1,609,998

805,002

m6id.32xlarge

2,146,664

1,073,336

m6id.metal

2,146,664

1,073,336
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インスタンスに SSD ベースのインスタンスストアボリュームを使用するほど、アーカイブできる書き
込み IOPS の数は減少します。これは、SSD コントローラーが実行する必要がある追加の作業が原因で
す。SSD コントローラーは、利用可能な領域を見つけ、既存のデータを再書き込みし、未使用の領域を
消去して、再書き込みができるようにします。このガベージコレクションというプロセスにより、SSD へ
の内部的な書き込み増幅が発生し、ユーザーの書き込み操作に対する SSD 書き込み操作の割合として表
示されます。書き込み操作が 4,096 バイトの倍数でないか、4,096 バイトの境界に整合していない場合、
パフォーマンスの低下はさらに大きくなります。少量のバイト数または整合していないバイト数で書き込
む場合、SSD コントローラーは周辺のデータを読み取り、その結果を新しい場所に保存する必要がありま
す。このパターンにより、書き込み増幅が大幅に増え、レイテンシーが増加し、I/O パフォーマンスが大き
く低下します。
SSD コントローラーは、複数の方法を利用すると、書き込み増幅の影響を減らすことができます。このよ
うな方法の 1 つには、SSD インスタンスストレージに領域を予約し、コントローラーが書き込み操作に利
用できる領域をより効率的に管理できるようにすることです。これをオーバープロビジョニングと呼びま
す。インスタンスに提供された SSD ベースのインスタンスストアボリュームには、オーバープロビジョ
ニングに対して予約された領域がありません。書き込み増幅を減らすには、ボリュームの 10% を未使用の
状態のままにし、SSD コントローラーがこれをオーバープロビジョニングに使用できるようにすることを
お勧めします これにより、使用できるストレージは減りますが、ディスクが総容量に近づいた場合でもパ
フォーマンスを向上させることができます。
TRIM をサポートするインスタンスストアボリュームの場合、TRIM コマンドを使用して、書き込んだデー
タが不要になったときはいつでも SSD コントローラーに通知することができます。これにより、より多く
の空き領域がコントローラーに与えられ、その結果書き込み増幅が減り、パフォーマンスが向上します。
詳細については、「インスタンスストアボリュームの TRIM のサポート (p. 1808)」を参照してください。

リリースノート
• Nitro System (p. 201)、M4、t2.large (以上のサイズ)、 t3.large (以上のサイズ)、さらに
t3a.large (以上のサイズ) のインスタンスタイプ上に構築されたインスタンスには、64 ビットの HVM
AMI が必要です。これらのインスタンスはハイメモリであるため、そのキャパシティーを活用するには
64 ビットのオペレーティングシステムが必要です。HVM AMI は、ハイメモリインスタンスタイプの準
仮想化 (PV) AMI よりも優れたパフォーマンスを提供します。さらに、拡張ネットワーキングを利用する
には、HVM AMI を使用する必要があります。
• Nitro System (p. 201) 上に構築されたインスタンスには、次の要件があります。
• NVMe ドライバー (p. 1736)がインストールされている必要があります。
• Elastic Network Adapter (ENA) ドライバー (p. 1269)がインストールされている必要があります。
現在の AWS Windows AMI (p. 32) は、これらの要件を満たしています。
• M6i インスタンスで最良のパフォーマンスを発揮させるには、ENA ドライバーのバージョン 2.2.3 以降
を使用する必要があります。 もしくは 2.0.0 バージョンより前のENAドライバをこれらのインスタン
スとともに使用すると、ネットワークインターフェイスのアタッチメントが失敗します。互換性のある
ENA ドライバが利用できる AMI を以下に示します。
• AWS Windows AMI (2021 年 5 月以降)
• Nitro System 上に構築されたインスタンスは、ネットワークインターフェイス、EBS ボリューム、およ
び NVMe インスタンスストアボリュームを含め、最大 28 のアタッチをサポートしています。詳細につ
いては、Nitro System のボリューム制限 (p. 1815) を参照してください。
• ベアメタルインスタンスを起動すると、基盤となるサーバーが起動します。これには、すべてのハード
ウェアやファームウェアコンポーネントの確認が含まれます。つまり、インスタンスが実行状態になっ
てからネットワーク経由で使用できるようになるまでに 20 分かかることがあります。
• EBS ボリュームまたはセカンダリネットワークインターフェイスを、ベアメタルインスタンスにアタッ
チ (または、そこからデタッチ) するには、PCIe のネイティブホットプラグがサポートされている必要
があります。
• ベアメタルインスタンスでは、I/O ポートベースのシリアルデバイスではなく、PCI ベースのシリアルデ
バイスを使用しています。アップストリームの Linux カーネルと最新の Amazon Linux AMI は、このデ
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バイスをサポートしています。また、ベアメタルインスタンスでは、システムが PCI ベースのシリアル
デバイスを自動的に使用できるようにする ACPI SPCR テーブルも使用できます。最新の Windows AMI
では、自動的に PCI ベースのシリアルデバイスが使用されます。
• リージョンで起動できるインスタンスの合計数には制限があります。また、一部のインスタンスタイプ
にはその他の制限もあります。詳細については、Amazon EC2 の「よくある質問」の「Amazon EC2 で
実行できるインスタンス数の上限は」を参照してください。

バーストパフォーマンスインスタンス
多くの汎用ワークロードでは、平均的な状態はビジーではないので、持続的で高いレベルの CPU パ
フォーマンスを必要としません。以下のグラフは、現在 AWS クラウドのお客様が実行している多くの一
般的なワークロードにおける、CPU の使用率を示しています。

これらの CPU 使用率が低～中程度のワークロードが、CPU サイクルを浪費するような場合には、使用量
以上の料金が発生することになります。こういった問題に対処するには、低コストのバースト汎用インス
タンス (T インスタンス) を活用します。
T インスタンスファミリーは、ベースラインの CPU パフォーマンスを提供しながら、いつでも必要な
時間だけ、能力をベースライン以上にバーストさせる機能を備えています。ベースライン CPU は汎用
ワークロードにおける大部分のニーズを満たすように構成されており、大規模なマイクロサービス、ウェ
ブサーバー、中小規模のデータベース、データのログ記録、コードリポジトリ、仮想デスクトップ、開
発/テスト環境、ビジネスクリティカルなアプリケーションなどに対応できます。T インスタンスでは、
コンピューティング、メモリ、ネットワークリソースがバランスしているので、CPU 使用率が低～中程
度の広範な汎用アプリケーションを実行するための、費用対効果が最も高い方法が提供されます。コス
トの面では、M インスタンスと比較しても最大 15% の節約となります。また、2 個の vCPU と 0.5 GiB
のメモリで動作する小型かつ経済的なインスタンスサイズを選択すれば、さらにコストの削減が可能で
す。nano、micro、Small、medium など小型の T インスタンスサイズは、必要なメモリが少なく、また想
定される CPU 使用率も高くないワークロードに適しています。

Note
このトピックは、バースト可能な CPU について説明します。バースト可能なネットワー
クパフォーマンスの詳細については、「Amazon EC2 インスタンスのネットワーク帯域
幅 (p. 1266)」を参照してください。
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EC2 バーストインスタンスタイプ
EC2 バーストインスタンスには、、T3a、T3 インスタンスタイプ、および前世代の T2 インスタンスタイ
プが含まれます。
T4g インスタンスタイプは、最新世代のバーストインスタンスです。このタイプは、パフォーマンスに対
して最良の価格設定が行われており、すべての EC2 インスタンスタイプ中でも、最も低いコストでの利用
が可能です。T4g インスタンスタイプは、ARM ベースの AWSGraviton2 プロセッサーで動作します。ま
た、オペレーティングシステムベンダー、独立系ソフトウェアベンダー、さらに一般的な AWS サービス
とアプリケーションからの、広範なエコシステムサポートも利用できます。
次の表に、各バーストインスタンスタイプ間の主な違いをまとめます。
タイプ

説明

プロセッサファミリ

T4g

最低コストの EC2 インスタンス
タイプで、T3 と比較した場合コ
ストパフォーマンスは最大 40%
向上し、使用料金は 20% 低減

Arm Neoverse N1 コア搭載の
AWS Graviton2 プロセッサ

T3a

T3 インスタンスと比較してコス
トを 10% 低減する、最低料金の
x86 ベースインスタンス

AMD 第1世代 EPYC プロセッ
サー

T3

x86 ワークロードでピーク時に最 インテル Xeon スケーラブル
良のコストパフォーマンスを発
(Skylake、Cascade Lake プロ
揮、前世代の T2 インスタンスと セッサー)
比較した場合コストパフォーマ
ンスが最大 30% 向上

最新世代

前の世代
T2

前世代のバーストインスタンス

インテル Xeon プロセッサ

インスタンスの料金体系と、その他の仕様については、「Amazon EC2 の料金」および「Amazon EC2
インスタンスタイプ」を参照してください。バースト可能なネットワークパフォーマンスの詳細について
は、「Amazon EC2 インスタンスのネットワーク帯域幅 (p. 1266)」を参照してください。
アカウントが 12 か月未満の場合は、特定の使用制限内で t2.micro インスタンスを無料で使用できます
(t3.micro を利用できないリージョンでは t2.micro インスタンスを使用できます)。詳細については、
「AWS 無料利用枠」を参照してください。
T インスタンスでサポートされる購入オプション
• On-Demand Instances
• Reserved Instances
• ハードウェア専有インスタンス (T3 のみ)
• Dedicated Host (T3 のみ、standardモードのみ)
• スポットインスタンス
詳細については、インスタンス購入オプション (p. 313) を参照してください。
目次
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• ベストプラクティス (p. 220)
• バーストパフォーマンスインスタンスに関する主要な概念と定義 (p. 220)
• バーストパフォーマンスインスタンスの Unlimited モード (p. 226)
• バーストパフォーマンスインスタンスのスタンダードモード (p. 234)
• バーストパフォーマンスインスタンスの使用 (p. 244)
• バーストパフォーマンスインスタンスの CPU クレジットをモニタリングする (p. 250)

ベストプラクティス
これらのベストプラクティスに従って、バーストパフォーマンスインスタンスの利点を最大限に活用して
ください。
• 選択するインスタンスのサイズが、オペレーティングシステムおよびアプリケーションの最小メモリ要
件を満たしていることを確認します。多量のメモリおよび CPU リソースを消費するグラフィカルユー
ザーインターフェースを使用するオペレーティングシステム (Windows など) は、多くのユースケースで
t3.micro 以上のインスタンスサイズを必要とする場合があります。時間の経過とともに、メモリおよ
び CPU に対するワークロードからの要求が増大した場合のために、T インスタンスには、同じインスタ
ンスタイプで大きなインスタンスサイズにスケールできる柔軟性が備わっています。あるいは、別のイ
ンスタンスタイプを選択することも可能です。
• アカウントの AWS Compute Optimizer を有効にし、ワークロードに関する Compute Optimizer 推奨事
項を確認します。Compute Optimizer は、パフォーマンスを向上させるためにインスタンスをアップサ
イズする必要があるかや、コスト削減のためにダウンサイズする必要があるかを評価する際に役立ちま
す。
• 追加の要件については、「リリースノート (p. 217)」を参照してください。

バーストパフォーマンスインスタンスに関する主要な概念と定義
従来の Amazon EC2 インスタンスタイプの場合は CPU リソースが固定されています。一方バーストパ
フォーマンスインスタンスの場合は、CPU 使用率にベースラインレベルを定義した上で、そのレベルを超
えて CPU 使用率をバーストさせることが可能となっています。これにより料金は、ベースラインの CPU
使用率に加えて、バーストとして追加された分に対してのみ支払えば良いことになり、コンピューティン
グのコストを削減できます。ベースライン使用率とバースト機能は、CPU クレジットで管理します。バー
ストパフォーマンスインスタンスは、CPU 使用率にクレジットを使用する唯一のインスタンスタイプで
す。
各バーストパフォーマンスインスタンスは、CPU 使用率がベースラインを下回っている間は継続的にクレ
ジットを獲得し、ベースラインを上回っている間は継続的にクレジットを消費します。獲得または消費さ
れたクレジットの量は、インスタンスの CPU 使用率によって異なります。
• CPU 使用率がベースラインを下回っている場合、獲得するクレジットは消費するクレジットよりも大き
くなります。
• CPU 使用率がベースラインと等しい場合、獲得するクレジットは消費するクレジットと等しくなりま
す。
• CPU 使用率がベースラインよりも高い場合、消費するクレジットが獲得するクレジットよりも高くなり
ます。
獲得したクレジットが消費したクレジットよりも大きい場合、その差額は蓄積されたクレジットと呼ば
れ、後でベースラインを超えて CPU 使用率をバーストさせる際に使用できます。一方、消費したクレ
ジットが獲得したクレジットよりも多い場合のインスタンスの動作は、クレジット設定モード (スタン
ダードモードまたは Unlimited モード) によって異なります。
スタンダードモードでは、消費したクレジットが獲得したクレジットよりも多い場合、インスタンスは、
ベースラインを越えて CPU 使用率をバーストさせるために、蓄積されたクレジットを使用します。蓄積
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されたクレジットに残額がない場合、インスタンスは CPU 使用率を徐々にベースラインまで低下させ、
より多くのクレジットが蓄積されるまで、ベースラインを超えてバーストすることはできなくなります。
Unlimited モードでは、CPU 使用率がベースラインを超えてバーストした場合、インスタンスは最初に
蓄積されたクレジットを使用します。その後、蓄積されたクレジットの残額がなくなった場合には、イ
ンスタンスは余剰クレジットを消費してバーストを維持します。その CPU 利用率がベースラインを下
回った場合、獲得した CPU クレジットを使用して、先に消費された余剰クレジットの支払いが行われま
す。CPU クレジットを獲得して余剰クレジットを支払う機能により、Amazon EC2 は 24 時間にわたるイ
ンスタンスの CPU 使用率を平均化できるようになります。24 時間の平均 CPU 使用率がベースラインを
超えると、インスタンスは追加使用量に対して vCPU 時間あたりの一定の追加料金で請求されます。
目次
• 主要な概念と定義 (p. 221)
• CPU クレジットの獲得 (p. 223)
• CPU クレジットの獲得率 (p. 225)
• CPU クレジット蓄積制限 (p. 225)
• CPU 存続期間の蓄積 (p. 225)
• ベースライン使用率 (p. 226)

主要な概念と定義
バーストパフォーマンスインスタンスには、以下の主要な概念と定義が適用されます。
CPU 使用率
CPU 使用率とは、割り当てられた EC2 コンピューティングユニットのうち、現在インスタンス上で
使用されているものが占める割合のことです。このメトリクスは、割り当てられた CPU サイクルの
中で、インスタンスで使用されているサイクルの割合を測定します。CloudWatch の CPU 使用率に関
するメトリクスでは、コアごとの CPU 使用率ではなく、インスタンスごとの CPU 使用率を示してい
ます。インスタンスの CPU ベースラインに関する仕様は、インスタンスごとの CPU 使用率とも関連
しています。AWS Management Console または AWS CLI を使用して CPU 使用率を測定する方法に
ついては、「特定のインスタンスの統計を取得する (p. 1134)」を参照してください。
CPU クレジット
vCPU 時間の単位。
例:
1 CPU クレジット = 1 vCPU × 100% 使用率 × 1 分
1 CPU クレジット = 1 vCPU × 50% 使用率 × 2 分
1 CPU クレジット = 2 vCPU × 25% 使用率 × 2 分
ベースライン使用率
ベースライン使用率とは、CPU クレジットの獲得数と CPU クレジットの使用数が一致する場合に、
正味のクレジット残高が 0 の状態で CPU を使用できるレベルのことです。ベースライン使用率は
ベースラインとも呼ばれます。ベースライン使用率は vCPU の使用率のパーセンテージとして表さ
れ、次のように計算されます。ベースライン使用率 % = (獲得したクレジットの数 ÷ vCPU の数) ÷ 60
分
各バーストパフォーマンスインスタンスタイプのベースライン使用率については、「クレジットの
表 (p. 224)」を参照してください。
獲得クレジット
実行中のインスタンスが継続的に獲得するクレジットです。
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1 時間あたりの獲得クレジット数 =ベースライン使用率 (%) × vCPU 数 (個)× 60 (分)
例:
vCPU を 2 個使用し、ベースライン使用率が 5% に設定された T3.nano では次の計算のように、1 時
間あたり 6 クレジットを獲得します。
2 個の vCPU × 5% のベースライン × 60 分 = 1 時間あたり 6 クレジット
消費または使用されたクレジット
実行中のインスタンスにより継続的に使用されるクレジットです。
1 分あたりに使用される CPU クレジット = vCPU 数 (個) × CPU 使用率 (%) × 1 分
蓄積されたクレジット
インスタンスの使用量がベースラインの使用率よりも少ないので、消費されなかった CPU クレジッ
トです。つまり、蓄積されたクレジット = 獲得クレジット — 使用されたクレジット (ともにベースラ
インより低い場合)、となります。
例:
仮に t3.nano の CPU 使用率が 2% で、ベースラインである 5% を 1 時間の間下回っていた場合、蓄
積されたクレジットは次のように計算されます。
蓄積された CPU クレジット = (1 時間あたりの獲得クレジット — 1 時間あたりの使用クレジット) = 6
— 2 (vCPU 個数) × 2 (CPU 使用率 %) × 60 (分) = 6 — 2.4 = 3.6 (1 時間あたりに蓄積されたクレジッ
ト)
クレジット蓄積制限
インスタンスのサイズによって異なりますが、通常は 24 時間以内に獲得できるクレジットの最大数
と等しくなります。
例:
t3.nanoの場合、クレジット蓄積制限 = 24 × 6 = 144クレジット
起動クレジット
これは、スタンダードモードに設定された T2 インスタンスにのみ適用されます。起動クレジット
は、新しい T2 インスタンスに割り当てられるもので、CPU クレジットの数に制限があります。スタ
ンダードモードで起動することで、ベースラインを超えたバーストが可能になります。
余剰クレジット
蓄積されたクレジットの残高が枯渇したインスタンスが消費するクレジットです。余剰クレジット
は、長期間高パフォーマンスを維持するバーストインスタンスのために設計されており、使用できる
のは Unlimited モードでのみです。余剰クレジット残高は、Unlimited モードのインスタンスがバース
トのために使用した、クレジットの数を判断するために使用されます。
スタンダードモード
クレジットの設定モードです。このモードのインスタンスでは、クレジット残高に蓄積されたクレ
ジットを消費することで、そのベースラインを超えたバーストが可能です。
Unlimited モード
クレジットの設定モードです。必要な期間にわたって高い CPU 使用率を維持することで、インスタ
ンスがベースラインを超えてバーストすることを可能にします。24 時間ごとのインスタンスの平均
CPU 使用率またはインスタンスの存続期間のいずれか短い方の時間で、インスタンスの平均 CPU 使
用率がベースライン以下になった場合、1 時間ごとのインスタンス価格は自動的にすべての CPU 使
用率スパイクをカバーします。長時間にわたって高い CPU 使用率でインスタンスを実行する場合に
は、vCPU 時間ごとに均一追加料金が発生します。
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次の表は、バーストインスタンスタイプ間の主なクレジットの違いをまとめたものです。
タイプ

サポートされる CPU ク
レジットのタイプ

クレジットの設定モー
ド

インスタンスの開始か
ら停止までの間に蓄積
された CPU クレジット
のライフスパン

T4g

獲得クレジット、蓄積
されたクレジット、
消費されたクレジッ
ト、余剰クレジット
(Unlimited モードのみ)

スタンダー
ド、Unlimited (デフォル
ト)

7 日間 (クレジットは、
インスタンスが停止し
た後、7 日間維持されま
す)

T3a

獲得クレジット、蓄積
されたクレジット、
消費されたクレジッ
ト、余剰クレジット
(Unlimited モードのみ)

スタンダー
ド、Unlimited (デフォル
ト)

7 日間 (クレジットは、
インスタンスが停止し
た後、7 日間維持されま
す)

T3

獲得クレジット、蓄積
されたクレジット、
消費されたクレジッ
ト、余剰クレジット
(Unlimited モードのみ)

スタンダー
ド、Unlimited (デフォル
ト)

7 日間 (クレジットは、
インスタンスが停止し
た後、7 日間維持されま
す)

獲得クレジット、蓄積
されたクレジット、使
用されたクレジット、
起動クレジット (スタン
ダードモードのみ)、余
剰クレジット (Unlimited
モードのみ)

スタンダード (デフォル
ト)、Unlimited

0 日 (インスタンスが停
止するとクレジットは
失われます)

最新世代

前の世代
T2

Note
Dedicated Host で起動される T3 インスタンスでは、Unlimited モードはサポートされていませ
ん。

CPU クレジットの獲得
各バーストパフォーマンスインスタンスは、インスタンスサイズに応じて、1 時間当たりの CPU クレジッ
トを絶えず一定の割合で (ミリ秒レベルの細かさで) 獲得します。クレジットを蓄積または消費する会計処
理もミリ秒レベルの細かさで実施されるため、CPU クレジットの浪費について心配する必要はありませ
ん。CPU の短期バーストでは CPU クレジットのごく一部しか使用されません。
バーストパフォーマンスインスタンスが使用する CPU リソースが、ベースライン使用率に必要な CPU リ
ソースよりも少ない場合 (アイドル時など)、未使用の CPU クレジットが CPU クレジット残高に蓄積され
ます。バーストパフォーマンスインスタンスがベースライン使用率を超えてバーストする必要がある場合
は、蓄積されたクレジットを消費します。CPU 使用率を増やす必要がある場合、バーストパフォーマンス
インスタンスが蓄積したクレジットが多いほど、ベースラインを超えてバーストできる時間が増えます。
次の表は、バーストパフォーマンスインスタンスのタイプ、1 時間あたりに CPU クレジットを獲得する
レート、インスタンスが蓄積できる獲得 CPU クレジットの最大数、インスタンスあたりの vCPU 数、お
よびコア全体に対する割合で表したベースライン使用率 (単一の vCPU を使用した場合) の一覧です。
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インスタ
ンスタイプ

1 時間あたりに受け
取る CPU クレジット

蓄積可能な最大
獲得クレジット*

vCPU 数

vCPU あたりの
ベースライン使用率

t2.nano

3

72

1

5%

t2.micro

6

144

1

10%

t2.small

12

288

1

20%

t2.medium

24

576

2

20%**

t2.large

36

864

2

30%**

t2.xlarge

54

1296

4

22.5%**

81.6

1958.4

8

17%**

t3.nano

6

144

2

5%**

t3.micro

12

288

2

10%**

t3.small

24

576

2

20%**

t3.medium

24

576

2

20%**

t3.large

36

864

2

30%**

t3.xlarge

96

2304

4

40%**

t3.2xlarge

192

4608

8

40%**

t3a.nano

6

144

2

5%**

t3a.micro

12

288

2

10%**

t3a.small

24

576

2

20%**

t3a.medium

24

576

2

20%**

t3a.large

36

864

2

30%**

t3a.xlarge

96

2304

4

40%**

t3a.2xlarge

192

4608

8

40%**

T2

t2.2xlarge
T3

T3a

* 蓄積できるクレジットの数は、24 時間で獲得できるクレジットの数と同じです。
** 表内のベースライン使用率は vCPU 別の割合です。CloudWatch では、CPU 使用率は vCPU 別
に表示されます。例えば、ベースラインレベルで動作する t3.large インスタンスの CPU 使用率
は、CloudWatch の CPU メトリクスに 30% として表示されます。ベースライン使用率の計算方法につ
いては、「ベースライン使用率 (p. 226)」を参照してください。
*** 各vCPUは、インテル Xeon コアまたは AMD EPYC コアのスレッドに対応します (T2 インスタンス
を除く)。
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CPU クレジットの獲得率
1 時間あたりに獲得する CPU クレジット数は、インスタンスのサイズによって決まります。たとえ
ば、t3.nano は 1 時間あたり 6 クレジットを獲得しますが、t3.small は 1 時間あたり 24 クレジットを
獲得します。前記の表は、すべてのインスタンスのクレジット獲得率を示しています。

CPU クレジット蓄積制限
実行中のインスタンスで獲得されたクレジットが失効することはありませんが、インスタンスが蓄積でき
る獲得クレジットの数には制限があります。制限は、CPU クレジット残高により決まります。下記の図
に示されているとおり、制限に到達すると、獲得された新しいクレジットはすべて破棄されます。フルバ
ケットは CPU クレジット残高制限を示し、スピルオーバーは制限を超えた新しく獲得されたクレジット
を示します。

CPU クレジット残高制限は、各 インスタンスのサイズによって異なります。たとえば、t3.micro イン
スタンスは CPU クレジット残高で最大 288 の獲得 CPU クレジットを蓄積できます。前記の表は、各 イ
ンスタンスに累積できる獲得クレジットの最大数を示しています。
T2 スタンダードインスタンスは、起動クレジットも獲得します。起動クレジットは、CPU クレジット残
高制限に対してカウントされません。T2 インスタンスがその起動クレジットを消費しておらず、獲得クレ
ジットを蓄積しながら 24 時間以上アイドル状態が続いた場合、CPU クレジット残高は制限を上回って表
示されます。詳細については、起動クレジット (p. 235) を参照してください。
、T3a、および T3 インスタンスでは、起動クレジットを獲得させることはできません。これらのインスタ
ンスはデフォルトで unlimited として起動するため、起動クレジットなしでも起動後すぐにバーストで
きます。Dedicated Host で起動された T3 インスタンスはstandard(デフォルト)de>unlimitedモードは
Dedicated Host の T3 インスタンスではサポートされていません。

CPU 存続期間の蓄積
実行中のインスタンスの CPU クレジットは失効しません。
T2 では、CPU クレジット残高は、インスタンスが停止して起動すると引き継がれません。T2 インスタン
スを停止した場合、蓄積されたすべてのクレジットが失われます。
、T3a、および T3では、インスタンスが停止した後も CPU クレジット残高は 7 日間保持され、その後に
失われます。7 日以内にインスタンスを起動する場合、クレジットは失われません。
詳細については、「CloudWatch メトリクスの表 (p. 251)」の CPUCreditBalance を参照してくださ
い。
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ベースライン使用率
ベースライン使用率とは、CPU クレジットの獲得数と CPU クレジットの使用数が一致する場合に、正味
のクレジット残高が 0 の状態で CPU を使用できるレベルのことです。ベースライン使用率はベースライ
ンとも呼ばれます。
ベースライン使用率は、vCPU の使用に対する割合として表され、次のように計算されます。
(number of credits earned/number of vCPUs)/60 minutes = % baseline utilization
例えば、2 つの vCPU を持つ t3.nano インスタンスが 1 時間あたり 6 クレジットを獲得すると、ベース
ライン使用率は 5% になります。これは、次のように計算されます。
(6 credits earned/2 vCPUs)/60 minutes = 5% baseline utilization
4 つの vCPU を持つ t3.xlarge インスタンスが 1 時間あたり 96 クレジットを獲得すると、ベースライ
ン使用率は 40% になります ((96/4)/60)。
次のグラフは、平均 CPU 使用率がベースラインを下回っている t3.large の例を示しています。

バーストパフォーマンスインスタンスの Unlimited モード
unlimited として設定したバーストパフォーマンスインスタンスは、必要に応じた期間にわたり、高い
CPU 使用率を保持できます。24 時間ごとのインスタンスの平均 CPU 使用率またはインスタンスの存続期
間のいずれか短い方の時間で、インスタンスの平均 CPU 使用率がベースライン以下になった場合、1 時間
ごとのインスタンス価格は自動的にすべての CPU 使用率スパイクをカバーします。
汎用のワークロードではほとんどの場合、unlimitedとして設定されたインスタンスは追加料金なしで十
分なパフォーマンスを提供します。長時間にわたって高い CPU 使用率でインスタンスを実行する場合に
は、vCPU 時間ごとに均一追加料金が発生します。料金の詳細については、「 Amazon EC2 の料金 」およ
び「T2/T3/T4g Unlimited モードの料金」、「」を参照してください。
t2.micro もしくは t3.micro インスタンスを AWS 無料利用枠の範囲で unlimited モードにより使用
している場合、ローリング期間の 24 時間における平均使用率が、そのインスタンスのベースライン使用
率 (p. 226)を超過すると料金が発生することがあります。
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、T3a、および T3 インスタンスは、デフォルトで unlimited として起動します。24 時間の平均 CPU 使
用率がベースラインを超えた場合は、余剰クレジットに対して課金されます。スポットインスタンス を
unlimited として起動し、CPU クレジットを計上するためのアイドル時間を待たず、すぐに短期間だけ
使用する場合には、余剰クレジットの料金が発生します。コストの増加を抑えるには、スポットインスタ
ンス を標準 (p. 234)モードで起動することをお勧めします。詳細については、「余剰クレジットにより
料金が発生することがある (p. 230)」および「バーストパフォーマンスインスタンス (p. 429)」を参照
してください。

Note
Dedicated Host で起動された T3 インスタンスはstandard(デフォルト)unlimitedモードは
Dedicated Host の T3 インスタンスではサポートされていません。
目次
• Unlimited モードの概念 (p. 227)
• 無制限のバーストパフォーマンスインスタンスの仕組み (p. 227)
• Unlimited モードと固定 CPU を使用する場合 (p. 228)
• 余剰クレジットにより料金が発生することがある (p. 230)
• T2 Unlimited インスタンスの起動クレジットはありません (p. 230)
• 無制限モードの有効化 (p. 230)
• Unlimited とスタンダードを切り替えるとクレジットはどうなるか (p. 231)
• クレジット使用状況のモニタリング (p. 231)
• Unlimited モードの例 (p. 231)
• 例 1: T3 Unlimited でのクレジット使用についての説明 (p. 231)
• 例 2: T2 Unlimited でのクレジット使用についての説明 (p. 232)

Unlimited モードの概念
unlimited モードはバーストパフォーマンスインスタンスのクレジットの設定オプションです。これに
より、実行中または停止中のインスタンスをいつでも有効または無効にできます。各 unlimited リー
ジョンのアカウントレベルで、バーストパフォーマンスインスタンスファミリーごとに、デフォルトのク
レジットオプションとして AWS を設定できます。アカウント内のすべての新しいバーストパフォーマン
スインスタンスは、このデフォルトのクレジットオプションを使用して起動されます。

無制限のバーストパフォーマンスインスタンスの仕組み
unlimited として設定したバーストパフォーマンスインスタンスが CPU クレジット残高を使い切った場
合、ベースラインを超えてバーストするには余剰 (p. 226)クレジットを使用できます。その CPU 利用率
がベースラインを下回った場合、獲得した CPU クレジットを使用して、先に消費された余剰クレジット
の支払いが行われます。CPU クレジットを獲得して余剰クレジットを支払う機能により、Amazon EC2 は
24 時間にわたるインスタンスの CPU 使用率を平均化できるようになります。24 時間の平均 CPU 使用率
がベースラインを超えたインスタンスには、vCPU 時間あたりの超過の使用量に対して、均一追加料金が
発生します。
以下のグラフは、t3.large の CPU 使用率を示します。t3.large のベースラインの CPU 使用率は
30% です。インスタンスが 24 時間にわたって平均 30% 以下の CPU 使用率で実行されている場合、コス
トはインスタンスの 1 時間あたりの料金ですでにカバーされているため、追加料金はかかりません。ただ
し、ここでのグラフに示されているように、24 時間の平均 CPU 使用率 40% でインスタンスが実行されて
いる場合、そのインスタンスでの超過 CPU 使用量 10% に対しては、vCPU 時間あたりに均一追加料金が
発生します。
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各インスタンスタイプの vCPU あたりのベースライン使用率、および各インスタンスタイプが獲得するク
レジット数の詳細については、「クレジットの表 (p. 224)」を参照してください。

Unlimited モードと固定 CPU を使用する場合
unlimited モード (T3 など) でバーストパフォーマンスインスタンスと、固定パフォーマンスインスタン
ス (M5 など) のどちらを使用するかを決める場合は、損益分岐点 CPU 使用率を判断する必要があります。
バーストパフォーマンスインスタンスの損益分岐点 CPU 使用率は、バーストパフォーマンスインスタン
スが固定パフォーマンスインスタンスと同じコストになるポイントです。損益分岐点 CPU 使用率は、次
のことを判断するのに役立ちます。
• 24 時間の平均 CPU 使用率が損益分岐点の CPU 使用率以下である場合は、バーストパフォーマンスイ
ンスタンスを unlimited モードで使用すると、固定パフォーマンスインスタンスと同じパフォーマン
スを維持しながら、バーストパフォーマンスインスタンスを低価格で使用できます。
• 24 時間の平均 CPU 使用率が損益分岐点 CPU 使用率を上回る場合、バーストパフォーマンスインスタ
ンスは、同等サイズの固定パフォーマンスインスタンスよりもコストが高くなります。T3 インスタンス
が 100% CPU で継続的にバーストする場合、同等サイズの M5 インスタンスの約 1.5 倍の価格を支払う
ことになります。
次のグラフは、t3.large のコストが m5.large と同じ場合の損益分岐点の CPU 使用率を示して
います。t3.large の損益分岐点の CPU 使用率は 42.5% です。平均 CPU 使用率が 42.5% の場
合、t3.large の実行コストは m5.large と同じです。平均 CPU 使用率が 42.5% を超える場合は、より
高価になります。ワークロードの平均 CPU 使用率が 42.5% 未満であれば、t3.large と同じパフォーマ
ンスを得ながら、m5.large を低価格で使用することができます。
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次の表は、unlimited モードまたは固定パフォーマンスインスタンスでバーストパフォーマンスインス
タンスを使用する方が安価な場合を判断できるように、損益分岐点 CPU 使用率のしきい値を計算する方
法を示しています。表の列には A から K のラベルが付けられています。
インス
タンス
タイプ

vCPU

T3 の
料金 */
時間

M5 の
料金 */
時間

料金
の違い

vCPU
あたり
の T3
ベー
スライ
ン使用
率 (%)

余剰ク
レジッ
トに
対する
vCPU
時間あ
たり
の料金

vCPU
時間
(分) あ
たり
の料金

vCPU
ごと
に利用
可能な
追加の
バース
ト (分)

利用可
損益
能な追
分岐
加 CPU CPU %
(%)

A

B

C

D

E=
D-C

F

G

H=
G / 60

I=
E/H

J = (I /
60) / B

K=
F+J

t3.large

2

0.0835
USD

0.096
USD

0.0125
USD

30%

0.05
USD

0.000833
USD

15

12.5%

42.5%

* 料金は us-east-1 および Linux OS に基づいています。
テーブルは以下の情報を提供します。
• 列 A は、インスタンスタイプ t3.large を示します。
• 列 B は、t3.large の vCPU の数を示します。
• 列 C は、1 時間あたりの t3.large の料金を示します。
• 列 D は、1 時間あたりの m5.large の料金を示します。
• 列 E は、t3.large と m5.large の差額を示しています。
• 列 F は、t3.large の vCPU あたりのベースライン使用率 (30%) を示しています。ベースラインで
は、インスタンスの 1 時間あたりのコストが CPU 使用率のコストになります。
• G 列は、獲得したクレジットを使い切った後のインスタンスが 100% の CPU 使用率でバーストした場
合に請求される、vCPU 時間あたりの均一追加料金を示しています。
• H 列は、獲得したクレジットを使い切った後のインスタンスが 100% の CPU 使用率でバーストした場
合に請求される、vCPU 分あたりの均一追加料金を示しています。
• 列 I は、t3.large と同じ 1 時間あたりの料金が発生している間に、100% CPU で m5.large が 1 時
間あたりにバーストできる追加の時間 (分) を示しています。
• J 列は、インスタンスが m5.large と同じ 1 時間あたりの料金が発生している間にバーストする可能性
がある、ベースラインを超えた追加の CPU 使用率 (%) を示しています。
• 列 K は、t3.large 以上支払わなくても m5.large がバーストする可能性がある損益分岐点 CPU 使用
率 (%) を示しています。この使用率を超えた t3.large のコストは m5.large よりも高くなります。
次の表は、同様のサイズの M5 インスタンスタイプと比較した、T3 インスタンスタイプの損益分岐点
CPU 使用率 (%) を示しています。
T3 インスタンスタイプ

M5 と比較した T3 の損益分岐点 CPU 使用率 (%)

t3.large

42.5%

t3.xlarge

52.5%
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T3 インスタンスタイプ

M5 と比較した T3 の損益分岐点 CPU 使用率 (%)

t3.2xlarge

52.5%

余剰クレジットにより料金が発生することがある
インスタンスの平均 CPU 使用率がベースライン以下の場合、インスタンスに追加料金は発生しません。
インスタンスは 24 時間でクレジット最大数 (p. 224)を獲得 (たとえば、t3.micro インスタンスは 24 時
間で最大 288 クレジット獲得可能) するため、課金されることなく余剰クレジットを最大まで消費できま
す。
ただし、CPU 使用率がベースラインを上回ったままの場合、インスタンスは消費した余剰クレジットを支
払うのに十分なクレジットを獲得できません。支払われない余剰クレジットに対して、vCPU 時間ごとに
均一追加料金が発生します。料金の詳細については、「T2/T3/T4g Unlimited モードの料金」および「」を
参照してください。
先に消費された余剰クレジットは、以下のいずれかの状況に当てはまると料金が発生します。
• 消費された余剰クレジットが、インスタンスが 24 時間に獲得できる最大クレジット数 (p. 224)を超え
ている。最大数を越えて消費された余剰クレジットは、時間の最後に課金されます。
• インスタンスが停止または終了した。
• インスタンスは unlimited から standard に切り替わります。
消費された余剰クレジットは、CloudWatch メトリクス CPUSurplusCreditBalance により追跡されま
す。課金された余剰クレジットは、CloudWatch メトリクス CPUSurplusCreditsCharged で追跡でき
ます 。詳細については、バーストパフォーマンスインスタンスの追加 CloudWatch メトリクス (p. 250)
を参照してください。

T2 Unlimited インスタンスの起動クレジットはありません
T2 スタンダードインスタンスが起動クレジット (p. 235)を受け取っても、T2 Unlimited インスタンス
は起動クレジットを受け取りません。T2 Unlimited インスタンスは、24 時間のローリング枠内または存
続期間のどちらか短いほうで平均 CPU 使用率がベースラインを越えない限り、追加料金なしでいつでも
ベースラインを超えるバーストができます。したがって、T2 Unlimited インスタンスは、起動直後の高パ
フォーマンスを実現するために起動クレジットを必要としません。
T2 インスタンスが standard から unlimited に切り替えられた場合、残りの CPUCreditBalance が
引き継がれる前に、蓄積された起動クレジットが CPUCreditBalance から削除されます。
、T3a および T3 インスタンスは、Unlimited モードをサポートしているため、起動クレジットを受け取り
ません。T4g、T3a、および T3 インスタンスのクレジット設定を Unlimited モードにすることで、ベース
ラインを超えてバーストさせるために必要な量の CPU リソースを、必要な期間だけ使用できるようにな
ります。

無制限モードの有効化
実行中または停止中のインスタンスで、unlimited から standard、standard から unlimited へい
つでも切り替えることができます。詳細については、「バーストパフォーマンスインスタンスを無制限ま
たはスタンダードとして起動する (p. 245)」および「バーストパフォーマンスインスタンスのクレジット
指定の変更 (p. 248)」を参照してください。
各 unlimited リージョンのアカウントレベルで、バーストパフォーマンスインスタンスファミリーご
とに、デフォルトのクレジットオプションとして AWS を設定できます。アカウント内のすべての新しい
バーストパフォーマンスインスタンスは、このデフォルトのクレジットオプションを使用して起動されま
す。詳細については、アカウントのクレジット指定のデフォルト設定 (p. 249) を参照してください。
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Amazon EC2 コンソールまたは unlimited を使用して、バーストパフォーマンスインスタンスが
standard あるいは AWS CLI のどちらで設定されているを確認できます。詳細については、「バースト
パフォーマンスインスタンスのクレジット指定の表示 (p. 247)」および「デフォルトのクレジット指定の
表示 (p. 250)」を参照してください。

Unlimited とスタンダードを切り替えるとクレジットはどうなるか
CPUCreditBalance は、インスタンスが蓄積したクレジットの数を追跡する CloudWatch メトリク
スです。CPUSurplusCreditBalance は、インスタンスが消費した余剰クレジットの数を追跡する
CloudWatch メトリクスです。
unlimited として設定されたインスタンスを standard に変更すると、以下の状況が発生します
• CPUCreditBalance 値は変更されずに引き継がれます。
• CPUSurplusCreditBalance 値にはすぐに課金されます。
standard インスタンスが unlimited に切り替えられると、以下の状況が発生します。
• CPUCreditBalance 値に含まれる、蓄積された獲得クレジットが引き継がれます。
• T2 スタンダードインスタンスでは、起動クレジットがすべて CPUCreditBalance 値から削除され、蓄
積された獲得クレジットを含む残りの CPUCreditBalance 値が引き継がれます。

クレジット使用状況のモニタリング
インスタンスが、ベースラインが提供するよりも多くクレジットを消費していないか確認するに
は、CloudWatch メトリクスを使用して使用率を追跡し、クレジット使用量を通知する時間ごとのアラー
ムを設定できます。詳細については、バーストパフォーマンスインスタンスの CPU クレジットをモニタ
リングする (p. 250) を参照してください。

Unlimited モードの例
次の例では、unlimited として設定されているインスタンスのクレジットの使用について説明します。
例
• 例 1: T3 Unlimited でのクレジット使用についての説明 (p. 231)
• 例 2: T2 Unlimited でのクレジット使用についての説明 (p. 232)

例 1: T3 Unlimited でのクレジット使用についての説明
この例では、t3.nano として起動した unlimited インスタンスの CPU 使用率、獲得クレジットおよ
び余剰クレジットを使用して CPU 使用率を保持する方法を示します。
t3.nano インスタンスは、24 時間のローリング期間に渡って最大で 144 CPU クレジットを獲得し、そ
れを 144 分の vCPU 使用と引き換えることができます。CPU クレジット残高 (CloudWatch メトリクス
CPUCreditBalance で示される) が消耗すると、余剰 CPU クレジット — まだ獲得していない — を消費
して必要なだけバーストします。t3.nano インスタンスは 24 時間あたり最大 144 クレジットを獲得する
ため、すぐに課金されることなく余剰クレジットを最大まで消費できます。CPU クレジットを 144 以上消
費した場合、差分については時間の最後に課金されます。
以下のグラフにある例の目的は、CPUCreditBalance を使いきった後でも余剰クレジットを使用してイ
ンスタンスをバーストさせる方法を示すことです。以下のワークフローは、グラフの番号付きの点を参照
します｡
P1 – グラフの 0 時において、インスタンスは unlimited として起動され、すぐにクレジットを獲
得します。このインスタンスは起動時からアイドル状態になり (CPU 使用率は 0%)、クレジットは
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消費されません。すべての未消費のクレジットはクレジット残高に蓄積されます。最初の 24 時間
は、CPUCreditUsage は 0 で、CPUCreditBalance 値は、最大の 144 に達します。
P2 – 次の 12 時間では、CPU 使用率はベースラインの 5% を下回る 2.5% です。インスタンスは消費する
よりも多くのクレジットを獲得しますが、CPUCreditBalance 値は、最大 144 クレジットを超えること
はできません。
P3 – 次の 24 時間では、CPU 使用率は 7% (ベースラインを上回る) で 57.6 クレジットの消費を必要とし
ます。インスタンスは獲得するよりも多くのクレジットを消費し、CPUCreditBalance 値は、86.4 クレ
ジットに低減します。
P4 – 次の 12 時間では、CPU 使用率は 2.5% に減少し (ベースラインを下回る) で 36 クレジットの消費を
必要とします。同時に、インスタンスは 72 クレジットを獲得します。インスタンスは消費するよりも多
くのクレジットを獲得し、CPUCreditBalance 値は、122 クレジットに増加します。
P5 – 次の 5 時間で、インスタンスは 100% の CPU 使用率でバーストし、バーストを保持するために 570
クレジットを消費します。この期間内の約 1 時間で、インスタンスは CPUCreditBalance 全体の 122 ク
レジットを使い切り、高い CPU 使用率を維持するために余剰クレジットを使い始めます。この期間の余
剰クレジット数は合計 448 (570-122=448) です。CPUSurplusCreditBalance 値が 144 CPU クレジッ
ト (t3.nano インスタンスが 24 時間に獲得できるクレジットの最大数) に達すると、その後に消費される
余剰クレジットは獲得クレジットで相殺することはできません。その後に消費される余剰クレジットの量
は 304 (448-144=304) クレジットで、時間の終了後に 304 クレジットに対して少額の追加料金が発生しま
す。
P6 – 次の 13 時間では、CPU 使用率は 5% (ベースライン) です。インスタンスは消費したの
と同量のクレジットを獲得するため、CPUSurplusCreditBalance の支払いを超過しませ
ん。CPUSurplusCreditBalance 値は、144 クレジットのままです。
P7 – この例の過去 24 時間では、インスタンスはアイドル状態で、CPU 使用率は 0% です。この間、イン
スタンスは、CPUSurplusCreditBalance の支払いに使用する 144 クレジットを獲得します。

例 2: T2 Unlimited でのクレジット使用についての説明
この例では、t2.nano として起動した unlimited インスタンスの CPU 使用率、獲得クレジットおよ
び余剰クレジットを使用して CPU 使用率を保持する方法を示します。
t2.nano インスタンスは、24 時間のローリング期間に渡って最大で 72 CPU クレジットを獲得し、そ
れを 72 分の vCPU 使用と引き換えることができます。CPU クレジット残高 (CloudWatch メトリクス
CPUCreditBalance で示される) が消耗すると、余剰 CPU クレジット — まだ獲得していない — を消費
して必要なだけバーストします。t2.nano インスタンスは 24 時間あたり最大 72 クレジットを獲得する
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ため、すぐに課金されることなく余剰クレジットを最大まで消費できます。CPU クレジットを 72 以上消
費した場合、差分については時間の最後に課金されます。
以下のグラフにある例の目的は、CPUCreditBalance を使いきった後でも余剰クレジットを使用してイ
ンスタンスをバーストさせる方法を示すことです。グラフ中のタイムライン開始時点で、インスタンスは
24 時間に獲得可能なクレジットの最大数と同じクレジット残高を蓄積しているものとします。以下のワー
クフローは、グラフの番号付きの点を参照します｡
1 – 最初の 10 分間、CPUCreditUsage は 0 で、CPUCreditBalance 値は最大の 72 のままです。
2 – 23:40 に CPU 使用率が増加すると、インスタンスは CPU クレジットを消費し CPUCreditBalance
値が減少します。
3 – 00:47 頃、インスタンスは CPUCreditBalance 全体を使い切り、高い CPU 使用率を維持するために
余剰クレジットを使い始めます。
4 – CPUSurplusCreditBalance 値が 72 CPU クレジットに達する 1:55 まで余剰クレジットが消費され
ます。これは、t2.nano インスタンスが 24 時間で獲得できる最大値と同じです。その後に消費される余
剰クレジットは、24 時間以内の獲得クレジットで相殺することはできません。そのため、時間終了時に少
額の追加料金が発生します。
5 – インスタンスは 2:20 頃まで余剰クレジットを消費し続けます。この時点で、CPU 使用率が
ベースラインを下回ると、インスタンスは 1 時間あたり 3 クレジット (または 5 分ごとに 0.25
クレジット) を獲得し始めます。これは、CPUSurplusCreditBalance の支払いに使用されま
す。CPUSurplusCreditBalance 値が 0 まで減った後、インスタンスは 5 分ごとに 0.25 クレジットの
割合で CPUCreditBalance に獲得クレジットを蓄積し始めます。

請求書の計算
余剰クレジットは vCPU 時間あたり 0.096 USD かかります。インスタンスは、1:55 から 2:20 の間におよ
そ 25 余剰クレジットを消費し、これは 0.42 vCPU 時間に相当します。
このインスタンスの追加料金は、0.42 vCPU 時間 x 0.096 USD/vCPU 時間 = 0.04032 USD で、四捨五入
すると 0.04 USD です。
これが、この T2 Unlimited インスタンスの月末請求書です。
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1 時間ごとの料金の発生を通知する請求アラートを設定して、必要に応じてアクションを実行できます。

バーストパフォーマンスインスタンスのスタンダードモード
standard として設定したバーストパフォーマンスインスタンスは、平均 CPU 使用率がインスタンス
のベースライン CPU 使用率を一貫して下回るワークロードに適しています。ベースラインより上にバー
ストする場合、インスタンスは CPU クレジット残高に蓄積されたクレジットを消費します。インスタン
スの蓄積されたクレジットが少なくなると、CPU 使用率は徐々にベースラインパフォーマンスレベルま
で下がるため、蓄積された CPU クレジット残高を使い切った場合でも、パフォーマンスが急激に低下す
ることはありません。詳細については、バーストパフォーマンスインスタンスに関する主要な概念と定
義 (p. 220) を参照してください。
コンテンツ
• スタンダードモードの概念 (p. 234)
• スタンダードのバーストパフォーマンスインスタンスの仕組み (p. 234)
• 起動クレジット (p. 235)
• 起動クレジット制限 (p. 235)
• 起動クレジットと獲得クレジットの違い (p. 236)
• スタンダードモードの例 (p. 236)
• 例 1: T3 スタンダードでのクレジット使用についての説明 (p. 237)
• 例 2: T2 スタンダードでのクレジット使用についての説明 (p. 238)
• 期間 1: 1～24 時間 (p. 238)
• 期間 2: 25～36– 時間 (p. 239)
• 期間 3: 37～61 時間 (p. 240)
• 期間 4: 62～72 時間 (p. 241)
• 期間 5: 73～75 時間 (p. 241)
• 期間 6: 76～90 時間 (p. 242)
• 期間 7: 91～96 時間 (p. 243)

スタンダードモードの概念
standard モードはバーストパフォーマンスインスタンスの設定オプションです。これにより、実行中ま
たは停止中のインスタンスをいつでも有効または無効にできます。各 standard リージョンのアカウント
レベルで、バーストパフォーマンスインスタンスファミリーごとに、デフォルトのクレジットオプション
として AWS を設定できます。アカウント内のすべての新しいバーストパフォーマンスインスタンスは、
このデフォルトのクレジットオプションを使用して起動されます。

スタンダードのバーストパフォーマンスインスタンスの仕組み
standard に設定されているバーストパフォーマンスインスタンスが実行状態の場合、1 時間当たりの
獲得クレジットを絶えず一定の割合で (ミリ秒レベルの細かさで) 獲得します。T2 スタンダードインス
タンスが停止すると、蓄積されたクレジットがすべて失われ、クレジット残高はゼロにリセットされま
す。再起動されると、新しい起動クレジットのセットを受け取り、獲得したクレジットの蓄積を始めま
す。、T3a、および T3 スタンダードインスタンスでは、CPU クレジット残高は、インスタンスが停止し
234

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
汎用

た後も 7 日間保持された後失われます。7 日以内にインスタンスを起動する場合、クレジットは失われま
せん。
T2 スタンダードインスタンスは、獲得クレジットと起動クレジットの 2 種類の CPU クレジットを受け取
ります。T2 スタンダードインスタンスが実行状態の場合、1 時間当たりの獲得クレジットを絶えず一定の
割合で (ミリ秒レベルの細かさで) 獲得します。スタート時のインススタンスは、良いスタートアップエク
スペリエンスのためのクレジットをまだ獲得していません｡したがって、スタートアップエクスペリエンス
を積み重ねるために、スタート時にクレジットを獲得します。インスタンスは､獲得クレジットを蓄積しな
がら最初にそのクレジットを消費します。
、T3a、および T3 インスタンスは、Unlimited モードをサポートしているため、起動クレジットを受け取
りません。T4g、T3a、および T3 インスタンスのクレジット設定を Unlimited モードにすることで、ベー
スラインを超えてバーストさせるために必要な量の CPU リソースを、必要な期間だけ使用できるように
なります。

起動クレジット
T2 スタンダードインスタンスは、起動時またはスタート時に vCPU あたり 30 起動クレジットを獲得しま
す。たとえば、t2.micro インスタンスは vCPU が 1 つのため 30 起動クレジット、t2.xlarge インス
タンスには vCPU が 4 つあるため 120 起動クレジットを取得します。起動クレジットは、インスタンスが
獲得クレジットを蓄積できるようになる前に、起動してすぐにバーストできるよう、最適な起動エクスペ
リエンスを提供するために設計されています。
起動クレジットは、獲得クレジットよりも先に消費されます。未使用の起動クレジットは CPU クレジッ
ト残高に蓄積されますが、CPU クレジット残高制限に対してカウントされません。たとえば、t2.micro
インスタンスの CPU クレジット残高制限は 144 獲得クレジットです。起動された後 24 時間アイドルのま
まであった場合、その CPU クレジット残高は 174 に到達し (30 起動クレジット + 144 獲得クレジット)、
制限を上回ります。ただし、インスタンスが 30 起動クレジットを消費した後は、クレジット残高が 144
を超えることはありません。各インスタンスサイズの CPU クレジット残高制限の詳細については、「ク
レジットの表 (p. 224)」を参照してください。
次の表は、起動または開始の際に受け取る初期 CPU クレジットの割り当てと vCPU の数を示していま
す。
インスタンスタイプ

起動クレジット

vCPU

t1.micro

15

1

t2.nano

30

1

t2.micro

30

1

t2.small

30

1

t2.medium

60

2

t2.large

60

2

t2.xlarge

120

4

t2.2xlarge

240

8

起動クレジット制限
T2 スタンダードインスタンスが起動クレジットを受け取る回数には制限があります。デフォルトの制限
は、リージョンごとにローリング期間の 24 時間あたり各アカウントで合計で 100 回の T2 スタンダードイ
ンスタンスの起動または開始と設定されています。例えば、24 時間以内にインスタンスが 100 回停止お
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よび開始した場合、24 時間以内に 100 インスタンスが起動された場合、または他の組み合わせが 100 回
の開始と同じである場合、制限に到達します。新しいアカウントでは、使用量に基づいて増える下限が設
定される場合があります。

Tip
ワークロードに必要なパフォーマンスを常に確実に得るには、バーストパフォーマンスインスタ
ンスの Unlimited モード (p. 226) に切り替えるか、またはより大きいインスタンスサイズの使用
を検討してください。

起動クレジットと獲得クレジットの違い
次の表に、起動クレジットと獲得クレジットの違いを示します。
起動クレジット

獲得クレジット

クレジットの獲 T2 スタンダードインスタンスは、起動時
得率
またはスタート時に vCPU あたり 30 起動
クレジットを獲得します。
T2 インスタンスが unlimited から
standard に切り替えられた場合、切り
替えの時点では起動クレジットを取得し
ません。

各 T2 インスタンスは、インスタンスサ
イズに応じて、1 時間当たりの CPU クレ
ジットを絶えず一定の割合で (ミリ秒レベ
ルの細かさで) 獲得します。インスタンス
サイズごとに獲得される CPU クレジッ
ト数の詳細については、「クレジットの
表 (p. 224)」を参照してください。

クレジットの獲 起動クレジット受け取り制限は、リー
得制限
ジョンごとにローリング期間の 24 時間あ
たり各アカウントで合計で 100 回の T2
スタンダードインスタンスの起動または
開始と設定されています。新しいアカウ
ントでは、使用量に基づいて増える下限
が設定される場合があります。

T2 インスタンスは、CPU クレジット残
高制限より多くのクレジットを蓄積する
ことはできません。CPU クレジット残高
がその制限に到達した場合、制限に到達
した後に獲得されたクレジットはすべて
破棄されます。起動クレジットは制限に
対してはカウントされません。各 T2 イ
ンスタンスサイズの CPU クレジット残高
制限の詳細については、「クレジットの
表 (p. 224)」を参照してください。

クレジットの使 起動クレジットは、獲得クレジットより
用
も先に消費されます。

獲得クレジットは、すべての起動クレ
ジットを消費した後にのみ消費されま
す。

クレジットの有 T2 スタンダードインスタンスが実行中の
効期限
場合、起動クレジットは期限切れになり
ません。T2 スタンダードインスタンスが
停止し、T2 Unlimited に切り替えられた場
合、すべての起動クレジットが失われま
す。

T2 インスタンスが実行中の場合、蓄積し
た獲得クレジットは期限切れになりませ
ん。T2 インスタンスが停止すると、蓄積
された獲得クレジットはすべて失われま
す。

蓄積された起動クレジットと蓄積された獲得クレジットの数は、CloudWatch メトリクス
CPUCreditBalance によって追跡されます 詳細については、「CloudWatch メトリクスの表 (p. 251)」
の CPUCreditBalance を参照してください。

スタンダードモードの例
次の例では、インスタンスが standard として設定された場合の、クレジットの使用について説明しま
す。
例
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• 例 1: T3 スタンダードでのクレジット使用についての説明 (p. 237)
• 例 2: T2 スタンダードでのクレジット使用についての説明 (p. 238)

例 1: T3 スタンダードでのクレジット使用についての説明
この例では、t3.nano として起動した standard インスタンスが、獲得クレジットを、獲得、蓄積、消
費する方法について示します。クレジット残が、蓄積された獲得クレジットを反映するかについて示しま
す。
実行中の t3.nano インスタンスは、24 時間ごとに 144 クレジットを獲得します。このクレジット残の制
限は、144 の獲得クレジットです。制限に到達すると、獲得された新しいクレジットはすべて破棄されま
す。獲得および蓄積できるクレジット数の詳細については、クレジットの表 (p. 224)を参照してくださ
い。
T3 スタンダードインスタンスを起動し、すぐに使用することができます。または、T3 スタンダードイン
スタンスを起動し、何日間かアイドル状態にしてから、そこでアプリケーションを実行する場合がありま
す。インスタンスを使用中か、アイドル状態であるかによって、クレジットが消費されるか、あるいは蓄
積されるかが決まります。インスタンスが起動してから 24 時間アイドル状態のままの場合、蓄積できる
獲得クレジットの最大数となり、クレジット残高が制限に達します。
この例では、起動後に 24 時間アイドル状態のままとなるインスタンスについて説明します。また、96 時
間にわたる 7 つの期間で、クレジットが獲得、蓄積、消費、破棄される率と、各期間の終了時点でのクレ
ジット残高の値を示します。
以下のワークフローは、グラフの番号付きの点を参照します｡
P1 – グラフの 0 時において、インスタンスは standard として起動され、すぐにクレジットを獲
得します。このインスタンスは起動時からアイドル状態になり (CPU 使用率は 0%)、クレジットは
消費されません。すべての未消費のクレジットはクレジット残高に蓄積されます。最初の 24 時間
は、CPUCreditUsage は 0 で、CPUCreditBalance 値は、最大の 144 に達します。
P2 – 次の 12 時間では、CPU 使用率はベースラインの 5% を下回る 2.5% です。インスタンスは消費する
よりも多くのクレジットを獲得しますが、CPUCreditBalance 値は、最大 144 クレジットを超えること
はできません。制限を超えて獲得されたクレジットはすべて破棄されます。
P3 – 次の 24 時間では、CPU 使用率は 7% (ベースラインを上回る) で 57.6 クレジットの消費を必要とし
ます。インスタンスは獲得するよりも多くのクレジットを消費し、CPUCreditBalance 値は、86.4 クレ
ジットに低減します。
P4 – 次の 12 時間では、CPU 使用率は 2.5% に減少し (ベースラインを下回る) で 36 クレジットの消費を
必要とします。同時に、インスタンスは 72 クレジットを獲得します。インスタンスは消費するよりも多
くのクレジットを獲得し、CPUCreditBalance 値は、122 クレジットに増加します。
P5 – 次の 2 時間で、インスタンスは 60% の CPU 使用率でバーストし、122 クレジットの全
体CPUCreditBalance値を使い切ります。この期間の終わりに、CPUCreditBalance は 0 にな
り、CPU 使用率はベースライン使用率レベルの 5% まで強制的に落とされます。ベースラインで、インス
タンスは消費した分のクレジットを獲得します。
P6 – 次の 14 時間では、CPU 使用率は 5% (ベースライン) です。インスタンスは消費した分のクレジット
を獲得します。CPUCreditBalance 値は、0 のままです。
P7 – この例の過去 24 時間では、インスタンスはアイドル状態で、CPU 使用率は 0% です。この間、イン
スタンスは、CPUCreditBalance に蓄積する 144 クレジットを獲得します。
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例 2: T2 スタンダードでのクレジット使用についての説明
この例では、t2.nano が起動クレジットおよび獲得クレジットを獲得、蓄積、消費する際に、standard
インスタンスがどのように起動されるかについて示します。クレジット残高に、蓄積された獲得クレジッ
トだけでなく、蓄積された起動クレジットがどのように反映されるかについて示します。
t2.nano インスタンスは、起動時に 30 起動クレジットを獲得し、24 時間ごとに 72 クレジットを獲得し
ます。このクレジット残高の制限は 72 獲得クレジットです。起動クレジットはこの制限に対してカウン
トされません。制限に到達すると、獲得された新しいクレジットはすべて破棄されます。獲得および蓄積
できるクレジット数の詳細については、クレジットの表 (p. 224)を参照してください。の制限事項の詳細
については、「起動クレジット制限 (p. 235)」を参照してください。
T2 スタンダードインスタンスを起動し、すぐに使用することができます。または、T2 スタンダードイン
スタンスを起動し、何日間かアイドル状態にしてから、そこでアプリケーションを実行する場合がありま
す。インスタンスを使用中か、アイドル状態であるかによって、クレジットが消費されるか、あるいは蓄
積されるかが決まります。インスタンスが起動後に 24 時間アイドル状態のままである場合、クレジット
残高は制限を超えているように表示されます。これは、蓄積された獲得クレジットと蓄積された起動クレ
ジットの両方が残高に反映されるためです。ただし、CPU を使用すると、起動クレジットが最初に使用さ
れます。その後、この制限は、蓄積できる獲得クレジットの最大数を常に反映します。
この例では、起動後に 24 時間アイドル状態のままとなるインスタンスについて説明します。また、96 時
間にわたる 7 つの期間で、クレジットが獲得、蓄積、消費、破棄される率と、各期間の終了時点でのクレ
ジット残高の値を示します。

期間 1: 1～24 時間
グラフの 0 時において、T2 インスタンスは standard として起動され、すぐに 30 クレジットを獲得しま
す。実行状態の間はクレジットを獲得します。このインスタンスは起動時からアイドル状態になり (CPU
使用率は 0%)、クレジットは消費されません。すべての未消費のクレジットはクレジット残高に蓄積され
ます。起動後約 14 時間で、クレジット残高は 72 (30 起動クレジット + 42 獲得クレジット) となり、こ
れはインスタンスが 24 時間に獲得できる数と同等になります。起動後 24 時間で、クレジット残高は 72
クレジットを超えます。これは、未消費の起動クレジットがクレジット残高に蓄積されるためです (クレ
ジット残高は— 102 クレジット: 30 起動クレジット + 72 獲得クレジット)。
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クレジットの消費率

24 時間あたり 0 クレジット (0% の CPU 使用率)

クレジットの獲得率

24 時間あたり 72 クレジット

クレジットの破棄率

24 時間あたり 0 クレジット

クレジット残高

102 クレジット (30 起動クレジット + 72 獲得クレ
ジット)

結論
起動後に CPU の使用がない場合、インスタンスは 24 時間に獲得できるよりも多くのクレジットを蓄積し
ます (30 起動クレジット + 72 獲得クレジット = 102 クレジット)。
実際のシナリオでは、EC2 インスタンスは起動中および実行中にも少数のクレジットを消費します。それ
により、残高がこの例の理論的な最大値に達することを防ぎます。

期間 2: 25～36– 時間
次の 12 時間中に、インスタンスは引き続きアイドル状態のままとなり、クレジットを獲得しますが、ク
レジット残高は増えません。102 クレジット (30 起動クレジット + 72 獲得クレジット) で頭打ちとなりま
す。クレジット残高は制限である 72 の蓄積された獲得クレジットに達したため、新しく獲得されたクレ
ジットは破棄されます。
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クレジットの消費率

24 時間あたり 0 クレジット (0% の CPU 使用率)

クレジットの獲得率

24 時間あたり 72 クレジット (1 時間で 3 クレジッ
ト)

クレジットの破棄率

24 時間あたり 72 クレジット (100% のクレジット
獲得率)

クレジット残高

102 クレジット (30 起動クレジット + 72 獲得クレ
ジット)— 残高は変更されません

結論
インスタンスはクレジットを継続して獲得しますが、クレジット残高が制限に達した場合、獲得クレジッ
トはそれ以上蓄積されません。制限に到達すると、新しく獲得されたクレジットはすべて破棄されます。
起動クレジットは、クレジット残高制限に対してカウントされません。残高に蓄積された起動クレジット
が含まれている場合、残高は制限を超えているように表示されます。

期間 3: 37～61 時間
次の 25 時間で、インスタンスは 2% の CPU を使用します。これには 30 クレジットが必要です。同じ
期間に 75 クレジットを取得しますが、クレジット残高は減ります。残高が減るのは、蓄積された起動ク
レジットが最初に消費されますが、クレジット残高が既に 72 獲得クレジットという制限に達しているた
め、新しく獲得されたクレジットは破棄されるためです。

クレジットの消費率

24 時間あたり 28.8 クレジット (1 時間ごとに 1.2
クレジット、2% の CPU 使用率、40% のクレジッ
ト獲得率)— 25 時間以上で 30 クレジット

クレジットの獲得率

24 時間あたり 72 クレジット

クレジットの破棄率

24 時間あたり 72 クレジット (100% のクレジット
獲得率)

クレジット残高

72 クレジット (30 起動クレジットが消費され、72
獲得クレジットが未使用のまま)

結論
インスタンスは、獲得クレジットを消費する前に、起動クレジットを最初に消費します。起動クレジット
は、クレジット制限に対してカウントされません。起動クレジットが消費された後で、24 時間に獲得でき
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る数よりも残高が高くなることはありません。さらに、インスタンスの実行中は、それ以上クレジットを
獲得することはできません。

期間 4: 62～72 時間
次の 11 時間で、インスタンスは 2% の CPU を使用します。これには 13.2 クレジットが必要です。これ
は前の期間の CPU 使用率と同じですが、残高は減りません。72 クレジットのままです。
残高が減らないのは、クレジットの獲得率がクレジットの消費率よりも高いためです。また、インスタン
スは 13.2 クレジットを消費する時間に、33 クレジットを獲得します。ただし、残高の制限は 72 クレジッ
トであるため、制限を超えて獲得されたクレジットは破棄されます。残高は 72 で頭打ちとなります。こ
れは期間 2 の 102 クレジットという頭打ちとは異なりますが、蓄積された起動クレジットがないためで
す。

クレジットの消費率

24 時間あたり 28.8 クレジット (1 時間ごとに 1.2
クレジット、2% の CPU 使用率、40% のクレジッ
ト獲得率)— 11 時間以上で 13.2 クレジット

クレジットの獲得率

24 時間あたり 72 クレジット

クレジットの破棄率

24 時間あたり 43.2 クレジット (60% のクレジット
獲得率)

クレジット残高

72 クレジット (0 起動クレジット、72 獲得クレ
ジット)— 残高は上限

結論
起動クレジットの消費後、クレジット残高の制限はインスタンスが 24 時間に獲得できるクレジット数に
よって決まります。インスタンスが、消費するよりも多くのクレジットを獲得した場合、制限を超えて新
しく獲得されたクレジットは破棄されます。

期間 5: 73～75 時間
次の 3 時間で、インスタンスは 20% の CPU 使用率でバーストします。これには 36 クレジットが必要で
す。インスタンスは同じ 3 時間で 9 クレジットを獲得します。これにより、実際の残高は 27 クレジット
減ります。3 時間の最後に、クレジット残高は 45 の蓄積された獲得クレジットとなります。
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クレジットの消費率

24 時間あたり 288 クレジット (1 時間ごとに 12 ク
レジット、20% の CPU 使用率、400% のクレジッ
ト獲得率)— 3 時間以上で 36 クレジット

クレジットの獲得率

24 時間あたり 72 クレジット (3 時間で 9 クレジッ
ト)

クレジットの破棄率

24 時間あたり 0 クレジット

クレジット残高

45 クレジット (前の残高 (72) - 消費したクレジッ
ト (36) + 獲得したクレジット (9))— 残高は 24
時間あたり 216 クレジットの率で減少 (消費率
288/24 + 獲得率 72/24 = 残高減少率 216/24)

結論
インスタンスが、獲得するよりも多くのクレジットを消費する場合、クレジット残高は減ります。

期間 6: 76～90 時間
次の 15 時間で、インスタンスは 2% の CPU を使用します。これには 18 クレジットが必要です。これ
は、期間 3 および 4 と同じ CPU 使用率です。ただし、期間 3 で残高が減り、期間 4 で頭打ちになりまし
たが、この期間の残高は増えます。
期間 3 で、蓄積された起動クレジットが消費されました。また、クレジットの制限を超えて獲得されたク
レジットは破棄され、クレジット残高が減りました。期間 4 で、インスタンスが消費したクレジットは
獲得したクレジットよりも少なくなりました。限度額を超えて獲得したクレジットはすべて破棄されたた
め、残高は最大 72 クレジットとなりました。
この期間に蓄積された起動クレジットはなく、残高の蓄積された獲得クレジットの数は制限を下回ってい
ます。獲得クレジットは破棄されません。さらに、インスタンスは消費するよりも多くのクレジットを獲
得し、クレジット残高が増えます。
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クレジットの消費率

24 時間あたり 28.8 クレジット (1 時間ごとに 1.2
クレジット、2% の CPU 使用率、40% のクレジッ
ト獲得率)— 15 時間以上で 18 クレジット

クレジットの獲得率

24 時間あたり 72 クレジット (15 時間で 45 クレ
ジット)

クレジットの破棄率

24 時間あたり 0 クレジット

クレジット残高

72 クレジット (残高は 24 時間あたり 43.2 クレ
ジットの率で増えます— 変更率 = 消費率 28.8/24
+ 獲得率 72/24)

結論
インスタンスが、獲得するよりも少ないクレジットを消費する場合、クレジット残高は増えます。

期間 7: 91～96 時間
次の 6 時間は、インスタンスはアイドル状態になり (—CPU 使用率は 0%—)、クレジットは消費されませ
ん。これは、期間 2 の —CPU 使用率と同じですが、残高は 102 クレジットで頭打ちになりません。イン
スタンスのクレジット残高の制限である 72 クレジットで頭打ちになります。
期間 2 で、クレジット残高には蓄積された 30 起動クレジットが含まれます。起動クレジットは期間 3 で
消費されました。実行中のインスタンスはそれ以上起動クレジットを取得できません。クレジット残高の
制限に達すると、制限を超えて獲得されたクレジットは破棄されます。
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クレジットの消費率

24 時間あたり 0 クレジット (0% の CPU 使用率)

クレジットの獲得率

24 時間あたり 72 クレジット

クレジットの破棄率

24 時間あたり 72 クレジット (100% のクレジット
獲得率)

クレジット残高

72 クレジット (0 起動クレジット、72 獲得クレ
ジット)

結論
インスタンスはクレジットを継続して獲得しますが、クレジット残高の制限に達した場合、獲得クレジッ
トはそれ以上蓄積されません。制限に到達すると、新しく獲得されたクレジットはすべて破棄されます。
クレジット残高の制限は、インスタンスが 24 時間に獲得できるクレジット数によって決まります。クレ
ジット残高の制限の詳細については、クレジットの表 (p. 224)を参照してください。

バーストパフォーマンスインスタンスの使用
これらのインスタンスの起動、モニタリング、および変更の手順は似ています。主な違いは、起動時のデ
フォルトのクレジット指定です。デフォルトのクレジット指定を変更しない場合、デフォルトは次のよう
になります。
• 、T3a、および T3 インスタンスを unlimited として起動
• Dedicated Host でstandardとして T3 インスタンスを起動します。
• T2 インスタンスを standard として起動
コンテンツ
• バーストパフォーマンスインスタンスを無制限またはスタンダードとして起動する (p. 245)
• Auto Scaling グループを使用してバーストパフォーマンスインスタンスを無制限で起動する (p. 246)
• バーストパフォーマンスインスタンスのクレジット指定の表示 (p. 247)
• バーストパフォーマンスインスタンスのクレジット指定の変更 (p. 248)
• アカウントのクレジット指定のデフォルト設定 (p. 249)
• デフォルトのクレジット指定の表示 (p. 250)
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バーストパフォーマンスインスタンスを無制限またはスタンダードとして起動する
Amazon EC2 コンソール、unlimited SDK、コマンドラインツール、または Auto Scaling グループを使
用して、インスタンスを standard または AWS として起動できます。詳細については、Auto Scaling グ
ループを使用してバーストパフォーマンスインスタンスを無制限で起動する (p. 246) を参照してくださ
い。
New console

バーストパフォーマンスインスタンスを Unlimited またはスタンダードとして起動するには
(コンソール)
1.

インスタンスを起動する (p. 519)ための手順に従います。

2.

[Instance type] (インスタンスタイプ) で、T インスタンスタイプを選択します。

3.

[Advanced details] (高度な詳細) を展開し、[Credit specification] (クレジットの仕様) でクレジット
の仕様を選択します。選択しない場合はデフォルトが使用されます。デフォルトは、T2 について
は standard、T3a、および T3 については unlimited です。

4.

[Summary] (概要) パネルでインスタンスの設定を確認し、[Launch instance] (インスタンスを起
動) を選択します。詳細については、「新しいインスタンス起動ウィザードを使用してインスタン
スを起動する (p. 517)」を参照してください。

Old console

バーストパフォーマンスインスタンスを Unlimited またはスタンダードとして起動するには
(コンソール)
1.

「古いインスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する (p. 527)」の手順に従い
ます。

2.

[Choose an Instance Type] (インスタンスタイプの選択) ページで、インスタンスタイプを選択
し、[Next: Configure Instance Details] (次の手順: インスタンスの詳細設定) を選択します。

3.

クレジット指定を選択します。

4.

a.

、T3a、および T3 インスタンスを standard として起動するには、[Unlimited] (無制限) を
オフにします。

b.

T2 インスタンスを unlimited として起動するには、[Unlimited] (無制限) を選択します。

ウィザードに従って続行します。[Review Instance Launch] (インスタンス作成の確認) ページで
オプションの確認が終了したら、[Launch] (起動) を選択します。詳細については、古いインスタ
ンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する (p. 527) を参照してください。

バーストパフォーマンスインスタンスを Unlimited またはスタンダードとして起動するには (AWS CLI)
run-instances コマンドを使用して、インスタンスを起動します。--credit-specification
CpuCredits= パラメータを使用してクレジット指定を指定します。有効なクレジット指定は unlimited
と standard です。
• 、T3a、および T3 に --credit-specification パラメータを含めない場合、インスタンスはデフォ
ルトで unlimited として起動します。
• T2 で、--credit-specification パラメータを含めない場合、インスタンスはデフォルトで
standard として起動します。

aws ec2 run-instances --image-id ami-abc12345 --count 1 --instance-type t3.micro --keyname MyKeyPair --credit-specification "CpuCredits=unlimited"
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Auto Scaling グループを使用してバーストパフォーマンスインスタンスを無制限で起動する
バーストパフォーマンスインスタンスが起動または開始する際、優れたブートストラップエクスペリエン
スには CPU クレジットが必要です。Auto Scaling グループを使用してインスタンスを起動する場合は、
インスタンスを unlimited として設定することをお勧めします。そうする場合、インスタンスは Auto
Scaling グループによって自動的に起動または再開されたときに余剰クレジットを使用します。余剰クレ
ジットを使用することで、パフォーマンスの制限を防ぐことができます。

起動テンプレートの作成
インスタンスを Auto Scaling グループで unlimited として起動するには、起動に起動テンプレートを使
用する必要があります。起動設定では、インスタンスを unlimited として起動することはサポートされ
ていません。

Note
unlimitedモードは、Dedicated Host で起動される T3 インスタンスではサポートされません。

インスタンスを Unlimited として起動する起動テンプレートを作成するには (コンソール)
1.

Auto Scaling グループの起動テンプレートの作成の手順に従います。

2.

[Launch template contents] ( (テンプレートコンテンツの起動) の [Instance type] (インスタンスタイプ)
で、インスタンスサイズを選択します。

3.

インスタンスを Auto Scaling グループで unlimited として起動するには、[Advanced details] (高度
な詳細) の [Credit specification] (クレジット指定) で [Unlimited] (無制限) を選択します。

4.

起動テンプレートパラメータの定義が終了したら、[Create launch template] (起動テンプレートの作
成) を選択します。詳細については、『Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド』の「Auto Scaling
グループの起動テンプレートの作成」を参照してください。

インスタンスを Unlimited として起動する起動テンプレートを作成するには (AWS CLI)
create-launch-template コマンドを使用して、unlimited を CPU 使用率に関するクレジット指定として
指定します。
• 、T3a、および T3 に CreditSpecification={CpuCredits=unlimited} 値を含めない場合、イン
スタンスはデフォルトで unlimited として起動します。
• T2 で、CreditSpecification={CpuCredits=unlimited} 値を含めない場合、インスタンスはデ
フォルトで standard として起動します。

aws ec2 create-launch-template --launch-template-name MyLaunchTemplate
--version-description FirstVersion --launch-template-data
ImageId=ami-8c1be5f6,InstanceType=t3.medium,CreditSpecification={CpuCredits=unlimited}

起動テンプレートによる Auto Scaling グループの関連付け
起動テンプレートを Auto Scaling グループに関連付けるには、起動テンプレートを使用して Auto Scaling
グループを作成するか、または既存の Auto Scaling グループに起動テンプレートを追加します。

起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

画面の上部のナビゲーションバーで、起動テンプレートを作成したときに使用したのと同じリージョ
ンを選択します。
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3.

ナビゲーションペインで [Auto Scaling グループ]、[Auto Scaling グループの作成] の順に選択します。

4.

[Launch Template (起動テンプレート)] で、起動テンプレートを選択し、[次のステップ] を選択しま
す。

5.

Auto Scaling グループ用のフィールドに入力します。[Review page (確認ページ)] で設定の確認を終
えたら、[Create Auto Scaling group (Auto Scaling グループの作成)] を選択します。詳細については、
『Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド』の「起動テンプレートを使用した Auto Scaling グルー
プの作成 」を参照してください。

起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成するには (AWS CLI)
create-auto-scaling-group AWS CLI コマンドを使用して、--launch-template パラメータを指定しま
す。

既存の Auto Scaling グループに起動テンプレートを追加するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

画面の上部のナビゲーションバーで、起動テンプレートを作成したときに使用したのと同じリージョ
ンを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[Auto Scaling Groups] をクリックします。

4.

Auto Scaling グループの一覧から Auto Scaling グループを選択し、[アクション]、[編集] の順に選択し
ます。

5.

[Details (詳細)] タブの [Launch Template (起動テンプレート)] で起動テンプレートを選択して、[Save
(保存)] を選択します。

既存の Auto Scaling グループに起動テンプレートを追加するには (AWS CLI)
update-auto-scaling-group AWS CLI コマンドを使用して、--launch-template パラメータを指定しま
す。

バーストパフォーマンスインスタンスのクレジット指定の表示
実行中または停止中のインスタンスのクレジット指定 (unlimited または standard) を表示できます。
New console

バーストインスタンスのクレジット指定を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

左のナビゲーションペインの [インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択します。

4.

[Details (詳細)] を選択し、[Credit specification (クレジット指定)] フィールドを表示します。この
値は unlimited または standard のどちらかです。

Old console

バーストインスタンスのクレジット指定を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

左のナビゲーションペインの [インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択します。

4.

[Description (説明)] を選択し、[T2/T3 Unlimited] フィールドを表示します。
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• 値が Enabled の場合、インスタンスは unlimited として設定されます。
• 値が Disabled の場合、インスタンスは standard として設定されます。
バーストパフォーマンスインスタンスのクレジット指定を記述するには (AWS CLI)
describe-instance-credit-specifications コマンドを使用します。1 つ以上のインスタンス ID を指定しない
場合、以前に unlimited クレジット仕様で設定されていたインスタンスだけでなく、unlimited クレ
ジット指定のすべてのインスタンスが返されます。たとえば、T3 インスタンスを M4 インスタンスにサイ
ズ変更し、unlimited に設定している場合、Amazon EC2 は M4 インスタンスを返します。

Example
aws ec2 describe-instance-credit-specifications --instance-id i-1234567890abcdef0

出力例を次に示します。
{

}

"InstanceCreditSpecifications": [
{
"InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
"CpuCredits": "unlimited"
}
]

バーストパフォーマンスインスタンスのクレジット指定の変更
実行中または停止中のインスタンスのクレジット指定は、unlimited と standard の間でいつでも切り
替えることができます。
New console

バーストパフォーマンスインスタンスのクレジット指定を変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

左のナビゲーションペインの [インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択します。複数のインスタンスのクレジット指定を一度に変更するには、適用
可能なインスタンスをすべて選択します。

4.

[Actions (アクション)]、[Instance settings (インスタンス設定)]、[Change credit specification (ク
レジット指定の変更)] の順に選択します。このオプションは、バーストパフォーマンスインスタ
ンスを選択した場合にのみ有効になります。

5.

クレジット指定を unlimited に変更するには、インスタンス ID の横にあるチェックボックス
をオンにします。クレジット指定を standard に変更するには、インスタンス ID の横にある
チェックボックスをオフにします。

Old console

バーストパフォーマンスインスタンスのクレジット指定を変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

左のナビゲーションペインの [インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択します。複数のインスタンスのクレジット指定を一度に変更するには、適用
可能なインスタンスをすべて選択します。
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4.

[Actions (アクション)]、[Instance Settings (インスタンス設定)]、[Change T2/T3 Unlimited (T2/T3
Unlimited の変更)] の順に選択します。このオプションは、バーストパフォーマンスインスタンス
を選択した場合にのみ有効になります。

5.

現在のクレジット指定はインスタンス ID の後の括弧内に表示されます。クレジット指定を
unlimited に変更するには、[有効化] を選択します。クレジット指定を standard に変更する
には、[無効化] を選択します。

バーストパフォーマンスインスタンスのクレジット指定を変更するには (AWS CLI)
modify-instance-credit-specification コマンドを使用します。--instance-credit-specification
パラメータを使用して、インスタンスとクレジット指定を指定します。有効なクレジット指定は
unlimited と standard です。

Example
aws ec2 modify-instance-credit-specification --region us-east-1 --instance-creditspecification "InstanceId=i-1234567890abcdef0,CpuCredits=unlimited"

出力例を次に示します。
{

}

"SuccessfulInstanceCreditSpecifications": [
{
"InstanceId": "i- 1234567890abcdef0"
}
],
"UnsuccessfulInstanceCreditSpecifications": []

アカウントのクレジット指定のデフォルト設定
各 AWS リージョンのアカウントレベルで、バーストパフォーマンスインスタンスファミリーごとにデ
フォルトのクレジット仕様を設定できます。
EC2 コンソールのインスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動している場合、アカウント
レベルのデフォルトのクレジット指定は、お客様により設定されたクレジット指定の値により上書きされ
ます。AWS CLI を使用してインスタンスを起動する場合には、アカウント内のすべての新しいバーストパ
フォーマンスインスタンスは、デフォルトのクレジット指定を使用して起動されます。既存の実行中また
は停止中のインスタンスのクレジット指定には影響しません。
考慮事項
インスタンスファミリーのデフォルトのクレジット指定は、継続した 5 分間に 1 回のみ変更でき、継続し
た 24 時間中に最大 4 回変更できます。

アカウントレベルでデフォルトのクレジット指定を設定するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

左側ナビゲーションペインで、[EC2 ダッシュボード] をクリックします。

3.

[アカウントの属性] から、[デフォルトのクレジット指定] を選択します。

4.

[管理] をクリックします。

5.

インスタンスファミリーごとに、[ 無制限] または [標準 ] を選択した上で、[更新] をクリックします。

アカウントレベルでデフォルトのクレジット指定を設定するには (AWS CLI)
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modify-default-credit-specification コマンドを使用します。AWS パラメータを使用して、--cpu-credits
リージョン、インスタンスファミリー、およびデフォルトのクレジット仕様を設定します。有効なデフォ
ルトのクレジット指定は、unlimited および standard です。
aws ec2 modify-default-credit-specification --region us-east-1 --instance-family t2 --cpucredits unlimited

デフォルトのクレジット指定の表示
各 AWS リージョンのアカウントレベルで、バーストパフォーマンスインスタンスファミリーのデフォル
トのクレジット仕様を表示できます。

アカウントレベルでデフォルトのクレジット指定を表示するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

左側ナビゲーションペインで、[EC2 ダッシュボード] をクリックします。
[アカウントの属性] から、[デフォルトのクレジット指定] を選択します。

アカウントレベルでデフォルトのクレジット指定を表示するには (AWS CLI)
get-default-credit-specification コマンドを使用します。AWS リージョンとインスタンスファミリーを指定
します。
aws ec2 get-default-credit-specification --region us-east-1 --instance-family t2

バーストパフォーマンスインスタンスの CPU クレジットをモニタリングする
EC2 はメトリクスを Amazon CloudWatch に送信します。CPU クレジットのメトリクスは、CloudWatch
コンソールの Amazon EC2 インスタンスごとのメトリクスで確認するか、AWS CLI を使用して各インス
タンスのメトリクスを一覧表示することで確認できます。詳細については、「コンソールを使用したメト
リクスの一覧表示 (p. 1130)」および「AWS CLI を使用したメトリクスの一覧表示 (p. 1132)」を参照して
ください。
目次
• バーストパフォーマンスインスタンスの追加 CloudWatch メトリクス (p. 250)
• CPU クレジット使用状況の計算 (p. 252)

バーストパフォーマンスインスタンスの追加 CloudWatch メトリクス
バーストパフォーマンスインスタンスには、以下の追加の CloudWatch メトリクスがあり、5 分ごとに更
新されます。
• CPUCreditUsage – 測定期間に消費された CPU クレジットの数。
• CPUCreditBalance – インスタンスが蓄積する CPU クレジット数。このバランスは CPU がバースト
する際に枯渇し、CPU クレジットは獲得するよりも速い速度で使用されます。
• CPUSurplusCreditBalance – CPUCreditBalance 値がゼロになったときに CPU 使用率を保持する
ために使用される余剰 CPU クレジットの数。
• CPUSurplusCreditsCharged – 24 時間で獲得できる CPU クレジットの最大数 (p. 224)を越えた、
追加料金が発生する分の余剰 CPU クレジットの数。
最後の 2 つのメトリクスは unlimited として設定されたインスタンスにのみ適用されます。
バーストパフォーマンスインスタンスの CloudWatch メトリクスの説明を次の表に示します。詳細につい
ては、インスタンスの利用可能な CloudWatch メトリクスのリスト表示 (p. 1121) を参照してください。
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メトリクス

説明

CPUCreditUsage

CPU 使用率に関してインスタンスで消費される CPU クレジットの
数。1 つの CPU クレジットは、1 個の vCPU が 100% の使用率で 1
分間実行されること、または、vCPU、使用率、時間の同等の組み
合わせ (例えば、1 個の vCPU が 50% の使用率で 2 分間実行される
か、2 個の vCPU が 25% の使用率で 2 分間実行される) に相当しま
す。
CPU クレジットメトリクスは、5 分間隔でのみ利用可能です。5 分
を超える期間を指定する場合は、Average 統計の代わりに Sum 統
計を使用します。
単位: クレジット (vCPU 分)

CPUCreditBalance

インスタンスが起動または開始後に蓄積した獲得 CPU クレジットの
数。T2 スタンダードの場合、CPUCreditBalance には蓄積された
起動クレジットの数も含まれます。
クレジットは、獲得後にクレジット残高に蓄積され、消費されると
クレジット残高から削除されます。クレジット残高には、インスタ
ンスサイズによって決まる上限があります。制限に到達すると、獲
得された新しいクレジットはすべて破棄されます。T2 スタンダード
の場合、起動クレジットは制限に対してカウントされません。
CPUCreditBalance のクレジットは、インスタンスがそのベース
ライン CPU 使用率を超えてバーストするために消費できます。
インスタンスが実行中の場合、CPUCreditBalance のクレジット
は期限切れになりません。、T3a、もしくは T3 インスタンスの停止
後、CPUCreditBalance 値は 7 日間保持されます。その後、蓄積
されたすべてのクレジットが失われます。T2 インスタンスが停止す
ると、CPUCreditBalance 値は保持されず、蓄積されたすべての
クレジットが失われます。
CPU クレジットメトリクスは、5 分間隔でのみ利用可能です。
単位: クレジット (vCPU 分)

CPUSurplusCreditBalance

unlimited 値がゼロの場合に CPUCreditBalance インスタンス
によって消費された余剰クレジットの数。
CPUSurplusCreditBalance 値は獲得した CPU クレジットによっ
て支払われます。余剰クレジットの数が、24 時間にインスタンスが
獲得できるクレジットの最大数を超えている場合、最大数を超えて
消費された余剰クレジットに対しては料金が発生します。
単位: クレジット (vCPU 分)

CPUSurplusCreditsCharged

獲得 CPU クレジットにより支払われないために追加料金が発生し
た、消費された余剰クレジットの数。
消費された余剰クレジットは、以下のいずれかの状況に当てはまる
と料金が発生します。
• 消費された余剰クレジットが、インスタンスが 24 時間に獲得でき
る最大クレジット数を超えている。最大数を越えて消費された余
剰クレジットは、時間の最後に課金されます。
• インスタンスが停止または終了した。
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メトリクス

説明
• インスタンスは unlimited から standard に切り替わります。
単位: クレジット (vCPU 分)

CPU クレジット使用状況の計算
インスタンスの CPU クレジット使用状況は、前述の表で説明したインスタンス CloudWatch メトリクス
を使用して計算されます。
Amazon EC2 は、メトリクスを 5 分ごとに CloudWatch に送信します。前のメトリクス値の参照はいつで
も、5 分前に送信された、直前のメトリクス値を意味します。

スタンダードインスタンスの CPU クレジット使用状況の計算
• CPU クレジット残高は、CPU 利用率がベースラインを下回り、前の 5 分間に消費したクレジットが獲
得したクレジットより少なかった場合に増加します。
• CPU クレジット残高は、CPU 利用率がベースラインを上回り、前の 5 分間に消費したクレジットが獲
得したクレジットよりも多かった場合に減少します。
数学的に、これは次の式で表されます。

Example
CPUCreditBalance = prior CPUCreditBalance + [Credits earned per hour * (5/60) CPUCreditUsage]

インスタンスのサイズは、インスタンスが 1 時間あたりに獲得できるクレジットの数と、クレジット残高
に蓄積できる獲得クレジットの数を決定します。1 時間あたりに獲得するクレジット数と、各インスタン
スサイズのクレジット残高制限については、「クレジットの表 (p. 224)」を参照してください。
例
この例では、t3.nano インスタンスを使用します。インスタンスの CPUCreditBalance 値を計算する
には、前述の式を次のように使用します。
• CPUCreditBalance – 計算する現在のクレジット残高。
• prior CPUCreditBalance – 5 分前のクレジット残高。この例では、インスタンスは 2 クレジットを
蓄積しています。
• Credits earned per hour – t3.nano インスタンスは 1 時間あたり 6 クレジット獲得します。
• 5/60 – CloudWatch メトリクスのパブリッシュ間の 5 分間隔を表します。1 時間あたりに獲得するク
レジットに 60 分の 5 (5 分) を掛けて、インスタンスが過去 5 分間に獲得したクレジット数を求めま
す。t3.nano インスタンスは、5 分ごとに 0.5 クレジットを獲得します。
• CPUCreditUsage – インスタンスが過去 5 分間に消費したクレジット数。この例では、インスタンスは
過去 5 分間に 1 クレジットを消費しました。
これらの値を使用して、CPUCreditBalance の値を計算できます。

Example
CPUCreditBalance = 2 + [0.5 - 1] = 1.5
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無制限インスタンスの CPU クレジット使用状況の計算
バーストパフォーマンスインスタンスがベースラインを超えてバーストする必要がある場合、余剰クレ
ジットを消費する前に、蓄積されたクレジットが常に消費されます。蓄積した CPU クレジット残高を使
いきると、必要な期間だけ余剰クレジットを使用してバーストできます。CPU 利用率がベースラインを下
回った場合、インスタンスが獲得クレジットを蓄積する前に常に余剰クレジットが支払われます。
この 5 分間に発生するアクティビティを反映するため、次の式では Adjusted balance という用語を使
用します。CPUCreditBalance および CPUSurplusCreditBalance の CloudWatch メトリクスの値に
達するため、この値を使用します。

Example
Adjusted balance = [prior CPUCreditBalance - prior CPUSurplusCreditBalance] + [Credits
earned per hour * (5/60) - CPUCreditUsage]

0 に対する Adjusted balance の値は、インスタンスが獲得したすべてのクレジットがバーストに
消費され、余剰クレジットは消費されなかったことを示します。結果として、CPUCreditBalance と
CPUSurplusCreditBalance は 0 に設定されます。
Adjusted balance の正の値は、インスタンスが獲得クレジットを蓄積し、前の余剰クレジットが (ある
場合) 支払われたことを示します。結果として、Adjusted balance の値は CPUCreditBalance に割
り当てられ、CPUSurplusCreditBalance は 0に設定されます。インスタンスサイズは、蓄積可能な最
大クレジット数 (p. 224)を決定します。

Example
CPUCreditBalance = min [max earned credit balance, Adjusted balance]
CPUSurplusCreditBalance = 0

Adjusted balance の負の値は、インスタンスが蓄積したすべての獲得クレジットに加えて、余
剰クレジットもバーストに消費されたことを示します。結果として、Adjusted balance の値は
CPUSurplusCreditBalance と CPUCreditBalance に割り当てられ、0に設定されます。繰り返しに
なりますが、インスタンスサイズは、蓄積可能な最大クレジット数 (p. 224)を決定します。

Example
CPUSurplusCreditBalance = min [max earned credit balance, -Adjusted balance]
CPUCreditBalance = 0

消費される余剰クレジットがインスタンスに蓄積可能な最大クレジットを越えた場合、余
剰クレジット残高は前述の式に示すように最大に設定されます。残りの余剰クレジットは
CPUSurplusCreditsCharged メトリクスで示すように課金されます。

Example
CPUSurplusCreditsCharged = max [-Adjusted balance - max earned credit balance, 0]

最後に、CPUSurplusCreditBalance により追跡された余剰クレジットもインスタンスの終
了時に課金されます。インスタンスを unlimited から standard に切り替えると、残りの
CPUSurplusCreditBalance も課金されます。

コンピュート最適化インスタンス
コンピューティング最適化インスタンスは、高パフォーマンスプロセッサから恩恵を受けるコンピュー
ティングバウンドな用途に最適です。
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C5 および C5n インスタンス
これらのインスタンスは、次の用途に適しています。
• 作業負荷の Batch 処理
• メディアの変換
• 高性能なウェブサーバー
• ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC)
• 科学的なモデル
• 専用ゲームサーバーおよび広告エンジン
• 機械学習推論やその他の大量の演算を行うアプリケーション
c5.metal などのベアメタルインスタンスを使用すると、アプリケーションから、プロセッサとメモリな
どのホストサーバーの物理リソースに直接アクセスすることができます。
詳細については、「Amazon EC2 C5 インスタンス」を参照してください。

C6i および C6id インスタンス
これらのインスタンスは,次のような、高度なコンピューティング集約型ワークロードの実行に最適です。
• ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC)
• Batch 処理
• 広告配信
• 動画エンコーディング
• 分散分析
• 拡張性の高いマルチプレイヤーゲーム
詳細については、「Amazon EC2 C6i インスタンス」を参照してください。
目次
• ハードウェア仕様 (p. 254)
• インスタンスのパフォーマンス (p. 257)
• ネットワークパフォーマンス (p. 257)
• Amazon EBS I/O パフォーマンス (p. 260)
• インスタンスストアボリュームの I/O パフォーマンス (p. 260)
• リリースノート (p. 261)

ハードウェア仕様
以下に示しているのは、コンピューティング最適化インスタンスのハードウェア仕様の要約です。仮想中
央処理ユニット (vCPU) は、仮想マシン (VM) に割り当てられた物理 CPU の一部を表します。x86 インス
タンスの場合、コアごとに 2 つの vCPU があります。Graviton インスタンスの場合、コアごとに 1 つの
vCPU があります。
インスタンスタイプ

デフォルト vCPU

メモリ (GiB)

c4.large

2

3.75

c4.xlarge

4

7.5

c4.2xlarge

8

15
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インスタンスタイプ

デフォルト vCPU

メモリ (GiB)

c4.4xlarge

16

30

c4.8xlarge

36

60

c5.large

2

4

c5.xlarge

4

8

c5.2xlarge

8

16

c5.4xlarge

16

32

c5.9xlarge

36

72

c5.12xlarge

48

96

c5.18xlarge

72

144

c5.24xlarge

96

192

c5.metal

96

192

c5a.large

2

4

c5a.xlarge

4

8

c5a.2xlarge

8

16

c5a.4xlarge

16

32

c5a.8xlarge

32

64

c5a.12xlarge

48

96

c5a.16xlarge

64

128

c5a.24xlarge

96

192

c5ad.large

2

4

c5ad.xlarge

4

8

c5ad.2xlarge

8

16

c5ad.4xlarge

16

32

c5ad.8xlarge

32

64

c5ad.12xlarge

48

96

c5ad.16xlarge

64

128

c5ad.24xlarge

96

192

c5d.large

2

4

c5d.xlarge

4

8

c5d.2xlarge

8

16

c5d.4xlarge

16

32
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インスタンスタイプ

デフォルト vCPU

メモリ (GiB)

c5d.9xlarge

36

72

c5d.12xlarge

48

96

c5d.18xlarge

72

144

c5d.24xlarge

96

192

c5d.metal

96

192

c5n.large

2

5.25

c5n.xlarge

4

10.5

c5n.2xlarge

8

21

c5n.4xlarge

16

42

c5n.9xlarge

36

96

c5n.18xlarge

72

192

c5n.metal

72

192

c6a.large

2

4

c6a.xlarge

4

8

c6a.2xlarge

8

16

c6a.4xlarge

16

32

c6a.8xlarge

32

64

c6a.12xlarge

48

96

c6a.16xlarge

64

128

c6a.24xlarge

96

192

c6a.32xlarge

128

256

c6a.48xlarge

192

384

c6a.metal

192

384

c6i.large

2

4

c6i.xlarge

4

8

c6i.2xlarge

8

16

c6i.4xlarge

16

32

c6i.8xlarge

32

64

c6i.12xlarge

48

96

c6i.16xlarge

64

128

c6i.24xlarge

96

192
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インスタンスタイプ

デフォルト vCPU

メモリ (GiB)

c6i.32xlarge

128

256

c6i.metal

128

256

c6id.large

2

4

c6id.xlarge

4

8

c6id.2xlarge

8

16

c6id.4xlarge

16

32

c6id.8xlarge

32

64

c6id.12xlarge

48

96

c6id.16xlarge

64

128

c6id.24xlarge

96

192

c6id.32xlarge

128

256

c6id.metal

128

256

コンピューティング最適化インスタンスは、次のプロセッサを使用します。

AMD プロセッサ
• 第 2 世代 AMD EPYC プロセッサ (AMD EPYC 7R32): C5a、C5ad
• 第 3 世代 AMD EPYC プロセッサ (AMD EPYC 7R13): C6a

インテルプロセッサ
• インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Haswell E5-2666 v3): C4
• インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Skylake 8124): C5n
• インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Skylake 8124M または Cascade Lake 8223CL): より小さいサ
イズの C5 および C5d
• 第 2 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Cascade Lake 8275CL): よりサイズの大きな C5 およ
び C5d
• 第 3 世代 Intel Xeon スケーラブルプロセッサ (Ice Lake 8375C): C6i、C6id
詳細については、「Amazon EC2 のインスタンスタイプ」を参照してください。

インスタンスのパフォーマンス
EBS 最適化インスタンスは、インスタンスからの Amazon EBS I/O とその他のネットワークトラフィック
との競合を排除することによって、EBS ボリュームの安定した高パフォーマンスを実現できます。一部の
コンピューティングの最適化インスタンスは、追加料金なしでデフォルトで EBS 最適化されています。詳
細については、Amazon EBS 最適化インスタンスを使用する (p. 1738) を参照してください。

ネットワークパフォーマンス
サポートされているインスタンスタイプで拡張ネットワーキングを有効にすると、レイテンシーとネッ
トワークジッターを低減し、パケット毎秒 (PPS) のパフォーマンスを高めることができます。ほとんど
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のアプリケーションでは、高いレベルのネットワークパフォーマンスが一貫して必要なわけではありま
せんが、データの送受信時にアクセスする帯域幅を増やすことでメリットを得られます。詳細について
は、Windows での拡張ネットワーキング (p. 1268) を参照してください。
以下に示しているのは、拡張ネットワーキングをサポートするコンピューティング最適化インスタンスの
ネットワークパフォーマンスの要約です。
インスタンスタイプ

ネットワークパフォー
マンス

拡張ネットワーキング

c4.large

中

Intel 82599
VF (p. 1278)

c4.xlarge | c4.2xlarge | c4.4xlarge

高

Intel 82599
VF (p. 1278)

c5.4xlarge 以下 | c5a.4xlarge 以下 |
c5ad.4xlarge 以下 | c5d.4xlarge 以下

最大 10 Gbps †

ENA (p. 1269)

c4.8xlarge

10 Gbps

Intel 82599
VF (p. 1278)

c5.9xlarge | c5a.8xlarge | c5ad.8xlarge |
c5d.9xlarge

10 Gbps

ENA (p. 1269)

c5.12xlarge | c5a.12xlarge |
c5ad.12xlarge | c5d.12xlarge

12 Gbps

ENA (p. 1269)

c6a.4xlarge 以下 | c6i.4xlarge 以下 |
c6id.4xlarge 以下

最大12.5 Gbps†

ENA (p. 1269)

c6a.8xlarge | c6i.8xlarge | c6id.8xlarge

12.5 Gbps

ENA (p. 1269)

c6a.12xlarge | c6i.12xlarge |
c6id.12xlarge

18.75 Gbps

ENA (p. 1269)

c5n.4xlarge 以下

最大 25 Gbps †

ENA (p. 1269)

c5.18xlarge | c5.24xlarge | c5.metal |
c5d.18xlarge | c5d.24xlarge | c5d.metal
| c6a.16xlarge | c6i.16xlarge |
c6id.16xlarge

25 Gbps

ENA (p. 1269)

30 Gbps

ENA (p. 1269)

c6a.24xlarge | c6i.24xlarge |
c6id.24xlarge

37.5 Gbps

ENA (p. 1269)

c5n.9xlarge | c6a.32xlarge | c6a.48xlarge
| c6a.metal | c6i.32xlarge | c6i.metal |
c6id.32xlarge | c6id.metal

50 Gbps

ENA (p. 1269)

c5n.18xlarge | c5n.metal

100 Gbps

ENA (p. 1269)

† これらのインスタンスにはベースライン帯域幅があり、ネットワーク I/O クレジットメカニズムを使用
して、ベストエフォートベースでベースライン帯域幅を超えてバーストできます。詳細については、「イ
ンスタンスのネットワーク帯域幅 (p. 1266)」を参照してください。
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インスタンスタイプ

ベースライン帯域幅 (Gbps)

バースト帯域幅 (Gbps)

c5.large

.75

10

c5.xlarge

1.25

10

c5.2xlarge

2.5

10

c5.4xlarge

5

10

c5a.large

.75

10

c5a.xlarge

1.25

10

c5a.2xlarge

2.5

10

c5a.4xlarge

5

10

c5ad.large

.75

10

c5ad.xlarge

1.25

10

c5ad.2xlarge

2.5

10

c5ad.4xlarge

5

10

c5d.large

.75

10

c5d.xlarge

1.25

10

c5d.2xlarge

2.5

10

c5d.4xlarge

5

10

c5n.large

3

25

c5n.xlarge

5

25

c5n.2xlarge

10

25

c5n.4xlarge

15

25

c6a.large

.781

12

c6a.xlarge

1.562

12

c6a.2xlarge

3.125

12

c6a.4xlarge

6.25

12

c6i.large

.781

12.5

c6i.xlarge

1.562

12.5

c6i.2xlarge

3.125

12.5

c6i.4xlarge

6.25

12.5

c6id.large

.781

12.5

c6id.xlarge

1.562

12.5

c6id.2xlarge

3.125

12.5
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インスタンスタイプ

ベースライン帯域幅 (Gbps)

バースト帯域幅 (Gbps)

c6id.4xlarge

6.25

12.5

C7g.medium

0.52

12.5

C7g.large

0.937

12.5

C7g.xlarge

1.876

12.5

C7g.2xlarge

3.75

15

C7g.4xlarge

7.5

15

Amazon EBS I/O パフォーマンス
Amazon EBS 最適化インスタンスは、最適化された設定スタックを使用し、Amazon EBS I/O 用に専用の
キャパシティを追加で提供します。このように最適化することで、Amazon EBS I/O と、インスタンスか
らのその他のトラフィックとの間の競合を最小に抑え、Amazon EBS ボリュームの最高のパフォーマンス
を実現します。
詳細については、「Amazon EBS 最適化インスタンスを使用する (p. 1738)」を参照してください。

インスタンスストアボリュームの I/O パフォーマンス
インスタンスで利用可能なすべての SSD ベースのインスタンスストアボリュームを使用する場合は、以下
の表に示されている IOPS (4,096 バイトブロックサイズ) のパフォーマンスを得ることができます (キュー
の深さの飽和度において)。それ以外の場合、IOPS パフォーマンスは低下します。
インスタンスサイズ

100% のランダム読み取り時
IOPS

書き込み IOPS

c5ad.large

16,283

7,105

c5ad.xlarge

32,566

14,211

c5ad.2xlarge

65,132

28,421

c5ad.4xlarge

130,263

56,842

c5ad.8xlarge

260,526

113,684

c5ad.12xlarge

412,500

180,000

c5ad.16xlarge

521,053

227,368

c5ad.24xlarge

825,000

360,000

c5d.large

20,000

9,000

c5d.xlarge

40,000

18,000

c5d.2xlarge

80,000

37,000

c5d.4xlarge

175,000

75,000

c5d.9xlarge

350,000

170,000

c5d.12xlarge

700,000

340,000
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インスタンスサイズ

100% のランダム読み取り時
IOPS

書き込み IOPS

c5d.18xlarge

700,000

340,000

c5d.24xlarge

1,400,000

680,000

c5d.metal

1,400,000

680,000

c6id.large

33,542

16,771

c6id.xlarge

67,083

33,542

c6id.2xlarge

134,167

67,084

c6id.4xlarge

268,333

134,167

c6id.8xlarge

536,666

268,334

c6id.12xlarge

804,999

402,501

c6id.16xlarge

1,073,332

536,668

c6id.24xlarge

1,609,998

805,002

c6id.32xlarge

2,146,664

1,073,336

c6id.metal

2,146,664

1,073,336

インスタンスに SSD ベースのインスタンスストアボリュームを使用するほど、アーカイブできる書き
込み IOPS の数は減少します。これは、SSD コントローラーが実行する必要がある追加の作業が原因で
す。SSD コントローラーは、利用可能な領域を見つけ、既存のデータを再書き込みし、未使用の領域を
消去して、再書き込みができるようにします。このガベージコレクションというプロセスにより、SSD へ
の内部的な書き込み増幅が発生し、ユーザーの書き込み操作に対する SSD 書き込み操作の割合として表
示されます。書き込み操作が 4,096 バイトの倍数でないか、4,096 バイトの境界に整合していない場合、
パフォーマンスの低下はさらに大きくなります。少量のバイト数または整合していないバイト数で書き込
む場合、SSD コントローラーは周辺のデータを読み取り、その結果を新しい場所に保存する必要がありま
す。このパターンにより、書き込み増幅が大幅に増え、レイテンシーが増加し、I/O パフォーマンスが大き
く低下します。
SSD コントローラーは、複数の方法を利用すると、書き込み増幅の影響を減らすことができます。このよ
うな方法の 1 つには、SSD インスタンスストレージに領域を予約し、コントローラーが書き込み操作に利
用できる領域をより効率的に管理できるようにすることです。これをオーバープロビジョニングと呼びま
す。インスタンスに提供された SSD ベースのインスタンスストアボリュームには、オーバープロビジョ
ニングに対して予約された領域がありません。書き込み増幅を減らすには、ボリュームの 10% を未使用の
状態のままにし、SSD コントローラーがこれをオーバープロビジョニングに使用できるようにすることを
お勧めします これにより、使用できるストレージは減りますが、ディスクが総容量に近づいた場合でもパ
フォーマンスを向上させることができます。
TRIM をサポートするインスタンスストアボリュームの場合、TRIM コマンドを使用して、書き込んだデー
タが不要になったときはいつでも SSD コントローラーに通知することができます。これにより、より多く
の空き領域がコントローラーに与えられ、その結果書き込み増幅が減り、パフォーマンスが向上します。
詳細については、「インスタンスストアボリュームの TRIM のサポート (p. 1808)」を参照してください。

リリースノート
• Nitro System (p. 201) で構築された C4 インスタンスおよびインスタンスには、64 ビットの EBSbacked HVM AMIs が必要です。これらのインスタンスはハイメモリであるため、そのキャパシティーを
活用するには 64 ビットのオペレーティングシステムが必要です。HVM AMI は、ハイメモリインスタン
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スタイプの準仮想化 (PV) AMI よりも優れたパフォーマンスを提供します。さらに、拡張ネットワーキン
グを利用するには、HVM AMI を使用する必要があります。
• Nitro System 上に構築されたインスタンスには、次の要件があります。
• NVMe ドライバー (p. 1736)がインストールされている必要があります。
• Elastic Network Adapter (ENA) ドライバー (p. 1269)がインストールされている必要があります。
現在の AWS Windows AMI (p. 32) は、これらの要件を満たしています。
• C6i インスタンスで最良のパフォーマンスを発揮させるには、ENA ドライバーのバージョン 以降もしく
は 2.2.3 以降を使用する必要があります。 もしくは 2.0.0 バージョンより前のENAドライバをこれらの
インスタンスとともに使用すると、ネットワークインターフェイスのアタッチメントが失敗します。互
換性のある ENA ドライバが利用できる AMI を以下に示します。
• AWS Windows AMI (2021 年 5 月以降)
• Nitro System インスタンス上に構築されたインスタンスは、ネットワークインターフェイス、EBS ボ
リューム、および NVMe インスタンスストアボリュームを含め、最大 28 のアタッチをサポートしてい
ます。詳細については、Nitro System のボリューム制限 (p. 1815) を参照してください。
• ベアメタルインスタンスを起動すると、基盤となるサーバーが起動します。これには、すべてのハード
ウェアやファームウェアコンポーネントの確認が含まれます。つまり、インスタンスが実行状態になっ
てからネットワーク経由で使用できるようになるまでに 20 分かかることがあります。
• EBS ボリュームまたはセカンダリネットワークインターフェイスを、ベアメタルインスタンスにアタッ
チ (または、そこからデタッチ) するには、PCIe のネイティブホットプラグがサポートされている必要
があります。
• ベアメタルインスタンスでは、I/O ポートベースのシリアルデバイスではなく、PCI ベースのシリアルデ
バイスを使用しています。アップストリームの Linux カーネルと最新の Amazon Linux AMI は、このデ
バイスをサポートしています。また、ベアメタルインスタンスでは、システムが PCI ベースのシリアル
デバイスを自動的に使用できるようにする ACPI SPCR テーブルも使用できます。最新の Windows AMI
では、自動的に PCI ベースのシリアルデバイスが使用されます。
• リージョンで起動できるインスタンスの合計数には制限があります。また、一部のインスタンスタイプ
にはその他の制限もあります。詳細については、Amazon EC2 の「よくある質問」の「Amazon EC2 で
実行できるインスタンス数の上限は」を参照してください。

メモリ最適化インスタンス
メモリ最適化インスタンスは、メモリ内の大きいデータセットを処理するワークロードに対して高速なパ
フォーマンスを実現するように設計されています。

R5、R5a、R5b、および R5n インスタンス
これらのインスタンスは、次の用途に適しています。
• ハイパフォーマンスリレーショナル (MySQL) および NoSQL (MongoDB、Cassandra) データベース。
• キー値タイプのデータ (Memcached および Redis) のインメモリキャッシュを提供する分散型ウェブス
ケールキャッシュストア。
• ビジネスインテリジェンス用に最適化されたデータストレージ形式と分析機能 (SAP HANA など) を使用
するインメモリデータベース。
• 巨大な非構造化データ (金融サービス、Hadoop/Spark クラスター) のリアルタイム処理を実行するアプ
リケーション。
• ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) および Electronic Design Automation (EDA) アプリケー
ション。
r5.metal などのベアメタルインスタンスを使用すると、アプリケーションから、プロセッサとメモリな
どのホストサーバーの物理リソースに直接アクセスすることができます。
詳細については、「Amazon EC2 R5 インスタンス」を参照してください。
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R6a インスタンス
これらのインスタンスは、次のようなメモリ集約型のワークロードの実行に最適です。
• 高性能データベース (リレーショナルおよび NoSQL)
• Memcached や Redis など、分散したウェブスケールインメモリキャッシュ
• Hadoop クラスターや Spark クラスターなど、リアルタイムのビッグデータ分析

R6i および R6id インスタンス
これらのインスタンスは、次のようなメモリ集約型のワークロードの実行に最適です。
• 高性能データベース (リレーショナルおよび NoSQL)
• SAP HANA などのメモリ内データベース
• Memcached や Redis など、分散したウェブスケールインメモリキャッシュ
• Hadoop クラスターや Spark クラスターなど、リアルタイムのビッグデータ分析
詳細については、「Amazon EC2 R6i インスタンス」を参照してください。
ハイメモリ (u-*) インスタンス
このインスタンスでは、インスタンスごとに 3 TiB、6 TiB、9 TiB、12 TiB、18 TiB、および 24 TiB のメモ
リが利用可能です。これらは、SAP HANA インメモリデータベースの実稼働向けデプロイを含む、大規模
なインメモリデータベースを実行するように設計されています。
詳細については、「Amazon EC2ハイメモリインスタンス」と「SAP HANA のストレージ設定」を参照
してください。サポートされるオペレーティングシステムの詳細については、「AWS での SAP HANA の
EC2 ハイメモリインスタンスへの移行」を参照してください。

X1 インスタンス
これらのインスタンスは、次の用途に適しています。
• SAP HANA などのメモリ内データベース (Business Suite S/4HANA の SAP 認定サポート、Business
Suite on HANA (SoH)、Business Warehouse on HANA (BW)、および Data Mart Solutions on HANA を
含む)。詳細については、「AWS クラウドの SAP HANA」を参照してください。
• Apache Spark や Presto などのビッグデータ処理エンジン。
• ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) アプリケーション。
詳細については、「Amazon EC2 X1 インスタンス」を参照してください。

X1e インスタンス
これらのインスタンスは、次の用途に適しています。
• 高性能データベース｡
• SAP HANA などのメモリ内データベース。詳細については、「AWS クラウドの SAP HANA」を参照し
てください。
• メモリを大量に消費するエンタープライズアプリケーション。
詳細については、「Amazon EC2 X1e インスタンス」を参照してください。

X2idn、X2iedn、および X2iezn インスタンス
これらのインスタンスは、次の用途に適しています。

263

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
メモリ最適化

• Redis や Memcached などのインメモリデータベース。
• MySQL や PostgreSQL などのリレーショナルデータベース。
• 物理検証やレイアウトツールなどの Electronic Design Automation (EDA) ワークロード。
• リアルタイム分析やリアルタイムキャッシュサーバーなど、メモリに負担がかかるワークロード。
X2idn と X2iedn インスタンスは、io2 Block Express ボリュームをサポートしています。起動中または起
動後に X2idn と X2iedn インスタンスにアタッチされたすべての io2 ボリュームは、自動的に EBS Block
Express で実行されます。詳細については、「io2 Block Express ボリューム」を参照してください。
詳細については、「Amazon EC2 X2i Instances (Amazon EC2 X2i インスタンス)」を参照してください。

z1d インスタンス
これらのインスタンスは、ハイコンピューティングとハイメモリの両方を提供し、以下の場合に最適で
す。
• Electronic Design Automation (EDA)
• リレーショナルデータベースワークロード
z1d.metal インスタンスは、プロセッサとメモリなどのホストサーバーの物理リソースにアプリケー
ションが直接アクセスできるようにします。
詳細については、「Amazon EC2 z1d インスタンス」を参照してください。
コンテンツ
• ハードウェア仕様 (p. 264)
• メモリ性能 (p. 269)
• インスタンスのパフォーマンス (p. 270)
• ネットワークパフォーマンス (p. 270)
• Amazon EBS I/O パフォーマンス (p. 273)
• インスタンスストアボリュームの I/O パフォーマンス (p. 273)
• 高可用性と信頼性 (X1) (p. 276)
• 個の vCPU のサポート (p. 276)
• リリースノート (p. 277)

ハードウェア仕様
メモリ最適化インスタンスのハードウェア仕様の要約を以下に示します。仮想中央処理ユニット (vCPU)
は、仮想マシン (VM) に割り当てられた物理 CPU の一部を表します。x86 インスタンスの場合、コアごと
に 2 つの vCPU があります。Graviton インスタンスの場合、コアごとに 1 つの vCPU があります。
インスタンスタイプ

デフォルト vCPU

メモリ (GiB)

r4.large

2

15.25

r4.xlarge

4

30.5

r4.2xlarge

8

61

r4.4xlarge

16

122

r4.8xlarge

32

244
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インスタンスタイプ

デフォルト vCPU

メモリ (GiB)

r4.16xlarge

64

488

r5.large

2

16

r5.xlarge

4

32

r5.2xlarge

8

64

r5.4xlarge

16

128

r5.8xlarge

32

256

r5.12xlarge

48

384

r5.16xlarge

64

512

r5.24xlarge

96

768

r5.metal

96

768

r5a.large

2

16

r5a.xlarge

4

32

r5a.2xlarge

8

64

r5a.4xlarge

16

128

r5a.8xlarge

32

256

r5a.12xlarge

48

384

r5a.16xlarge

64

512

r5a.24xlarge

96

768

r5ad.large

2

16

r5ad.xlarge

4

32

r5ad.2xlarge

8

64

r5ad.4xlarge

16

128

r5ad.8xlarge

32

256

r5ad.12xlarge

48

384

r5ad.16xlarge

64

512

r5ad.24xlarge

96

768

r5b.large

2

16

r5b.xlarge

4

32

r5b.2xlarge

8

64

r5b.4xlarge

16

128

r5b.8xlarge

32

256
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インスタンスタイプ

デフォルト vCPU

メモリ (GiB)

r5b.12xlarge

48

384

r5b.16xlarge

64

512

r5b.24xlarge

96

768

r5b.metal

96

768

r5d.large

2

16

r5d.xlarge

4

32

r5d.2xlarge

8

64

r5d.4xlarge

16

128

r5d.8xlarge

32

256

r5d.12xlarge

48

384

r5d.16xlarge

64

512

r5d.24xlarge

96

768

r5d.metal

96

768

r5dn.large

2

16

r5dn.xlarge

4

32

r5dn.2xlarge

8

64

r5dn.4xlarge

16

128

r5dn.8xlarge

32

256

r5dn.12xlarge

48

384

r5dn.16xlarge

64

512

r5dn.24xlarge

96

768

r5dn.metal

96

768

r5n.large

2

16

r5n.xlarge

4

32

r5n.2xlarge

8

64

r5n.4xlarge

16

128

r5n.8xlarge

32

256

r5n.12xlarge

48

384

r5n.16xlarge

64

512

r5n.24xlarge

96

768

r5n.metal

96

768
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インスタンスタイプ

デフォルト vCPU

メモリ (GiB)

r6a.large

2

16

r6a.xlarge

4

32

r6a.2xlarge

8

64

r6a.4xlarge

16

128

r6a.8xlarge

32

256

r6a.12xlarge

48

384

r6a.16xlarge

64

512

r6a.24xlarge

96

768

r6a.32xlarge

128

1,024

r6a.48xlarge

192

1,536

r6a.metal

192

1,536

r6i.large

2

16

r6i.xlarge

4

32

r6i.2xlarge

8

64

r6i.4xlarge

16

128

r6i.8xlarge

32

256

r6i.12xlarge

48

384

r6i.16xlarge

64

512

r6i.24xlarge

96

768

r6i.32xlarge

128

1,024

r6i.metal

128

1,024

r6id.large

2

16

r6id.xlarge

4

32

r6id.2xlarge

8

64

r6id.4xlarge

16

128

r6id.8xlarge

32

256

r6id.12xlarge

48

384

r6id.16xlarge

64

512

r6id.24xlarge

96

768

r6id.32xlarge

128

1,024

r6id.metal

128

1,024
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インスタンスタイプ

デフォルト vCPU

メモリ (GiB)

u-3tb1.56xlarge

224

3,072

u-6tb1.56xlarge

224

6,144

u-6tb1.112xlarge

448

6,144

u-6tb1.metal

448 *

6,144

u-9tb1.112xlarge

448

9,216

u-9tb1.metal

448 *

9,216

u-12tb1.112xlarge

448

12,288

u-12tb1.metal

448 *

12,288

u-18tb1.metal

448 *

18,432

u-24tb1.metal

448 *

24,576

x1.16xlarge

64

976

x1.32xlarge

128

1,952

x1e.xlarge

4

122

x1e.2xlarge

8

244

x1e.4xlarge

16

488

x1e.8xlarge

32

976

x1e.16xlarge

64

1,952

x1e.32xlarge

128

3,904

x2idn.16xlarge

64

1,024

x2idn.24xlarge

96

1,536

x2idn.32xlarge

128

2,048

x2idn.metal

128

2,048

x2iedn.xlarge

4

128

x2iedn.2xlarge

8

256

x2iedn.4xlarge

16

512

x2iedn.8xlarge

32

1,024

x2iedn.16xlarge

64

2,048

x2iedn.24xlarge

96

3,072

x2iedn.32xlarge

128

4,096

x2iedn.metal

128

4,096

x2iezn.2xlarge

8

256

268

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
メモリ最適化

インスタンスタイプ

デフォルト vCPU

メモリ (GiB)

x2iezn.4xlarge

16

512

x2iezn.6xlarge

24

768

x2iezn.8xlarge

32

1,024

x2iezn.12xlarge

48

1,536

x2iezn.metal

48

1,536

z1d.large

2

16

z1d.xlarge

4

32

z1d.2xlarge

8

64

z1d.3xlarge

12

96

z1d.6xlarge

24

192

z1d.12xlarge

48

384

z1d.metal

48

384

* 各論理プロセッサは 224 コアのハイパースレッドです
メモリ最適化インスタンスでは、次のプロセッサを使用します。

AMD プロセッサ
• AMD EPYC 7000 シリーズプロセッサ (AMD EPYC 7571): R5a、R5ad
• 第 3 世代 AMD EPYC プロセッサ (AMD EPYC 7R13): R6a

インテルプロセッサ
• インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Haswell E7-8880 v3): X1、X1e
• インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Broadwell E5-2686 v4): R4
• インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Skylake 8151): z1d
• インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Skylake 8175M または Cascade Lake 8259CL): R5、R5d
• 第 2 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Cascade Lake 8259CL): R5b、R5n
• 第 2 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Cascade Lake 8252C): X2iezn
• [3rd generation Intel Xeon Scalable processors (Ice Lake 8375C)] (第 3 世代 Intel Xeon スケーラブルプ
ロセッサ): R6i、R6id、X2idn、X2iedn
詳細については、「Amazon EC2 のインスタンスタイプ」を参照してください。

メモリ性能
X1 インスタンスには、Intel Scalable Memory Buffer が備わっており、300 GiB/秒の持続可能なメモリ読み
取り帯域幅と、140 GiB/秒の持続可能なメモリ書き込み帯域幅が利用可能です。
メモリ最適化インスタンスに対して有効にできる RAM の量の詳細については、「ハードウェア仕
様 (p. 264)」を参照してください。
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メモリ最適化インスタンスにはハイメモリがあり、その処理能力を活用するためには 64 ビットの HVM
AMI が必要です。HVM AMI は、メモリ最適化インスタンスの準仮想化 (PV) AMI よりも優れたパフォーマ
ンスを提供します。

インスタンスのパフォーマンス
メモリ最適化インスタンスでは、最新の Intel AES-NI 機能を通じて暗号化のパフォーマンスが向上
し、Advanced Vector Extensions 2 (Intel AVX2) プロセッサ命令のサポートにより、ほとんどの整数コマン
ドが 256 ビットに拡大されます。

ネットワークパフォーマンス
サポートされているインスタンスタイプで拡張ネットワーキングを有効にすると、レイテンシーとネッ
トワークジッターを低減し、パケット毎秒 (PPS) のパフォーマンスを高めることができます。ほとんど
のアプリケーションでは、高いレベルのネットワークパフォーマンスが一貫して必要なわけではありま
せんが、データの送受信時にアクセスする帯域幅を増やすことでメリットを得られます。詳細について
は、Windows での拡張ネットワーキング (p. 1268) を参照してください。
拡張ネットワーキングをサポートするメモリ最適化インスタンスのネットワークパフォーマンスの要約を
以下に示します。
インスタンスタイプ

ネットワークパフォー
マンス

拡張ネットワーキング

r4.4xlarge 以下 | r5.4xlarge 以下 |
r5a.8xlarge 以下 | r5ad.8xlarge 以下
| r5b.4xlarge 以下 | r5d.4xlarge 以下 |
x1e.8xlarge 以下 以下 | z1d.3xlarge 以下

最大 10 Gbps †

ENA (p. 1269)

r4.8xlarge | r5.8xlarge | r5.12xlarge
| r5a.12xlarge | r5ad.12xlarge |
r5b.8xlarge | r5b.12xlarge | r5d.8xlarge |
r5d.12xlarge | x1.16xlarge | x1e.16xlarge
| z1d.6xlarge

10 Gbps

ENA (p. 1269)

r5a.16xlarge | r5ad.16xlarge

12 Gbps

ENA (p. 1269)

r6a.4xlarge 以下 | r6i.4xlarge 以下 |
r6id.4xlarge 以下

最大12.5 Gbps†

ENA (p. 1269)

r6a.8xlarge | r6i.8xlarge | r6id.8xlarge

12.5 Gbps

ENA (p. 1269)

r6a.12xlarge | r6i.12xlarge |
r6id.12xlarge

18.75 Gbps

ENA (p. 1269)

r5.16xlarge | r5a.24xlarge |
r5ad.24xlarge | r5b.16xlarge |
r5d.16xlarge

20 Gbps

ENA (p. 1269)

r5dn.4xlarge 以下 | r5n.4xlarge 以下 |
x2iedn.4xlarge 以下 | x2iezn.4xlarge 以下

最大 25 Gbps †

ENA (p. 1269)

r4.16xlarge | r5.24xlarge | r5.metal |
r5b.24xlarge | r5b.metal | r5d.24xlarge
| r5d.metal | r5dn.8xlarge | r5n.8xlarge
| r6a.16xlarge | r6i.16xlarge
|r6id.16xlarge | x1.32xlarge |

25 Gbps

ENA (p. 1269)
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インスタンスタイプ

ネットワークパフォー
マンス

拡張ネットワーキング

r6a.24xlarge | r6i.24xlarge |
r6id.24xlarge

37.5 Gbps

ENA (p. 1269)

r5dn.12xlarge | r5n.12xlarge |
r6a.32xlarge | r6a.48xlarge | r6a.metal |
r6i.32xlarge | r6i.metal | r6id.32xlarge
| r6id.metal | u-3tb1.56xlarge |
x2idn.16xlarge | x2iedn.16xlarge |
x2iezn.6xlarge

50 Gbps

ENA (p. 1269)

r5dn.16xlarge | r5n.16xlarge |
x2idn.24xlarge | x2iedn.24xlarge |
x2iezn.8xlarge

75 Gbps

ENA (p. 1269)

r5dn.24xlarge | r5dn.metal | r5n.24xlarge
| r5n.metal | u-6tb1.56xlarge |
u-6tb1.112xlarge | u-6tb1.metal * |
u-9tb1.112xlarge | u-9tb1.metal * |
u-12tb1.112xlarge | u-12tb1.metal
* | u-18tb1.metal | u-24tb1.metal
| x2idn.32xlarge | x2idn.metal |
x2iedn.32xlarge | x2iedn.metal |
x2iezn.12xlarge | x2iezn.metal

100 Gbps

ENA (p. 1269)

x1e.32xlarge | x2iedn.8xlarge |
z1d.12xlarge | z1d.metal

* 2020 年 3 月 12 日より後に開始されたこのタイプのインスタンスは、100 Gbps のネットワークパフォー
マンスを提供します。2020 年 3 月 12 日より前に起動されたこのタイプのインスタンスは、25 Gbps の
ネットワークパフォーマンスしか提供しない可能性があります。2020 年 3 月 12 日より前に起動されたイ
ンスタンスで確実に 100 Gbps のネットワークパフォーマンスを確保するよう、アカウントチームに連絡
してインスタンスをアップグレードしてください (追加料金なし)。
† これらのインスタンスにはベースライン帯域幅があり、ネットワーク I/O クレジットメカニズムを使用
して、ベストエフォートベースでベースライン帯域幅を超えてバーストできます。詳細については、「イ
ンスタンスのネットワーク帯域幅 (p. 1266)」を参照してください。
インスタンスタイプ

ベースライン帯域幅 (Gbps)

バースト帯域幅 (Gbps)

r4.large

.75

10

r4.xlarge

1.25

10

r4.2xlarge

2.5

10

r4.4xlarge

5

10

r5.large

.75

10

r5.xlarge

1.25

10

r5.2xlarge

2.5

10

r5.4xlarge

5

10
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インスタンスタイプ

ベースライン帯域幅 (Gbps)

バースト帯域幅 (Gbps)

r5a.large

.75

10

r5a.xlarge

1.25

10

r5a.2xlarge

2.5

10

r5a.4xlarge

5

10

r5a.8xlarge

7.5

10

r5ad.large

.75

10

r5ad.xlarge

1.25

10

r5ad.2xlarge

2.5

10

r5ad.4xlarge

5

10

r5ad.8xlarge

7.5

10

r5b.large

.75

10

r5b.xlarge

1.25

10

r5b.2xlarge

2.5

10

r5b.4xlarge

5

10

r5d.large

.75

10

r5d.xlarge

1.25

10

r5d.2xlarge

2.5

10

r5d.4xlarge

5

10

r5dn.large

2.1

25

r5dn.xlarge

4.1

25

r5dn.2xlarge

8.125

25

r5dn.4xlarge

16.25

25

r5n.large

2.1

25

r5n.xlarge

4.1

25

r5n.2xlarge

8.125

25

r5n.4xlarge

16.25

25

r6a.large

.781

12.5

r6a.xlarge

1.562

12.5

r6a.2xlarge

3.125

12.5

r6a.4xlarge

6.25

12.5

r6i.large

.781

12.5
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インスタンスタイプ

ベースライン帯域幅 (Gbps)

バースト帯域幅 (Gbps)

r6i.xlarge

1.562

12.5

r6i.2xlarge

3.125

12.5

r6i.4xlarge

6.25

12.5

r6id.large

.781

12.5

r6id.xlarge

1.562

12.5

r6id.2xlarge

3.125

12.5

r6id.4xlarge

6.25

12.5

x1e.xlarge

.625

10

x1e.2xlarge

1.25

10

x1e.4xlarge

2.5

10

x1e.8xlarge

5

10

x2iedn.xlarge

3.125

25

x2iedn.2xlarge

6.25

25

x2iedn.4xlarge

12.5

25

x2iezn.2xlarge

12.5

25

x2iezn.4xlarge

15

25

z1d.large

.75

10

z1d.xlarge

1.25

10

z1d.2xlarge

2.5

10

z1d.3xlarge

5

10

Amazon EBS I/O パフォーマンス
Amazon EBS 最適化インスタンスは、最適化された設定スタックを使用し、Amazon EBS I/O 用に専用の
キャパシティを追加で提供します。このように最適化することで、Amazon EBS I/O と、インスタンスか
らのその他のトラフィックとの間の競合を最小に抑え、Amazon EBS ボリュームの最高のパフォーマンス
を実現します。
詳細については、「Amazon EBS 最適化インスタンスを使用する (p. 1738)」を参照してください。

インスタンスストアボリュームの I/O パフォーマンス
インスタンスで利用可能なすべての SSD ベースのインスタンスストアボリュームを使用する場合は、以下
の表に示されている IOPS (4,096 バイトブロックサイズ) のパフォーマンスを得ることができます (キュー
の深さの飽和度において)。それ以外の場合、IOPS パフォーマンスは低下します。
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インスタンスサイズ

100% のランダム読み取り時
IOPS

書き込み IOPS

r5ad.large

30,000

15,000

r5ad.xlarge

59,000

29,000

r5ad.2xlarge

117,000

57,000

r5ad.4xlarge

234,000

114,000

r5ad.8xlarge

466,666

233,333

r5ad.12xlarge

700,000

340,000

r5ad.16xlarge

933,333

466,666

r5ad.24xlarge

1,400,000

680,000

r5d.large

30,000

15,000

r5d.xlarge

59,000

29,000

r5d.2xlarge

117,000

57,000

r5d.4xlarge

234,000

114,000

r5d.8xlarge

466,666

233,333

r5d.12xlarge

700,000

340,000

r5d.16xlarge

933,333

466,666

r5d.24xlarge

1,400,000

680,000

r5d.metal

1,400,000

680,000

r5dn.large

30,000

15,000

r5dn.xlarge

59,000

29,000

r5dn.2xlarge

117,000

57,000

r5dn.4xlarge

234,000

114,000

r5dn.8xlarge

466,666

233,333

r5dn.12xlarge

700,000

340,000

r5dn.16xlarge

933,333

466,666

r5dn.24xlarge

1,400,000

680,000

r5dn.metal

1,400,000

680,000

r6id.metal

3,219,995

1,610,005

r6id.large

33,542

16,771

r6id.xlarge

67,083

33,542

r6id.2xlarge

134,167

67,084
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インスタンスサイズ

100% のランダム読み取り時
IOPS

書き込み IOPS

r6id.4xlarge

268,333

134,167

r6id.8xlarge

536,666

268,334

r6id.12xlarge

804,999

402,501

r6id.16xlarge

1,073,332

536,668

r6id.24xlarge

1,609,998

805,002

r6id.32xlarge

2,146,664

1,073,336

r6id.metal

2,146,664

1,073,336

x2idn.16xlarge

430,000

180,000

x2idn.24xlarge

645,000

270,000

x2idn.32xlarge

860,000

360,000

x2idn.metal

860,000

360,000

x2iedn.xlarge

26,875

11,250

x2iedn.2xlarge

53,750

22,500

x2iedn.4xlarge

107,500

45,000

x2iedn.8xlarge

215,000

90,000

x2iedn.16xlarge

430,000

180,000

x2iedn.24xlarge

645,000

270,000

x2iedn.32xlarge

860,000

360,000

x2iedn.metal

860,000

360,000

z1d.large

30,000

15,000

z1d.xlarge

59,000

29,000

z1d.2xlarge

117,000

57,000

z1d.3xlarge

175,000

75,000

z1d.6xlarge

350,000

170,000

z1d.12xlarge

700,000

340,000

z1d.metal

700,000

340,000

インスタンスに SSD ベースのインスタンスストアボリュームを使用するほど、アーカイブできる書き
込み IOPS の数は減少します。これは、SSD コントローラーが実行する必要がある追加の作業が原因で
す。SSD コントローラーは、利用可能な領域を見つけ、既存のデータを再書き込みし、未使用の領域を
消去して、再書き込みができるようにします。このガベージコレクションというプロセスにより、SSD へ
の内部的な書き込み増幅が発生し、ユーザーの書き込み操作に対する SSD 書き込み操作の割合として表
示されます。書き込み操作が 4,096 バイトの倍数でないか、4,096 バイトの境界に整合していない場合、
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パフォーマンスの低下はさらに大きくなります。少量のバイト数または整合していないバイト数で書き込
む場合、SSD コントローラーは周辺のデータを読み取り、その結果を新しい場所に保存する必要がありま
す。このパターンにより、書き込み増幅が大幅に増え、レイテンシーが増加し、I/O パフォーマンスが大き
く低下します。
SSD コントローラーは、複数の方法を利用すると、書き込み増幅の影響を減らすことができます。このよ
うな方法の 1 つには、SSD インスタンスストレージに領域を予約し、コントローラーが書き込み操作に利
用できる領域をより効率的に管理できるようにすることです。これをオーバープロビジョニングと呼びま
す。インスタンスに提供された SSD ベースのインスタンスストアボリュームには、オーバープロビジョ
ニングに対して予約された領域がありません。書き込み増幅を減らすには、ボリュームの 10% を未使用の
状態のままにし、SSD コントローラーがこれをオーバープロビジョニングに使用できるようにすることを
お勧めします これにより、使用できるストレージは減りますが、ディスクが総容量に近づいた場合でもパ
フォーマンスを向上させることができます。
TRIM をサポートするインスタンスストアボリュームの場合、TRIM コマンドを使用して、書き込んだデー
タが不要になったときはいつでも SSD コントローラーに通知することができます。これにより、より多く
の空き領域がコントローラーに与えられ、その結果書き込み増幅が減り、パフォーマンスが向上します。
詳細については、「インスタンスストアボリュームの TRIM のサポート (p. 1808)」を参照してください。

高可用性と信頼性 (X1)
X1 インスタンスは、マルチビットエラーを検出し、修正する Single Device Data Correction (SDDC +1)
をサポートします。SDDC +1 ではエラーチェックおよび修正コードを使用して、失敗した 1 つの DRAM
デバイスを特定し、無効にします。
さらに、高可用性 (HA) および災害対策 (DR) ソリューションを実装し、Amazon CloudFormation および
インスタンスの復旧 (p. 586) を利用することで、目標復旧時間 (RTO)、目標復旧時点 (RPO)、およびコ
スト要件を満たすことができます。
SAP HANA 本番環境を実行する場合、X1 インスタンスで HANA System Replication (HSR) を使用す
るオプションもあります。X1 インスタンスでの HA と DR ソリューションの構築の詳細については、
「Amazon Web Services クラウドの SAP HANA: クイックスタートリファレンスデプロイメント」を参照
してください。

個の vCPU のサポート
メモリ最適化インスタンスは多数の vCPU を提供するため、vCPU の制限が低いオペレーティングシステ
ムで起動の問題が発生することがあります。メモリ最適化インスタンスを起動する場合は、最新の AMI を
使用することをお勧めします。
以下の AMI では、メモリ最適化インスタンスの起動がサポートされています。
• Amazon Linux 2 (HVM)
• Amazon Linux AMI 2016.03 (HVM) 以降
• Ubuntu Server 14.04 LTS (HVM)
• Red Hat Enterprise Linux 7.1 (HVM)
• SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (HVM)
• Windows Server 2019
• Windows Server 2016
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2008 R2 64 ビット
• Windows Server 2008 SP2 64 ビット
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リリースノート
• Nitro System 上に構築されたインスタンスには、次の要件があります。
• NVMe ドライバー (p. 1736)がインストールされている必要があります。
• Elastic Network Adapter (ENA) ドライバー (p. 1269)がインストールされている必要があります。
現在の AWS Windows AMI (p. 32) は、これらの要件を満たしています。
• R6i インスタンスに最良のパフォーマンスを発揮させるには、ENA ドライバーのバージョン 以降もしく
は 2.2.3 以降を使用する必要があります。 もしくは 2.0.0 バージョンより前のENAドライバをこれらの
インスタンスとともに使用すると、ネットワークインターフェイスのアタッチメントが失敗します。互
換性のある ENA ドライバが利用できる AMI を以下に示します。
• AWS Windows AMI (2021 年 5 月以降)
• Nitro System インスタンス上に構築されたインスタンスは、ネットワークインターフェイス、EBS ボ
リューム、および NVMe インスタンスストアボリュームを含め、最大 28 のアタッチをサポートしてい
ます。詳細については、「Nitro System のボリューム制限 (p. 1815)」を参照してください。
• R5b、Trn1、X2idn、および X2iedn インスタンスに接続されているすべての io2 ボリュームは、起動中
または起動後に、EBS Block Express で自動的に実行されます。詳細については、「io2 Block Express
ボリューム」を参照してください。
• ベアメタルインスタンスを起動すると、基盤となるサーバーが起動します。これには、すべてのハード
ウェアやファームウェアコンポーネントの確認が含まれます。つまり、インスタンスが実行状態になっ
てからネットワーク経由で使用できるようになるまでに 20 分かかることがあります。
• EBS ボリュームまたはセカンダリネットワークインターフェイスを、ベアメタルインスタンスにアタッ
チ (または、そこからデタッチ) するには、PCIe のネイティブホットプラグがサポートされている必要
があります。
• ベアメタルインスタンスでは、I/O ポートベースのシリアルデバイスではなく、PCI ベースのシリアルデ
バイスを使用しています。アップストリームの Linux カーネルと最新の Amazon Linux AMI は、このデ
バイスをサポートしています。また、ベアメタルインスタンスでは、システムが PCI ベースのシリアル
デバイスを自動的に使用できるようにする ACPI SPCR テーブルも使用できます。最新の Windows AMI
では、自動的に PCI ベースのシリアルデバイスが使用されます。
• Windows Server 2008 SP2 64 ビット AMI を使用して、X1 インスタンス (x1.16xlargeインスタンス
は除く) を起動することはできません。
• Windows Server 2008 SP2 64 ビット AMI を使用して、X1e インスタンスを起動することはできませ
ん。
• Windows Server 2008 R2 64-bit AMI の旧バージョンでは、r4.large および r4.4xlarge インスタン
スを起動できません。この問題が発生した場合は、この AMI の最新バージョンに更新してください。
• リージョンで起動できるインスタンスの合計数には制限があります。また、一部のインスタンスタイプ
にはその他の制限もあります。詳細については、Amazon EC2 の「よくある質問」の「Amazon EC2 で
実行できるインスタンス数の上限は」を参照してください。

ストレージ最適化インスタンス
ストレージ最適化インスタンスは、ローカルストレージの大規模データセットに対する高いシーケンシャ
ル読み取りおよび書き込みアクセスを必要とするワークロード用に設計されています。ストレージ最適化
インスタンスは、数万回の低レイテンシーとランダム I/O オペレーション/秒 (IOPS) をアプリケーション
に提供するように最適化されています。

D2 インスタンス
これらのインスタンスは、次の用途に適しています。
• 超並列処理 (MPP) データウェアハウス
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• MapReduce および Hadoop 分散コンピューティング
• ログまたはデータ処理アプリケーション

D3 および D3en インスタンス
これらのインスタンスは、インスタンスストレージのスケールアウトを提供し、以下に適しています。
• Hadoop ワークロード向けの分散ファイルシステム
• GPFC や BeeFS などのファイルストレージワークロード
• HPC ワークロード向けの大規模なデータレイク

H1 インスタンス
これらのインスタンスは、次の用途に適しています。
• MapReduce および分散ファイルシステムなどのデータ集約型ワークロード
• 直接アタッチされたインスタンスストレージにある大量データへのシーケンシャルアクセスを必要とす
るアプリケーション
• 大量のデータへの高スループットアクセスを必要とするアプリケーション

I3 および I3en インスタンス
これらのインスタンスは、次の用途に適しています。
• 高頻度オンライントランザクション処理 (OLTP) システム
• リレーショナルデータベース
• NoSQL データベース
• メモリ内データベース (Redis など) のキャッシュ
• データウェアハウスアプリケーション
• 分散されたファイルシステム
ベアメタルインスタンスを使用すると、アプリケーションから、プロセッサとメモリなどのホストサー
バーの物理リソースに直接アクセスすることができます。
詳細については、「Amazon EC2 I3 インスタンス」を参照してください。
I4i インスタンス
これらのインスタンスは、トランザクションデータベースや NoSQL データベースなど、ローカルスト
レージで小規模から中規模のデータセットを必要とする I/O 負荷の高いワークロードに適しています。
詳細については、「Amazon EC2 I4i インスタンス」を参照してください。
目次
• ハードウェア仕様 (p. 279)
• インスタンスのパフォーマンス (p. 280)
• ネットワークパフォーマンス (p. 281)
• Amazon EBS I/O パフォーマンス (p. 282)
• インスタンスストアボリュームの I/O パフォーマンス (p. 282)
• リリースノート (p. 284)
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ハードウェア仕様
ストレージ最適化インスタンスのハードウェア仕様の要約を以下に示します。仮想中央処理ユニット
(vCPU) は、仮想マシン (VM) に割り当てられた物理 CPU の一部を表します。x86 インスタンスの場合、
コアごとに 2 つの vCPU があります。Graviton インスタンスの場合、コアごとに 1 つの vCPU がありま
す。
インスタンスタイプ

デフォルト vCPU

メモリ (GiB)

d2.xlarge

4

30.5

d2.2xlarge

8

61

d2.4xlarge

16

122

d2.8xlarge

36

244

d3.xlarge

4

32

d3.2xlarge

8

64

d3.4xlarge

16

128

d3.8xlarge

32

256

d3en.large

2

8

d3en.xlarge

4

16

d3en.2xlarge

8

32

d3en.4xlarge

16

64

d3en.6xlarge

24

96

d3en.8xlarge

32

128

d3en.12xlarge

48

192

h1.2xlarge

8

32

h1.4xlarge

16

64

h1.8xlarge

32

128

h1.16xlarge

64

256

i3.large

2

15.25

i3.xlarge

4

30.5

i3.2xlarge

8

61

i3.4xlarge

16

122

i3.8xlarge

32

244

i3.16xlarge

64

488

i3.metal

72

512

i3en.large

2

16
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インスタンスタイプ

デフォルト vCPU

メモリ (GiB)

i3en.xlarge

4

32

i3en.2xlarge

8

64

i3en.3xlarge

12

96

i3en.6xlarge

24

192

i3en.12xlarge

48

384

i3en.24xlarge

96

768

i3en.metal

96

768

i4i.large

2

16

i4i.xlarge

4

32

i4i.2xlarge

8

64

i4i.4xlarge

16

128

i4i.8xlarge

32

256

i4i.16xlarge

64

512

i4i.32xlarge

128

1,024

i4i.metal

128

1,024

ストレージ最適化インスタンスでは、次のプロセッサを使用します。

インテルプロセッサ
• インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Haswell E5-2676 v3): D2
• インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Broadwell E5-2686 v4): H1、I3
• インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Skylake 8175M または Cascade Lake 8259CL): I3en
• 第 2 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Cascade Lake 8259CL): D3、D3en
• 第 3 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Ice Lake 8375C): I4i
詳細については、「Amazon EC2 のインスタンスタイプ」を参照してください。

インスタンスのパフォーマンス
NVMe インスタンスストアボリュームを使用するインスタンスの場合、AWS NVMe ドライバを使用して
ください。詳細については、AWS Windows インスタンス用 NVMe ドライバー (p. 750) を参照してくだ
さい。
EBS 最適化インスタンスは、インスタンスからの Amazon EBS I/O とその他のネットワークトラフィッ
クとの競合を排除することによって、EBS ボリュームの安定した高パフォーマンスを実現できます。一部
のストレージ最適化インスタンスは、追加料金なしでデフォルトで EBS 最適化されます。詳細について
は、Amazon EBS 最適化インスタンスを使用する (p. 1738) を参照してください。
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ネットワークパフォーマンス
サポートされているインスタンスタイプで拡張ネットワーキングを有効にすると、レイテンシーとネッ
トワークジッターを低減し、パケット毎秒 (PPS) のパフォーマンスを高めることができます。ほとんど
のアプリケーションでは、高いレベルのネットワークパフォーマンスが一貫して必要なわけではありま
せんが、データの送受信時にアクセスする帯域幅を増やすことでメリットを得られます。詳細について
は、Windows での拡張ネットワーキング (p. 1268) を参照してください。
拡張ネットワーキングをサポートするストレージ最適化インスタンスのネットワークパフォーマンスの要
約を以下に示します。
インスタンスタイプ

ネットワークパフォーマンス

拡張ネットワーキング

d2.xlarge

中

Intel 82599 VF (p. 1278)

d2.2xlarge | d2.4xlarge

高

Intel 82599 VF (p. 1278)

i3.4xlarge 以下 |
i4i.xlarge 以下

最大 10 Gbps †

ENA (p. 1269)

d2.8xlarge

10 Gbps

Intel 82599 VF (p. 1278)

i3.8xlarge | h1.8xlarge

10 Gbps

ENA (p. 1269)

i4i.2xlarge

最大 12 Gbps †

ENA (p. 1269)

d3.4xlarge 以下

最大 15 Gbps †

ENA (p. 1269)

i4i.8xlarge

18.75 Gbps

ENA (p. 1269)

d3en.2xlarge 以下 |
i3en.3xlarge 以下 |
i4i.4xlarge

最大 25 Gbps †

ENA (p. 1269)

d3.8xlarge | d3en.4xlarge |
h1.16xlarge | i3.16xlarge |
i3.metal | i3en.6xlarge

25 Gbps

ENA (p. 1269)

i4i.16xlarge

37.5 Gbps

ENA (p. 1269)

d3en.6xlarge

40 Gbps

ENA (p. 1269)

d3.8xlarge | d3en.8xlarge |
i3en.12xlarge

50 Gbps

ENA (p. 1269)

d3en.12xlarge |
i4i.32xlarge | i4i.metal

75 Gbps

ENA (p. 1269)

i3en.24xlarge | i3en.metal

100 Gbps

ENA (p. 1269)

† これらのインスタンスにはベースライン帯域幅があり、ネットワーク I/O クレジットメカニズムを使用
して、ベストエフォートベースでベースライン帯域幅を超えてバーストできます。詳細については、「イ
ンスタンスのネットワーク帯域幅 (p. 1266)」を参照してください。
インスタンスタイプ

ベースライン帯域幅 (Gbps)

バースト帯域幅 (Gbps)

d3.xlarge

3

15
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インスタンスタイプ

ベースライン帯域幅 (Gbps)

バースト帯域幅 (Gbps)

d3.2xlarge

6

15

d3.4xlarge

12.5

15

d3en.large

3

25

d3en.xlarge

6

25

d3en.2xlarge

12.5

25

i3.large

.75

10

i3.xlarge

1.25

10

i3.2xlarge

2.5

10

i3.4xlarge

5

10

i3en.large

2.1

25

i3en.xlarge

4.2

25

i3en.2xlarge

8.4

25

i3en.3xlarge

12.5

25

i4i.large

.78125

10

i4i.xlarge

1.875

10

i4i.2xlarge

4.687

12

i4i.4xlarge

9.375

25

Amazon EBS I/O パフォーマンス
Amazon EBS 最適化インスタンスは、最適化された設定スタックを使用し、Amazon EBS I/O 用に専用の
キャパシティを追加で提供します。このように最適化することで、Amazon EBS I/O と、インスタンスか
らのその他のトラフィックとの間の競合を最小に抑え、Amazon EBS ボリュームの最高のパフォーマンス
を実現します。
詳細については、「Amazon EBS 最適化インスタンスを使用する (p. 1738)」を参照してください。

インスタンスストアボリュームの I/O パフォーマンス
D2、D3、D3en インスタンスのプライマリデータストレージは、HDD インスタンスストアボリュームで
す。I3、I3en インスタンスのプライマリデータストレージは、NVMe (Non-Volatile Memory Express) SSD
インスタンスストアボリュームです。
インスタンスストアボリュームは、インスタンスの存続中のみ使用できます。インスタンスを停止、休
止、または終了すると、アプリケーションとそのインスタンスストアボリュームのデータは消去されま
す。インスタンスストアボリュームの重要なデータは、定期的にバックアップまたはレプリケートするこ
とをお勧めします。詳細については、「Amazon EC2 インスタンスストア (p. 1793)」および「SSD イン
スタンスストアボリューム (p. 1808)」を参照してください。
インスタンスで利用可能なすべての SSD ベースのインスタンスストアボリュームを使用する場合は、以下
の表に示されている IOPS (4,096 バイトブロックサイズ) のパフォーマンスを得ることができます (キュー
の深さの飽和度において)。それ以外の場合、IOPS パフォーマンスは低下します。
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インスタンスサイズ

100% のランダム読み取り時
IOPS

書き込み IOPS

i3.large

100,125

35,000

i3.xlarge

206,250

70,000

i3.2xlarge

412,500

180,000

i3.4xlarge

825,000

360,000

i3.8xlarge

1,650,000

720,000

i3.16xlarge

3,300,000

1,400,000

i3.metal

3,300,000

1,400,000

i3en.large

42,500

32,500

i3en.xlarge

85,000

65,000

i3en.2xlarge

170,000

130,000

i3en.3xlarge

250,000

200,000 件の

i3en.6xlarge

500,000

400,000

i3en.12xlarge

1,000,000

800,000

i3en.24xlarge

2,000,000

1,600,000

i3en.metal

2,000,000

1,600,000

i4i.large

50,000

27,500

i4i.xlarge

100,000

55,000

i4i.2xlarge

200,000 件の

110,000

i4i.4xlarge

400,000

220,000

i4i.8xlarge

800,000

440,000

i4i.16xlarge

1,600,000

880,000

i4i.32xlarge

3,200,000

1,760,000

i4i.metal

3,200,000

1,760,000

SSD ベースのインスタンスストアボリュームをいっぱいにすると、得られる I/O パフォーマンスは低下し
ます。これは、SSD コントローラーが実行する必要がある追加の作業が原因です。SSD コントローラー
は、利用可能な領域を見つけ、既存のデータを再書き込みし、未使用の領域を消去して、再書き込みがで
きるようにします。このガベージコレクションというプロセスにより、SSD への内部的な書き込み増幅が
発生し、ユーザーの書き込み操作に対する SSD 書き込み操作の割合として表示されます。書き込み操作が
4,096 バイトの倍数でないか、4,096 バイトの境界に整合していない場合、パフォーマンスの低下はさらに
大きくなります。少量のバイト数または整合していないバイト数で書き込む場合、SSD コントローラーは
周辺のデータを読み取り、その結果を新しい場所に保存する必要があります。このパターンにより、書き
込み増幅が大幅に増え、レイテンシーが増加し、I/O パフォーマンスが大きく低下します。
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SSD コントローラーは、複数の方法を利用すると、書き込み増幅の影響を減らすことができます。このよ
うな方法の 1 つには、SSD インスタンスストレージに領域を予約し、コントローラーが書き込み操作に利
用できる領域をより効率的に管理できるようにすることです。これをオーバープロビジョニングと呼びま
す。インスタンスに提供された SSD ベースのインスタンスストアボリュームには、オーバープロビジョ
ニングに対して予約された領域がありません。書き込み増幅を減らすには、ボリュームの 10% を未使用の
状態のままにし、SSD コントローラーがこれをオーバープロビジョニングに使用できるようにすることを
お勧めします これにより、使用できるストレージは減りますが、ディスクが総容量に近づいた場合でもパ
フォーマンスを向上させることができます。
TRIM をサポートするインスタンスストアボリュームの場合、TRIM コマンドを使用して、書き込んだデー
タが不要になったときはいつでも SSD コントローラーに通知することができます。これにより、より多く
の空き領域がコントローラーに与えられ、その結果書き込み増幅が減り、パフォーマンスが向上します。
詳細については、「インスタンスストアボリュームの TRIM のサポート (p. 1808)」を参照してください。

リリースノート
• Nitro System (p. 201) 上に構築されたインスタンスには、次の要件があります。
• NVMe ドライバー (p. 1736)がインストールされている必要があります。
• Elastic Network Adapter (ENA) ドライバー (p. 1269)がインストールされている必要があります。
現在の AWS Windows AMI (p. 32) は、これらの要件を満たしています。
• ベアメタルインスタンスを起動すると、基盤となるサーバーが起動します。これには、すべてのハード
ウェアやファームウェアコンポーネントの確認が含まれます。つまり、インスタンスが実行状態になっ
てからネットワーク経由で使用できるようになるまでに 20 分かかることがあります。
• EBS ボリュームまたはセカンダリネットワークインターフェイスを、ベアメタルインスタンスにアタッ
チ (または、そこからデタッチ) するには、PCIe のネイティブホットプラグがサポートされている必要
があります。
• ベアメタルインスタンスでは、I/O ポートベースのシリアルデバイスではなく、PCI ベースのシリアルデ
バイスを使用しています。アップストリームの Linux カーネルと最新の Amazon Linux AMI は、このデ
バイスをサポートしています。また、ベアメタルインスタンスでは、システムが PCI ベースのシリアル
デバイスを自動的に使用できるようにする ACPI SPCR テーブルも使用できます。最新の Windows AMI
では、自動的に PCI ベースのシリアルデバイスが使用されます。
• d3.8xlarge および d3en.12xlarge インスタンスは、ルートボリュームを含め、最大 3 つのアタッ
チメントをサポートします。ネットワークインターフェイスまたは EBS ボリュームを追加するときにア
タッチメントの制限を超えると、インスタンスでアタッチメントの問題が発生します。
• リージョンで起動できるインスタンスの合計数には制限があります。また、一部のインスタンスタイプ
にはその他の制限もあります。詳細については、Amazon EC2 の「よくある質問」の「Amazon EC2 で
実行できるインスタンス数の上限は」を参照してください。

Windows 高速コンピューティングインスタンス
高速コンピューティングインスタンスは、ハードウェアアクセラレーターやコプロセッサーを使用して、
浮動小数点数計算、グラフィック処理、データパターンマッチングのような機能を CPU で実行されるソ
フトウェア以上に効率的に実行します。これらのインスタンスでは、大量の演算を行うワークロードでさ
らに多くの並列処理が可能となり、より高いスループットが得られます。
高度な処理機能が必要な場合は、高速コンピューティングインスタンスを使用すると、Graphics
Processing Units (GPU) などのハードウェアベースのコンピューティングアクセラレーターにアクセスで
きます。
コンテンツ
• GPU インスタンス (p. 285)
• AWS Trainium を含むインスタンス (p. 286)
• ハードウェア仕様 (p. 287)
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• インスタンスのパフォーマンス (p. 288)
•
•
•
•
•

ネットワークパフォーマンス (p. 288)
Amazon EBS I/O パフォーマンス (p. 290)
インスタンスストアボリュームの I/O パフォーマンス (p. 290)
リリースノート (p. 291)
Windows インスタンスへの NVIDIA ドライバーのインストール (p. 292)

• Windows インスタンスへの AMD ドライバーのインストール (p. 298)
• NVIDIA GRID 仮想アプリケーションの有効化 (p. 300)
• GPU 設定の最適化 (p. 300)

GPU インスタンス
GPU ベースのインスタンスでは、数千のコンピューティングコアを持つ NVIDIA GPU にアクセスできま
す。これらのインスタンスを使用すると、CUDA または Open Computing Language (OpenCL) パラレルコ
ンピューティングフレームワークを活用することにより、サイエンス、エンジニアリング、およびレンダ
リングアプリケーションを高速化できます。また、ゲームストリーミング、3D アプリケーションストリー
ミング、およびその他のグラフィックスワークロードを含む、グラフィックアプリケーションにも使用で
きます。
アプリケーションがグラフィックアセレレーション用にわずかなグラフィックスアクセラレーション
の追加を必要とするが、別のコンピューティング、メモリ、あるいはストレージ仕様のインスタンスタ
イプにより適する場合には、Elastic Graphics アクセラレーターを代わりに使用します。詳細について
は、Amazon Elastic Graphics (p. 1068) を参照してください。
G5 インスタンス
G5 インスタンスは NVIDIA A10G GPU を使用し、リモートワークステーション、ビデオレンダリング、
クラウドゲームなどのグラフィックス集約型アプリケーション、自然言語処理、コンピュータビジョン、
レコメンデーションエンジンなどのアプリケーションのディープラーニングモデル向けに高いパフォーマ
ンスを提供します。これらのインスタンスは、最大 8 つの NVIDIA A10G GPU、第 2 世代 AMD EPYC プ
ロセッサ、最大 100 Gbps のネットワーク帯域幅、最大 7.6 TB のローカル NVMe SSD ストレージを備え
ています。
詳細については、「Amazon EC2 G5 インスタンス」を参照してください。
G4ad インスタンスと G4dn インスタンス
G4ad インスタンスは AMD Radeon Pro V520 GPU と第 2 世代 AMD EPYC プロセッサを使用し、リモー
トグラフィックスワークステーションなどのグラフィックスアプリケーション、ゲームストリーミング、
および OpenGL、DirectX、Vulkan などの業界標準の API を活用するレンダリングに最適です。最大 4 つ
の AMD Radeon Pro V520 GPU、64 の vCPU、25 Gbps ネットワーキング、および 2.4 TB のローカル
NVMe ベースの SSD ストレージを提供します。
G4dn インスタンスは NVIDIA Tesla GPU を使用して、汎用 GPU コンピューティング用のコスト効率とパ
フォーマンスに優れたプラットフォームを CUDA を通じて提供するか、グラフィックアプリケーションを
備えた機械学習フレームワークを DirectX または OpenGL を通じて提供します。このようなインスタンス
は、高帯域幅ネットワーキング、強力な半精度浮動小数点機能、単精度浮動小数点機能、INT8 精度、およ
び INT4 精度を提供します。各 GPU は 16 GiB の GDDR6 メモリを備えているため、G4dn インスタンス
は機械学習推論、動画トランスコード、グラフィックアプリケーション (リモートグラフィックワークス
テーションやクラウド内のゲームストリーミングなど) に最適です。
詳細については、「Amazon EC2 G4 インスタンス」を参照してください。
G4dn インスタンスは、NVIDIA GRID 仮想ワークステーションをサポートしています。詳細について
は、NVIDIA Marketplace の提供サービスを参照してください。
G3 インスタンス
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このインスタンスは NVIDIA Tesla M60 GPU を使用し、DirectX または OpenGL を使用してグラフィック
アプリケーション向けに費用対効果の高パフォーマンスのプラットフォームを提供します。また、G3 イ
ンスタンスは、最大 4096x2160 の解像度を持つ 4 つのモニターと NVIDIA GRID 仮想アプリケーションの
サポートなど、NVIDIA GRID 仮想ワークステーションの機能も提供します。G3 インスタンスは､アプリ
ケーションの例としては、3D ビジュアライゼーション、グラフィックを強化したリモートワークステー
ション、3D レンダリング、動画エンコード、仮想リアリティやそのほかの大規模なパラレル処理を必要と
するサーバー側のグラフィックワークロードなどのアプリケーションに最適です。
詳細については、「Amazon EC2 G3 インスタンス」を参照してください。
G3 インスタンスは、NVIDIA GRID 仮想ワークステーションと NVIDIA GRID 仮想アプリケーションをサ
ポートします。これらの機能のいずれかを有効にするには、「NVIDIA GRID 仮想アプリケーションの有効
化 (p. 300)」を参照してください。
G2 インスタンス
このインスタンスは NVIDIA GRID K520 GPU を使用し、DirectX または OpenGL を使用してグラフィック
アプリケーション向けに費用対効果の高パフォーマンスのプラットフォームを提供します。NVIDIA GRID
GPU は、NVIDIA の高速キャプチャおよびエンコード API オペレーションもサポートします。アプリケー
ションのサンプルには、動画作成サービス、3D 仮想化、グラフィックを多用したストリーミングアプリ
ケーションなどのサーバー側のグラフィックワークロードが含まれています。
P4de インスタンスは NVIDIA 80GB-A100s GPU を提供します
P3 インスタンス
このインスタンスは NVIDIA Tesla V100 GPU を使用し、CUDA または OpenCL プログラミングモデル
を使用するか、機械学習フレームワークを使用する汎用 GPU コンピューティング用に設計されていま
す。P3 インスタンスは高帯域幅ネットワーキング、強力な半精度、単精度、および倍精度浮動小数点機
能、および GPU ごとに最大 32 GiB メモリを提供し、深層学習、数値流体力学、金融工学、耐震解析、分
子モデリング、ゲノム解析、レンダリング、その他サーバー側 GPU コンピューティングワークロードに
最適です。Tesla V100 GPU はグラフィックモードをサポートしません。
詳細については、「Amazon EC2 P3 インスタンス」を参照してください。
P3 インスタンスは NVIDIA NVLink のピアツーピア転送をサポートします。詳細については、NVIDIA
NVLink を参照してください。
P2 インスタンス
P2 インスタンスは NVIDIA Tesla K80 GPU を使用し、CUDA または OpenCL プログラミングモデルを使
用する汎用 GPU コンピューティング用に設計されています。P2 インスタンスは高帯域幅ネットワーキ
ング、強力な単精度および倍精度浮動小数点機能、および GPU ごとに 12 GiB メモリを提供し、ディー
プラーニング、グラフデータベース、高パフォーマンスデータベース、数値流体力学、金融工学、耐震
解析、分子モデリング、ゲノム解析、レンダリング、その他サーバー側 GPU コンピューティングワーク
ロードに最適です。
P2 インスタンスは NVIDIA GPUDirect のピアツーピア転送をサポートします。詳細については、NVIDIA
GPUDirect を参照してください。

AWS Trainium を含むインスタンス
AWS Trainium を搭載した Amazon EC2 Trn1 インスタンスは、高性能で費用対効果の高い深層学習を目的
として構築されています。Trn1 インスタンスを使用して、音声認識、推奨、不正検出、イメージや動画の
分類など、幅広いアプリケーションで使用される自然言語処理、コンピュータビジョン、推奨モデルをト
レーニングできます。PyTorch や TensorFlow などのよく使用される ML フレームワークで、既存のワー
クフローを使用できます。AWSNeuron SDK はこれらのフレームワークとシームレスに統合されるため、
コードをほんの数行変更するだけで開始できます。
詳細については、「Amazon EC2 Trn1 インスタンス」を参照してください。
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ハードウェア仕様
以下に示しているのは、高速コンピューティングインスタンスのハードウェア仕様の要約です。仮想中央
処理ユニット (vCPU) は、仮想マシン (VM) に割り当てられた物理 CPU の一部を表します。x86 インス
タンスの場合、コアごとに 2 つの vCPU があります。Graviton インスタンスの場合、コアごとに 1 つの
vCPU があります。
インスタンスタイプ

デフォルト vCPU

メモリ (GiB)

アクセラレータ

g2.2xlarge

8

15

1

g2.8xlarge

32

60

4

g3s.xlarge

4

30.5

1

g3.4xlarge

16

122

1

g3.8xlarge

32

244

2

g3.16xlarge

64

488

4

g4ad.xlarge

4

16

1

g4ad.2xlarge

8

32

1

g4ad.4xlarge

16

64

1

g4ad.8xlarge

32

128

2

g4ad.16xlarge

64

256

4

g4dn.xlarge

4

16

1

g4dn.2xlarge

8

32

1

g4dn.4xlarge

16

64

1

g4dn.8xlarge

32

128

1

g4dn.12xlarge

48

192

4

g4dn.16xlarge

64

256

1

g4dn.metal

96

384

8

g5.xlarge

4

16

1

g5.2xlarge

8

32

1

g5.4xlarge

16

64

1

g5.8xlarge

32

128

1

g5.12xlarge

48

192

4

g5.16xlarge

64

256

1

g5.24xlarge

96

384

4

g5.48xlarge

192

768

8

p2.xlarge

4

61

1
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インスタンスタイプ

デフォルト vCPU

メモリ (GiB)

アクセラレータ

p2.8xlarge

32

488

8

p2.16xlarge

64

732

16

p3.2xlarge

8

61

1

p3.8xlarge

32

244

4

p3.16xlarge

64

488

8

p3dn.24xlarge

96

768

8

trn1.2xlarge

8

32

1

trn1.32xlarge

128

512

16

高速コンピューティングインスタンスでは、次のプロセッサを使用します。

AMD プロセッサ
• 第 2 世代 AMD EPYC プロセッサ (AMD EPYC 7R32): G4ad、G5

インテルプロセッサ
• インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Broadwell E5-2686 v4): G3、P2、P3
• インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Skylake 8175): P3dn
• 第 2 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Cascade Lake P-8259CL): VT1
• 第 2 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサ (Cascade Lake P-8259L): G4dn
詳細については、「Amazon EC2 のインスタンスタイプ」を参照してください。

インスタンスのパフォーマンス
EBS 最適化インスタンスは、インスタンスからの Amazon EBS I/O とその他のネットワークトラフィック
との競合を排除することによって、EBS ボリュームの安定した高パフォーマンスを実現できます。一部の
高速コンピューティングインスタンスは、追加料金なしでデフォルトで EBS 最適化されています。詳細に
ついては、Amazon EBS 最適化インスタンスを使用する (p. 1738) を参照してください。

ネットワークパフォーマンス
サポートされているインスタンスタイプで拡張ネットワーキングを有効にすると、レイテンシーとネッ
トワークジッターを低減し、パケット毎秒 (PPS) のパフォーマンスを高めることができます。ほとんど
のアプリケーションでは、高いレベルのネットワークパフォーマンスが一貫して必要なわけではありま
せんが、データの送受信時にアクセスする帯域幅を増やすことでメリットを得られます。詳細について
は、Windows での拡張ネットワーキング (p. 1268) を参照してください。
以下に示しているのは、拡張ネットワーキングをサポートする高速コンピューティングインスタンスの
ネットワークパフォーマンスの要約です。
インスタンスタイプ

ネットワークパフォーマンス

3.125 Gbps

ENA (p. 1269)
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インスタンスタイプ

ネットワークパフォーマンス

拡張ネットワーク

6.25 Gbps

ENA (p. 1269)

g3.4xlarge | g3s.xlarge
| g4ad.4xlarge and
smaller | g5.2xlarge 以下 |
p3.2xlarge

最大 10 Gbps †

ENA (p. 1269)

g3.8xlarge | p2.8xlarge |
p3.8xlarge

10 Gbps

ENA (p. 1269)

g4ad.8xlarge

15 Gbps

ENA (p. 1269)

g4dn.4xlarge 以下 |
g5.4xlarge

最大 25 Gbps †

ENA (p. 1269)

g3.16xlarge |
g4ad.16xlarge | g5.8xlarge
| g5.16xlarge | p2.16xlarge
| p3.16xlarge |

25 Gbps

ENA (p. 1269)

g5.12xlarge

40 Gbps

ENA (p. 1269)

g4dn.8xlarge |
g4dn.12xlarge |
g4dn.16xlarge |
g5.24xlarge

50 Gbps

ENA (p. 1269)

g4dn.metal | g5.48xlarge |
p3dn.24xlarge

100 Gbps

ENA (p. 1269)

trn1.2xlarge

最大 12.5 Gbps

ENA (p. 1269)

trn1.32xlarge

800 Gbps

ENA (p. 1269)

† これらのインスタンスにはベースライン帯域幅があり、ネットワーク I/O クレジットメカニズムを使用
して、ベストエフォートベースでベースライン帯域幅を超えてバーストできます。詳細については、「イ
ンスタンスのネットワーク帯域幅 (p. 1266)」を参照してください。
インスタンスタイプ

ベースライン帯域幅 (Gbps)

バースト帯域幅 (Gbps)

g3.4xlarge

5

10

g3s.xlarge

1.25

10

g4ad.xlarge

2

10

g4ad.2xlarge

4.167

10

g4ad.4xlarge

8.333

10

g4dn.xlarge

5

25

g4dn.2xlarge

10

25

g4dn.4xlarge

20

25

g5.xlarge

2.5

10
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インスタンスタイプ

ベースライン帯域幅 (Gbps)

バースト帯域幅 (Gbps)

g5.2xlarge

5

10

g5.4xlarge

10

25

p3.2xlarge

2.5

10

Trn1.2xlarge

3.125

12.5

Trn1.32xlarge

800

該当なし

Amazon EBS I/O パフォーマンス
Amazon EBS 最適化インスタンスは、最適化された設定スタックを使用し、Amazon EBS I/O 用に専用の
キャパシティを追加で提供します。このように最適化することで、Amazon EBS I/O と、インスタンスか
らのその他のトラフィックとの間の競合を最小に抑え、Amazon EBS ボリュームの最高のパフォーマンス
を実現します。
詳細については、「Amazon EBS 最適化インスタンスを使用する (p. 1738)」を参照してください。

インスタンスストアボリュームの I/O パフォーマンス
インスタンスで利用可能なすべての SSD ベースのインスタンスストアボリュームを使用する場合は、以下
の表に示されている IOPS (4,096 バイトブロックサイズ) のパフォーマンスを得ることができます (キュー
の深さの飽和度において)。それ以外の場合、IOPS パフォーマンスは低下します。
インスタンスサイズ

100% のランダム読み取り時
IOPS

書き込み IOPS

g4ad.xlarge

10,417

8,333

g4ad.2xlarge

20,833

16,667

g4ad.4xlarge

41,667

33,333

g4ad.8xlarge

83,333

66,667

g4ad.16xlarge

166,667

133,333

g5.xlarge

40,625

20,313

g5.2xlarge

40,625

20,313

g5.4xlarge

125,000

62,500

g5.8xlarge

250,000

125,000

g5.12xlarge

312,500

156,250

g5.16xlarge

250,000

125,000

g5.24xlarge

312,500

156,250

g5.48xlarge

625,000

312,500

インスタンスに SSD ベースのインスタンスストアボリュームを使用するほど、アーカイブできる書き
込み IOPS の数は減少します。これは、SSD コントローラーが実行する必要がある追加の作業が原因で
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す。SSD コントローラーは、利用可能な領域を見つけ、既存のデータを再書き込みし、未使用の領域を
消去して、再書き込みができるようにします。このガベージコレクションというプロセスにより、SSD へ
の内部的な書き込み増幅が発生し、ユーザーの書き込み操作に対する SSD 書き込み操作の割合として表
示されます。書き込み操作が 4,096 バイトの倍数でないか、4,096 バイトの境界に整合していない場合、
パフォーマンスの低下はさらに大きくなります。少量のバイト数または整合していないバイト数で書き込
む場合、SSD コントローラーは周辺のデータを読み取り、その結果を新しい場所に保存する必要がありま
す。このパターンにより、書き込み増幅が大幅に増え、レイテンシーが増加し、I/O パフォーマンスが大き
く低下します。
SSD コントローラーは、複数の方法を利用すると、書き込み増幅の影響を減らすことができます。このよ
うな方法の 1 つには、SSD インスタンスストレージに領域を予約し、コントローラーが書き込み操作に利
用できる領域をより効率的に管理できるようにすることです。これをオーバープロビジョニングと呼びま
す。インスタンスに提供された SSD ベースのインスタンスストアボリュームには、オーバープロビジョ
ニングに対して予約された領域がありません。書き込み増幅を減らすには、ボリュームの 10% を未使用の
状態のままにし、SSD コントローラーがこれをオーバープロビジョニングに使用できるようにすることを
お勧めします これにより、使用できるストレージは減りますが、ディスクが総容量に近づいた場合でもパ
フォーマンスを向上させることができます。
TRIM をサポートするインスタンスストアボリュームの場合、TRIM コマンドを使用して、書き込んだデー
タが不要になったときはいつでも SSD コントローラーに通知することができます。これにより、より多く
の空き領域がコントローラーに与えられ、その結果書き込み増幅が減り、パフォーマンスが向上します。
詳細については、「インスタンスストアボリュームの TRIM のサポート (p. 1808)」を参照してください。

リリースノート
• インスタンスは、HVM AMI を使用して起動する必要があります。
• Nitro System (p. 201) 上に構築されたインスタンスには、次の要件があります。
• NVMe ドライバー (p. 1736)がインストールされている必要があります。
• Elastic Network Adapter (ENA) ドライバー (p. 1269)がインストールされている必要があります。
現在の AWS Windows AMI (p. 32) は、これらの要件を満たしています。
• NVIDIA ドライバーがインストールされていない限り、GPU ベースのインスタンスは GPU にアク
セスできません。詳細については、Windows インスタンスへの NVIDIA ドライバーのインストー
ル (p. 292) を参照してください。
• ベアメタルインスタンスを起動すると、基盤となるサーバーが起動します。これには、すべてのハード
ウェアやファームウェアコンポーネントの確認が含まれます。つまり、インスタンスが実行状態になっ
てからネットワーク経由で使用できるようになるまでに 20 分かかることがあります。
• EBS ボリュームまたはセカンダリネットワークインターフェイスを、ベアメタルインスタンスにアタッ
チ (または、そこからデタッチ) するには、PCIe のネイティブホットプラグがサポートされている必要
があります。
• ベアメタルインスタンスでは、I/O ポートベースのシリアルデバイスではなく、PCI ベースのシリアルデ
バイスを使用しています。アップストリームの Linux カーネルと最新の Amazon Linux AMI は、このデ
バイスをサポートしています。また、ベアメタルインスタンスでは、システムが PCI ベースのシリアル
デバイスを自動的に使用できるようにする ACPI SPCR テーブルも使用できます。最新の Windows AMI
では、自動的に PCI ベースのシリアルデバイスが使用されます。
• リージョンごとに 100 AFI という制限があります。
• リージョンで起動できるインスタンスの合計数には制限があります。また、一部のインスタンスタイプ
にはその他の制限もあります。詳細については、Amazon EC2 の「よくある質問」の「Amazon EC2 で
実行できるインスタンス数の上限は」を参照してください。
• マルチ GPU インスタンスを単一 GPU インスタンスで作成した Windows AMI で起動すると、Windows
ですべての GPU の NVIDIA ドライバーが自動的にインストールされません。新しい GPU ハードウェ
アのドライバーのインストールを許可する必要があります。これは、デバイス マネージャーで [その他]
のデバイスカテゴリを開き、手動で修正できます (非アクティブな GPU は [ディスプレイ アダプター]
に表示されません)。非アクティブな GPU のそれぞれでコンテキストメニュー (右クリック) を開き、
[Update Driver Software] を選択して、デフォルトの [Automatic Update] オプションを選択します。
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• Microsoft リモートデスクトッププロトコル (RDP) を使用すると、WDDM ドライバーモデルを使用し
ている GPU は、高速化されていないリモートデスクトップディスプレイドライバーに置き換えられま
す。GPU ハードウェアにアクセスするには、Teradici Cloud Access Software、NICE Desktop Cloud
Visualization (DCV)、または VNC などの別のリモートアクセスツールを使用することをお勧めしま
す。また、AWS Marketplace からいずれかの GPU AMI を使用することもできます。それらの AMI に
は、3D 高速化をサポートするリモートアクセスツールが用意されているためです。

Windows インスタンスへの NVIDIA ドライバーのインストール
NVIDIA GPU がアタッチされたインスタンス (P3 インスタンスや G4dn インスタンスなど) には、適切な
NVIDIA ドライバーがインストールされている必要があります。インスタンスタイプに応じて、公開された
NVIDIA ドライバーまたは AWS カスタマーのみが使用できる Amazon S3 のドライバーをダウンロードす
るか、ドライバーが事前インストールされた AMI を使用します。
AMD GPU がアタッチされた Linux インスタンス (G4ad インスタンスなど) に AMD ドライバーをインス
トールするには、代わりに「AMD ドライバーのインストール (p. 298)」を参照してください。Linux イ
ンスタンスに NVIDIA ドライバーをインストールするには、「Linux インスタンスへの NVIDIA ドライバー
のインストール」を参照してください。
目次
• NVIDIA ドライバーの種類 (p. 292)
• インスタンスタイプ別の使用可能なドライバー (p. 293)
• インストールオプション (p. 293)
• CUDA の追加バージョンのインストール (p. 297)

NVIDIA ドライバーの種類
GPU ベースのインスタンスで使用できる主な種類の NVIDIA ドライバーを次に示します。
Tesla ドライバー
これらのドライバーは主に、機械学習用の並列浮動小数点計算、ハイパフォーマンスコンピューティ
ングアプリケーション用の高速フーリエ変換などの計算タスクに GPU を使用するコンピューティン
グワークロードを対象としています。
GRID ドライバー
これらのドライバーは、3D モデルや高解像度動画などのコンテンツをレンダリングするプロフェッ
ショナルな視覚化アプリケーションに最適なパフォーマンスを提供することが認定されていま
す。GRID ドライバーを構成すると、2 つのモードをサポートできます。Quadro Virtual Workstation
は、GPU あたり 4 台の 4K ディスプレイへのアクセスを提供します。GRID vApps は、RDSH アプリ
のホスティング機能を提供します。
ゲームドライバー
これらのドライバーはゲーム用に最適化されており、パフォーマンスを向上させるために頻繁に更新
されます。これらは GPU あたり単一の 4K ディスプレイをサポートします。
設定モード
Windows では、Tesla ドライバーは Tesla Compute Cluster (TCC) モードで実行するように設定されて
います。GRID ドライバーとゲームドライバーは、Windows Display Driver Model (WDDM) モードで実
行するように設定されています。TCC モードでは、カードはコンピューティングワークロード専用で
す。WDDM モードでは、カードはコンピューティングワークロードとグラフィックスワークロードの両方
をサポートします。
NVIDIA コントロールパネル
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NVIDIA コントロールパネルは、GRID およびゲームドライバーでサポートされています。Tesla ドライ
バーではサポートされていません。

Tesla ドライバーに対してサポートされている API
• OpenCL
• NVIDIA CUDA および関連ライブラリ (cuDNN、TensorRT、nvJPEG、cuBLAS など)
• 動画エンコード用の NVENC と動画デコード用の NVDEC

GRID およびゲームドライバーに対してサポートされている API
• DirectX、Direct2D、DirectX Video Acceleration、DirectX Raytracing
• OpenCL、OpenGL、Vulkan
• NVIDIA CUDA および関連ライブラリ (cuDNN、TensorRT、nvJPEG、cuBLAS など)
• 動画エンコード用の NVENC と動画デコード用の NVDEC

インスタンスタイプ別の使用可能なドライバー
次の表は、GPU インスタンスタイプごとにサポートされている NVIDIA ドライバーをまとめたものです。
インスタンスタイプ

Tesla ドライバー

GRID ドライバー

ゲームドライバー

G2

はい

いいえ

いいえ

G3

はい

はい

いいえ

G4dn

はい

はい

はい

G5

はい

はい

はい

P2

はい

いいえ

いいえ

P3

はい

はい ²

いいえ

¹ この Tesla ドライバーは、ARM64 プラットフォーム固有の最適化されたグラフィックスアプリケーショ
ンもサポートしています。

インストールオプション
次のいずれかのオプションを使用して、GPU インスタンスに必要な NVIDIA ドライバーを取得します。

オプション 1: NVIDIA ドライバーがインストールされた AMI
AWS と NVIDIA では、NVIDIA ドライバーがインストールされた、それぞれ異なる Amazon マシンイメー
ジ (AMI) を提供しています。
• Tesla ドライバーを使用した Marketplace 製品
• GRID ドライバーを使用した Marketplace 製品
• ゲームドライバーを使用した Marketplace 製品
いずれかの AWS Marketplace 製品を使用してカスタム Windows AMI を作成する場合、GRID ドライバー
を確実に動作させるには、AMI は Sysprep を使用 (p. 139)して作成された標準イメージである必要があり
ます。
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オプション 2: パブリック NVIDIA ドライバー
AWS が提供するオプションには、ドライバーに必要なライセンスが付属しています。または、パブリック
ドライバーをインストールし、自分のライセンスを使用することもできます。パブリックドライバーをイ
ンストールするには、ここで説明するように NVIDIA サイトからドライバーをダウンロードします。
または、パブリックドライバーの代わりに AWS が提供するオプションを使用することもできます。P3
インスタンスで GRID ドライバーを使用するには、オプション 1 (p. 293) の説明に従って AWS
Marketplace AMI を使用します。G5、G4dn、または G3 インスタンスで GRID ドライバーを使用するに
は、オプション 1 の説明に従って AWS Marketplace AMI を使用するか、オプション 3 (p. 294) の説明に
従って AWS が提供する NVIDIA ドライバーをインストールします。
パブリック NVIDIA ドライバーをダウンロードするには
もしくは Windows インスタンスにログインし、http://www.nvidia.com/Download/Find.aspx から、使用す
るインスタンスタイプに適した 64 ビット NVIDIA ドライバーをダウンロードします。[製品タイプ]、[製品
シリーズ]、[製品] の順にクリックし、次の表に示すオプションを使用します。
インスタンス

製品タイプ

製品シリーズ

製品

G2

GRID

GRID シリーズ

GRID K520

G3

Tesla

M-Class

M60

G4dn

Tesla

T シリーズ

T4

G5 ¹

Tesla

A シリーズ

A10

P2

Tesla

K シリーズ

K80

P3

Tesla

V シリーズ

V100

¹ G5 インスタンスには、ドライバーバージョン 470.00 以降が必要です。

Windows で NVIDIA ドライバーをインストールするには
1.

ドライバーをダウンロードしたフォルダを開き、インストールファイルを起動します。ドライバーを
インストールする手順にしたがい、必要に応じてインスタンスを再起動します。

2.

デバイスマネージャーを使用して組み込まれているディスプレイアダプタを無効にします。Windows
の機能である、Media Foundation および Quality Windows Audio Video Experience をインストールし
ます。
デバイスマネージャーで、GPU が正しく動作していることを確認します。

3.
4.

GPU の最善のパフォーマンスを実現するには、「GPU 設定の最適化 (p. 300)」の最適化ステップを
完了します。

オプション 3: GRID ドライバー (G5、G4dn、および G3 インスタンス)
これらのダウンロードは、AWS カスタマーのみが利用できます。ダウンロードすることで、ダウンロード
したソフトウェアは、NVIDIA A10G、NVIDIA Tesla T4 または NVIDIA Tesla M60 ハードウェアで、AMIs
の開発目的のみに使用することに同意したことになります。このソフトウェアをインストールすること
は、NVIDIA GRID Cloud End User License Agreement の規約の遵守に同意したものと見なされます。

前提条件
• カスタム Windows AMI を使用して Windows インスタンスを起動する場合、GRID ドライバーが動作
するように、AMI は Sysprep を使用 (p. 139)して作成された標準化されたイメージである必要がありま
す。
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• Windows インスタンスで AWS Tools for Windows PowerShell のデフォルトの認証情報を設定します。
詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイドの「AWS Tools for Windows
PowerShell の使用開始」を参照してください。
• IAM ユーザーは、AmazonS3ReadOnlyAccess ポリシーによって付与されたアクセス許可を持っている
必要があります。詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「AWS マ
ネージドポリシー: AmazonS3ReadOnlyAccess」を参照してください。
• G3 インスタンスで GRID ライセンスを機能させるには、AWS が提供する DNS 解決が必要です。
• IMDSv2 (p. 795) は、NVIDIA ドライバーのバージョン 14.0 以降でのみサポートされています。

Windows インスタンスに NVIDIA GRID ドライバーをインストールするには
1.

Windows インスタンスに接続し、PowerShell ウィンドウを開きます。

2.

次の PowerShell コマンドを使用して、ドライバーと NVIDIA GRID Cloud End User License
Agreement を Amazon S3 からデスクトップにダウンロードします。
$Bucket = "ec2-windows-nvidia-drivers"
$KeyPrefix = "latest"
$LocalPath = "$home\Desktop\NVIDIA"
$Objects = Get-S3Object -BucketName $Bucket -KeyPrefix $KeyPrefix -Region us-east-1
foreach ($Object in $Objects) {
$LocalFileName = $Object.Key
if ($LocalFileName -ne '' -and $Object.Size -ne 0) {
$LocalFilePath = Join-Path $LocalPath $LocalFileName
Copy-S3Object -BucketName $Bucket -Key $Object.Key -LocalFile $LocalFilePath Region us-east-1
}
}

NVIDIA GRID ドライバの複数のバージョンがこのバケットに保存されます。-KeyPrefix
$KeyPrefix オプションを削除すると、使用可能なすべてのバージョンをバケットにダウンロードで
きます。
GRID バージョン 11.0 以降では、G3 インスタンスと G4dn インスタンスの両方で latest のドライ
バーを使用できます。11.0 より後のバージョンは g4/latest に追加されませんが、バージョン 11.0
および G4dn に固有の以前のバージョンは g4/latest に保持されます。
G5 インスタンスには GRID 13.1 以降 (または GRID 12.4 以降) が必要です。
3.

デスクトップに移動し、インストールファイルをダブルクリックして起動します (インスタンスの OS
バージョンに該当するドライバーバージョンを選択してください)。ドライバーをインストールする手
順にしたがい、必要に応じてインスタンスを再起動します。GPU が正しく動作していることを確認す
るには、デバイスマネージャーをチェックします。

4.

(オプション) 次のコマンドを使用してコントロールパネルでライセンスページを無効化し、ユーザー
が誤ってプロダクトキーを変更することを回避します (NVIDIA GRID 仮想ワークステーションはデ
フォルトで有効になっています)。詳細については、GRID Licensing User Guide を参照してくださ
い。
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\GridLicensing" -Name
"NvCplDisableManageLicensePage" -PropertyType "DWord" -Value "1"

5.

(オプション) ユースケースによっては、以下のオプションのステップを実行できます。この機能が必
要ない場合は、以下のステップを実行しないでください。
a.

最大 4K の解像度のディスプレイを 4 台活用するには、高性能ディスプレイプロトコル NICE
DCV を設定します。

b.

NVIDIA Quadro 仮想ワークステーションモードはデフォルトで有効になっています。RDSH ア
プリケーションホスティング機能用に GRID 仮想アプリケーションをアクティブ化するには、
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「NVIDIA GRID 仮想アプリケーションの有効化 (p. 300)」の GRID 仮想アプリケーションのア
クティブ化手順を完了します。

オプション 4: NVIDIA ゲームドライバー (G5 および G4dn インスタンス)
これらのドライバーは、AWS カスタマーのみが利用できます。これらをダウンロードすることで、ダウ
ンロードしたソフトウェアは、NVIDIA A10G および NVIDIA Tesla T4 ハードウェアで、AMIs の開発目的
のみに使用することに同意したことになります。このソフトウェアをインストールすることは、NVIDIA
GRID Cloud End User License Agreement の規約の遵守に同意したものと見なされます。

前提条件
• カスタム Windows AMI を使用して Windows インスタンスを起動する場合、ゲームドライバーが動作
するように、AMI は Sysprep を使用 (p. 139)して作成された標準化されたイメージである必要がありま
す。
• Windows インスタンスで AWS Tools for Windows PowerShell のデフォルトの認証情報を設定します。
詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイドの「AWS Tools for Windows
PowerShell の使用開始」を参照してください。
• IAM ユーザーは、AmazonS3ReadOnlyAccess ポリシーによって付与されたアクセス許可を持っている
必要があります。詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「AWS マ
ネージドポリシー: AmazonS3ReadOnlyAccess」を参照してください。
• G3 インスタンスで GRID ライセンスを機能させるには、AWS が提供する DNS 解決が必要です。
• IMDSv2 (p. 795)は、NVIDIA ドライバーのバージョン 495.x 以降でのみサポートされています。

Windows インスタンスに NVIDIA ゲームドライバーをインストールするには
1.

Windows インスタンスに接続し、PowerShell ウィンドウを開きます。

2.

次の PowerShell コマンドを使用して、ゲームドライバーをダウンロードしてインストールします。
$Bucket = "nvidia-gaming"
$KeyPrefix = "windows/latest"
$LocalPath = "$home\Desktop\NVIDIA"
$Objects = Get-S3Object -BucketName $Bucket -KeyPrefix $KeyPrefix -Region us-east-1
foreach ($Object in $Objects) {
$LocalFileName = $Object.Key
if ($LocalFileName -ne '' -and $Object.Size -ne 0) {
$LocalFilePath = Join-Path $LocalPath $LocalFileName
Copy-S3Object -BucketName $Bucket -Key $Object.Key -LocalFile $LocalFilePath Region us-east-1
}
}

NVIDIA GRID ドライバーの複数のバージョンがこの S3 バケットに保存されます。-KeyPrefix
$KeyPrefix オプションを削除すると、使用可能なすべてのバージョンをバケットにダウンロードで
きます。
3.

デスクトップに移動し、インストールファイルをダブルクリックして起動します (インスタンスの OS
バージョンに該当するドライバーバージョンを選択してください)。ドライバーをインストールする手
順にしたがい、必要に応じてインスタンスを再起動します。GPU が正しく動作していることを確認す
るには、デバイスマネージャーをチェックします。

4.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global キーにレジストリ値を作成しま
す。名前として vGamingMarketplace、タイプとして DWord、値として 2 を使用して作成します。次
のように、コマンドプロンプトウィンドウまたは 64 ビットバージョンの PowerShell を使用できま
す。
•

このレジストリ値を作成するには、次の PowerShell コマンドを使用します。デフォルトで
は、AWS Tools for PowerShell Windows AMI の AWS は 32 ビットバージョンであり、このコ
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マンドは失敗します。代わりに、オペレーティングシステムに付属する 64 ビットバージョンの
PowerShell を使用してください。
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global" -Name
"vGamingMarketplace" -PropertyType "DWord" -Value "2"

•

このレジストリ値を作成するには、次のレジストリコマンドを使用します。コマンドプロンプト
ウィンドウまたは 64 ビットバージョンの PowerShell を使用してコマンドを実行できます。
reg add "HKLM\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global" /v vGamingMarketplace /t
REG_DWORD /d 2

5.

PowerShell で、次のコマンドを実行します。これにより、証明書ファイルがダウンロードされ、ファ
イル GridSwCert.txt の名前が変更され、ファイルがシステムドライブのパブリックドキュメント
フォルダに移動されます。通常、フォルダパスは C:\Users\Public\Documents です。
•

バージョン 461.40 以降:
Invoke-WebRequest -Uri "https://nvidia-gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/
GridSwCertWindows_2021_10_2.cert" -OutFile "$Env:PUBLIC\Documents\GridSwCert.txt"

•

バージョン 445.87:
Invoke-WebRequest -Uri "https://nvidia-gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/
GridSwCert-Windows_2020_04.cert" -OutFile "$Env:PUBLIC\Documents\GridSwCert.txt"

•

それより前のバージョン:
Invoke-WebRequest -Uri "https://nvidia-gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/
GridSwCert-Windows_2019_09.cert" -OutFile "$Env:PUBLIC\Documents\GridSwCert.txt"

6.

インスタンスを再起動します。

7.

次のコマンドを使用して、NVIDIA のゲーミングライセンスを検証します。
"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvidia-smi.exe" -q

出力は次の例のようになります.
vGPU Software Licensed Product
Product Name
: NVIDIA Cloud Gaming
License Status
: Licensed (Expiry: N/A)

8.

(オプション) 最大 4K 解像度の 1 台のディスプレイを活用するには、高性能ディスプレイプロトコ
ル、NICE DCV を設定します。この機能が必要ない場合は、このステップを実行しないでください。

CUDA の追加バージョンのインストール
インスタンスに NVIDIA グラフィックスドライバーをインストールした後、グラフィックスドライバーに
バンドルされているバージョン以外の CUDA をインストールできます。以下の手順では、インスタンスで
CUDA の複数のバージョンを設定する方法を示しています。

CUDA ツールキットをインストールするには
1.
2.
3.

Windows インスタンスに接続します。
NVIDIA ウェブサイトを開き、必要な CUDA のバージョンを選択します。
[Installer Type (インストーラタイプ)] で [exe (local) (exe (ローカル))] を選択してから、[Download (ダ
ウンロード)] を選択します。
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4.

ブラウザを使用して、ダウンロードしたインストールファイルを実行します。手順に従って CUDA
ツールキットをインストールします。インスタンスの再起動が必要になる場合があります。

Windows インスタンスへの AMD ドライバーのインストール
AMD GPU がアタッチされたインスタンス (G4ad インスタンスなど) には、適切な AMD ドライバーがイ
ンストールされている必要があります。要件に応じて、ドライバーをプリインストールした AMI を使用す
るか、Amazon S3 からドライバーをダウンロードできます。
NVIDIA GPU がアタッチされたインスタンス (G4dn インスタンスなど) に NVIDIA ドライバーをインス
トールするには、代わりに「NVIDIA ドライバーのインストール (p. 292)」を参照してください。Linux
インスタンスに AMD ドライバーをインストールするには、「Linux インスタンスへの AMD ドライバーの
インストール」を参照してください。
目次
• エンタープライズドライバー向け AMD Radeon Pro ソフトウェア (p. 298)
• AMDドライバーをインストールした AMI (p. 298)
• AMD ドライバーのダウンロード (p. 298)

エンタープライズドライバー向け AMD Radeon Pro ソフトウェア
エンタープライズドライバー向け AMD Radeon Pro ソフトウェアは、プロフェッショナルグレードのグラ
フィックスのユースケースをサポートするために構築されています。ドライバーを使用して、GPU ごとに
2 つの 4K ディスプレイでインスタンスを設定できます。

サポートされている API
• OpenGL、OpenCL
• Vulkan
• DirectX 9 以降
• AMD Advanced Media Framework
• Microsoft Hardware Media Foundation Transform

AMDドライバーをインストールした AMI
AWS では、AMD ドライバーがインストールされた、それぞれ異なる Amazon マシンイメージ (AMI) を提
供しています。AMD ドライバーで Marketplace 製品を開きます

AMD ドライバーのダウンロード
AMD ドライバーがインストールされた AMI を使用していない場合は、AMD ドライバーをダウンロードし
てインスタンスにインストールできます。AMD ドライバーは Windows Server 2016 と Windows Server
2019 オペレーティングシステムでのみサポートされます
これらのダウンロードは、AWS カスタマーのみが利用できます。ダウンロードすることで、AMD Radeon
Pro V520 ハードウェアの使用において、ダウンロードしたソフトウェアを AMIs の開発用のみで使用する
ことに同意したことになります。このソフトウェアをインストールすることは、AMD Software End User
License Agreement の規約の遵守に同意したものと見なされます。

前提条件
• Windows インスタンスで AWS Tools for Windows PowerShell のデフォルトの認証情報を設定します。
詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイドの「AWS Tools for Windows
PowerShell の使用開始」を参照してください。
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• IAM ユーザーは、AmazonS3ReadOnlyAccess ポリシーによって付与されたアクセス許可を持っている
必要があります。詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「AWS マ
ネージドポリシー: AmazonS3ReadOnlyAccess」を参照してください。

Windows インスタンスに AMD ドライバーをインストールするには
1.

Windows インスタンスに接続し、PowerShell ウィンドウを開きます。

2.

次の PowerShell コマンドを使用して、Amazon S3 からデスクトップにドライバーをダウンロードし
ます。
$Bucket = "ec2-amd-windows-drivers"
$KeyPrefix = "latest"
$LocalPath = "$home\Desktop\AMD"
$Objects = Get-S3Object -BucketName $Bucket -KeyPrefix $KeyPrefix -Region us-east-1
foreach ($Object in $Objects) {
$LocalFileName = $Object.Key
if ($LocalFileName -ne '' -and $Object.Size -ne 0) {
$LocalFilePath = Join-Path $LocalPath $LocalFileName
Copy-S3Object -BucketName $Bucket -Key $Object.Key -LocalFile $LocalFilePath Region us-east-1
}
}

3.

ダウンロードしたドライバファイルを解凍し、次の PowerShell コマンドを使用してインストーラを実
行します。
Expand-Archive $LocalFilePath -DestinationPath "$home\Desktop\AMD\latest" -Verbose
$Driverdir = Get-ChildItem "$home\Desktop\" -Directory -Filter "*WHQL*"
Write-Host $Driverdir

ここで、新しいディレクトリの名前を確認します。ディレクトリ名は、Get-ChildItem PowerShell
コマンドを使用して取得できます。
Get-ChildItem "$home\Desktop\AMD\latest\"

出力は次の例のようになります:
Directory: C:\Users\Administrator\Desktop\AMD\latest
Mode
---d-----

LastWriteTime
------------10/13/2021 12:52 AM

Length Name
------ ---210414a-365562C-Retail_End_User.2

正しいファイルパスをメモし、ドライバーを次のようにインストールしてください。
pnputil /add-driver $home\Desktop\AMD\latest\210414a-365562C-Retail_End_User.2\packages
\Drivers\Display\WT6A_INF/*.inf /install

4.

ドライバーをインストールする手順にしたがい、必要に応じてインスタンスを再起動します。

5.

GPU が正しく動作していることを確認するには、デバイスマネージャーをチェックします。ディスプ
レイアダプタとして「AMD Radeon Pro V520 MxGPU」が表示されます。

6.

最大 4K の解像度のディスプレイを 4 台活用するには、高性能ディスプレイプロトコル NICE DCV を
設定します。
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NVIDIA GRID 仮想アプリケーションの有効化
G3、G4dn、および G5 インスタンスで GRID 仮想アプリケーションをアクティブ化するには (NVIDIA
GRID 仮想ワークステーションはデフォルトで有効)、レジストリでドライバーの製品タイプを定義する必
要があります。

Windows インスタンスで GRID 仮想アプリケーションを有効にするにす
1.

regedit.exe を実行して、レジストリエディタを開きます。

2.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\GridLicensing に移動しま
す。

3.

右側のペインでコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[New]、[DWORD] の順に選択します。

4.

[Name (名前)] に「FeatureType」と入力し、Enter キーを押します。

5.

[FeatureType] でコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Modify] を選択します。

6.

値のデータには、NVIDIA GRID 仮想アプリケーションで 0 を入力し、[OK] を選択します。

7.

右側のペインでコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[New]、[DWORD] の順に選択します。

8.

[名前] では、[IgnoreSP] を入力し、次に Enter と入力します。

9.

[IgnoreSP] でコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Modify] を選択します。

10. [Value data] に「1」と入力し、[OK] を選択します。
11. レジストリエディタを閉じます。

GPU 設定の最適化
NVIDIA GPU インスタンス (p. 285)で最大のパフォーマンスを実現するためには、いくつかの最適化方
法の中から GPU 設定を選択できます。これらのインスタンスタイプの一部では、NVIDIA ドライバーは
自動ブースト機能を使用しますが、これは GPU クロック速度に左右されます。自動ブーストを無効に
し、GPU クロックを最大周波数に設定することで、GPU インスタンスのパフォーマンスを一貫して最大
に維持することができます。

GPU 設定を最適化するには
1.

PowerShell ウィンドウを開き、NVIDIA のインストールフォルダに移動します。
cd "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI"

2.

[G2、G3、および P2 インスタンスのみ] インスタンス上のすべての GPU の自動ブースト機能を無効
にします。
.\nvidia-smi --auto-boost-default=0

3.

すべての GPU クロックを最大周波数に設定します。次のコマンドで指定されるメモリとグラフィッ
ククロック速度を使用します。
一部のバージョンの NVIDIA ドライバーでは、アプリケーションのクロック速度の設定をサポートし
ていないため、"Setting applications clocks is not supported for GPU..." エラーが
表示されますが、無視できます。
• G3 インスタンス:
.\nvidia-smi -ac "2505,1177"

• G4dn インスタンス:
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.\nvidia-smi -ac "5001,1590"

• G5 インスタンス:
.\nvidia-smi -ac "6250,1710"

• P2 インスタンス:
.\nvidia-smi -ac "2505,875"

• P3 および P3dn インスタンス:
.\nvidia-smi -ac "877,1530"

Amazon EC2 インスタンスタイプの検索
インスタンスの起動前には、使用するインスタンスタイプを選択しなければなりません。選択するインス
タンスタイプは、コンピューティング、メモリ、ストレージリソースなど、ワークロードが必要とするリ
ソースに応じて異なる場合があります。ワークロードに適したインスタンスタイプをいくつか特定し、テ
スト環境でそれらのパフォーマンスを評価することは有益な場合があります。負荷時のアプリケーション
のパフォーマンスを測定するための、代替手段はありません。
EC2 インスタンスをすでに実行している場合は、AWS Compute Optimizer を使用すると、パフォーマン
スの向上、コストの削減、またはその両方に使用するインスタンスタイプの、推奨事項を取得できます。
詳細については、the section called “推奨事項の取得” (p. 302) を参照してください。
タスク
• コンソールを使用したインスタンスタイプの検索 (p. 301)
• AWS CLI を使用したインスタンスタイプの検索 (p. 302)

コンソールを使用したインスタンスタイプの検索
Amazon EC2 コンソールを使用して、ニーズに合ったインスタンスタイプを検索できます。

コンソールを使用したインスタンスタイプを検索するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーから、インスタンスを起動するリージョンを選択します。お客様は場所に関係な
く、使用できるリージョンをどれでも選択できます。

3.

ナビゲーションペインで、[インスタンスタイプ] を選択します。

4.

(オプション) プリファレンス (歯車) アイコンを選択して オンデマンド Linux 料金などの表示するイ
ンスタンスタイプ属性を選択し、次に [確認] を選択します。または、インスタンスタイプの名前を
選択して詳細ページを開き、コンソールで使用できるすべての属性を表示します。このコンソールに
は、API またはコマンドラインで使用できる属性のすべては表示されません。

5.

インスタンスタイプ属性を使用して、ニーズを満たすインスタンスタイプのみがリスト表示されるよ
うにフィルタリングします。例えば、以下の属性でフィルターをかけることができます。
• アベイラビリティーゾーン — アベイラビリティーゾーン、ローカルゾーン、Wavelength Zone の
名前。詳細については、the section called “リージョンとゾーン” (p. 1161) を参照してください。
• vCPU または コア — vCPUs またはコアの数。
• [Memory (GiB)] (メモリ (GiB)) — メモリサイズ (GiB 単位)。
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• [Network performance] (ネットワークパフォーマンス) — ネットワークパフォーマンス (ギガビッ
ト)。
• [Local instance storage] (ローカルインスタンスストレージ) — インスタンスタイプにローカルイン
スタンスストレージがあるかどうかを示します (true|false)。
6.

(オプション) 並べて比較するには、複数のインスタンスタイプに対応するチェックボックスをオンに
します。比較は、画面下部に表示されます。

7.

(オプション) インスタンスタイプのリストをカンマ区切り値 (.csv) ファイルで保存してさらに見直せ
るようにするには、[Actions] (アクション)、[Download list] (リスト CSV をダウンロード) の順に選択
します。このファイルには、設定したフィルターに一致するすべてのインスタンスタイプが含まれま
す。

8.

(オプション) ニーズを満たすインスタンスタイプを使用してインスタンスを起動するには、インスタ
ンスタイプのチェックボックスをオンにして [Actions] (アクション)、[Launch instance] (インスタンス
を起動) の順に選択します。詳細については、新しいインスタンス起動ウィザードを使用してインス
タンスを起動する (p. 517) を参照してください。

AWS CLI を使用したインスタンスタイプの検索
Amazon EC2 の AWS CLI コマンドを使用して、ニーズに合ったインスタンスタイプを見つけることがで
きます。

AWS CLI を使用してインスタンスタイプを検索するには
1.

まだ AWS CLI を用意していない場合はインストールします。詳細については、AWS Command Line
Interface ユーザーガイドを参照してください。

2.

インスタンス属性に基づいてインスタンスタイプをフィルターするには、ribe-instance-types コマン
ドを使用します。例えば、次のコマンドを使用すると、64 GiB (65536 MiB) のメモリを持つ現行世代
のインスタンスタイプのみを表示できます。
aws ec2 describe-instance-types --filters "Name=current-generation,Values=true"
"Name=memory-info.size-in-mib,Values=65536" --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]"
--output text | sort

3.

場所 (リージョンまたはゾーン) によって提供されるインスタンスタイプをフィルタリングするに
は、describe-instance-type-offings コマンドを使用します。例えば、次のコマンドを使用して、指定
されたゾーンで提供されるインスタンスタイプを表示できます。
aws ec2 describe-instance-type-offerings --location-type "availability-zone" --filters
Name=location,Values=us-east-2a --region us-east-2 --query "InstanceTypeOfferings[*].
[InstanceType]" --output text | sort

4.

ニーズを満たすインスタンスタイプを見つけたら、インスタンスを起動するときにこれらのインスタ
ンスタイプを使用できるように、そのリストを保存しておきます。詳細については、AWS Command
Line Interface ユーザーガイドの「インスタンスの起動」を参照してください。

インスタンスタイプに関する推奨事項の取得
AWS Compute Optimizer から、パフォーマンスの向上、コストの削減、またはその両方に役立
つ、Amazon EC2 インスタンスに関する推奨事項が得られます。これらの推奨事項を使用して、新しいイ
ンスタンスタイプに移行するかどうかを判断できます。
推奨事項を作成するために、Compute Optimizer は既存のインスタンスの仕様と使用率メトリクスを分析
します。次に、コンパイルされたデータを使用して、既存のワークロードを処理するのに最適な Amazon
EC2 インスタンスタイプを推奨します。推奨事項は、時間あたりのインスタンス料金とともに返されま
す。
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このトピックでは、Amazon EC2 コンソールで推奨事項を表示する方法について説明します。詳細につい
ては、AWS Compute Optimizer ユーザーガイドを参照してください。

Note
Compute Optimizer から推奨事項を取得するには、まず Compute Optimizer にオプトインする
必要があります。詳細については、AWS Compute Optimizer ユーザーガイドの「AWS Compute
Optimizer の使用開始」を参照してください。
目次
• 制約事項 (p. 303)
• 結果 (p. 303)
• 推奨事項の表示 (p. 303)
• 推奨事項の評価に関する考慮事項 (p. 305)
• その他のリソース (p. 306)

制約事項
現在、Compute Optimizer では、インスタンスタイプ C、D、H、I、M、R、T、X、および z の推奨事項
を生成します。他のインスタンスタイプは、Compute Optimizer では考慮されません。他のインスタン
スタイプを使用している場合は、Compute Optimizer の推奨事項ビューに表示されません。サポートされ
ているインスタンスタイプおよびサポートされていないインスタンスタイプの詳細については、「AWS
Compute Optimizer ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスの要件」を参照してください。

結果
Compute Optimizer は、EC2 インスタンスの検出結果を以下のように分類します。
• プロビジョニング不足 – EC2 インスタンスは、インスタンス仕様の CPU、メモリ、ネットワークなど
の 1 つ以上の要素がワークロードのパフォーマンス要件を満たしていない場合に、プロビジョニング
不足と見なされます。EC2 インスタンスがプロビジョニング不足である場合、アプリケーションのパ
フォーマンスが低下することがあります。
• 過剰プロビジョニング – EC2 インスタンスは、インスタンス仕様の CPU、メモリ、ネットワークなど
の 1 つ以上の要素をサイズダウンしてもワークロードのパフォーマンス要件を満たす場合や、どの仕様
要素もプロビジョニング不足でない場合に、過剰プロビジョニングと見なされます。EC2 インスタンス
の過剰プロビジョニングは、余分なインフラストラクチャコストを発生させる場合があります。
• 最適化 – EC2 インスタンスは、インスタンス仕様の CPU、メモリ、ネットワークなどのすべての要
素がワークロードのパフォーマンス要件を満たし、インスタンスが過剰プロビジョニングされていな
い場合に、最適化されていると見なされます。最適化された EC2 インスタンスは、最適なパフォー
マンスとインフラストラクチャコストでワークロードを実行します。最適化されたインスタンスとし
て、Compute Optimizer は新世代のインスタンスタイプを推奨する場合があります。
• なし – このインスタンスに対する推奨事項はありません。この結果になる可能性があるのは、Compute
Optimizer にオプトインしてから 12 時間未満である場合、インスタンスの実行時間が 30 時間未満であ
る場合、またはインスタンスタイプが Compute Optimizer でサポートされていない場合です。詳細につ
いては、前セクションの 制約事項 (p. 303) を参照してください。

推奨事項の表示
Compute Optimizer にオプトインすると、Compute Optimizer が EC2 インスタンスに関して生成した結果
を EC2 コンソールで表示できます。次に、Compute Optimizer コンソールにアクセスして推奨事項を表示
できます。最近オプトインした場合は、結果が EC2 コンソールに反映されるまで最大 12 時間かかること
があります。
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New console

EC2 コンソールを使用して EC2 インスタンスの推奨事項を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Instances (インスタンス)] を選択してから、インスタンス ID を選択し
ます。

3.

インスタンスの概要ページのページの下部にある [AWS Compute Optimizer] バナーで、[View
detail] (詳細を表示) を選択します。
インスタンスが Compute Optimizer で開きます。インスタンスは、[Current (最新)] インスタンス
としてラベル付けされます。最大 3 つの異なるインスタンスタイプが [Option 1 (オプション 1)]、
[Option 2 (オプション 2)]、[Option 3 (オプション 3)] というラベル付きで推奨されます。ウィンド
ウの下半分には、現在のインスタンスの最新の CloudWatch メトリクスデータとして、CPU 使用
率、メモリ使用率、ネットワーク入力、ネットワーク出力が表示されます。

4.

(オプション) Compute Optimizer コンソールで、設定 (
) アイコンを選択してテーブル内の表
示列を変更するか、現在および推奨のインスタンスタイプの購入オプション別の一般料金情報を
表示します。

Note
リザーブドインスタンスを購入した場合、オンデマンドインスタンスはリザーブドイ
ンスタンスとして請求される場合があります。現在のインスタンスタイプを変更する前
に、まずリザーブドインスタンスの使用率と適用範囲に対する影響を評価します。
Old console

EC2 コンソールを使用して EC2 インスタンスの推奨事項を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[説明] タブで [Finding (結果)] フィールドを確認します。[詳細を表示] を
選択します。
インスタンスが Compute Optimizer で開きます。インスタンスは、[Current (最新)] インスタンス
としてラベル付けされます。最大 3 つの異なるインスタンスタイプが [Option 1 (オプション 1)]、
[Option 2 (オプション 2)]、[Option 3 (オプション 3)] というラベル付きで推奨されます。ウィンド
ウの下半分には、現在のインスタンスの最新の CloudWatch メトリクスデータとして、CPU 使用
率、メモリ使用率、ネットワーク入力、ネットワーク出力が表示されます。

4.

(オプション) Compute Optimizer コンソールで、設定 (
) アイコンを選択してテーブル内の表
示列を変更するか、現在および推奨のインスタンスタイプの購入オプション別の一般料金情報を
表示します。

Note
リザーブドインスタンスを購入した場合、オンデマンドインスタンスはリザーブドイ
ンスタンスとして請求される場合があります。現在のインスタンスタイプを変更する前
に、まずリザーブドインスタンスの使用率と適用範囲に対する影響を評価します。
推奨事項の 1 つを使用するかどうかを決定します。最適化の目的を、パフォーマンスの向上、コストの削
減、またはこの両方のいずれにするかを決定します。詳細については、AWS Compute Optimizer ユーザー
ガイド の「リソースの推奨事項の表示」を参照してください。
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Compute Optimizer コンソールを使用して、すべてのリージョンにおけるすべての EC2 インスタ
ンスに対する推奨情報を表示するには
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。

2.

[View recommendations for all EC2 instances (すべての EC2 インスタンスの推奨事項を表示)] を選択
します。

3.

推奨事項ページでは、次のアクションを実行できます。
a.

1 つ以上の AWS リージョンに対する推奨事項をフィルタリングするには、[Filter by one or more
Regions] (1 つ以上のリージョンでフィルタリングする) のテキストボックスにリージョンの名前
を入力するか、表示されるドロップダウンリストで 1 つ以上のリージョンを選択します。

b.

別のアカウントのリソースに対する推奨情報を表示するには、[Account (アカウント)] を選択し、
別のアカウント ID を選択します。
このオプションは、組織の 管理アカウント にサインインしていて、組織内のすべてのメンバーア
カウントをオプトインした場合にのみ使用できます。

c.
d.

e.

選択したフィルタをクリアするには、[Clear filters (フィルターのクリア)] を選択します。
現在および推奨のインスタンスタイプに表示される購入オプションを変更するには、設定 (
)
アイコンを選択し、[On-Demand Instances (オンデマンドインスタンス)]、[Reserved Instances,
standard 1-year no upfront (リザーブドインスタンス、標準 1 年間前払いなし)]、[Reserved
Instances, standard 3-year no upfront (リザーブドインスタンス、標準 3 年間前払いなし)] のいず
れかを選択します。
追加の推奨事項や使用率メトリックスの比較などの詳細を表示するには、目的のインスタンスの
横に表示される結果 ([Under-provisioned (プロビジョニング不足]、[Over-provisioned (過剰プロ
ビジョニング)]、または [Optimized (最適化)]) を選択します。詳細については、AWS Compute
Optimizer ユーザーガイドの「リソースの詳細の表示」を参照してください。

推奨事項の評価に関する考慮事項
インスタンスタイプを変更する前に、次の点を考慮してください。
• 推奨情報は使用状況を予測するものではありません。推奨事項は、直近の 14 日間の使用履歴に基づい
ています。将来のリソースニーズを満たすことが予想されるインスタンスタイプを必ず選択します。
• グラフ化されたメトリクスを参考にして、実際の使用量がインスタンスの容量よりも低いかどうかを
判断します。メトリクスデータ (平均、ピーク、パーセンタイル) を CloudWatch で表示し、EC2 イ
ンスタンスの推奨事項をさらに評価することもできます。例えば、一日の CPU パーセンテージメト
リクスがどのように変化するか、ピークに対応する必要があるかどうかに注目します。詳細について
は、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「使用可能なメトリクスの表示」を参照してください。
• Compute Optimizer は、バーストパフォーマンスインスタンス (T3、T3a、および T2 インスタンス) の
推奨事項を提供する場合があります。定期的にベースラインを超えてバーストする場合は、新しいイン
スタンスタイプの vCPU に基づいて引き続きバーストを実行できることを確認します。詳細について
は、バーストパフォーマンスインスタンスに関する主要な概念と定義 (p. 220) を参照してください。
• リザーブドインスタンスを購入した場合、オンデマンドインスタンスはリザーブドインスタンスとして
請求される場合があります。現在のインスタンスタイプを変更する前に、まずリザーブドインスタンス
の使用率と適用範囲に対する影響を評価します。
• 可能であれば、新世代のインスタンスへの交換を検討します。
• 別のインスタンスファミリーに移行する場合は、仮想化、アーキテクチャー、ネットワークタイプなど
の点で、現在のインスタンスタイプと新しいインスタンスタイプに互換性があることを確認してくださ
い。詳細については、インスタンスタイプ変更の互換性 (p. 311) を参照してください。
• 最後に、推奨事項ごとに提供されるパフォーマンスリスク評価を検討します。パフォーマンスリスク
は、推奨されるインスタンスタイプがワークロードのパフォーマンス要件を満たすかどうかを検証する
ために費やす必要のある作業量を示します。また、変更前と変更後に厳格な負荷テストおよびパフォー
マンステストを行うことをお勧めします。
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EC2 インスタンスのサイズを変更する際には、他の考慮事項があります。詳細については、インスタンス
タイプを変更する (p. 306) を参照してください。

その他のリソース
詳細については:
• インスタンスタイプ (p. 194)
• AWS Compute Optimizer ユーザーガイド

インスタンスタイプを変更する
ニーズが変わるにつれて、インスタンスの利用率が高すぎたり (インスタンスタイプが小さすぎる)、低
すぎたりする (インスタンスタイプが大きすぎる) ことに気付く場合があります。この場合は、インス
タンスタイプを変更することでインスタンスのサイズを変更できます。例えば、ワークロードに対して
t2.micro インスタンスが小さすぎる場合は、t2.large などのより大きな T2 インスタンスタイプに変
更することで、サイズを大きくすることができます。また、m5.large などの別のインスタンスタイプに
変更することもできます。また、IPv6 への対応など、いくつかの機能を利用するために、前世代のインス
タンスタイプから現世代のインスタンスタイプに変更することもできます。
既存のワークロードを処理するのに最適なインスタンスタイプにレコメンデーションが必要な場合
は、AWS Compute Optimizer を使用することができます。詳細については、インスタンスタイプに関する
推奨事項の取得 (p. 302) を参照してください。

どの手順に従うべきですか?
インスタンスタイプを変更するには、さまざまな手順があります。使用する手順は、インスタントタイプ
がインスタンスの現在の設定と互換性があるかどうかによって異なります。互換性が決定される方法につ
いては、「インスタンスタイプ変更の互換性 (p. 311)」を参照してください。
次の表を使用して、従う手順を決定します。
互換性

以下の手順に従います

互換性あり

既存の インスタンスのインスタンスタイプの変更 (p. 307)

互換性なし

新しいインスタンスを起動してインスタンスタイプを変更す
る (p. 309)

互換性のあるインスタンスタイプに関する考慮事項
既存のインスタンスのインスタンスタイプを変更する前に、次の点を考慮してください。
• インスタンスタイプを変更する前に、AWS PV ドライバーパッケージを更新することをお勧めします。
詳細については、Windows インスタンスでの PV ドライバーのアップグレード (p. 735) を参照してく
ださい。
• Amazon EBS–backed インスタンスで、インスタンスタイプを変更するには、そのインスタンスを先に
停止する必要があります。インスタンスが停止している間のダウンタイムを予定しておいてください。
インスタンスを停止し、インスタンスタイプの変更を行うと、数分かかります。インスタンスを再起動
すると、アプリケーションの起動スクリプトによってかかる時間が変動する場合があります。詳細につ
いては、インスタンスの停止と起動 (p. 557) を参照してください。
• インスタンスを停止して起動すると、インスタンスは新しいハードウェアに移動されます。インスタン
スにパブリック IPv4 アドレスがある場合には、このアドレスは解放されて、インスタンスは新しいパブ
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リック IPv4 アドレスになります。変更されないパブリック IPv4 アドレスが必要な場合は、Elastic IP ア
ドレス (p. 1223)を使用します。
• 休止状態 (p. 564)が有効になっているインスタンスのインスタンスタイプを変更することはできませ
ん。
• [Spot Instance] (p. 388) (スポットインスタンス) のインスタンスタイプを変更することはできません。
• インスタンスが Auto Scaling グループにある場合、Amazon EC2 Auto Scaling サービスはインスタンス
を異常と判断して停止し、場合によってはそれを終了して代わりのインスタンスを起動します。インス
タンスタイプを変更するときに、そのグループのスケーリングプロセスを中断することで、これを防ぐ
ことができます。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「スケーリングプ
ロセスの中断と再開」を参照してください。
• NVMe インスタンスストアボリュームを使用してインスタンスのインスタンスタイプを変更する
と、AMI またはインスタンスブロックデバイスマッピングで指定されていない場合でもすべての NVMe
インスタンスストアボリュームが利用可能であるため、追加のインスタンスストアボリュームが更新さ
れたインスタンスに存在するようになる可能性があります。それ以外の場合、更新したインスタンス
には、元のインスタンスの起動時に指定したのと同じ数のインスタンスストアボリュームが設定されま
す。

既存の インスタンスのインスタンスタイプの変更
必要なインスタンスタイプがインスタンスの現在の設定と互換性がある場合は、次の手順を使用して イン
スタンスのインスタンスタイプを変更します。
New console

Amazon EBS-backed インスタンスのインスタンスタイプを変更するには
1.

(オプション) 新しいインスタンスのタイプに既存のインスタンスにインストールされていないド
ライバーが必要な場合は、インスタンスに接続してドライバーをインストールする必要がありま
す。詳細については、インスタンスタイプ変更の互換性 (p. 311) を参照してください。

2.

(オプション) Windows インスタンスで静的 IP アドレス (p. 782)を使用するように設定し、拡
張ネットワーキングをサポートしないインスタンスタイプから拡張ネットワーキングをサポート
するインスタンスタイプにインスタンスタイプを変更する場合、静的 IP アドレスを再設定する
と IP アドレスの競合の可能性について警告が表示されることがあります。これを防ぐには、イ
ンスタンスタイプを変更する前に、インスタンスのネットワークインターフェイスで DHCP を有
効にします。インスタンスから、[Network and Sharing Center] (ネットワークと共有センター) を
開き、ネットワークインターフェイスの [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties] (イン
ターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ) を開いて、[Obtain an IP address
automatically] (IP アドレスを自動的に取得する) を選択します。インスタンスタイプを変更し、
ネットワークインターフェイス上で静的 IP アドレッシングを設定します。

3.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

4.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

5.

インスタンスを選択し、[Instance state (インスタンスの状態)]、[Stop instance (インスタンスの
停止)] の順に選択します。確認を求められたら、[Stop] を選択します。インスタンスが停止する
まで、数分かかる場合があります。

6.

インスタンスが選択された状態で、[Actions (アクション)]、[Instance settings (インスタンス設
定)]、[Change instance type (インスタンスタイプの変更)] の順に選択します。状態が stopped
ではないインスタンスの場合、このオプションはグレー表示されています。

7.

[Change instance type] (インスタンスタイプの変更) ページで、次の操作を行います。
a.

[Instance type] (インスタンスタイプ) で、使用するインスタンスタイプを選択します。
インスタンスタイプがリストにない場合、そのインスタンスタイプはインスタンスの設定と
互換性がありません。代わりに、以下の手順をすべて行います。新しいインスタンスを起動
してインスタンスタイプを変更する (p. 309)。
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b.

(オプション) 選択したインスタンスタイプが EBS 最適化をサポートしている場合は、[EBSoptimized] (EBS 最適化) を選択して EBS 最適化を有効にするか、[EBS-optimized] (EBS 最適
化) を選択解除して EBS 最適化を無効にします。選択したインスタンスタイプがデフォルト
で EBS に最適化されている場合、[EBS-optimized] (EBS 最適化) は選択状態になっており、
これを選択解除することはできません。

c.

[Apply] を選択して、新しい設定を受け入れます。

8.

インスタンスを起動するには、インスタンスを選択後、[Instance state] (インスタンスの状
態)、[Start instance] (インスタンスの開始) の順に選択します。インスタンスが running 状態に
なるまで、数分かかる場合があります。インスタンスが起動しない場合は、「インスタンスタイ
プ変更のトラブルシューティング (p. 312)」を参照してください。

9.

[Windows Server 2016 以降] Windows インスタンスに接続して以下の EC2Launch PowerShell ス
クリプトを実行し、インスタンスタイプが変更されたらインスタンスを設定します。
PS C:\> C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 Schedule

Old console

Amazon EBS-backed インスタンスのインスタンスタイプを変更するには
1.

(オプション) 新しいインスタンスのタイプに既存のインスタンスにインストールされていないド
ライバーが必要な場合は、インスタンスに接続してドライバーをインストールする必要がありま
す。詳細については、インスタンスタイプ変更の互換性 (p. 311) を参照してください。

2.

(オプション) Windows インスタンスで静的 IP アドレス (p. 782)を使用するように設定し、拡張
ネットワーキングをサポートしないインスタンスタイプから拡張ネットワーキングをサポートす
るインスタンスタイプにインスタンスタイプを変更する場合、静的 IP アドレスを再設定すると
IP アドレスの競合の可能性について警告が表示されることがあります。これを防ぐには、インス
タンスタイプを変更する前に、インスタンスのネットワークインターフェイスで DHCP を有効に
します。インスタンスから、ネットワークと共有センターを開き、ネットワークインターフェイ
スのインターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) に進み、 IP アドレスを自動的に取得す
るを選択します。インスタンスタイプを変更し、ネットワークインターフェイス上で静的 IP アド
レッシングを設定します。

3.

Amazon EC2 コンソールを開きます。

4.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

5.

インスタンスを選択し、[Actions]、[Instance State]、[Stop] の順に選択します。確認を求める
メッセージが表示されたら、[Yes, Stop] を選択します。
インスタンスが停止するまで、数分かかる場合があります。

6.

インスタンスが選択された状態で、[Actions]、[Instance Settings]、[Change Instance Type] の順
に選択します。状態が stopped ではないインスタンスの場合、このアクションはグレー表示さ
れています。

7.

[Change Instance Type] ダイアログボックスで、次の操作を行います。
a.

[インスタンスタイプ] から、使用するインスタンスタイプを選択します。
使用するインスタンスタイプがリストに表示されない場合は、インスタンスの設定と互換性
がありません。代わりに、以下の手順をすべて行います。新しいインスタンスを起動してイ
ンスタンスタイプを変更する (p. 309)。

b.

(オプション) 選択したインスタンスタイプが EBS 最適化をサポートしている場合は、[EBS
最適化] を選択して EBS 最適化を有効にするか、[EBS 最適化] を選択解除して EBS 最適化
を無効にします。選択したインスタンスタイプがデフォルトで EBS に最適化されている場
合、[EBS 最適化] は選択状態になっており、これを選択解除することはできません。

c.

[Apply] を選択して、新しい設定を受け入れます。
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8.

停止されているインスタンスを起動するには、インスタンスを選択後、[Actions]、[Instance
State]、[Start] の順に選択します。

9.

確認ダイアログボックスで [Yes, Start] を選択します。インスタンスが running 状態になるま
で、数分かかる場合があります。インスタンスが起動しない場合は、「インスタンスタイプ変更
のトラブルシューティング (p. 312)」を参照してください。

10. [Windows Server 2016 以降] Windows インスタンスに接続して以下の EC2Launch PowerShell ス
クリプトを実行し、インスタンスタイプが変更されたらインスタンスを設定します。
PS C:\> C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 Schedule

新しいインスタンスを起動してインスタンスタイプを変更する
EBS-backed インスタンスの現在の設定に、使用する新しいインスタンスタイプとの互換性がない場合、
元のインスタンスのインスタンスタイプを変更することはできません。代わりに、使用する新しいイン
スタンスタイプと互換性がある設定で新しいインスタンスを起動し、アプリケーションを新しいインスタ
ンスに移行する必要があります。互換性が決定される方法については、「インスタンスタイプ変更の互換
性 (p. 311)」を参照してください。
アプリケーションを新しいインスタンスに移行するには、以下を実行します。
• 元のインスタンスのデータをバックアップします。
• 使用する新しいインスタンスタイプと互換性がある設定で新しいインスタンスを起動して、元のインス
タンスにアタッチされた EBS ボリュームをアタッチします。
• アプリケーションとソフトウェアを新しいインスタンスにインストールします。
• データを復元します。
• 元のインスタンスに Elastic IP アドレスがあり、ユーザーが新しいインスタンス上のアプリケーション
を中断することなく継続して使用できるようにするには、Elastic IP アドレスを新しいインスタンスに関
連付ける必要があります。詳細については、「Elastic IP アドレス (p. 1223)」を参照してください。
New console

新しいインスタンス設定のインスタンスタイプを変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

次のように、保持する必要があるデータをバックアップします。
• インスタンスストアボリューム上のデータについては、永続的ストレージにバックアップして
ください。
• EBS ボリューム上のデータについては、ボリュームのスナップショットを作成す
る (p. 1560)か、インスタンスからボリュームをデタッチ (p. 1552)して、後で新しいインスタ
ンスにアタッチできるようにします。

3.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

4.

[Launch Instances] (インスタンスの起動) を選択します。インスタンスを設定する場合は、次の操
作を行います。
a.

使用するインスタンスタイプをサポートする AMI を選択します。

b.

使用する新しいインスタンスタイプを選択します。使用するインスタンスタイプが使用でき
ない場合は、選択した AMI の設定と互換性がありません。

c.

Elastic IP アドレスを使用している場合は、元のインスタンスを現在実行している VPC を選
択します。
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d.

同じトラフィックが新しいインスタンスに到達できるようにする場合は、元のインスタンス
と関連付けられるセキュリティグループを選択します。

e.

新しいインスタンスの設定が完了したら、手順を完了してキーペアを選択し、インスタンス
を起動します。インスタンスが running 状態になるまで、数分かかる場合があります。

5.

必要に応じて、作成したスナップショットに基づく新しい EBS ボリュームや、元のインスタンス
からデタッチした EBS ボリュームを新しいインスタンスにアタッチ (p. 1530)します。

6.

アプリケーションと必要なソフトウェアを新しいインスタンスにインストールします。

7.

元のインスタンスのインスタンスストアボリュームからバックアップしたデータを復元します。

8.

Elastic IP アドレスを使用している場合、以下のように新しいインスタンスにそのアドレスを割り
当てます。

9.

a.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

b.

元のインスタンスに関連付ける Elastic IP アドレスを選択して、[Actions (アクション)]、
[Disassociate Elastic IP address (Elastic IP アドレスの関連付けの解除)] の順に選択します。
確認を求めるメッセージが表示されたら、[Disassociate (関連付け解除)] を選択します。

c.

Elastic IP アドレスがまだ選択された状態で、[Actions (アクション)]、[Associate Elastic IP
address (Elastic IP アドレスの関連付け)] の順に選択します。

d.

[リソースタイプ] で、[Instance (インスタンス)] を選択します。

e.

[Instance] (インスタンス) で、Elastic IP アドレスを関連付ける新しいインスタンスを選択し
ます。

f.

(オプション) [プライベート IP アドレス] で、Elastic IP アドレスを関連付けるプライベート
IP アドレスを指定します。

g.

[Associate] を選択します。

(オプション) 不要になった場合は、元のインスタンスを終了できます。インスタンスを選択し、
新しいインスタンスではなく元のインスタンスを終了させようとしていることを確認し (名前や起
動時間の確認など)、[Instance state] (インスタンスの状態)、[Terminate instance] (インスタンス
の終了) を選択します。

Old console

互換性のあるインスタンスへアプリケーションを移行するには
1.

永続的ストレージに保持する必要がある、インスタンスストアボリュームのデータをバックアッ
プします。保持する必要がある EBS ボリュームのデータを移行するには、ボリュームのスナップ
ショットを作成するか (「Amazon EBS スナップショットの作成 (p. 1560)」を参照)、またはイ
ンスタンスからボリュームをデタッチして後で新しいインスタンスにアタッチできるようにしま
す (「Windows インスタンスから Amazon EBS ボリュームをデタッチします。 (p. 1552)」を参
照)。

2.

新しいインスタンスを起動して、以下のものを選択します。
• Elastic IP アドレスを使用している場合は、元のインスタンスを現在実行している VPC を選択
します。
• 元のインスタンスからデタッチして新しいインスタンスにアタッチする EBS ボリューム、また
は作成したスナップショットに基づいた新しい EBS ボリューム。
• 同じトラフィックが新しいインスタンスに到達できるようにする場合は、元のインスタンスと
関連付けられるセキュリティグループを選択します。

3.

アプリケーションと必要なソフトウェアをインスタンスにインストールします。

4.

元のインスタンスのインスタンスストアボリュームからバックアップしたデータを復元します。

5.

Elastic IP アドレスを使用している場合、以下のように新しく起動したインスタンスにそのアドレ
スを割り当てます。
a.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。
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6.

b.

元のインスタンスに関連付ける Elastic IP アドレスを選択して、[アクション]、[アドレスの
関連付けの解除] の順に選択します。確認を求めるメッセージが表示されたら、[Disassociate
address] を選択します。

c.

Elastic IP アドレスがまだ選択された状態で、[アクション]、[アドレスの関連付け] の順に選
択します。

d.

[Instance] から新しいインスタンスを選択し、[Associate] を選択します。

(オプション) 不要になった場合は、元のインスタンスを終了できます。インスタンスを選択し、
終了しようとしているのが新しいインスタンスではなく元のインスタンスであることを確認しま
す (名前や起動時間を確認するなど)。[Actions]、[Instance State]、[Terminate] の順に選択しま
す。

インスタンスタイプ変更の互換性
インスタンスの現在の設定が、使用するインスタンスタイプと互換性がある場合にのみ、インスタンスタ
イプを変更できます。使用するインスタンスタイプに、インスタンスの現在の設定との互換性がない場
合、インスタンスタイプと互換性がある設定で新しいインスタンスを起動し、アプリケーションを新しい
インスタンスに移行する必要があります。
Linux インスタンスタイプを変更するための互換性に関する情報については、「Linux インスタンスのユー
ザーガイド」の「インスタンスタイプ変更の互換性」を参照してください。
互換性は、次の方法で決定されます。
アーキテクチャ
AMI はプロセッサのアーキテクチャに固有であるため、プロセッサアーキテクチャが現在のインスタ
ンスタイプと同じインスタンスタイプを選択する必要があります。例:
• 現在のインスタンスタイプが、Arm アーキテクチャに基づくプロセッサである場合、対象となるイ
ンスタンスタイプは、Arm アーキテクチャベースのプロセッサ (C6g や M6g など) をサポートする
ものに制限されます。
• 32 ビット AMIs をサポートするのは以下のインスタンスタイプのみで
す。t2.nano、t2.micro、t2.small、t2.medium、c3.large、t1.micro、m1.small、m1.medium、
および c1.medium。32 ビットインスタンスのインスタンスタイプを変更する場合は、これらのイ
ンスタンスタイプに制限されます。
ネットワーク
新しいインスタンスタイプは、VPC で起動する必要があります。そのため、EC2-Classic プラット
フォームのインスタンスの場合、デフォルトではない VPC がある場合を除き、インスタンスタイプ
を VPC でのみ利用可能なものに変更することはできません。インスタンスが VPC 内にあるかどうか
を確認するには、Amazon EC2 コンソールで [Instances] 画面の詳細ペインの [VPC ID] 値を確認しま
す。詳細については、EC2-Classic から VPC への移行 (p. 1367) を参照してください。
ネットワークアダプター
ドライバーのネットワークアダプターを別のネットワークアダプターに切り替えると、オペレーティ
ングシステムが新しいアダプターを作成したときに、ネットワークアダプターの設定がリセットされ
ます。設定を再構成するには、管理者権限を持つローカルアカウントへのアクセスが必要な場合があ
ります。ネットワークアダプターを別のネットワークアダプターに切り替える例を次に示します。
• AWS PV (T2 インスタンス) からインテル 82599 VF (M4 インスタンス)
• インテル 82599 VF (ほとんどの M4 インスタンス) から ENA (M5 インスタンス)
• ENA (M5インスタンス) から高帯域幅の ENA (M5nインスタンス)
拡張ネットワーク
拡張ネットワーク (p. 1268)をサポートするインスタンスタイプでは、必要なドライバーがインス
トールされていなければなりません。たとえば、Nitro System (p. 201) に基づくインスタンスに

311

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスタイプを変更する

は、Elastic Network Adapter (ENA) ドライバーがインストールされた EBS-backed AMI が必要です。
拡張ネットワーキングをサポートしていないインスタンスタイプから、拡張ネットワーキングをサ
ポートするインスタンスタイプに変更するには、インスタンスに ENA ドライバー (p. 1269)または
ixgbevf ドライバー (p. 1278)を必要に応じてインストールする必要があります。
NVMe
EBS ボリュームは、Nitro System (p. 201)上に構築されたインスタンスで NVMe ブロックデバイス
として公開されます。NVMe をサポートしないインスタンスタイプから NVMe をサポートするインス
タンスタイプに変更するには、まずインスタンスに NVMe ドライバー (p. 1736)をインストールする
必要があります。また、ブロックデバイスマッピングで指定したデバイスの名前は、NVMe デバイス
名 (/dev/nvme[0-26]n1) を使用して名称変更されます。
AMI
拡張ネットワークと NVMe をサポートするインスタンスタイプで必要な AMI については、次のマ
ニュアルの「リリースノート」を参照してください。
• 汎用インスタンス (p. 206)
• コンピュート最適化インスタンス (p. 253)
• メモリ最適化インスタンス (p. 262)
• ストレージ最適化インスタンス (p. 277)

インスタンスタイプ変更のトラブルシューティング
以下の情報は、インスタンスタイプの変更時に発生する可能性のある問題の診断と修復に役立ちます。

インスタンスタイプを変更してもインスタンスが起動しない
考えられる原因: AMI がインスタンスタイプをサポートしていない
EC2 コンソールを使用してインスタンスタイプを変更する場合、選択した AMI でサポートされている
インスタンスタイプのみを使用できます。しかし、AWS CLI を使ってインスタンスを起動すると、互
換性のない AMI とインスタンスタイプを指定してしまうことがあります。AMI とインスタンスタイプ
に互換性がない場合、インスタンスは起動できません。詳細については、インスタンスタイプ変更の
互換性 (p. 311) を参照してください。
考えられる原因: インスタンスがクラスタープレイスメントグループに属している
インスタンスがクラスタープレイスメントグループ (p. 1286)に属しており、インスタンスタイプを変
更した後にインスタンスの起動に失敗した場合、以下を試してください。
1. クラスタープレイスメントグループ内のすべてのインスタンスを停止します。
2. 影響を受けるインスタンスのインスタンスタイプを変更します。
3. クラスタープレイスメントグループ内のすべてのインスタンスを起動します。

インスタンスタイプを変更した後、インターネットからアプリケーションまたは
ウェブサイトにアクセスできない
考えられる原因: パブリック IPv4 アドレスが解放されている
インスタンスタイプを変更する場合は、まずインスタンスを停止する必要があります。インスタンス
を停止すると、パブリック IPv4 アドレスが解放され、インスタンスに新しいパブリック IPv4 アドレ
スが付与されます。
インスタンスの停止と開始の間、パブリック IPv4 アドレスを保持するには、Elastic IP アドレスを使
用することをお勧めします。インスタンスが実行されていれば、追加コストなしです。詳細について
は、Elastic IP アドレス (p. 1223) を参照してください。
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インスタンス購入オプション
Amazon EC2 には、ニーズに基づいてコストを最適化するための以下の購入オプションがあります。
• [オンデマンドインスタンス] – 起動するインスタンスに対して秒単位でお支払いいただきます。
• Savings Plans – 1〜3 年の期間、1 時間 あたり USD 単位で一定の使用量を契約することによ
り、Amazon EC2 にかかるコストを削減します。
• リザーブドインスタンス – 1～3 年の期間、インスタンスタイプとリージョンを含むインスタンス設定を
維持する契約により、Amazon EC2 にかかるコストを削減します。
• スポットインスタンス – 未使用の EC2 インスタンスをリクエストすることで、Amazon EC2にかかるコ
ストを大幅に削減できます。
• Dedicated Hosts – インスタンスの実行のみを目的とした物理ホストに対してお支払いいただきます。ソ
ケット単位、コア単位、または VM 単位で、ご使用中のソフトウェアライセンスを持ち込むことでコス
トを削減できます。
• ハードウェア専有インスタンス – シングルテナントハードウェアで実行されるインスタンスに対して、
時間単位でお支払いいただきます。
• キャパシティー予約 – 特定のアベイラビリティーゾーンの EC2 インスタンスに対して任意の期間キャパ
シティーを予約できます。
キャパシティ予約が必要な場合は、特定のアベイラビリティーゾーンのリザーブドインスタンスまたは
キャパシティ予約を購入します。スポットインスタンス は、アプリケーションを実行するタイミングに柔
軟性がある場合や、アプリケーションを中断できる場合に費用効率の高い選択肢です。専有ホストまたは
ハードウェア専有インスタンスを使用すると、サーバーにバインドされた既存のソフトウェアライセンス
を使用することにより、コンプライアンス要件に対応しながらコストを削減できます。詳細については、
「Amazon EC2 の料金表」を参照してください。
Savings Plans の詳細については、Savings Plans ユーザーガイドを参照してください。
コンテンツ
• インスタンスのライフサイクルの決定 (p. 313)
• On-Demand Instances (p. 315)
• Reserved Instances (p. 319)
• Scheduled Reserved Instances (p. 360)
• Spot Instances (p. 361)
• Dedicated Hosts (p. 429)
• Dedicated Instances (p. 466)
• On-Demand Capacity Reservations (p. 472)

インスタンスのライフサイクルの決定
インスタンスのライフサイクルは起動時に開始され、終了時に終了されます。選択する購入のオプション
により、インスタンスのライフサイクルに影響があります。例えば、起動時に オンデマンドインスタン
ス が実行され、終了時に実行が終了されます。スポットインスタンス は、利用可能なキャパシティーがあ
り、スポット料金が上限価格以下である限り実行されます。
次の手順を使用して、インスタンスのライフサイクルを決定します。
New console

コンソールを使用してインスタンスのライフサイクルを決定するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択します。

4.

[Details (詳細)] タブの [Instance details (インスタンスの詳細)] で、[Lifecycle (ライフサイクル)] を
見つけます。値が spot の場合、そのインスタンスはスポットインスタンスです。値が normal
の場合、インスタンスは オンデマンドインスタンス または リザーブドインスタンス です。

5.

[Details (詳細)] タブの [Host and placement group (ホストとプレイスメントグループ)] で、
[Tenancy (テナンシー)] を見つけます。値が host の場合、インスタンスは Dedicated Host で実
行されています。値が dedicated の場合、インスタンスは ハードウェア専有インスタンス で実
行されています。

6.

(オプション) リザーブドインスタンス を購入し、適用されていることを確認するには、Amazon
EC2 の使用状況レポートを確認できます。詳細については、Amazon EC2 使用状況レポー
ト (p. 1891) を参照してください。

Old console

コンソールを使用してインスタンスのライフサイクルを決定するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択します。

4.

[Description] タブで [Tenancy] を見つけます。値が host の場合、インスタンスは Dedicated
Host で実行されています。値が dedicated の場合、インスタンスは ハードウェア専有インスタ
ンス で実行されています。

5.

[Description] タブで [Lifecycle] を見つけます。値が spot の場合、そのインスタンスはスポット
インスタンスです。値が normal の場合、インスタンスは オンデマンドインスタンス または リ
ザーブドインスタンス です。

6.

(オプション) リザーブドインスタンス を購入し、適用されていることを確認するには、Amazon
EC2 の使用状況レポートを確認できます。詳細については、Amazon EC2 使用状況レポー
ト (p. 1891) を参照してください。

AWS CLIを使用してインスタンスのライフサイクルを決定するには
次の describe-instances コマンドを使用します。
aws ec2 describe-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0

インスタンスが Dedicated Host で実行されている場合、出力には次の情報が含まれます。
"Tenancy": "host"

インスタンスが ハードウェア専有インスタンス の場合、出力には次の情報が含まれます。
"Tenancy": "dedicated"

インスタンスがスポットインスタンスの場合、出力には次の情報が含まれます。
"InstanceLifecycle": "spot"

それ以外の場合、出力には InstanceLifecycle は含まれません。
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On-Demand Instances
オンデマンドインスタンスでは長期契約は必要なく、料金はコンピューティング性能に対して秒単位で発
生します。そのライフサイクルを完全に制御でき、いつ起動、停止、休止、開始、再起動、または終了す
るかを決定できます。
オンデマンドインスタンス を購入するときに要求される長期的なコミットメントはありません。ご利用の
オンデマンドインスタンス が running 状態になっている秒数 (最低 60 秒) に対してのみお支払いいただ
きます。オンデマンドインスタンス が実行される秒数あたりの料金は固定で、Amazon EC2 の料金、オン
デマンド料金ページに記載されています。
短期間、不規則なワークロードがあり中断できないアプリケーションには、オンデマンドインスタンス の
使用をお勧めします。
オンデマンドインスタンスで料金を大幅に削減するには、AWS Savings Plans、Spot
Instances (p. 361)、または Reserved Instances (p. 319) を使用してください。
目次
• オンデマンドインスタンス の操作 (p. 315)
• オンデマンドインスタンス の制限 (p. 315)
• オンデマンドインスタンス の制限と使用量のモニタリング (p. 316)
• vCPU の必要数の計算 (p. 316)
• 制限の引き上げのリクエスト (p. 318)
• オンデマンドインスタンスの料金を照会する (p. 318)

オンデマンドインスタンス の操作
次の方法で オンデマンドインスタンス を使用できます。
• インスタンスの起動 (p. 515)
• Windows インスタンスに接続する (p. 590)
• インスタンスの停止と起動 (p. 557)
• オンデマンドの Windows インスタンスを休止状態にする (p. 564)
• インスタンスの再起動 (p. 576)
• インスタンスのリタイア (p. 577)
• インスタンスの終了 (p. 579)
• インスタンスの復旧 (p. 586)
• Windows インスタンスの設定 (p. 644)
• EC2 Windows インスタンスを特定する (p. 882)
Amazon EC2 を初めて使用する場合は、Amazon EC2 の開始方法 (p. 1) を参照してください。

オンデマンドインスタンス の制限
オンデマンドインスタンスの実行数には、リージョンごとに AWS アカウントあたりの上限があります。
オンデマンドインスタンスの制限は、インスタンスタイプに関係なく、実行中のオンデマンドインスタン
スで使用している仮想中央演算装置 (vCPU) の数で管理されます。
オンデマンドインスタンスには、次の 8 つの制限があります。
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• オンデマンド標準 (A、C、D、H、I、M、R、T、Z) インスタンスの実行
• オンデマンド DL インスタンスの実行
• オンデマンド F インスタンスの実行
• オンデマンド G および VT インスタンスの実行
• オンデマンドハイメモリインスタンスの実行
• オンデマンド Inf インスタンスの実行
• オンデマンド P インスタンスの実行
• オンデマンド X インスタンスの実行
各制限は、1 つ以上のインスタンスファミリーの vCPU 制限を指定します。さまざまなインスタンスファ
ミリー、世代、およびサイズの詳細については、Amazon EC2 インスタンスタイプを参照してください。
vCPUs の数が自分のアカウントでの制限を超えていない限り、変化するアプリケーションのニーズに
合わせて、任意の組み合わせでインスタンスタイプを起動できます。たとえば、256 vCPU の制限があ
るスタンダードインスタンスでは、32 個の m5.2xlarge インスタンス (32 x 8 vCPU) または 16 個の
c5.4xlarge インスタンス (16 x 16 vCPU) を起動できます。詳細については、「EC2 オンデマンドイン
スタンス の制限」を参照してください。
トピック
• オンデマンドインスタンス の制限と使用量のモニタリング (p. 316)
• vCPU の必要数の計算 (p. 316)
• 制限の引き上げのリクエスト (p. 318)

オンデマンドインスタンス の制限と使用量のモニタリング
以下を使用して オンデマンドインスタンス の制限を表示および管理できます。
• Amazon EC2 コンソールの制限ページ
• Service Quotas コンソールの Amazon EC2 Service Quotas ページ
• get-service-quota AWS CLI
• AWS Trusted Advisor コンソールの [Service limits page] (サービスの制限ページ)
詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 の Service Quotas (p. 1889)」、Service
Quotas User Guide の「Viewing service quotas」、および AWS Trusted Advisor を参照してください。
Amazon CloudWatch のメトリクス統合では、制限に対して EC2 の使用量をモニタリングできます。制
限に近づいたときに警告を発するようにアラームを設定することもできます。詳細については、Service
Quotas User Guide の「Service Quotas and Amazon CloudWatch alarms」を参照してください。

vCPU の必要数の計算
vCPU 制限計算ツールを使用して、アプリケーションのニーズに必要な vCPU の数を求めることができま
す。
計算ツールを使用する際は、次の点に留意してください。このツールでは、現在の制限に達していること
が前提となっています。[Instance Count (インスタンス数)] に入力する値は、現在の制限で許可されてい
る値に、起動する必要があるインスタンスの数を足したものになります。計算ツールでは、現在の制限を
[Instance count (インスタンス数)] に追加することで新しい制限を求めます。
次のスクリーンショットは、vCPU 制限計算ツールを示しています。
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以下のコントロールと情報を表示して使用できます。
• [インスタンスタイプ] – vCPU 制限計算ツールに追加するインスタンスタイプ。
• [インスタンス数] – 選択したインスタンスタイプに必要なインスタンスの数。
• [vCPU count (vCPU 数)] – [Instance count (インスタンス数)] に対応する vCPU の数。
• [Current limit (現在の制限)] – インスタンスタイプが属する制限タイプの現在の制限。この制限は、同
じ制限タイプのすべてのインスタンスタイプに適用されます。例えば、前掲のスクリーンショットで
は、m5.2xlarge と c5.4xlarge の現在の制限は 2,016 個の vCPU で、これは、すべてのスタンダー
ドインスタンスの制限に属するすべてのインスタンスタイプに対する制限です。
• [New limit (新しい制限)] – vCPU 数で示される新しい制限 ([vCPU count (vCPU 数)] と [Current limit (現
在の制限)] を足すことで計算されます)。
• [X] – 行を削除するには、[X] を削除します。
• [Add instance type (インスタンスタイプの追加)] – 計算ツールに別のインスタンスタイプを追加するに
は、[Add instance type (インスタンスタイプの追加)] を選択します。
• [Limits calculation (制限の計算)] – 現在の制限、必要な vCPU 数、および制限タイプに対する新しい制限
を表示します。
• [Instance limit name (インスタンス制限名)] – 選択したインスタンスタイプに対応する制限タイプ。
• [Current limit (現在の制限)] – 制限タイプに対する現在の制限。
• [vCPUs needed (必要な vCPU 数)] – [Instance count (インスタンス数)] に指定されているインスタン
スの数に対応する vCPU の数。すべてのスタンダードインスタンス制限タイプについて、この制限タ
イプのすべてのインスタンスタイプに対する [vCPU 数] の値を追加することで、必要な vCPU 数が計
算されます。
• [New limit (新しい制限)] – 新しい制限は、[Current limit (現在の制限)] および [vCPUs needed (必要な
vCPU 数)] を足すことで計算されます。
• [オプション] – [制限引き上げをリクエスト] を選択して、対応する制限タイプの制限引き上げをリクエ
ストします。

必要な vCPU の数を計算するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーから、リージョンを選択します。
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3.

左側にあるナビゲータから、[制限] を選択します。

4.

[Calculate vCPU limit (vCPU 制限の計算)] を選択します。

5.

[Add instance type (インスタンスタイプの追加)] を選択し、必要なインスタンスタイプを選択して、
必要なインスタンスの数を指定します。さらにインスタンスタイプを追加するには、もう一度 [Add
instance type (インスタンスタイプの追加)] を選択します。

6.

必要な新しい制限の [Limits calculation (制限の計算)] を表示します。

7.

計算ツールの使用を完了したら、[Request on-demand limit increase] (オンデマンド制限の引き上げを
リクエスト) または [Close] (閉じる) をクリックします。

制限の引き上げのリクエスト
オンデマンドインスタンスの上限は、使用量に基づき Amazon EC2 によって自動的に引き上げられます
が、必要であれば制限の引き上げをリクエストすることも可能です。例えば、現在の制限で許可されてい
るよりも多くのインスタンスを起動する場合は、制限の引き上げをリクエストできます。

オンデマンドインスタンス制限の引き上げをリクエストするには
1.

サポートセンターコンソールの https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create で、
[Create case (ケースの作成)]、[Service limit increase (サービスの制限の引き上げ)] フォームの順に開
きます。
または、次のいずれかを使用します。
• [Limits Calculator] (制限計算ツール) で、1 つ以上のインスタンスタイプを選択し、インスタンスの
数を指定してから、[Request on-demand limit increase] (オンデマンド制限の引き上げをリクエス
ト) をクリックします。
• [Limits] (制限) ページで、制限を選択し、[Request limit increase] (制限の引き上げをリクエスト) を
クリックします。

2.

[Limit Type] (制限タイプ) で [EC2 Instances] (EC2 インスタンス) を選択します。

3.

[Region (リージョン)] で、必要なリージョンを選択します。

4.

[Primary instance type] (プライマリインスタンスタイプ) で、引き上げをリクエストするオンデマンド
インスタンス制限を選択します。

5.

[New limit value (新しい制限値)] に、同時に実行する vCPU の総数を入力します。必要な vCPU の総
数を決定するには、vCPU 制限計算ツールの [New limit] (新しい制限) 列に表示される値を使用する
か、「Amazon EC2 インスタンスタイプ」を参照して、各インスタンスタイプの vCPU の数を確認し
ます。

6.

(条件付き) 制限引き上げのリクエストは、個々のオンデマンドインスタンス制限について作成する
必要があります。別のオンデマンドインスタンスで制限の引き上げをリクエストするには、[Add
another request] (別のリクエストの追加) を選択した後、この手順のステップ 3 から 5 を繰り返しま
す。

7.

[Use case description (ユースケースの説明)] にユースケースを入力し、[Submit (送信)] を選択しま
す。

制限引き上げのリクエストの詳細については、「Amazon EC2 の Service Quotas (p. 1889)」を参照して
ください。

オンデマンドインスタンスの料金を照会する
Price List Service API または AWS Price List API を使用して、オンデマンドインスタンス の料金を照会で
きます。詳細については、AWSユーザーガイドの「AWS Billing Price List API の使用」を参照してくださ
い。
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Reserved Instances
オンデマンドインスタンスの料金と比較して、リザーブドインスタンスでは Amazon EC2 の料金を大幅に
節約することができます。リザーブドインスタンスは物理インスタンスではありませんが、請求の割引は
アカウントでのオンデマンドインスタンスの使用に適用されます。請求割引のメリットを得るには、これ
らのオンデマンドインスタンスは、インスタンスタイプやリージョンなどの特定の属性に一致する必要が
あります。

Note
Savings Plans でも、オンデマンドインスタンスの料金と比べて Amazon EC2 コストの大幅な割
引を受けられます。Savings Plans では、1 時間 につき USD 単位で一定の使用量を守ります。こ
れによって、特定のインスタンス設定を使用することにコミットせずに、ニーズに最も適したイ
ンスタンス設定を使用して、コストを削減し続ける柔軟性が得られます。詳細については、AWS
Savings Plans ユーザーガイドをご参照ください。
リザーブドインスタンスのトピック
• リザーブドインスタンス の概要 (p. 319)
• リザーブドインスタンス 料金を決定するキー変数 (p. 320)
• リージョンおよびゾーン リザーブドインスタンス (スコープ) (p. 321)
• リザーブドインスタンス のタイプ (提供しているクラス) (p. 322)
• リザーブドインスタンス がどのように適用されるか (p. 323)
• お使いの リザーブドインスタンス の使用 (p. 330)
• 課金の仕組み (p. 330)
• リザーブドインスタンスの購入 (p. 334)
• Reserved Instance Marketplace での販売 (p. 343)
• リザーブドインスタンス の変更 (p. 349)
• コンバーティブルリザーブドインスタンス の交換 (p. 354)
• リザーブドインスタンスのクォータ (p. 358)

リザーブドインスタンス の概要
次の図では、リザーブドインスタンス の購入と使用の基本的な概要を示します。

このシナリオでは、現在オンデマンドレートを支払っているアカウントの オンデマンドインスタンス (T2)
を実行しています。実行しているインスタンスの属性を一致する リザーブドインスタンス を購入すると、
料金上の利点が即時適用されます。次に、C4 インスタンスに リザーブドインスタンス を購入します。こ
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の リザーブドインスタンス に属性が一致するアカウントで実行しているインスタンスはありません。この
最終ステップでは、C4 リザーブドインスタンス の属性と一致するインスタンスを起動すると、料金上の
利点が独自適用されます。

リザーブドインスタンス 料金を決定するキー変数
リザーブドインスタンス 料金は、次のキー変数によって決まります。

インスタンスの属性
リザーブドインスタンス には、その料金を決める 4 つのインスタンス属性があります。
• インスタンスタイプ: たとえば、m4.large。これは、インスタンスファミリー (m4 など) とインスタン
スサイズ (large など) で構成されます。
• リージョン: リザーブドインスタンスが購入されているリージョン。
• テナンシー: インスタンスが共有 (デフォルト) または単一のテナンシー (専用) のハードウェアで実行さ
れるかについて。詳細については、Dedicated Instances (p. 466) を参照してください。
• プラットフォーム: オペレーティング システム。たとえば、Windows や Linux/Unix。詳細について
は、プラットフォームの選択 (p. 335) を参照してください。

コミットメント期間
1 年あるいは 3 年のコミットメントで リザーブドインスタンス を購入することができます。3 年のコミッ
トメントには大幅な割引が提供されます。
• 1 年: 1 年は 31536000 秒 (365 日) として定義されます。
• 3 年: 3 年は 94608000 秒 (1095 日) として定義されます。
リザーブドインスタンス は自動的に更新されません。有効期限が切れても、引き続き EC2 インスタンス
を使用できますが、オンデマンド価格が課金されます。上記の例では、T2 および C4 インスタンスを対象
とする リザーブドインスタンス の期限が切れた場合、インスタンスが終了するまでオンデマンドレートの
支払いに戻るか、あるいはインスタンスの属性に一致する新しい リザーブドインスタンス を購入します。

支払いオプション
リザーブドインスタンス では次の支払いオプションが用意されています。
• すべて前払い: 期間の開始時に全額が支払われ、使用時間数に関係なく、残りの期間にその他のコストや
追加時間課金は生じません。
• 一部前払い: 料金の一部を前払いする必要があり、期間内の残りの時間は、リザーブドインスタンス が
使用されたどうかにかかわらず、割引された時間料金で請求されます。
• 前払いなし: リザーブドインスタンス が使用されたどうかにかかわらず、期間内のすべての時間は割引
時間料金での請求となります。前払い料金は必要ではありません。

Note
前払いなしの リザーブドインスタンス は、予約の全期間について毎月支払いを行う契約義務に
基づいています。そのため、前払いなしの リザーブドインスタンス を購入するには、請求履歴
に問題がないことが必須となります。
一般的には、リザーブドインスタンス の前払い額を高く設定するほど、より多くの費用を節約できます。
また、Reserved Instance Marketplace では、サードパーティーの販売者が提供する、より安価で期間の短
いリザーブドインスタンス を見つけることもできます。詳細については、Reserved Instance Marketplace
での販売 (p. 343) を参照してください。
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提供クラス
コンピューティングに変更が必要な場合、提供クラスによって、リザーブドインスタンス を変更または交
換することができます。
• スタンダード: 最大の割引を提供しますが、変更のみを行うことができます。スタンダード リザーブド
インスタンス は交換できません。
• コンバーティブル: スタンダード リザーブドインスタンス より少ない割引ですが、異なるインスタンス
属性を使用する別のコンバーティブル リザーブドインスタンス と交換できます。コンバーティブル リ
ザーブドインスタンス は変更することもできます。
詳細については、リザーブドインスタンス のタイプ (提供しているクラス) (p. 322) を参照してくださ
い。
リザーブドインスタンス を購入した後で購入をキャンセルすることはできません。ただし、ユーザーの
ニーズが変更した場合、リザーブドインスタンス を変更 (p. 349)、交換 (p. 354)、売却 (p. 343)でき
る場合もあります。
詳細については、「Amazon EC2 リザーブドインスタンスの料金表」ページを参照してください。

リージョンおよびゾーン リザーブドインスタンス (スコープ)
リザーブドインスタンス の購入時に リザーブドインスタンス のスコープを決定します。スコープは、
リージョンあるいはゾーンのいずれかになります。
• リージョナル: リージョン用に リザーブドインスタンス を購入する場合、これはリージョナル リザーブ
ドインスタンス と呼ばれます。
• ゾーン: 特定のアベイラビリティーゾーン用に リザーブドインスタンス を購入する場合、これはゾーン
リザーブドインスタンス と呼ばれます。
範囲は料金には影響しません。リージョンまたはゾーンごとの リザーブドインスタンス に同じ料金を支
払います。リザーブドインスタンス の料金の詳細については、「リザーブドインスタンス 料金を決定する
キー変数 (p. 320)」と「Amazon EC2 リザーブドインスタンスの料金」を参照してください。
リザーブドインスタンスのスコープを指定する方法の詳細については、「RI の属性」、特に「アベイラビ
リティーゾーン」の箇条書きを参照してください。

リージョンとゾーンの リザーブドインスタンス の違い
次のテーブルでは、リージョン リザーブドインスタンス とゾーン リザーブドインスタンス の主な違いを
いくつか示しています。
リージョン リザーブドインスタ
ンス

ゾーン リザーブドインスタンス

キャパシティーを予約する機能

リージョンの リザーブドインス
タンス では、キャパシティーは
予約されません。

ゾーンの リザーブドインスタ
ンス では、指定されたアベイ
ラビリティーゾーンでキャパシ
ティーが予約されます。

アベイラビリティーゾーンの柔
軟性

指定するリージョン内のすべて
のアベイラビリティーゾーンに
おけるインスタンスの使用に対
して、リザーブドインスタンス
割引が適用されます。

アベイラビリティーゾーンの柔
軟性なし — リザーブドインスタ
ンス 割引は、指定したアベイラ
ビリティ―ゾーン内のみのインス
タンスの使用に対して適用され
ます。
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リージョン リザーブドインスタ
ンス
インスタンスサイズの柔軟性

インスタンスファミリー内のイ
ンスタンスの使用に対して、サ
イズを問わず、リザーブドイン
スタンス 割引が適用されます。

購入をキューに入れる

リージョンリザーブドインスタ
ンスの購入をキューに入れるこ
とができます。

ゾーン リザーブドインスタンス

インスタンスサイズの柔軟性な
し — リザーブドインスタンス 割
引は、指定されたインスタンス
タイプとサイズにおけるインス
タンスの使用に対してのみ適用
Amazon Linux/Unix リザーブドイ されます。
ンスタンス のデフォルトテナン
シーのみでサポートされます。
詳細については、正規化係数に
よって決定されたインスタンス
サイズの柔軟性 (p. 324) を参照
してください。
ゾーンリザーブドインスタンス
の購入をキューに入れることは
できません。

詳細な説明と例については、「リザーブドインスタンス がどのように適用されるか (p. 323)」を参照し
てください。

リザーブドインスタンス のタイプ (提供しているクラス)
リザーブドインスタンス の提供クラスは、スタンダードまたはコンバーチブルのいずれかです。スタン
ダード リザーブドインスタンス は、コンバーチブル リザーブドインスタンス よりも大幅な割引が受けら
れますが、スタンダード リザーブドインスタンス を交換することはできません。コンバーチブル リザー
ブドインスタンス は交換できます。スタンダードとコンバーチブル リザーブドインスタンス を変更でき
ます。
リザーブドインスタンス の設定は、期間内の 1 つのインスタンスタイプ、プラットフォーム、スコープ、
およびテナンシーで構成されています。コンピューティングに変更が必要な場合は、リザーブドインスタ
ンス を変更または交換できる可能性があります。

スタンダードとコンバーチブル リザーブドインスタンス の違い
以下に、スタンダードとコンバーティブル リザーブドインスタンス の違いを示します。
スタンダード リザーブドインス
タンス

Convertible Reserved Instance

リザーブドインスタンス の変更

一部の属性は変更できます。詳
細については、リザーブドイン
スタンス の変更 (p. 349) を参
照してください。

一部の属性は変更できます。詳
細については、リザーブドイン
スタンス の変更 (p. 349) を参
照してください。

リザーブドインスタンスの交換

交換できません。

期間内で、インスタンスファミ
リー、インスタンスタイプ、プ
ラットフォーム、スコープやテ
ナンシーなどの新しい属性の別
の コンバーティブルリザーブド
インスタンス に交換することが
できます。詳細については、コ
ンバーティブルリザーブドイン
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スタンダード リザーブドインス
タンス

Convertible Reserved Instance
スタンス の交換 (p. 354) を参
照してください。

Reserved Instance Marketplace
での販売

Reserved Instance Marketplace
で販売可能です。

Reserved Instance Marketplace
では販売できません。

リザーブドインスタンスマー
ケットプレイスでの購入

Reserved Instance Marketplace
で購入可能です。

Reserved Instance Marketplace
では購入できません。

リザーブドインスタンス がどのように適用されるか
リザーブドインスタンスは物理インスタンスではありませんが、請求の割引はアカウントでのオンデマン
ドインスタンスの実行に適用されます。請求割引のメリットを得るには、オンデマンドインスタンスは、
リザーブドインスタンスの特定の仕様に一致する必要があります。
リザーブドインスタンスを購入し、リザーブドインスタンスの仕様と一致するオンデマンドインスタンス
を既に実行している場合、請求割引は直ちに自動的に適用されます。インスタンスを再起動する必要はあ
りません。使用可能な実行中のオンデマンドインスタンスが存在しない場合は、リザーブドインスタンス
と同じ仕様でオンデマンドインスタンスを起動します。詳細については、お使いの リザーブドインスタン
ス の使用 (p. 330) を参照してください。
リザーブドインスタンスの提供クラス (スタンダードまたはコンバーティブル) は、請求割引の適用方法に
は影響しません。
トピック
• ゾーン リザーブドインスタンス がどのように適用されるか (p. 323)
• リージョンリザーブドインスタンスがどのように適用されるか (p. 323)
• インスタンスサイズの柔軟性 (p. 324)
• リザーブドインスタンス の適用例 (p. 326)

ゾーン リザーブドインスタンス がどのように適用されるか
特定のアベイラビリティーゾーンでキャパシティを予約するために購入されるリザーブドインスタンス
は、ゾーンリザーブドインスタンスと呼ばれます。
• リザーブドインスタンスの割引は、そのアベイラビリティーゾーンにおける一致したインスタンスの使
用に適用されます。
• 実行中のインスタンスの属性 (テナンシー、プラットフォーム、アベイラビリティーゾーン、インスタ
ンスタイプ、およびインスタンスサイズ) は、リザーブドインスタンス の属性と一致する必要がありま
す。
例えば、us-east-1a のアベイラビリティーゾーンで、デフォルトテナンシーの c4.xlarge Linux/Unix ス
タンダードリザーブドインスタンスを 2 つ購入すると、us-east-1a のアベイラビリティーゾーンで実行し
ている 2 つまでのデフォルトテナンシーの c4.xlarge Linux/Unix インスタンスでリザーブドインスタン
ス割引を利用できます。

リージョンリザーブドインスタンスがどのように適用されるか
リージョン用に購入されるリザーブドインスタンスは、リージョンリザーブドインスタンスと呼ばれ、ア
ベイラビリティーゾーンとインスタンスサイズの柔軟性を提供します。
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• このリージョン内のすべてのアベイラビリティーゾーンにおけるインスタンスの使用に対して、リザー
ブドインスタンス 割引が適用されます。
• リザーブドインスタンスの割引は、サイズに関係なく、インスタンスファミリー内のインスタンスの使
用に適用されます。これは「インスタンスサイズの柔軟性 (p. 324)」と呼ばれます。

インスタンスサイズの柔軟性
インスタンスサイズの柔軟性により、インスタンスファミリー内のインスタンスの使用に対してリザーブ
ドインスタンス割引が適用されます。リザーブドインスタンスは、インスタンスファミリー内の最もサ
イズの小さいインスタンスからサイズの大きいインスタンスへ、正規化係数に基づいて適用されます。リ
ザーブドインスタンス割引の適用例については、「シナリオ 2: 正規化係数を使用した 1 つのアカウントの
リザーブドインスタンス (p. 327)」を参照してください。

制約事項
インスタンスサイズの柔軟性は、リージョンリザーブドインスタンスにのみ適用されます。
インスタンスサイズの柔軟性は、次の リザーブドインスタンス には適用されません。
• 特定のアベイラビリティ―ゾーン (ゾーン リザーブドインスタンス) 用に購入された リザーブドインスタ
ンス
• 専有テナントを使用する リザーブドインスタンス
• リザーブドインスタンス for Windows Server、Windows Server with SQL Standard、Windows Server
with SQL Server Enterprise、Windows Server with SQL Server Web、RHEL、SUSE Linux Enterprise
Server
• G4ad、G4dn、G5、G5g、Inf1 の各インスタンス用のリザーブドインスタンス

正規化係数によって決定されたインスタンスサイズの柔軟性
インスタンスサイズの柔軟性は、インスタンスサイズの正規化係数によって決定されます。割引は、リー
ジョン内のアベイラビリティーゾーンで、予約したインスタンスサイズによって、同じインスタンスファ
ミリーで実行中のインスタンスに完全または部分的に適用されます。一致する必要がある属性は、インス
タンスファミリー、テナンシー、プラットフォームのみです。
次の表は、インスタンスファミリー内のさまざまなサイズおよび対応する正規化係数の一覧です。このス
ケールを使用して、リザーブドインスタンス の割引料金をインスタンスファミリーの正規化された使用に
適用します。
インスタンスサイズ

正規化係数

nano

0.25

micro

0.5

small

1

medium

2

large

4

xlarge

8

2xlarge

16

3xlarge

24

4xlarge

32
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インスタンスサイズ

正規化係数

6xlarge

48

8xlarge

64

9xlarge

72

10xlarge

80

12xlarge

96

16xlarge

128

18xlarge

144

24xlarge

192

32xlarge

256

56xlarge

448

112xlarge

896

たとえば、t2.medium インスタンスには 2 の正規化係数があります。US East (N. Virginia) で
t2.medium デフォルトテナンシー Amazon Linux/Unix リザーブドインスタンス を購入し、このリージョ
ンのアカウントで 2 つの t2.small インスタンスを実行している場合、料金上の利点はどちらのインスタ
ンスにも完全に適用されます。

または、US East (N. Virginia) リージョンのアカウントで実行している 1 つの t2.large インスタンスが
ある場合、料金上の利点はこのインスタンスの使用の 50% に適用されます。
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正規化係数は、リザーブドインスタンス の変更時にも適用されます。詳細については、リザーブドインス
タンス の変更 (p. 349) を参照してください。

ベアメタルインスタンスの正規化係数
また、インスタンスサイズの柔軟性は、インスタンスファミリー内のベアメタルインスタンスにも適用さ
れます。ベアメタルインスタンスで共有するテナントを使用したリージョンの Amazon Linux/Unix リザー
ブドインスタンス がある場合、同じインスタンスファミリー内で リザーブドインスタンス 割引の特典を
受けることができます。逆の場合も同様です。同じファミリー内のインスタンスでベアメタルインスタン
スとしてテナントを共有している、リージョン Amazon Linux/Unix リザーブドインスタンス がある場合、
ベアメタルインスタンスで リザーブドインスタンス 割引の特典を受けることができます。
metal インスタンスサイズには、単一の正規化係数がありません。ベアメタルインスタンスの正規化係
数は、同じインスタンスファミリー内の同等な仮想インスタンスサイズと同じです。たとえば、1 つの
i3.metal インスタンスには i3.16xlarge インスタンスと同じ正規化係数があります。
インスタンスサイズ

正規化係数

m5zn.metal | z1d.metal

96

i3.metal |

128

c5n.metal

144

c5.metal | c5d.metal | i3en.metal | m5.metal | m5d.metal | m5dn.metal |
m5n.metal | r5.metal | r5b.metal | r5d.metal | r5dn.metal | r5n.metal

192

u-*.metal

896

たとえば、1 つの i3.metal インスタンスには 128 の正規化係数があります。US East (N. Virginia) で
i3.metal デフォルトテナンシー Amazon Linux/Unix リザーブドインスタンス を購入した場合、料金上の
メリットは次のようになります。
• そのリージョン内のアカウントで実行している 1 つの i3.16xlarge がある場合、料金上のメリットは
i3.16xlarge インスタンス全体に適用されます (i3.16xlarge 正規化係数 = 128)。
• あるいは、そのリージョン内のアカウントで実行している 2 つの i3.8xlarge がある場合、料金上の
メリットは両方の i3.8xlarge インスタンス全体に適用されます (i3.8xlarge 正規化係数 = 64)。
• あるいは、そのリージョン内のアカウントで実行している 4 つの i3.4xlarge がある場合、料金上の
メリットは 4 つの i3.4xlarge インスタンス全体に適用されます (i3.4xlarge 正規化係数 = 32)。
逆の場合も同様です。たとえば、US East (N. Virginia) で 2 つの i3.8xlarge デフォルトテナンシー
Amazon Linux/Unix リザーブドインスタンス を購入し、そのリージョンで実行している 1 つの i3.metal
インスタンスがある場合、料金上のメリットは i3.metal インスタンス全体に適用されます。

リザーブドインスタンス の適用例
リザーブドインスタンス の適用方法を以下のシナリオで示します。
•
•
•
•

シナリオ 1: 単一アカウントの リザーブドインスタンス (p. 326)
シナリオ 2: 正規化係数を使用した 1 つのアカウントのリザーブドインスタンス (p. 327)
シナリオ 3: 連結アカウントのリージョンリザーブドインスタンス (p. 328)
シナリオ 4: 連結アカウントのゾーンリザーブドインスタンス (p. 329)

シナリオ 1: 単一アカウントの リザーブドインスタンス
アカウント A で以下の オンデマンドインスタンス を実行しているとします。
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• us-east-1a アベイラビリティーゾーンで 4 つのデフォルトテナンシーの m3.large Linux インスタンス
• us-east-1b アベイラビリティーゾーンで 2 つのデフォルトテナンシーの m4.xlarge Amazon Linux イ
ンスタンス
• us-east-1c アベイラビリティーゾーンで 1 つのデフォルトテナンシーの c4.xlarge Amazon Linux イ
ンスタンス
アカウント A で以下の リザーブドインスタンス を購入するとします。
• us-east-1a アベイラビリティーゾーンで 4 つのデフォルトテナンシーの m3.large Linux リザーブドイ
ンスタンス (キャパシティーの予約あり)
• us-east-1 リージョンで 4 つのデフォルトテナンシーの m4.large Amazon Linux リザーブドインスタン
ス
• us-east-1 リージョンで 1 つのデフォルトテナンシーの c4.large Amazon Linux リザーブドインスタン
ス
リザーブドインスタンス の利点は以下のように適用されます。
• 4 つの m3.large ゾーン リザーブドインスタンス の割引とキャパシティーの予約は、属性 (インスタン
スサイズ、リージョン、プラットフォーム、テナンシー) が一致する 4 つの m3.large インスタンスに
よって使用されます。
• m4.large リージョン リザーブドインスタンス は、デフォルトテナンシーの Amazon Linux リザーブ
ドインスタンス であるため、アベイラビリティーゾーンおよびインスタンスサイズの柔軟性を提供しま
す。
1 つの m4.large は、4 つの正規化された単位/時間に相当します。
4 つの m4.large リージョン リザーブドインスタンス を購入したので、合計で 16 の正規化された単
位/時間 (4x4) に相当します。アカウント A で実行している 2 つの m4.xlarge インスタンスは、16 の
正規化された単位/時間 (2x8) に相当します。この場合、4 つの m4.large リージョナルリザーブドイン
スタンスによって、2 つの m4.xlarge インスタンスの使用に対する全面的な請求のメリットが提供さ
れます。
• us-east-1 の c4.large リージョン リザーブドインスタンス は、デフォルトテナンシーのリージョンの
Amazon Linux リザーブドインスタンス であるため、アベイラビリティーゾーンおよびインスタンスサ
イズの柔軟性を提供し、c4.xlarge インスタンスに適用されます。c4.large インスタンスは 4 つの
正規化された単位/時間に相当し、c4.xlarge インスタンスは 8 つの正規化された単位/時間に相当しま
す。
この場合、c4.large リージョン リザーブドインスタンス は、c4.xlarge の使用の一部に対してメ
リットを提供します。これは、この c4.large リザーブドインスタンス は 4 つの正規化された単位/時
間に相当しますが、c4.xlarge インスタンスは 8 つの正規化された単位/時間を必要とするためです。
したがって、c4.large リザーブドインスタンス の請求割引は、c4.xlarge の使用の 50% に適用され
ます。c4.xlarge の残りの使用はオンデマンド価格で課金されます。

シナリオ 2: 正規化係数を使用した 1 つのアカウントのリザーブドインスタンス
アカウント A で以下の オンデマンドインスタンス を実行しているとします。
• us-east-1a アベイラビリティーゾーンで 2 つのデフォルトテナンシーの m3.xlarge Amazon Linux イ
ンスタンス
• us-east-1b アベイラビリティーゾーンで 2 つのデフォルトテナンシーの m3.large Amazon Linux イン
スタンス
アカウント A で以下のリザーブドインスタンスを購入するとします。
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• us-east-1 リージョンで 1 つのデフォルトテナンシーの m3.2xlarge Amazon Linux リザーブドインス
タンス
リザーブドインスタンス の利点は以下のように適用されます。
• us-east-1 の m3.2xlarge リージョンリザーブドインスタンスは、デフォルトテナンシーのリージョン
の Amazon Linux リザーブドインスタンスであるため、アベイラビリティーゾーンおよびインスタンス
サイズの柔軟性を提供します。これは最初に m3.large インスタンスに適用され、次に m3.xlarge イ
ンスタンスに適用されます (インスタンスファミリー内の最もサイズの小さいインスタンスからサイズ
の大きいインスタンスへ、正規化係数に基づいて適用されるため)。
1 つの m3.large インスタンスは、4 つの正規化された単位/時間に相当します。
1 つの m3.xlarge インスタンスは、8 つの正規化された単位/時間に相当します。
1 つの m3.2xlarge インスタンスは、16 の正規化された単位/時間に相当します。
この利点は次のように適用されます。
m3.2xlarge リージョナルリザーブドインスタンスは、2 つの m3.large の使用に最大の利点をも
たらします。これらのインスタンスは、8 つの正規化された単位/時間に相当するためです。これによ
り、m3.xlarge インスタンスに適用される 8 つの正規化された単位/時間が残ります。
残りの 8 つの正規化された単位/時間により、m3.2xlarge リージョナルリザーブドインスタンスは、1
つの m3.xlarge の使用に最大の利点をもたらします。各 m3.xlarge インスタンスは、8 つの正規化
された単位/時間に相当するためです。m3.xlarge の残りの使用はオンデマンド価格で課金されます。

シナリオ 3: 連結アカウントのリージョンリザーブドインスタンス
リザーブドインスタンス は、最初に購入アカウント内の使用に適用され、次に組織内の他のアカウントの
該当する使用に適用されます。詳細については、リザーブドインスタンス および一括請求 (コンソリデー
ティッドビリング) (p. 332) を参照してください。サイズの柔軟性を提供するリージョン リザーブドイン
スタンス の場合、インスタンスファミリー内のインスタンスサイズに関係なく、利点がインスタンスに適
用されます。
アカウント A (購入しているアカウント) で以下の オンデマンドインスタンス を実行しているとします。
• us-east-1a アベイラビリティーゾーンで 2 つのデフォルトテナンシーの m4.xlarge Linux インスタン
ス
• us-east-1b アベイラビリティーゾーンで 1 つのデフォルトテナンシーの m4.2xlarge Linux インスタン
ス
• us-east-1a アベイラビリティーゾーンで 2 つのデフォルトテナンシーの c4.xlarge Linux インスタン
ス
• us-east-1b アベイラビリティーゾーンで 1 つのデフォルトテナンシーの c4.2xlarge Linux インスタン
ス
別のお客様は、アカウント B— (連結アカウント) で以下の オンデマンドインスタンス を実行していま
す。
• us-east-1a アベイラビリティーゾーンで 2 つのデフォルトテナンシーの m4.xlarge Linux インスタン
ス
アカウント A で以下のリージョン リザーブドインスタンス を購入するとします。
• us-east-1 リージョンで 4 つのデフォルトテナンシーの m4.xlarge Linux リザーブドインスタンス
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• us-east-1 リージョンで 2 つのデフォルトテナンシーの c4.xlarge Linux リザーブドインスタンス
リージョンリザーブドインスタンスの利点は以下のように適用されます。
• 4 つの m4.xlarge リザーブドインスタンス の割引は、アカウント A の 2 つの m4.xlarge インスタン
スと 1 つの m4.2xlarge インスタンスによって使用されます。3 つのインスタンスすべてにおいて、属
性 (インスタンスファミリー、リージョン、プラットフォーム、テナンシー) が一致しています。アカウ
ント B (リンクされたアカウント) に リザーブドインスタンス にも一致する 2 つの m4.xlarge がある
場合でも、この割引は購入したアカウント (アカウント A) 内のインスタンスにまず適用されます。この
リザーブドインスタンス はリージョン リザーブドインスタンス であるため、キャパシティの予約はあ
りません。
• c4.xlarge リザーブドインスタンス インスタンスよりもインスタンスサイズが小さいため、2 つの
c4.xlarge リザーブドインスタンスの割引は、2 つの c4.2xlarge インスタンスに適用されます。こ
の リザーブドインスタンス はリージョン リザーブドインスタンス であるため、キャパシティの予約は
ありません。

シナリオ 4: 連結アカウントのゾーンリザーブドインスタンス
通常、アカウントで所有されている リザーブドインスタンス が、そのアカウントでの使用に最初に適用さ
れます。ただし、組織の他のアカウントに特定のアベイラビリティーゾーン (ゾーン リザーブドインスタ
ンス) の未使用の リザーブドインスタンス がある場合は、これらがアカウントで所有されているリージョ
ン リザーブドインスタンス より先に適用されます。これは、リザーブドインスタンス の使用率を最大限
に高めて請求額を下げるための処置です。請求の目的では、組織内のすべてのアカウントが 1 つのアカウ
ントとして扱われます。次の例が、この説明に役立つ場合があります。
アカウント A (購入しているアカウント) で以下の オンデマンドインスタンス を実行しているとします。
• us-east-1a アベイラビリティーゾーンで 1 つのデフォルトテナンシーの m4.xlarge Linux インスタン
ス
お客様は、別の連結アカウント B で以下の オンデマンドインスタンス を実行しています。
• us-east-1b アベイラビリティーゾーンで 1 つのデフォルトテナンシーの m4.xlarge Linux インスタン
ス
アカウント A で以下のリージョン リザーブドインスタンス を購入するとします。
• us-east-1 リージョンで 1 つのデフォルトテナンシーの m4.xlarge Linux リザーブドインスタンス
ユーザーが連結アカウント C で以下のゾーン リザーブドインスタンス も購入するとします。
• us-east-1a アベイラビリティーゾーンで 1 つのデフォルトテナンシーの m4.xlarge Linux リザーブド
インスタンス
リザーブドインスタンス の利点は以下のように適用されます。
• アカウント C で所有されている m4.xlarge ゾーン リザーブドインスタンス の割引はアカウント A の
m4.xlarge の使用に適用されます。
• アカウント A で所有されている m4.xlarge リージョン リザーブドインスタンス の割引はアカウント
B の m4.xlarge の使用に適用されます。
• アカウント A で所有されているリージョン リザーブドインスタンス は、最初にアカウント A での使用
に適用されます。アカウント C で所有されているゾーン リザーブドインスタンス は使用されず、アカ
ウント B での使用はオンデマンド価格で課金されます。
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詳細については、「Billing and Cost Management レポートの リザーブドインスタンス」を参照してくださ
い。

お使いの リザーブドインスタンス の使用
リザーブドインスタンス は、仕様の一致する実行中の オンデマンドインスタンス に自動的に適用されま
す。リザーブドインスタンス の仕様と一致する実行中の オンデマンドインスタンス が存在しない場合、
必要な仕様が搭載されるインスタンスを起動するまで、リザーブドインスタンス は未使用となります。
リザーブドインスタンスの料金上の利点を利用するためにオンデマンドインスタンスを起動する場合は、
オンデマンドインスタンスの設定時に以下の情報を必ず指定してください。
プラットフォーム
リザーブドインスタンスのプラットフォーム (製品の説明) と一致する Amazon マシンイメージ
(AMI) を指定する必要があります。例えば、Linux/UNIX をリザーブドインスタンスに指定する場
合、Amazon Linux AMI または Ubuntu AMI からインスタンスを起動できます。
インスタンスタイプ
ゾーンリザーブドインスタンスを購入した場合は、リザーブドインスタンスと同じインスタンスタイ
プを指定する必要があります (例: t3.large)。詳細については、ゾーン リザーブドインスタンス が
どのように適用されるか (p. 323) を参照してください。
リージョンリザーブドインスタンスを購入した場合は、リザーブドインスタンスのインスタンス
タイプと同じインスタンスファミリーからインスタンスタイプを指定する必要があります。例え
ば、t3.xlarge をリザーブドインスタンスに指定する場合は、T3 ファミリーからインスタンスを起
動する必要がありますが、任意のサイズ (例: t3.medium) を指定できます。詳細については、リー
ジョンリザーブドインスタンスがどのように適用されるか (p. 323) を参照してください。
[Availability Zone] (アベイラビリティーゾーン)
特定のアベイラビリティーゾーンにゾーンごとのリザーブドインスタンスを購入する場合、同じアベ
イラビリティーゾーンでインスタンスを起動する必要があります。
リージョンリザーブドインスタンスを購入した場合、リザーブドインスタンスに指定したリージョン
の任意のアベイラビリティーゾーンにインスタンスを起動することができます。
テナンシー
インスタンスのテナンシー (dedicated や shared) は、リザーブドインスタンスのテナンシーが一
致する必要があります。詳細については、Dedicated Instances (p. 466) を参照してください。
実行しているオンデマンドインスタンスにどのようにリザーブドインスタンスが適用されるかについての
例は、「リザーブドインスタンス がどのように適用されるか (p. 323)」を参照してください。詳細につ
いては、「Amazon EC2 リザーブドインスタンスが想定通りに AWS 請求書に反映されないのはなぜです
か?」を参照してください。
リザーブドインスタンス割引を使用するオンデマンドインスタンスを起動するには、さまざまな方法を使
用できます。さまざまな起動方法の詳細については、「インスタンスの起動 (p. 515)」を参照してくだ
さい。Amazon EC2 Auto Scaling を使用してインスタンスを起動することもできます。詳細については、
「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」を参照してください。

課金の仕組み
すべての リザーブドインスタンス の料金は、オンデマンドインスタンスの料金から割引された額になり
ます。リザーブドインスタンス では、実際の使用に関係なく、全期間の料金をお支払いいただきます。リ
ザーブドインスタンス に特定された支払いオプション (p. 320)によって、リザーブドインスタンス の支
払い方法を前払い、一部前払い、月ごとから選択できます。
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リザーブドインスタンス 期間が終了すると、EC2 インスタンスの使用についてオンデマンド価格が課金さ
れます。リザーブドインスタンス の購入を最大 3 年先までキューに入れることができます。これにより、
サービスを切れ目なく利用できます。詳細については、購入をキューに入れる (p. 336) を参照してくだ
さい。
AWS の無料利用枠は、新規の AWS アカウントで使用できます。AWS の無料利用枠を使用して Amazon
EC2 インスタンスを実行している場合、購入したリザーブドインスタンスは標準の料金ガイドラインに基
づいて課金されます。詳細については、「AWS 無料利用枠」を参照してください。
コンテンツ
• 使用料の請求 (p. 331)
• 請求の表示 (p. 332)
• リザーブドインスタンス および一括請求 (コンソリデーティッドビリング) (p. 332)
• リザーブドインスタンス 割引料金範囲 (p. 332)

使用料の請求
リザーブドインスタンス は、選択した期間内の 1 時間ごとに請求されます。インスタンスが実行中である
かどうかは関係しません。各時間は、標準の 24 時間の時計の正時 (毎時ゼロ分ゼロ秒) に開始します。例
えば、1:00:00～1:59:59 が 1 時間です。インスタンスステータスの詳細については、「インスタンスのラ
イフサイクル (p. 511)」を参照してください。
リザーブドインスタンス の料金上の特典は秒単位課金で実行中のインスタンスに適用されます。
リザーブドインスタンス の料金上の利点は、1 時間当たり最大 3600 秒 (1 時間) のインスタンス使用に適
用できます。複数のインスタンスを同時に実行できますが、リザーブドインスタンス 割引の特典を受ける
ことができるのは 1 時間あたり合計 3600 秒までです。インスタンスの使用が 1 時間あたり 3600 秒を超
えると、オンデマンドレートで課金されます。
たとえば、1 つの m4.xlarge リザーブドインスタンス を購入し、4 つの m4.xlarge インスタンスを 1
時間同時に実行する場合、1 つのインスタンスには リザーブドインスタンス の 1 時間分の使用料が、他の
3 つのインスタンスにはオンデマンドの 3 時間分の使用料が課金されます。
一方、1 つの m4.xlarge リザーブドインスタンス を購入し、4 つの m4.xlarge インスタンスを同じ 1
時間内にそれぞれ 15 分 (900 秒) ずつ実行した場合、インスタンスの合計実行時間は 1 時間となり、リ
ザーブドインスタンス の使用料が 1 時間分課金されるだけで、オンデマンドの使用料は課金されません。

複数の対象インスタンスが同時に実行されている場合、リザーブドインスタンスの課金特典は、1 時間
に最大 3600 秒まで、すべてのインスタンスに同時に適用され、その後、オンデマンド料金が適用されま
す。
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Billing and Cost Management コンソール上の [Cost Explorer] は、オンデマンドインスタンス の実行に対
する節約を分析することができます。リザーブドインスタンス についてのよくある質問には、表示価格の
計算例があります。
AWS アカウントを解約すると、リソースのオンデマンド課金は停止します。ただし、アカウントに リ
ザーブドインスタンス がある場合には、その期限が切れるまで続けて課金されます。

請求の表示
AWS Billing and Cost Management コンソールで、アカウントへの請求および料金を確認できます。
• [ダッシュボード] には、アカウント利用料の概要が表示されます。
• [請求書] ページの [明細] で、[Elastic Compute Cloud] セクションと リザーブドインスタンス の請求情報
を取得するリージョンを展開します。
請求額をオンラインで表示することも、CSV ファイルとしてダウンロードすることもできます。
また、AWS のコストと使用状況レポートを使用して、リザーブドインスタンスの使用を追跡することも可
能です。詳細については、AWS Billing ユーザーガイドで、コストと使用状況レポートの「リザーブドイン
スタンス」を参照してください。

リザーブドインスタンス および一括請求 (コンソリデーティッドビリング)
購入アカウントが、1 つの一括請求の支払いアカウントに請求される一連のアカウントの一部である場
合、リザーブドインスタンス の料金面でのメリットを広範囲に利用できます。すべてのメンバーアカウ
ントのインスタンス使用量が月次で支払人アカウントに集約されます。さまざまな役割を持つチームやグ
ループがある企業にとっては特に便利です。したがって、請求書の計算には通常の リザーブドインスタ
ンス のロジックが適用されます。詳細については、「AWS Organizations の一括請求」を参照してくださ
い。
リザーブドインスタンス を購入したアカウントを解約した場合、そのリザーブドインスタンス が期限切れ
になるまで、支払いアカウントに対する請求が継続されます。アカウントは解約から 90 日後に完全に削
除され、メンバーアカウントにはリザーブドインスタンスによる割引料金が適用されなくなります。

リザーブドインスタンス 割引料金範囲
割引料金範囲が適用されると、そのアカウントは、以降、その範囲レベル内で行われる リザーブドインス
タンス 購入の前払い料金およびインスタンス使用料に対して、自動的に割引を受けます。割引を受けるた
めには、リージョンの リザーブドインスタンス の表示価格が 500,000 USD 以上である必要があります。
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以下のルールが適用されます。
• 料金範囲およびそれに関連する割引は、Amazon EC2 スタンダード リザーブドインスタンス の購入に
のみ適用されます。
• 料金範囲は、SQL Server Standard、SQL Server Web、および SQL Server Enterprise を使用する
Windows 用の リザーブドインスタンス には適用されません。
• 料金範囲は、SQL Server Standard、SQL Server Web、および SQL Server Enterprise を使用する Linux
用の リザーブドインスタンス には適用されません。
• 料金範囲の割引は、AWS での購入にのみ適用されます。これは、サードパーティーの リザーブドイン
スタンス の購入には適用されません。
• 料金範囲割引は現在、コンバーティブルリザーブドインスタンス の購入には適用されません。
トピック
• リザーブドインスタンス 料金割引の計算 (p. 333)
• 割引範囲での購入 (p. 334)
• 購入料金範囲 (p. 334)
• 料金範囲の一括請求 (p. 334)

リザーブドインスタンス 料金割引の計算
リージョンのすべての リザーブドインスタンス の合計表示価格を計算することによって、アカウントの料
金範囲を決定できます。各予約の時間当たりの定期料金を期間の合計時間数に掛けて、購入時の割引され
ていない前払い料金 (固定料金とも呼ばれる) を加算します。表示価格は割引前料金 (一般料金) に基づいて
いるため、従量制割引の適用を受けた場合または リザーブドインスタンス を購入した後の値下げ分は反映
されません。
List value = fixed price + (undiscounted recurring hourly price * hours in term)

たとえば、1 年間の一部前払い t2.small リザーブドインスタンス の場合、前払い料金は 60.00 ドル、時
間料金は 0.007 ドルと仮定します。これにより、表示価格は 121.32 ドルとなります。
121.32 = 60.00 + (0.007 * 8760)

New console

Amazon EC2 コンソールを使用して リザーブドインスタンス の固定料金を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Reserved Instances] を選択します。

3.

前払い料金列を表示するには、右上隅にある設定アイコン (
オンにしてから [確認] をクリックします。

) をクリックし、[前払い料金] を

Old console

Amazon EC2 コンソールを使用して リザーブドインスタンス の固定料金を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Reserved Instances] を選択します。

3.

[前払い料金] 列を表示するには、右上隅にある設定アイコン (
オンにしてから [閉じる] をクリックします。
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リザーブドインスタンス の固定料金をコマンドラインを使用して表示するには
• describe-reserved-instances (AWS CLI)
• Get-EC2ReservedInstance (AWS Tools for Windows PowerShell)
• DescribeReservedInstances (Amazon EC2 API)

割引範囲での購入
リザーブドインスタンス を購入すると、割引料金範囲に該当する部分のリザーブドインスタンスに対
応する割引があれば、Amazon EC2 によって自動的に適用されます。特に何かを行う必要はなく、どの
Amazon EC2 ツールを使用しても リザーブドインスタンス を購入できます。詳細については、リザーブ
ドインスタンスの購入 (p. 334) を参照してください。
リージョンでのアクティブな リザーブドインスタンス の表示価格が割引料金範囲に該当した場合、その
リージョンでの リザーブドインスタンス は、以降、すべての購入が割引料金で課金されます。リージョン
の リザーブドインスタンス の 1 回の購入でしきい値を超える場合は、そのご購入分のうち、割引範囲の
しきい値を超える部分が割引になります。購入プロセス中に作成された一時的な リザーブドインスタンス
ID の詳細については「購入料金範囲 (p. 334)」を参照してください。
表示価格が割引範囲の金額を下回った場合は (一部の リザーブドインスタンス の有効期限が切れた場合な
ど)、以降、そのリージョンで購入される リザーブドインスタンス には割引が適用されません。ただし、
もともと割引料金範囲で購入された リザーブドインスタンス に対しては、引き続き割引が適用されます。
リザーブドインスタンス を購入すると、次の 4 つのいずれかの状況になります。
• 割引なし — 1 つのリージョンでのリザーブドインスタンスの購入が、まだ割引しきい値より下である。
• 一部割引 — 1 つのリージョンでのリザーブドインスタンスの購入により、最初の割引範囲のしきい値を
超える。割引なしが 1 つ以上の予約に適用され、割引料金が残りの予約に適用されます。
• 完全割引 — リージョン内の購入全体が 1 つの割引範囲に完全に含まれ、適切に割引されます。
• 2 つの割引料金 — 1 つのリージョンでのリザーブドインスタンスの購入が、下の割引範囲から上の割引
範囲まで及ぶ。2 つの異なる料金が課金されます。1 つ以上の予約により低い割引率が適用され、残り
の予約により高い割引率が適用されます。

購入料金範囲
割引料金範囲に到達した場合、その購入に対して複数のエントリが表示されます。通常の料金が課金され
る部分と、割引料金が適用されて課金される部分です。
リザーブドインスタンス サービスによって複数の リザーブドインスタンス ID が生成されます。これは、
割引が適用されない範囲と割引範囲、または複数の割引範囲に購入がまたがるためです。範囲内の予約の
セットにはそれぞれ ID があります。この結果、購入 CLI コマンドまたは API アクションによって返され
る ID は、新しい リザーブドインスタンス の実際の ID とは異なるものになります。

料金範囲の一括請求
一括請求アカウントはリージョン内のメンバーアカウントの表示価格を集計します。一括請求アカウント
のすべてのアクティブな リザーブドインスタンス の表示価格が割引料金範囲に達すると、以降 (その一括
請求アカウントの表示価格が割引価格範囲のしきい値を超えている限り)、一括請求アカウント内のアカウ
ントで購入された リザーブドインスタンス には割引が適用されます。詳細については、リザーブドインス
タンス および一括請求 (コンソリデーティッドビリング) (p. 332) を参照してください。

リザーブドインスタンスの購入
リザーブドインスタンス を購入するには、AWS とサードパーティー販売者からの リザーブドインスタン
ス 製品を、検索パラメータを調整しながら希望するものと完全に一致するものが見つかるまで検索しま
す。
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購入する リザーブドインスタンス を検索する際、提供タイプの費用の見積もりが表示されます。購入手続
きに進むと、AWS は自動的に購入価格に上限価格を指定します。リザーブドインスタンス の合計コスト
が、指定した金額を超えることはありません。
何らかの理由により料金が上がったり変更された場合、購入は完了しません。購入時に、選択した内容と
同じような内容で価格が安い製品があった場合、AWS はその製品をその安い価格で販売します。
購入を承認する前に、購入を検討している リザーブドインスタンス の詳細を点検して、すべてのパラ
メータが正しいことを確認してください。リザーブドインスタンス を購入した後は、 (販売者が Reserved
Instance Marketplace のサードパーティーであっても、AWS であったとしても) その購入をキャンセルす
ることはできません。

Note
購入後のリザーブドインスタンスを修正するには、IAM ユーザーアカウントに、アベイラビリ
ティーゾーンを記述する機能などの適切な許可が付与されていることを確認します。詳細につい
ては、「AWS CLI または AWS SDK で機能するサンプルポリシー」および「Amazon EC2 コン
ソールで機能するサンプルポリシー」を参照してください。
トピック
• プラットフォームの選択 (p. 335)
• 購入をキューに入れる (p. 336)
• スタンダード リザーブドインスタンス の購入 (p. 336)
• コンバーティブルリザーブドインスタンス の購入 (p. 339)
• Reserved Instance Marketplace からの購入 (p. 341)
• リザーブドインスタンス の表示 (p. 341)
• キューに入れた購入のキャンセル (p. 342)
• リザーブドインスタンス の更新 (p. 342)

プラットフォームの選択
Amazon EC2 は、次の Windows プラットフォームを リザーブドインスタンス でサポートしています。
• Windows
• Windows with SQL Server Standard
• Windows with SQL Server Web
• Windows with SQL Server Enterprise
リザーブドインスタンス を購入する際、インスタンスのオペレーティングシステムを表すプラットフォー
ムに対するサービスを選択する必要があります。
• Windows with SQL Standard、Windows with SQL Server Enterprise、および Windows with SQL Server
Web の場合は、それら固有のプラットフォームに対するサービスを選択する必要があります。
• その他のすべての Windows バージョンの場合は、Windows プラットフォームに対するサービスを選択
します。

Important
AWS Marketplace AMI から作成されたオンデマンドインスタンスに適用するための、リザーブド
インスタンスを購入する予定がある場合は、まず AMI の PlatformDetails フィールドを確認
します。PlatformDetails フィールドには、どのリザーブドインスタンスを購入するかが示さ
れます。AMI のプラットフォームの詳細とリザーブドインスタンスのプラットフォームが一致し
ている必要があります。一致していない場合、リザーブドインスタンスはオンデマンドインスタ
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ンスに適用されません。AMI のプラットフォームの詳細を表示する方法については、「AMI の請
求情報について (p. 185)」を参照してください。
Linux でサポートされているプラットフォームについては、『Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイド』の「プラットフォームの選択」を参照してください。

購入をキューに入れる
デフォルトでは、リザーブドインスタンス を購入すると、すぐに購入が行われます。別の方法として、将
来の日時の購入予約をキューに入れることができます。例えば、既存の リザーブドインスタンス が期限切
れになる頃の購入予約をキューに入れることができます。これにより、サービスを切れ目なく利用できま
す。
リザーブドインスタンス の購入予約をキューに入れる場合、リージョンは指定できますが、ゾーンを指
定した リザーブドインスタンス の購入予約や、他の販売者からの リザーブドインスタンス の購入予約を
行うことはできません。購入予約は 3 年先までキューに入れることができます。予約した日時に、デフォ
ルトの支払い方法を使用して購入が実行されます。支払いが正常に行われると、支払い特典が適用されま
す。
キューに入れた購入予約は Amazon EC2 コンソールで確認できます。キューに入れた購入予約のステータ
スは [queued] になります。キューに入れた購入予約は、予約日の前にいつでもキャンセルできます。詳細
については、「キューに入れた購入のキャンセル (p. 342)」を参照してください。

スタンダード リザーブドインスタンス の購入
スタンダード リザーブドインスタンス を特定のアベイラビリティーゾーンで購入し、キャパシティーの予
約ができます。または、キャパシティの予約を見送り、リージョンのスタンダード リザーブドインスタン
ス を購入することもできます。
New console

コンソールを使用してスタンダードリザーブドインスタンスを購入するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [リザーブドインスタンス] を選択し、[リザーブドインスタンス の購入]
を選択します。

3.

[提供クラス] で [標準] を選択し、標準 リザーブドインスタンス を表示します。

4.

キャパシティーの予約を購入するには、購入画面の右上で、 [キャパシティ予約のある提供タイプ
のみ表示] をオンにします。この設定をオンにすると、[アベイラビリティーゾーン] フィールドが
表示されます。
リージョンの リザーブドインスタンス を購入するには、この設定をオフにします。この設定をオ
フにすると、[アベイラビリティーゾーン] フィールドが消えます。

5.

必要に応じて他の設定を選択してから、[検索] をクリックします。

6.

購入する リザーブドインスタンス ごとに、希望する数量を入力して、[カートに入れる] を選択し
ます。
Reserved Instance Marketplace からスタンダードリザーブドインスタンスを購入するには、検索
結果の [販売者] 列から、[サードパーティ] を見つけます。[期間] 列には標準以外の期間が表示さ
れます。詳細については、Reserved Instance Marketplace からの購入 (p. 341) を参照してくだ
さい。

7.

選択した リザーブドインスタンス の概要を確認するには、[カートを見る] を選択します。

8.

[注文日] が [ Now (今すぐ注文)] になっている場合は、[すべて注文] をクリックすれば即時購入が
完了します。購入予約をキューに入れるには、[Now] を選択して日付を選択します。カート内の
有効なサービスごとに別の日付を選択できます。購入は、選択した日付の 00:00 UTC までキュー
に入れられます。
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9.

注文を確定するには、[すべて注文] をクリックします。
注文時に、選択したインスタンスと同等でより安価なインスタンスがある場合、AWS はより安価
なインスタンスを販売します。

10. [閉じる] を選択します。
注文のステータスは [State] 列に表示されます。注文が確定されると、[State] の値が [Paymentpending] から [Active] に変わります。リザーブドインスタンス が Active となっていれば、
使用準備が完了しています｡

Note
ステータスが Retired になると、AWS は支払いを受領していない場合があります。
Old console

コンソールを使用してスタンダードリザーブドインスタンス を購入するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [リザーブドインスタンス] を選択し、[リザーブドインスタンス の購入]
を選択します。

3.

[提供クラス] で [標準] を選択し、標準 リザーブドインスタンス を表示します。

4.

キャパシティーの予約を購入するには、購入画面の右上で [Only show offerings that reserve
capacity] を選択します。リージョン リザーブドインスタンス を購入するには、チェックボック
スを選択しないままにします。

5.

必要に応じて他の設定を選択してから、[Search] を選択します。
Reserved Instance Marketplace からスタンダードリザーブドインスタンスを購入するには、検索
結果の [販売者] 列から [サードパーティ] を見つけます。[期間] 列には標準以外の期間が表示され
ます。

6.

購入する リザーブドインスタンス ごとに、数量を入力して、[カートに入れる] を選択します。

7.

選択した リザーブドインスタンス の概要を確認するには、[カートを見る] を選択します。

8.

[Order On (注文日)] が [Now] の場合は、購入が即座に実行されます。購入予約をキューに入れる
には、[Now] を選択して日付を選択します。カート内の有効なサービスごとに別の日付を選択で
きます。購入は、選択した日付の 00:00 UTC までキューに入れられます。

9.

注文を確定するには、[Order (注文)] を選択します。
注文時に、選択したインスタンスと同等でより安価なインスタンスがある場合、AWS はより安価
なインスタンスを販売します。

10. [閉じる] を選択します。
注文のステータスは [State] 列に表示されます。注文が確定されると、[State] の値が [paymentpending] から [active] に変わります。リザーブドインスタンス が active となっていれば、
使用準備が完了しています｡

Note
ステータスが retired になると、AWS は支払いを受領していない場合があります。

AWS CLI を使用してスタンダードリザーブドインスタンス を購入するには
1.

describe-reserved-instances-offerings コマンドを使用して、利用できる リザーブドインスタンス を
見つけます。スタンダード リザーブドインスタンス のみを返すには、standard を --offering337

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
Reserved Instances

class パラメータに指定します。追加のパラメータを適用して、結果を絞り込むことができます。た
とえば、t2.large のデフォルトテナンシーのリージョナル Linux/UNIX リザーブドインスタンス
を 1 年間の期間だけで購入するには:
aws ec2 describe-reserved-instances-offerings \
--instance-type t2.large \
--offering-class standard \
--product-description "Linux/UNIX" \
--instance-tenancy default \
--filters Name=duration,Values=31536000 Name=scope,Values=Region

Reserved Instance Marketplace からのみの リザーブドインスタンス を探すには、marketplace
フィルターを使用します。期間が 1 年間 あるいは 3 年間より短い場合があるため、リクエストに期間
は指定しません。
aws ec2 describe-reserved-instances-offerings \
--instance-type t2.large \
--offering-class standard \
--product-description "Linux/UNIX" \
--instance-tenancy default \
--filters Name=marketplace,Values=true

ニーズに合う リザーブドインスタンス が見つかったら、提供 ID を書き留めます。例:
"ReservedInstancesOfferingId": "bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2"

2.

purchase-reserved-instances-offering コマンドを使用して、リザーブドインスタンス を購入します。
前のステップで取得した リザーブドインスタンス 提供 ID を指定し、予約するインスタンスの数を指
定する必要があります。
aws ec2 purchase-reserved-instances-offering \
--reserved-instances-offering-id bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2 \
--instance-count 1

デフォルトでは、購入は即座に実行されます。別の方法として、購入予約をキューに入れるには、次
のパラメータを前の呼び出しに追加します。
--purchase-time "2020-12-01T00:00:00Z"

3.

describe-reserved-instances コマンドを使用して、リザーブドインスタンス を購入します。
aws ec2 describe-reserved-instances

または、以下の AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。
• Get-EC2ReservedInstancesOffering
• New-EC2ReservedInstance
• Get-EC2ReservedInstance
購入の完了後、リザーブドインスタンス の仕様と一致するインスタンスをすでに実行している場合は、支
払い特典が即座に適用されます。インスタンスを再起動する必要はありません。適切な実行中のインスタ
ンスが存在しない場合、インスタンスを起動して、リザーブドインスタンス に指定した条件と一致してい
ることを確認します。詳細については、お使いの リザーブドインスタンス の使用 (p. 330) を参照してく
ださい。
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実行しているインスタンスにどのように リザーブドインスタンス が適用されるかについての例は、「リ
ザーブドインスタンス がどのように適用されるか (p. 323)」を参照します。

コンバーティブルリザーブドインスタンス の購入
コンバーティブルリザーブドインスタンス を特定のアベイラビリティーゾーンで購入し、キャパシティー
の予約ができます。または、キャパシティの予約を見送り、リージョン コンバーティブルリザーブドイン
スタンス を購入することもできます。
New console

コンソールを使用して コンバーティブルリザーブドインスタンス を購入するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [リザーブドインスタンス] を選択し、[リザーブドインスタンス の購入]
を選択します。

3.

[提供クラス] で [コンバーティブル] を選択し、コンバーティブルリザーブドインスタンス を表示
します。

4.

キャパシティーの予約を購入するには、購入画面の右上で、 [キャパシティ予約のある提供タイプ
のみ表示] をオンにします。この設定をオンにすると、[アベイラビリティーゾーン] フィールドが
表示されます。
リージョンの リザーブドインスタンス を購入するには、この設定をオフにします。この設定をオ
フにすると、[アベイラビリティーゾーン] フィールドが消えます。

5.

必要に応じて他の設定を選択してから、[Search] を選択します。

6.

購入する コンバーティブルリザーブドインスタンス ごとに数量を入力して、[カートに入れる] を
選択します。

7.

選択内容の概要を表示するには、[カートを見る] を選択します。

8.

[注文日] が [ Now (今すぐ注文)] になっている場合は、[すべて注文] をクリックすれば即時購入が
完了します。購入予約をキューに入れるには、[Now] を選択して日付を選択します。カート内の
有効なサービスごとに別の日付を選択できます。購入は、選択した日付の 00:00 UTC までキュー
に入れられます。

9.

注文を確定するには、[すべて注文] をクリックします。
注文時に、選択したインスタンスと同等でより安価なインスタンスがある場合、AWS はより安価
なインスタンスを販売します。

10. [閉じる] を選択します。
注文のステータスは [State] 列に表示されます。注文が確定されると、[State] の値が [Paymentpending] から [Active] に変わります。リザーブドインスタンス が Active となっていれば、
使用準備が完了しています｡

Note
ステータスが Retired になると、AWS は支払いを受領していない場合があります。
Old console

コンソールを使用して コンバーティブルリザーブドインスタンス を購入するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [リザーブドインスタンス] を選択し、[リザーブドインスタンス の購入]
を選択します。

3.

[提供クラス] で [コンバーティブル] を選択し、コンバーティブルリザーブドインスタンス を表示
します。
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4.

キャパシティーの予約を購入するには、購入画面の右上で [Only show offerings that reserve
capacity] を選択します。リージョン リザーブドインスタンス を購入するには、チェックボック
スを選択しないままにします。

5.

必要に応じて他の設定を選択してから、[Search] を選択します。

6.

購入する コンバーティブルリザーブドインスタンス ごとに、数量を入力して、[カートに入れる]
を選択します。

7.

選択内容の概要を表示するには、[カートを見る] を選択します。

8.

[Order On (注文日)] が [Now] の場合は、購入が即座に実行されます。購入予約をキューに入れる
には、[Now] を選択して日付を選択します。カート内の有効なサービスごとに別の日付を選択で
きます。購入は、選択した日付の 00:00 UTC までキューに入れられます。

9.

注文を確定するには、[Order (注文)] を選択します。
注文時に、選択したインスタンスと同等でより安価なインスタンスがある場合、AWS はより安価
なインスタンスを販売します。

10. [閉じる] を選択します。
注文のステータスは [State] 列に表示されます。注文が確定されると、[State] の値が [paymentpending] から [active] に変わります。リザーブドインスタンス が active となっていれば、
使用準備が完了しています｡

Note
ステータスが retired になると、AWS は支払いを受領していない場合があります。

AWS CLI を使用して コンバーティブルリザーブドインスタンス を購入するには
1.

describe-reserved-instances-offerings コマンドを使用して、利用できる リザーブドインスタンス
を見つけます。コンバーティブルリザーブドインスタンス だけを返すには、convertible を -offering-class パラメータに指定します。追加のパラメータを適用して結果を絞り込むことがで
きます。たとえば、t2.large のデフォルトテナンシーのリージョナル Linux/UNIX リザーブドイ
ンスタンス を購入するには:
aws ec2 describe-reserved-instances-offerings \
--instance-type t2.large \
--offering-class convertible \
--product-description "Linux/UNIX" \
--instance-tenancy default \
--filters Name=scope,Values=Region

ニーズに合う リザーブドインスタンス が見つかったら、提供 ID を書き留めます。例:
"ReservedInstancesOfferingId": "bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2"

2.

purchase-reserved-instances-offering コマンドを使用して、リザーブドインスタンス を購入します。
前のステップで取得した リザーブドインスタンス 提供 ID を指定し、予約するインスタンスの数を指
定する必要があります。
aws ec2 purchase-reserved-instances-offering \
--reserved-instances-offering-id bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2 \
--instance-count 1

デフォルトでは、購入は即座に実行されます。別の方法として、購入予約をキューに入れるには、次
のパラメータを前の呼び出しに追加します。
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--purchase-time "2020-12-01T00:00:00Z"

3.

describe-reserved-instances コマンドを使用して、リザーブドインスタンス を購入します。
aws ec2 describe-reserved-instances

または、以下の AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。
• Get-EC2ReservedInstancesOffering
• New-EC2ReservedInstance
• Get-EC2ReservedInstance
リザーブドインスタンス の仕様と一致するインスタンスをすでに実行している場合、料金上の利点は即時
適用されます。インスタンスを再起動する必要はありません。適切な実行中のインスタンスが存在しない
場合、インスタンスを起動して、リザーブドインスタンス に指定した条件と一致していることを確認しま
す。詳細については、お使いの リザーブドインスタンス の使用 (p. 330) を参照してください。
実行しているインスタンスにどのように リザーブドインスタンス が適用されるかについての例は、「リ
ザーブドインスタンス がどのように適用されるか (p. 323)」を参照します。

Reserved Instance Marketplace からの購入
Reserved Instance Marketplace から、サードパーティーの販売者が所有しており、必要がなくなったリ
ザーブドインスタンスを購入できます。これを行うには、Amazon EC2 コンソールまたはコマンドライ
ンツールを使用します。このプロセスは、AWS から リザーブドインスタンス を購入する場合と似ていま
す。詳細については、スタンダード リザーブドインスタンス の購入 (p. 336) を参照してください。
Reserved Instance Marketplace で購入したリザーブドインスタンスと、AWS から直接購入したリザーブ
ドインスタンスとの間には、以下のような違いがあります。
• 期間 – サードパーティー販売者から購入した リザーブドインスタンス は、残り期間が完全な標準期間よ
りも短くなります。AWS の完全な標準期間は 1 年または 3 年間です。
• 前払い料金 – サードパーティーの リザーブドインスタンス は、さまざまな前払い料金で販売されます。
使用に対して、または定期的に支払う料金は、リザーブドインスタンスを最初に AWS から購入した際
に設定された料金と同じ金額です。
• リザーブドインスタンスのタイプ – Reserved Instance Marketplace から購入できるのは、Amazon EC2
スタンダードリザーブドインスタンスのみです。コンバーティブルリザーブドインスタンス、Amazon
RDS、および Amazon ElastiCache のリザーブドインスタンスは、Reserved Instance Marketplace では
購入できません。
お客様に関する基本情報 (郵便番号や国情報など) は、販売者と共有されます。
この情報を使用して、販売者は、国に支払う必要な取引税 (売上税や付加価値税など) を計算し、支払いレ
ポートとして提示します。まれに、AWS が販売者に E メールアドレスを提供する必要がある場合があり
ます。これは、販売者が、販売に関する質問があり、それに関して連絡できるようにするためです (たと
えば税務上の質問など)。
同様の理由で、AWS は購入者の請求書に販売者の正式名を記載します。税金または関連する理由で販売者
の情報が必要な場合は、AWS Support までお問い合わせください。

リザーブドインスタンス の表示
Amazon EC2 コンソールあるいはコマンドラインツールを使用して、購入した リザーブドインスタンス
を表示できます。
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リザーブドインスタンス をコンソールで表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Reserved Instances] を選択します。

3.

キューに登録された、アクティブな、およびリタイア済みの リザーブドインスタンス が一覧表示され
ます。[状態] 列には状態が表示されます。

4.

Reserved Instance Marketplace 内の販売者に対しては、Reserved Instance Marketplace (p. 343)に
一覧表示されている予約の状態が、[出品] タブに表示されます。詳細については、リザーブドインス
タンス の出品状態 (p. 347) を参照してください。

コマンドラインを使用して リザーブドインスタンス を表示するには
• describe-reserved-instances (AWS CLI)
• Get-EC2ReservedInstance (Tools for Windows PowerShell)

キューに入れた購入のキャンセル
購入予約は 3 年先までキューに入れることができます。キューに入れた購入予約は、予約日の前にいつで
もキャンセルできます。
New console

キューに入れた購入をキャンセルするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Reserved Instances] を選択します。

3.

1 つまたは複数の リザーブドインスタンス を選択します。

4.

[アクション]、[キュー入りリザーブドインスタンスの削除] の順にクリックします。

5.

確認を求められたら、[削除] をクリックし、次に [閉じる] をクリックします。

Old console

キューに入れた購入をキャンセルするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Reserved Instances] を選択します。

3.

1 つまたは複数の リザーブドインスタンス を選択します。

4.

[アクション]、[キュー入りリザーブドインスタンスの削除] の順に選択します。

5.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Yes, Delete] を選択します。

コマンドラインを使用してキューに入れた購入予約をキャンセルするには
• delete-queued-reserved-instances (AWS CLI)
• Remove-EC2QueuedReservedInstance (Tools for Windows PowerShell)

リザーブドインスタンス の更新
リザーブドインスタンス は有効期限が切れる前に更新できます。リザーブドインスタンス を更新すると、
現在の リザーブドインスタンス が期限切れになるまで、同じ設定の リザーブドインスタンス の購入予約
がキューに入れられます。
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New console

キューに入れた購入予約を使用してリザーブドインスタンスを更新するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Reserved Instances] を選択します。

3.

更新するリザーブドインスタンスを選択します。

4.

[Actions (アクション)]、[Renew Reserved Instances (リザーブドインスタンスの更新)] の順に選
択します。

5.

注文を確定するには、[すべて注文]、[閉じる] の順にクリックします。

Old console

キューに入れた購入予約を使用してリザーブドインスタンスを更新するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Reserved Instances] を選択します。

3.

更新するリザーブドインスタンスを選択します。

4.

[Actions (アクション)]、[Renew Reserved Instances (リザーブドインスタンスの更新)] の順に選
択します。

5.

注文を確定するには、[Order (注文)] を選択します。

Reserved Instance Marketplace での販売
Reserved Instance Marketplace は、サードパーティーや AWS のお客様が所有していながら使用していな
いスタンダードリザーブドインスタンスを、さまざまな期間と料金のオプションで販売できるようにする
プラットフォームです。たとえば、新しい AWS リージョンにインスタンスを移動した後や、新しいイン
スタンスタイプに変更した場合、また、期間が終了する前にプロジェクトが終了した場合や、ビジネスの
ニーズが変化した場合、そして不要なキャパシティーがある場合などに、 リザーブドインスタンスを販売
することが考えられます。
リザーブドインスタンスは、Reserved Instance Marketplace への出品直後から、購入希望者に表示されま
す。すべての リザーブドインスタンス は、残り期間や時間料金別にグループ化されます。
AWS は購入者の希望を満たすため、指定されたグループで最も前払い料金が低いリザーブドインスタンス
を最初に販売します。次に AWS は、購入者の注文全体が満たされるまで、料金が低い順にリザーブドイ
ンスタンスを販売します。AWS はその後、トランザクションを処理しリザーブドインスタンスの所有権を
購入者に移転します。
出品した リザーブドインスタンス は、売れるまでお客様の所有です。販売後は、予約済みのキャパシ
ティーと割引使用料金は使用できません。インスタンスの使用が継続している間、AWS はリザーブドイン
スタンスが販売された時間から起算したオンデマンド料金を課金します。
Reserved Instance Marketplace で、使用していないリザーブドインスタンスを販売するには、特定の要件
基準を満たしている必要があります。
Reserved Instance Marketplace でのリザーブドインスタンスの購入の詳細については、「Reserved
Instance Marketplace からの購入 (p. 341)」を参照してください。
コンテンツ
• 制約と制限 (p. 344)
• 販売者として登録する (p. 344)
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• 支払い用の銀行口座 (p. 345)
• 税金情報 (p. 345)
• リザーブドインスタンス 料金設定 (p. 346)
• リザーブドインスタンス のリスト (p. 346)
• リザーブドインスタンス の出品状態 (p. 347)
• 出品のライフサイクル (p. 348)
• リザーブドインスタンス が売却された後 (p. 348)
• 支払いを受け取る (p. 349)
• 購入者と共有する情報 (p. 349)

制約と制限
使用していないリザーブドインスタンスを販売できるようになる前に、Reserved Instance Marketplace
に、自分を販売者として登録する必要があります。詳細については、販売者として登録する (p. 344) を
参照してください。
リザーブドインスタンス の販売時に次の制約と制限が適用されます:
• Reserved Instance Marketplace で販売可能なのは、Amazon EC2 スタンダードリザーブドインスタンス
のみです。Amazon EC2 コンバーティブルリザーブドインスタンスは販売できません。他の AWS サー
ビス (Amazon RDS や Amazon ElastiCache など) 向けのリザーブドインスタンスは販売できません。
• スタンダード リザーブドインスタンス の有効期間が 1 か月以上残っている必要があります。
• デフォルトで無効になっているリージョンでは、スタンダード リザーブドインスタンス は販売できませ
ん。
• Reserved Instance Marketplace で許容される最低販売価格は、0.00 USD です。
• 前払いなし、一部前払い、または全額前払いのリザーブドインスタンスは、アカウント内で 30 日間以
上アクティブになっている限り、リザーブドインスタンス Marketplace で販売できます。さらに、リ
ザーブドインスタンスに前払いがある場合は、AWS が前払い料金を受領した後にのみ販売できます。
• Reserved Instance Marketplace に表示された出品内容は、直接変更することはできません。ただし、最
初に出品をキャンセルしてから、新しいパラメータで別の出品を作成することはできます。詳細につい
ては、リザーブドインスタンス 料金設定 (p. 346) を参照してください。出品する前に リザーブドイン
スタンス を変更することもできます。詳細については、リザーブドインスタンス の変更 (p. 349) を参
照してください。
• リージョンレベルのリザーブドインスタンスをコンソールを介して販売することはできません。リー
ジョンレベルのリザーブドインスタンスを Marketplace に出品するには、まずスコープをゾーンレベル
に変更する必要があります。
• AWS は、Reserved Instance Marketplace で販売するスタンダードリザーブドインスタンスごとに、前
払料金の総額の 12% をサービス料として課金します。前払い価格は、販売者がスタンダード リザーブ
ドインスタンス に課金する価格です。
• 販売者として登録する場合、指定する銀行には米国の住所が必要です。詳細については、AWS
Marketplace 販売者ガイドの「有料製品の販売者の追加要件」を参照してください。
• Amazon Internet Services Private Limited (AISPL) のお客様は、米国の銀行口座をお持ちの場合で
も、Reserved Instance Marketplace でリザーブドインスタンスを販売することはできません。詳細につ
いては、AWS アカウントと AISPL アカウントの違いは何ですか?をご参照ください。

販売者として登録する
Note
アカウントを販売者として登録できるのは、AWS アカウントルートユーザーのみです。
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Reserved Instance Marketplace で販売するには、最初に自分を販売者として登録する必要がありますま
す。登録時には以下の情報を指定します。
• 銀行情報 – AWS は、予約の販売時に集金された金額をお支払いするために、お客様の銀行情報を必要
とします。住所が米国内の銀行でなければなりません。詳細については、支払い用の銀行口座 (p. 345)
を参照してください。
• 税金情報 — 必要な税金報告義務を判断するために、販売者は必ず、税金情報の質問に回答する必要があ
ります。詳細については、税金情報 (p. 345) を参照してください。
記入された販売者登録が AWS に受領されると、登録を確認する電子メールが送信され、Reserved
Instance Marketplace での販売を開始できることが伝えられます。

支払い用の銀行口座
AWS は、リザーブドインスタンスの販売時に集金された金額をお支払いするために、お客様の銀行情報を
必要とします。住所が米国内の銀行でなければなりません。詳細については、AWS Marketplace 販売者ガ
イドの「有料製品の販売者の追加要件」を参照してください。

支払い用のデフォルトの銀行口座を登録するには
1.
2.

[Reserved Instance Marketplace 販売者登録] ページを開き、AWS の認証情報を使用してサインイン
します。
[Manage Bank Account] ページで、支払いを受け取る銀行に関する以下の情報を提供します。
• 銀行口座の名義
• 支店コード
• アカウント番号
• 銀行口座の種類

Note
法人の銀行口座を使用する場合は、口座に関する情報を FAX (1-206-765-3424) で送信するよ
うに指示されます。
登録後、指定された銀行口座がデフォルトとして設定され、銀行の確認待ちとなります。新しい銀行口座
を確認するには、最長で 2 週間かかります。この間は支払金を受け取ることができません。確立済みの口
座の場合、支払い完了まで通常およそ 2 日かかります。

支払い用のデフォルトの銀行口座を変更するには
1.

[Reserved Instance Marketplace 販売者登録] ページで、登録時に使用したアカウントでサインインし
ます。

2.

[Manage Bank Account] ページで、必要に応じて新規口座のアカウントを追加するか、デフォルトの
銀行口座を変更します。

税金情報
リザーブドインスタンス の販売には、取引関連の税金 (消費税または付加価値税など) がかかることがあり
ます。取引関連の税金が適用されるかどうかについては、税務部、法務部、財務部、または経理部に確認
する必要があります。お客様は、取引関連の税金を収集し、該当する税務署に納める役割を担います。
販売者登録手続きの一環として、「販売者登録ポータル」の Tax Interview を完了させる必要があります。
このインタビューでは、税金情報を収集し、IRS フォーム W-9、W-8BEN、または W-8BEN-E に入力しま
す。このフォームは、必要な税金報告義務を明確にするために使用されます。
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Tax Interview の一環として入力する税金情報は、個人または法人であるか、また、米国人または非米国人
(米国企業または非米国企業) かによって異なる場合があります。Tax interview の記入を行う際は、次に注
意してください。
• AWS が提供する情報 (このトピックの情報を含む) は、税金、法律、またはその他の専門的なアドバイ
スではありません。IRS のレポート要件がビジネスに及ぼす影響について知りたい場合、またはご質問
がある場合は、税金、法律、またはその他の専門家にお問い合わせください。
• IRS のレポート要件をできるだけ効率的に満たすには、Tax interview の中で要求されたすべての質問に
答え、情報を入力します。
• 答えを確認します。綴りを間違ったり、誤った税金識別番号を入力したりしないようにします。これら
のミスがあると、誤った税金フォームが生成されます。
税金に関する質問の回答と IRS 報告書のしきい値に基づいて、Amazon は Form 1099-K を提出する場合
があります。 Amazon は、お客様の納税金額がしきい値レベルに達した年の翌年の 1 月 31 日までに、
フォーム 1099-K のコピーを郵送します。例えば、税金口座が 2018 年にしきい値に達した場合は、2019
年の 1 月 31 日までにフォーム 1099-K が郵送されます。
IRS の要件とフォーム 1099-K の詳細については、「IRS」のウェブサイトを参照してください。

リザーブドインスタンス 料金設定
販売する リザーブドインスタンス に指定できるのは前払い料金のみです。前払い料金は、購入者が リ
ザーブドインスタンス を購入する際に支払う一括払いの料金です。
以下は留意すべき重要な制限です。
• 最高販売額は 50,000 USD (リザーブドインスタンス) です。この制限を引き上げるには、EC2 リザーブ
ドインスタンス 販売 フォームに入力します。
• 最高販売額は 5,000 (リザーブドインスタンス) です。この制限を引き上げるには、EC2 リザーブドイン
スタンス 販売 フォームに入力します。
• 最低価格は 0 USD です。Reserved Instance Marketplace で許容される最低販売価格は、0.00 USD で
す。
出品内容を直接変更することはできません。ただし、最初に出品をキャンセルしてから、新しいパラメー
タで別の出品を作成することはできます。
出品は、active 状態であれば、いつでもキャンセルできます。既にマッチングされていたり、販売処理
が行われている出品はキャンセルできません。出品したインスタンスの一部がマッチングされている場合
にその出品をキャンセルすると、マッチングされていない残りのインスタンスが出品から削除されます。
リザーブドインスタンス の価値は時間の経過に伴い低下するため、AWS ではデフォルトで、1 か月ごと
に同じ割合で低下するような価格設定を行っています。ただし、予約を販売する時期に基づいて、異なる
前払い価格を設定できます。
例えば、リザーブドインスタンス の残りの期間が 9 か月の場合、顧客が残り 9 か月の リザーブドインス
タンス を購入する場合、受領する額を指定できます。残りが 5 か月である別の価格を設定し、さらに残り
が 1 か月の別の価格を設定することができます。

リザーブドインスタンス のリスト
登録済みの販売者の場合、販売する リザーブドインスタンス を 1 つまたは複数選択できます。1 件のリス
トにすべてまとめて販売することも、個別に販売することもできます。さらに、インスタンスタイプ、プ
ラットフォーム、スコープのすべての設定で リザーブドインスタンス を出品できます。
コンソールによって、提示価格が決定します。お客様の リザーブドインスタンス に一致するサービスを確
認し、最低価格のサービスに合わせます。それ以外の場合、残り時間の リザーブドインスタンス のコスト
に基づいて提示価格を計算します。計算後の値が 1.01 USD 未満の場合、提示価格は 1.01 USD です。
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出品をキャンセルする場合、その一部が既に売れているとき、売却済みの部分についてのキャンセルは無
効です。出品されたうち、まだ売れていない部分のみが Reserved Instance Marketplace から削除されま
す。

AWS Management Console を使用して、Reserved Instance Marketplace に、リザーブドインス
タンスを出品するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Reserved Instances] を選択します。

3.

出品する リザーブドインスタンス を選択し、[Actions (アクション)]、[リザーブドインスタンス の出
品] の順に選択します。

4.

[Configure Your リザーブドインスタンス Listing (リザーブドインスタンス出品の設定)] ページ
で、販売するインスタンス数および残り期間に対する前払い価格を該当列に設定します。[Months
Remaining] 列の隣にある矢印を選択して、残りの有効期間における予約の価値の変化状況を確認しま
す。

5.

上級ユーザーが価格をカスタマイズする場合は、今後の月に異なる価格を入力できます。デフォルト
の直線形の価格減少に戻すには、[Reset] を選択します。

6.

出品の設定が終了したら、[Continue] を選択します。

7.

[Confirm Your リザーブドインスタンス Listing (リザーブドインスタンス出品の確認)] ページに表示さ
れた出品詳細を確認し、問題がなければ [List Reserved Instance (リザーブドインスタンスの出品)] を
選択します。

出品したインスタンスをコンソールで表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Reserved Instances] を選択します。

3.

出品した リザーブドインスタンス を選択し、ページ下部にある [My Listings (自分の出品)] タブを選択
します。

AWS CLI を使用して、Reserved Instance Marketplace 内のリザーブドインスタンスを管理するに
は
1.

describe-reserved-instances コマンドを使用して、リザーブドインスタンス の一覧を取得します。

2.

出品する リザーブドインスタンス の ID を書き留めて、create-reserved-instances-listing を呼び出し
ます。リザーブドインスタンス の ID、インスタンスの数、価格体系を指定する必要があります。

3.

ユーザーの出品を表示するには、describe-reserved-instances-listings コマンドを使用します。

4.

出品をキャンセルするには、cancel-reserved-instances-listings コマンドを使用します。

リザーブドインスタンス の出品状態
リザーブドインスタンス ページの [出品] タブの [出品状態] には、出品の現在状況が表示されます。
[出品状態] には、Reserved Instance Marketplace へのお客様の出品に関する情報が表示されます。これ
は、[リザーブドインスタンス] ページの [State] 列に表示される状態情報とは異なります。この [State] 情
報は、お客様の予約に関するものです。
• [アクティブ] — 購入できます。
• [キャンセル済み] – 出品がキャンセルされ、Reserved Instance Marketplace での購入ができません。
• [closed (クローズ)] — リザーブドインスタンス は出品されていません。リザーブドインスタンス は、出
品が完了したため [closed] になっている可能性があります。
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出品のライフサイクル
出品したすべてのインスタンスがマッチングされて売れると、[My Listings] タブに表示される [Total
instance count] が [Sold] の下に表示された数と同じになります。出品で残っている [Available] インスタン
スがなくなり、[Status] が [closed] になります。
出品の一部だけが売却された場合、AWS では、出品されている リザーブドインスタンス を取り下げ、売
却されなかった残りの リザーブドインスタンスと同数のリザーブドインスタンス を作成します。したがっ
て、出品 ID とその ID の出品は、販売中の予約が少なくなっていますがアクティブのままです。
この出品内の リザーブドインスタンス の売却は今後、この方法で行われます。出品されたすべての リ
ザーブドインスタンス が売却されると、AWS はその出品を closed としてマークします。
たとえば、出品数が 5 の リザーブドインスタンス ID 5ec28771-05ff-4b9b-aa31-9e57dexample の出品を
作成するとします。
コンソールの [Reserved Instance ] ページの [My Listings] タブに、次のように出品が表示されます。
リザーブドインスタンス の出品 ID 5ec28771-05ff-4b9b-aa31-9e57dexample
• Total reservation count = 5
• Sold = 0
• Available = 5
• Status = active
購入者が 2 つの予約を購入すると、3 つの予約が販売用に残ります。一部分が売れたため、AWS では引き
続き販売される残りの予約に相当する、3 つの新しい予約が作成されます。
お客様の出品は、[My Listings (自分の出品)] タブで次のように表示されます。
リザーブドインスタンス の出品 ID 5ec28771-05ff-4b9b-aa31-9e57dexample
• Total reservation count = 5
• Sold = 2
• Available = 3
• Status = active
出品をキャンセルする場合、その一部が既に売れているとき、売却済みの部分についてのキャンセルは無
効です。出品されたうち、まだ売れていない部分のみがリザーブドインスタンス Marketplace から削除さ
れます。

リザーブドインスタンス が売却された後
自分のリザーブドインスタンス が売却されると、AWS から E メールの通知が届きます。何らかのアク
ティビティがあった日ごとに、毎日のすべてのアクティビティをキャプチャした 1 通の E メール通知が送
信されます。アクティビティには、出品の作成または販売や、AWS によるアカウントへの資金の送金など
があります。

コンソールで リザーブドインスタンス の出品の状態を追跡するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションページで、[リザーブドインスタンス] を選択します。

3.

[My Listings (自分の出品)] タブを選択します。
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[My Listings] タブには、[Listing State] の値が含まれています。また、期間、出品価格、および出品さ
れているインスタンスの中で使用可能、売却済み、およびキャンセルされたものがいくつあるかの詳
細といった情報が示されます。
また、describe-reserved-instances-listings コマンドを適切なフィルタで使用することで、リザーブドイン
スタンスの出品に関する情報を取得できます。

支払いを受け取る
AWS が購入者からの支払い金を受領するとすぐに、販売された リザーブドインスタンス に登録されてい
る所有者アカウントの E メールアドレスに、メッセージが送信されます。
AWS は指定された銀行口座に、自動決済機関 (ACH) の電子送金を送信します。通常、この送金は、リ
ザーブドインスタンス の売却後 1～3 日の間に行われます。支払いは、1 日に 1 回行われます。送金が行
われると、支払い報告がメールで届きます。AWS が銀行からの検証結果を受領するまで、支払い金を受け
取れないことに注意してください。これには最大 2 週間かかることがあります。
販売した リザーブドインスタンス は、ユーザーの リザーブドインスタンス の詳細に引き続き表示されま
す。
販売者は、リザーブドインスタンスに対する現金の支払いを、振込によって直接各自の銀行口座で受け取
ります。 AWSは、Reserved Instance Marketplace で販売するリザーブドインスタンスごとに、前払い料
金の総額の 12% をサービス料として課金します。

購入者と共有する情報
Reserved Instance Marketplace で販売する場合、AWS は米国の規制に従って、お客様の正式な会社名を
購入者向けのステートメントに表示します。さらに、請求書またはその他の税金関連の理由で、購入者
から販売者に連絡したいとの要望が AWS Support にあった場合、購入者から販売者に直接連絡できるよ
う、AWS は必要に応じて販売者の E メールアドレスを購入者に提供する場合があります。
同様の理由で、販売者には購入者の郵便番号および国情報が支払いレポートによって提供されます。販売
者として、この情報を、国に支払わなければならない取引税（売上税や付加価値税など）に添付する必要
がある場合があります。
AWS は税金に関する助言を行うことはできませんが、お客様が追加情報を必要としているとお客様の税務
専門家が判断した場合は、AWS Support にお問い合わせください。

リザーブドインスタンス の変更
ニーズが変化したときは、スタンダードまたは コンバーティブルリザーブドインスタンス を変更し、引き
続き料金上の利点を得られます。アベイラビリティ―ゾーンやリザーブドインスタンスのスコープなどの属
性を変更できます。

Note
また、別の構成で、別の コンバーティブルリザーブドインスタンス の コンバーティブルリザー
ブドインスタンス に交換することもできます。詳細については、コンバーティブルリザーブドイ
ンスタンス の交換 (p. 354) を参照してください。
変更後、リザーブドインスタンス の利点は、リザーブドインスタンスの新しいパラメータと一致するイ
ンスタンスのみに適用されます。例えば、予約のアベイラビリティーゾーンを変更する場合、キャパシ
ティーの予約と料金上の利点は、新しいアベイラビリティーゾーン内のインスタンスの使用に対して自動
的に適用されます。新しいパラメータに一致しないインスタンスは、他に適用可能な予約がない場合、オ
ンデマンド価格で課金されます。
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変更リクエストが成功した場合。
• 変更後の予約がすぐに有効になり、変更リクエストが完了した時刻から、割引料金が新しいインスタン
スに適用されます。例えば、午後 9 時 15 分に予約の変更が成功した場合、割引料金は午後 9 時 00 分か
ら新しいインスタンスに移ります。変更された リザーブドインスタンス の発行日は describe-reservedinstances コマンドを使用して取得できます。
• 元の予約は終了します。その終了日は新しい予約の開始日であり、新しい予約の終了日は元の リザーブ
ドインスタンス の終了日と同じです。有効期限のうち 16 か月が残っている 3 年の予約を正常に変更し
た場合、変更後の予約は 16 か月の予約であり、終了日は変更前の予約と同じです。
• 変更後の予約の固定価格は 0 USD であり、元の予約の固定価格ではありません。
• 変更後の予約の固定価格はアカウントに適用される割引料金範囲の計算に影響を与えません。割引範囲
の計算は元の予約の固定価格に基づきます。
変更リクエストに失敗した場合、リザーブドインスタンス は元の設定を維持し、別の変更リクエストをす
ぐに利用できます。
変更に手数料は必要なく、新しく課金されたり、請求書が届いたりすることはありません。
予約の変更は必要に応じて何度でも行うことができますが、変更を送信後に保留中の変更リクエストを変
更またはキャンセルすることはできません。変更が完了した後は、必要に応じて別の変更リクエストを送
信して、実行した変更をロールバックできます。
コンテンツ
• 変更の要件と制限 (p. 350)
• 変更リクエストの送信 (p. 352)
• 変更リクエストのトラブルシューティング (p. 353)

変更の要件と制限
以下のように、これらの属性を変更できます。
変更可能な属性

サポートされているプラット
フォーム

制約事項と考慮事項

同じリージョン内でアベイラビ
リティーゾーンを変更する

Linux と Windows

-

スコープをアベイラビリティー
ゾーンからリージョンに、また
はその逆に変更する

Linux と Windows

ゾーンのリザーブドインスタン
スは、アベイラビリティーゾー
ンとそのアベイラビリティー
ゾーンのリザーブドキャパシ
ティにスコープされます。ス
コープをアベイラビリティー
ゾーンからリージョンに (つま
り、ゾーンからリージョナルに)
変更すると、キャパシティ予約
のメリットが失われます。
リージョンのリザーブドインス
タンスのスコープは、リージョ
ンに限定されます。リザーブ
ドインスタンスの割引は、そ
のリージョンの任意のアベイ
ラビリティーゾーンで実行され
ているインスタンスに適用でき
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変更可能な属性

サポートされているプラット
フォーム

制約事項と考慮事項
ます。さらに、リザーブドイン
スタンスの割引は、選択したイ
ンスタンスファミリのすべての
サイズのインスタンスの使用に
適用されます。スコープをリー
ジョンからアベイラビリティー
ゾーンに (つまり、リージョナル
からゾーンに) 変更すると、アベ
イラビリティーゾーンの柔軟性
とインスタンスサイズの柔軟性
(該当する場合) が失われます。
詳細については、「リザーブド
インスタンス がどのように適用
されるか (p. 323)」を参照して
ください。

同じインスタンスファミリーや
世代でインスタンスサイズを変
更する

Linux/UNIX のみ

予約ではデフォルトのテナン
シーを使用する必要がありま
リザーブドインスタンス のイン
す。使用できる他のサイズが
スタンスサイズの柔軟性は、他
ないため、一部のインスタンス
のプラットフォーム (Linux with
ファミリーはサポートされませ
SQL Server Standard、Linux
ん。詳細については、『Linux イ
with SQL Server Web、Linux
ンスタンス用 Amazon EC2 ユー
with SQL Server Enterprise、Red ザーガイド』の「インスタンス
Hat Enterprise Linux、SUSE
サイズの変更のサポート」を参
Linux、Windows、Windows with 照してください。
SQL Standard、Windows with
SQL Server Enterprise、および
Windows with SQL Server Web)
では利用できません。

ネットワーク を EC2-Classic か
ら Amazon VPC に、またはその
逆に変更する

Linux と Windows

ネットワークプラットフォーム
は AWS アカウントで利用できる
必要があります。2013 年 12 月
4 日より後に AWS アカウントを
作成した場合、EC2-Classic はサ
ポートされません。

要件
変更リクエストは、新しい設定 (該当する場合) に対して十分なリザーブドインスタンス容量があり、以下
の条件が満たされている場合に Amazon EC2 で処理されます。
• 購入と同時期またはその前に リザーブドインスタンス を変更できないこと
• リザーブドインスタンス がアクティブであること
• 保留中の変更リクエストがないこと
• リザーブドインスタンスは Reserved Instance Marketplace に出品されていないこと
• 元の リザーブドインスタンス はすべてスタンダード リザーブドインスタンス あるいはすべて コンバー
ティブルリザーブドインスタンス であり、両方のタイプが混ざっていないこと
• スタンダード リザーブドインスタンス の場合、元の リザーブドインスタンス は同じ時間内に期限切れ
となること
• リザーブドインスタンス は G4 インスタンスではありません。
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変更リクエストの送信
リザーブドインスタンスを変更する前に、適用される制限 (p. 350)を必ず確認してください。
New console

AWS Management Console を使用してリザーブドインスタンスを変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

[リザーブドインスタンス] ページで、変更する リザーブドインスタンス を 1 つ以上選択し、[ア
クション]、[リザーブドインスタンスの変更] の順に選択します。

Note
リザーブドインスタンス がアクティブ状態ではない場合、または変更できない場合は、
[リザーブドインスタンス の変更] が無効となります。
3.

変更テーブルの最初のエントリには、選択した リザーブドインスタンス の属性と、その下部に少
なくとも 1 つのターゲット設定が表示されます。[単位] 列には全インスタンスサイズのフットプ
リントが表示されます。追加する各新規設定で 追加 を選択します。必要に応じて各構成の属性を
変更します。
• [スコープ]: 設定の適用先が 1 つのアベイラビリティーゾーンまたはリージョン全体のどちらで
あるかを選択します。
• [アベイラビリティーゾーン]: 必要なアベイラビリティーゾーンを選択します。リージョン リ
ザーブドインスタンス には適用されません。
• [カウント]: インスタンス数を指定します。リザーブドインスタンス を複数の設定に分割するに
は、カウントを減らし、[追加] を選択して、追加する設定のカウントを指定します。例えば、
カウントが 10 の設定が 1 つある場合、そのカウントを 6 に変更し、カウントが 4 の設定を別
に追加できます。このプロセスでは、新しい リザーブドインスタンス がアクティブになった後
で、元の リザーブドインスタンス を終了させます。

4.

[続行] をクリックします。

5.

ターゲット設定の指定を完了し変更内容を確認したい場合は、[変更を送信] を選択します。

6.

変更リクエストのステータスは、リザーブドインスタンス 画面の [状態] 列で確認できます。有効
な状態には以下のものがあります。
• アクティブ（変更の保留） —元の リザーブドインスタンス の移行状態
• リタイア (変更の保留) — 新しい リザーブドインスタンス を作成中の元の リザーブドインスタ
ンス の移行状態
• リタイア — リザーブドインスタンス は正常に変更され、置き換えられました
• アクティブ — 次のいずれかを選択します。
• 正常な変更リクエストにより新しい リザーブドインスタンス が作成されました
• 変更リクエストが失敗したため、元の リザーブドインスタンス です

Old console

AWS Management Console を使用してリザーブドインスタンスを変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

[リザーブドインスタンス] ページで、変更する リザーブドインスタンス を 1 つ以上選択し、[ア
クション]、[リザーブドインスタンスの変更] の順に選択します。

Note
リザーブドインスタンス がアクティブ状態ではない場合、または変更できない場合は、
[リザーブドインスタンス の変更] が無効となります。
352

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
Reserved Instances

3.

変更テーブルの最初のエントリには、選択した リザーブドインスタンス の属性とその上部に少な
くとも 1 つのターゲット設定が表示されます。[単位] 列には全インスタンスサイズのフットプリ
ントが表示されます。追加する各新規設定で 追加 を選択します。各設定で必要に応じて属性を変
更し、[続行] を選択します。
• [スコープ]: 設定の適用先が 1 つのアベイラビリティーゾーンまたはリージョン全体のどちらで
あるかを選択します。
• [アベイラビリティーゾーン]: 必要なアベイラビリティーゾーンを選択します。リージョン リ
ザーブドインスタンス には適用されません。
• [カウント]: インスタンス数を指定します。リザーブドインスタンス を複数の設定に分割するに
は、カウントを減らし、[追加] を選択して、追加する設定のカウントを指定します。例えば、
カウントが 10 の設定が 1 つある場合、そのカウントを 6 に変更し、カウントが 4 の設定を別
に追加できます。このプロセスでは、新しい リザーブドインスタンス がアクティブになった後
で、元の リザーブドインスタンス を終了させます。

4.

ターゲット設定の指定を完了し変更内容を確認したい場合は、[変更を送信] を選択します。

5.

変更リクエストのステータスは、リザーブドインスタンス 画面の [状態] 列で確認できます。有効
な状態には以下のものがあります。
• アクティブ（変更の保留） —元の リザーブドインスタンス の移行状態
• リタイア (変更の保留) — 新しい リザーブドインスタンス を作成中の元の リザーブドインスタ
ンス の移行状態
• リタイア — リザーブドインスタンス は正常に変更され、置き換えられました
• アクティブ — 次のいずれかを選択します。
• 正常な変更リクエストにより新しい リザーブドインスタンス が作成されました
• 変更リクエストが失敗したため、元の リザーブドインスタンス です

コマンドラインを使用して リザーブドインスタンス を変更するには
1.

2.

リザーブドインスタンス を変更するには、次のコマンドの 1 つを使用できます。
•

modify-reserved-instances (AWS CLI)

•

Edit-EC2ReservedInstance (AWS Tools for Windows PowerShell)

変更リクエスト（processing、fulfilled、または failed）のステータスを取得するには、以下
のコマンドから 1 つを使用します。
•

describe-reserved-instances-modifications (AWS CLI)

•

Get-EC2ReservedInstancesModification (AWS Tools for Windows PowerShell)

変更リクエストのトラブルシューティング
リクエストしたターゲット設定が一意であれば、リクエストが処理されるメッセージを受信します。この
時点では、Amazon EC2 は変更リクエストのパラメータが有効であることのみを確認しています。まだ、
処理中に容量が利用できないために変更リクエストが失敗する可能性があります。
場合によって、確認の代わりに変更リクエストが不完全または失敗したことを示すメッセージが表示され
ることがあります。メッセージの情報を参考にして、別の変更リクエストを再送信します。リクエストを
送信する前に、適用される制約 (p. 350)を必ず確認してください。
選択された リザーブドインスタンス に変更できないものがあります
Amazon EC2 は変更できない リザーブドインスタンス を示します。このようなメッセージを受け取った
ら、Amazon EC2 コンソールの [リザーブドインスタンス] ページ リザーブドインスタンス についての詳
細情報を確認します。
変更リクエストの処理中にエラーが発生しました
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送信した リザーブドインスタンス 変更リクエストをすべて処理できません。変更している予約の数によっ
ては、メッセージが異なる場合があります。
Amazon EC2 は変更リクエストを処理できない理由を示します。例えば、変更している リザーブドイン
スタンス の 1 つ以上のサブセットに同じターゲット設定 (アベイラビリティーゾーンとプラットフォーム
の組み合わせ) を指定したような場合です。予約のインスタンス詳細が一致し、変更対象のすべてのサブ
セットのターゲット設定が一意であることを確認して、変更リクエストの再送信を試みます。

コンバーティブルリザーブドインスタンス の交換
また、インスタンスファミリー、オペレーティングシステム、およびテナンシーを含む別の構成で、1 つ
以上の別の コンバーティブルリザーブドインスタンス の コンバーティブルリザーブドインスタンス に
交換することもできます。新しい コンバーティブルリザーブドインスタンス が元の コンバーティブルリ
ザーブドインスタンス と同等あるいはそれ以上の値である限り、交換の実行回数に制限はありません。
コンバーティブルリザーブドインスタンスを交換する場合、現在の予約のインスタンスの数は、新しいコ
ンバーティブルリザーブドインスタンスにおいて、同じ設定値かそれ以上のインスタンス数と交換されま
す。Amazon EC2 は、交換の結果として受け取ることができるリザーブドインスタンスの数を計算しま
す。
スタンダード リザーブドインスタンス は交換できませんが、変更することはできます。詳細については、
「リザーブドインスタンス の変更 (p. 349)」を参照してください。
コンテンツ
• コンバーティブルリザーブドインスタンス 交換の要件 (p. 354)
• コンバーティブルリザーブドインスタンス の交換の計算 (p. 355)
• コンバーティブルリザーブドインスタンス のマージ (p. 356)
• コンバーティブルリザーブドインスタンス の一部の交換 (p. 356)
• 交換リクエストの送信 (p. 357)

コンバーティブルリザーブドインスタンス 交換の要件
以下の条件を満たしている場合に､Amazon EC2 では交換リクエストが処理されます。コンバーティブル
リザーブドインスタンス は次のとおりである必要があります:
• アクティブ
• 保留中の以前の交換リクエストがないこと
• 有効期限が切れるまで、少なくとも 24 時間残っていること
以下のルールが適用されます。
• コンバーティブルリザーブドインスタンスは、その時点で AWS によって提供されている別のコンバー
ティブルリザーブドインスタンスにのみ、交換することができます。
• コンバーティブルリザーブドインスタンス は特定のリージョンと関連付けられ、予約の期間中は固定さ
れます。コンバーティブルリザーブドインスタンス を別のリージョンの コンバーティブルリザーブドイ
ンスタンス と交換することはできません。
• 1 つの コンバーティブルリザーブドインスタンス で 1 つ以上の コンバーティブルリザーブドインスタ
ンス を一度に交換することができます。
• コンバーティブルリザーブドインスタンス の一部を交換するには、2 つ以上の予約に変更して、1 つ以
上の予約を新しい コンバーティブルリザーブドインスタンス に交換することができます。詳細について
は、コンバーティブルリザーブドインスタンス の一部の交換 (p. 356) を参照してください。リザーブ
ドインスタンス の変更の詳細については、「リザーブドインスタンス の変更 (p. 349)」を参照してく
ださい。
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• 全額前払い コンバーティブルリザーブドインスタンス は一部前払い コンバーティブルリザーブドイン
スタンス に交換できます。その逆も可能です。

Note
交換に必要な前払いの合計 (調整額) が 0.00 USD 未満の場合、その額が 0.00 USD 以上になる
だけのコンバーティブルリザーブドインスタンス のインスタンス数が、AWS によって自動的
に提供されます。

Note
新しいコンバーティブルリザーブドインスタンス の合計料金 (前払い料金 + 時間料金 x 残り時
間数) が交換前のコンバーティブルリザーブドインスタンスの合計料金未満の場合、交換前のコ
ンバーティブルリザーブドインスタンスの合計料金以上になるように、AWS によって自動的に
コンバーティブルリザーブドインスタンスのインスタンス数が提供されます。
• より有利な料金を利用するために、前払いなし コンバーティブルリザーブドインスタンス を全額前払い
または一部前払い コンバーティブルリザーブドインスタンス に交換できます。
• 全額前払いまたは一部前払い コンバーティブルリザーブドインスタンス を前払いなし コンバーティブ
ルリザーブドインスタンス に交換することはできません。
• 前払いなし コンバーティブルリザーブドインスタンス を別の前払いなし コンバーティブルリザーブド
インスタンス に交換できます。ただし、新しい コンバーティブルリザーブドインスタンス の時間料金
が交換元の コンバーティブルリザーブドインスタンス の時間料金以上である場合に限ります。

Note
新しいコンバーティブルリザーブドインスタンスの合計料金 (時間料金 x 残り時間数) が交換前
のコンバーティブルリザーブドインスタンスの合計料金未満の場合、交換前のコンバーティブ
ルリザーブドインスタンスの合計料金以上になるように、AWS によって自動的にコンバーティ
ブルリザーブドインスタンスのインスタンス数が提供されます。
• 有効期限の異なる複数の コンバーティブルリザーブドインスタンス を交換すると、新しい コンバー
ティブルリザーブドインスタンス の有効期限は、将来の最も遠い日付になります。
• 1 つの コンバーティブルリザーブドインスタンス を交換する場合は、新しい コンバーティブルリザー
ブドインスタンス と同じ期間 (1 年または 3 年) が必要です。異なる期間を持つ複数の コンバーティブ
ルリザーブドインスタンス をマージすると、新しい コンバーティブルリザーブドインスタンス の期間
は 3 年となります。詳細については、コンバーティブルリザーブドインスタンス のマージ (p. 356) を
参照してください。
• コンバーティブルリザーブドインスタンス の交換後、元の予約は終了します。その終了日は新しい予約
の開始日であり、新しい予約の終了日は元の コンバーティブルリザーブドインスタンス の終了日と同じ
です。例えば、有効期限のうち 16 か月が残っている 3 年の予約を正常に変更した場合、変更後の予約
は 16 か月の予約であり、終了日は変更前の予約と同じです。

コンバーティブルリザーブドインスタンス の交換の計算
コンバーティブルリザーブドインスタンス の交換は無料です。ただし、元の コンバーティブルリザーブド
インスタンス と交換して受け取る新しい コンバーティブルリザーブドインスタンス の按分計算での前払
い額に差額があれば、その差額を支払う必要がある可能性があります。
それぞれの コンバーティブルリザーブドインスタンス に定価があります。交換元と交換先の コンバー
ティブルリザーブドインスタンス で定価が比較され、交換の結果として得られるコンバーティブルリザー
ブドインスタンスの数が決まります。
例えば、定価 35 USD の 1 つの コンバーティブルリザーブドインスタンス を定価 10 USD の新しいイン
スタンスタイプに交換するとします。
$35/$10 = 3.5
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コンバーティブルリザーブドインスタンス を 10 USD の 3 つの コンバーティブルリザーブドインスタン
ス に交換できます。半個単位で購入することはできないため、余り分を補うには、コンバーティブルリ
ザーブドインスタンス を追加購入する必要があります。
3.5 = 3 whole Convertible Reserved Instances + 1 additional Convertible Reserved Instance

4 つ目の コンバーティブルリザーブドインスタンス で、終了日が他の 3 つのものと同じものだとすると、
一部前払いまたは全額前払いの コンバーティブルリザーブドインスタンス を交換する場合、その 4 つ目
のリザーブドインスタンスの料金を差額として支払います。交換元の コンバーティブルリザーブドインス
タンス の前払い額のうち 500 USD が残っており、交換先のコンバーティブルリザーブドインスタンスの
料金が按分計算で 600 USD になるとすると、100 USD が請求されます。
$600 prorated upfront cost of new reservations - $500 remaining upfront cost of original
reservations = $100 difference

コンバーティブルリザーブドインスタンス のマージ
2 つ以上の コンバーティブルリザーブドインスタンス をマージする場合、新しい コンバーティブルリ
ザーブドインスタンス の期間は元の コンバーティブルリザーブドインスタンス と同じであるか、元の コ
ンバーティブルリザーブドインスタンス の最長の期間でなければなりません。新しい コンバーティブルリ
ザーブドインスタンス の有効期間は、将来の最も長い有効期間となります｡
例えば、アカウントに以下の コンバーティブルリザーブドインスタンス があるとします。
Reserved Instance ID

期間

有効期限日

aaaa1111

1年

2018-12-31

bbbb2222

1年

2018-07-31

cccc3333

3年

2018-06-30

dddd4444

3年

2019-12-31

• aaaa1111 と bbbb2222 をマージして､それらを 1 年の コンバーティブルリザーブドインスタンス と
交換できます。それらを 3 年の コンバーティブルリザーブドインスタンス に交換することはできませ
ん。新しい コンバーティブルリザーブドインスタンス 有効期限は 2018-12-31 です。
• bbbb2222 と cccc3333 をマージして､それらを 3 年の コンバーティブルリザーブドインスタンス と
交換できます。それらを 1 年の コンバーティブルリザーブドインスタンス に交換することはできませ
ん。新しい コンバーティブルリザーブドインスタンス 有効期限は 2018-07-31 です。
• cccc3333 と dddd4444 をマージして､それらを 3 年の コンバーティブルリザーブドインスタンス と
交換できます。それらを 1 年の コンバーティブルリザーブドインスタンス に交換することはできませ
ん。新しい コンバーティブルリザーブドインスタンス 有効期限は 2019-12-31 です。

コンバーティブルリザーブドインスタンス の一部の交換
変更プロセスを使用して、コンバーティブルリザーブドインスタンス をより小さい予約に分割し、新しい
予約のうちの 1 つ以上を新しい コンバーティブルリザーブドインスタンス と交換することができます。
次の例はそれを行う方法を示しています。

Example 例: 複数のインスタンスを持つ コンバーティブルリザーブドインスタンス
この例では、この例では、予約に 4 つのインスタンスがある t2.micro コンバーティブルリザーブドイ
ンスタンス があります。t2.micro インスタンスに対して 2 つの m4.xlarge インスタンスを交換するに
は:
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1. t2.micro コンバーティブルリザーブドインスタンス を変更するには、それぞれ 2 つの t2.micro コ
ンバーティブルリザーブドインスタンス に分割します。
2. 新しい t2.micro コンバーティブルリザーブドインスタンス のいずれかを m4.xlarge コンバーティ
ブルリザーブドインスタンス と交換します｡

交換リクエストの送信
Amazon EC2 コンソールまたはコマンドラインツールを使って、コンバーティブルリザーブドインスタン
ス を交換できます。

コンソールを使用した コンバーティブルリザーブドインスタンス の交換
コンバーティブルリザーブドインスタンス 提供タイプを検索し、検索された選択肢の中から新しい設定を
選択できます。
New console

Amazon EC2 コンソールを使用して コンバーティブルリザーブドインスタンス を交換するに
は
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

[リザーブドインスタンス] を選択し、交換する コンバーティブルリザーブドインスタンス を選
び、[アクション]、[リザーブドインスタンス の交換] の順に選択します。

3.

対象となる設定の属性を選択し、[提供タイプの検索] をクリックします。

4.

新しい コンバーティブルリザーブドインスタンス を選択します。画面の下部に、交換のために受
け取った リザーブドインスタンスの番号と追加コストが表示されます。

5.

必要に応じて コンバーティブルリザーブドインスタンス を選択したら、[確認] をクリックしま
す。

6.

[交換]、[閉じる] の順にクリックします。

Old console

Amazon EC2 コンソールを使用して コンバーティブルリザーブドインスタンス を交換するに
は
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

[リザーブドインスタンス] を選択し、交換する コンバーティブルリザーブドインスタンス を選
び、[アクション]、[リザーブドインスタンス の交換] の順に選択します。

3.

対象となる構成の属性を選択し、「提供タイプの検索」をクリックします。

4.

新しい コンバーティブルリザーブドインスタンス を選択します。[インスタンス数] 列には、交換
で受け取る リザーブドインスタンス の数が表示されます。ニーズに応じる コンバーティブルリ
ザーブドインスタンス を選択したら、[交換] を選択します。
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交換元の リザーブドインスタンス が消え、新しい リザーブドインスタンス が Amazon EC2 に表示されま
す。このプロセスが反映されるまでには数分かかることがあります。

コマンドラインインターフェイスを使用した コンバーティブルリザーブドインスタンス の交換
コンバーティブルリザーブドインスタンス を交換するには、まず自分のニーズに合った新しい コンバー
ティブルリザーブドインスタンス を見つけます｡
• describe-reserved-instances-offerings (AWS CLI)
• Get-EC2ReservedInstancesOffering (Tools for Windows PowerShell)
交換で受け取る リザーブドインスタンス の数と交換時の差額の起案額を含む交換の見積りを取得します。
• get-reserved-instances-exchange-quote (AWS CLI)
• GetEC2-ReservedInstancesExchangeQuote (Tools for Windows PowerShell)
これで、交換を実行できます。
• accept-reserved-instances-exchange-quote (AWS CLI)
• Confirm-EC2ReservedInstancesExchangeQuote (Tools for Windows PowerShell)

リザーブドインスタンスのクォータ
毎月新しいリザーブドインスタンスを購入できます。毎月購入できる新しいリザーブドインスタンスの数
は、次のように 1 か月ごとのクォータによって決まります。
クォータの説明

デフォルトのクォータ

新しいリージョンレベルの (p. 323)リザーブドイ
ンスタンス

リージョンあたり 20/月

新しいゾーンレベルの (p. 323)リザーブドインス
タンス

アベイラビリティゾーンあたり 20/月

例えば、3 つのアベイラビリティゾーンがあるリージョンでは、デフォルトのクォータは 1 か月あたり 80
個の新規リザーブドインスタンスとなります。これは、次のように計算されます。
• リージョンの 20 個のリージョンレベルのリザーブドインスタンス
• さらに 60 個のゾーンレベルのリザーブドインスタンス (3 つのアベイラビリティゾーン用に 20 個ずつ)

購入したリザーブドインスタンスの数を表示する
購入するリザーブドインスタンスの数は、[Instance count] (インスタンス数) フィールド (コンソール) また
は InstanceCount パラメータ (AWS CLI) によって示されます。新しいリザーブドインスタンスを購入
すると、クォータはインスタンスの総数に照らして測定されます。例えば、インスタンス数が 10 個のリ
ザーブドインスタンス設定を 1 つ購入した場合、その購入はクォータに対して 1 ではなく 10 としてカウ
ントされます。
Amazon EC2 または AWS CLI を使用して、購入したリザーブドインスタンスの数を確認できます。
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Console

購入したリザーブドインスタンスの数を表示するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[Reserved Instances] を選択します。

3.

テーブルからリザーブドインスタンス設定を選択し、[Instance count] (インスタンス数) フィール
ドを確認します。
次のスクリーンショット内の選択されている行は、t3.micro インスタンスタイプの単一のリ
ザーブドインスタンス設定を表しています。テーブルビューの [Instance count] (インスタンス数)
列と詳細ビューの [Instance count] (インスタンス数) フィールド (スクリーンショット参照) は、
この設定に 10 個のリザーブドインスタンスがあることを示しています。

AWS CLI
購入したリザーブドインスタンスの数を表示するには
describe-reserved-instances CLI コマンドを使用して、リザーブドインスタンス設定の ID を指定しま
す。
aws ec2 describe-reserved-instances \
--reserved-instances-ids 2fbf16dd-98b6-4a3a-955f-83f87790f04b \
--output table

出力例 – [InstanceCount] フィールドは、この設定用に 10 個のリザーブドインスタンスがあること
を示しています。
------------------------------------------------------------------|
DescribeReservedInstances
|
+-----------------------------------------------------------------+
||
ReservedInstances
||
|+----------------------+----------------------------------------+|
|| CurrencyCode
| USD
||
|| Duration
| 31536000
||
|| End
| 2023-08-27T13:29:44+00:00
||
|| FixedPrice
| 59.0
||
|| InstanceCount
| 10
||
|| InstanceTenancy
| default
||
|| InstanceType
| t3.micro
||
|| OfferingClass
| standard
||
|| OfferingType
| All Upfront
||
|| ProductDescription | Linux/UNIX
||
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|| ReservedInstancesId | 2fbf16dd-98b6-4a3a-955f-83f87790f04b ||
|| Scope
| Region
||
|| Start
| 2022-08-27T13:29:45.938000+00:00
||
|| State
| active
||
|| UsagePrice
| 0.0
||
|+----------------------+----------------------------------------+|
|||
RecurringCharges
|||
||+----------------------------------+--------------------------+||
||| Amount
| 0.0
|||
||| Frequency
| Hourly
|||
||+----------------------------------+--------------------------+||

考慮事項
リージョン リザーブドインスタンス では、オンデマンドインスタンス の実行に割引が適用されます。デ
フォルトの オンデマンドインスタンス の制限は 20 です。リージョン オンデマンドインスタンス を購入
すると、リザーブドインスタンス の実行制限を超えることはできません。例えば、すでに オンデマンドイ
ンスタンス を 20 回実行していて、20 のリージョン リザーブドインスタンス を購入した場合、20 のリー
ジョン リザーブドインスタンス には 20 回の オンデマンドインスタンス の実行に割引が適用されます。
さらに多くのリージョン リザーブドインスタンス を購入した場合は、オンデマンドインスタンス の制限
に達しているため、さらにインスタンスを起動することはできません。
リージョン リザーブドインスタンス を購入する前に、オンデマンドインスタンス の制限数が所有する予
定のリージョン リザーブドインスタンス の数に一致するかそれを超えることを確認してください。必要に
応じて、さらにリージョン リザーブドインスタンス を購入する前に オンデマンドインスタンス の制限数
の増加を依頼してください。
ゾーンレベルのリザーブドインスタンス (特定のアベイラビリティゾーンで購入されたリザーブドインス
タンス) は、キャパシティ予約と割引を提供します。ゾーン リザーブドインスタンス を購入することで、
実行中の オンデマンドインスタンス の制限を超えることができます。例えば、すでに 20 の オンデマンド
インスタンス を実行していて、20 のゾーン リザーブドインスタンス を購入した場合は、ゾーン リザーブ
ドインスタンス の仕様に一致する 20 の オンデマンドインスタンス をさらに起動して、合計 40 実行イン
スタンスを実行できます。

リザーブドインスタンスのクォータを表示してクォータの引き上げをリクエスト
する
Amazon EC2 コンソールでクォータ情報を確認できます。クォータの引き上げをリクエストすること
もできます。詳細については、「現在の制限を表示するには (p. 1889)」および「引き上げのリクエス
ト (p. 1890)」を参照してください。

Scheduled Reserved Instances
スケジュールされたリザーブドインスタンスによって、1 年間にわたり毎日、毎週、または毎月の指定さ
れた開始時間および期間で、キャパシティーを繰り返し予約できます。購入が完了したインスタンスは、
指定した時間帯で起動できるようになります。

Important
現時点では、スケジュールされたリザーブドインスタンスはご購入いただけません。AWS はスケ
ジュールされたリザーブドインスタンス用のキャパシティーを用意しておらず、また、今後この
サービスの開始も予定しておりません。キャパシティーを予約するには、代わりに On-Demand
Capacity Reservations (p. 472) を使用します。割引料金については、Savings Plans を使用しま
す。
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Spot Instances
スポットインスタンスは、休止中の EC2 キャパシティーを使用するインスタンスで、オンデマンド価格よ
り低料金で利用できます。スポットインスタンス では未使用の EC2 インスタンスを静止状態割引でリク
エストできるため、Amazon EC2 のコストを大幅に削減できます｡ スポットインスタンスの時間料金は、
スポット料金と呼ばれます。各アベイラビリティーゾーンにおける各インスタンスタイプのスポット料金
は、Amazon EC2 によって設定され、スポットインスタンス の長期的な需給に基づいて徐々に調整されま
す。スポットインスタンスは、キャパシティが利用可能なときに、いつでも実行されます。
スポットインスタンス は、アプリケーションを実行する時間に柔軟性がある場合や、アプリケーションを
中断できる場合に、費用効率の高い選択肢です。例えば、スポットインスタンス は、データ分析、バッチ
ジョブ、バックグラウンド処理、およびオプションタスクに適しています。詳細については、「Amazon
EC2スポットインスタンス」を参照してください。
EC2 インスタンスのさまざまな購入オプションの比較については、「インスタンス購入オプショ
ン (p. 313)」を参照してください。
トピック
• 概念 (p. 361)
• 開始方法 (p. 362)
• 関連サービス (p. 362)
• 料金と削減額 (p. 363)

概念
スポットインスタンスを使用するときは、事前に以下の概念を理解しておく必要があります。
• スポットキャパシティープール – インスタンスタイプ (m5.large など) とアベイラビリティーゾーンが
同一で、使用されていない EC2 インスタンスのセットです。
• スポット料金 – スポットインスタンスの現在の料金です (時間あたり)。
• スポットインスタンスリクエスト – スポットインスタンスに対するリクエストです。キャパシティー
が利用可能になると、Amazon EC2 がリクエストを実行します。スポットインスタンスリクエストに
は、ワンタイムと永続の2種類があります。リクエストに関連付けられたスポットインスタンスが中断さ
れた後、Amazon EC2 は永続的スポットインスタンスリクエストを自動的に再送信します。
• EC2 インスタンスの再調整に関する推奨事項 - Amazon EC2は、インスタンスの再調整に関する推奨事
項のシグナルを発し、スポットインスタンスにおいて中断のリスクが高まったことをユーザーに通知し
ます。このシグナルにより、スポットインスタンスで中断 2 分前の通知が発信されていなくても、ユー
ザーは既存の、または新しいスポットインスタンスについて、前もってワークロードを再調整すること
ができます。
• スポットインスタンスの中断 – Amazon EC2 が容量を戻してもらう必要がある場合には、Amazon EC2
はスポットインスタンスを終了、停止、または休止状態にします。Amazon EC2 は、スポットインスタ
ンスが中断される 2 分前に、そのインスタンスに対し中断を警告するための通知を送信します。

スポットインスタンス と オンデマンドインスタンス の主な違い
次の表は、スポットインスタンスとオンデマンドインスタンス (p. 315)の主な違いをまとめたものです。

作成時刻

Spot Instances

On-Demand Instances

スポットインスタンスリクエストがアク
ティブであり、利用可能なキャパシティー
がある場合に限り即時に起動できます。

手動で起動リクエストを実行し、容量が
利用可能である場合に限り、即時に起動
できます。
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Spot Instances

On-Demand Instances

使用可能な容
量

利用可能なキャパシティ－がない場合、ス
ポットインスタンスリクエストは、キャパ
シティ－が利用可能になるまで継続して自
動的に起動リクエストを実行します。

起動リクエストを行うときに容量が利用
可能でない場合は、容量不足エラー (ICE)
が表示されます。

時間料金

スポットインスタンスの 1 時間単位の使用
料金は、長期的な需要と供給に基づいて変
化します。

オンデマンドインスタンス の時間単位の
使用料金は固定です。

再調整に関す
る推奨事項

実行中のスポットインスタンスにおいて
お客様は、いつオンデマンドインスタン
中断のリスクが高まった場合に、Amazon
スが中断 (停止、休止、または終了) され
EC2 はそのインスタンスに対してシグナル るかを決定します。
を発します。

インスタンス
の中断

ユーザーは、Amazon EBS-backed スポッ
トインスタンスを停止および開始するこ
とができます。さらに、キャパシティー
が利用できなくなった場合、Amazon
EC2 は個々のスポットインスタンスを中
断 (p. 403)することができます。

お客様は、いつオンデマンドインスタン
スが中断 (停止、休止、または終了) され
るかを決定します。

開始方法
最初に必要なことは、Amazon EC2 を使用するためのセットアップを行うことです。また、スポットイン
スタンス を起動する前に、オンデマンドインスタンス を起動した経験があると役立ちます。

起動と実行
• Amazon EC2 を使用するようにセットアップする (p. 5)
• チュートリアル: Amazon EC2 Windows インスタンスの開始方法 (p. 9)

スポットの基本
• スポットインスタンス のしくみ (p. 367)

スポットインスタンス の操作
• スポットインスタンスリクエストを作成する (p. 375)
• リクエストステータス情報の取得 (p. 396)
• スポットインスタンスの中断。 (p. 403)

関連サービス
Amazon EC2 を使用して スポットインスタンス を直接プロビジョニングすることができます。また、他
の AWS のサービスを使用して、スポットインスタンスをプロビジョニングすることもできます。詳細に
ついては、次のドキュメントを参照してください。
Amazon EC2 Auto Scaling および スポットインスタンス
Amazon EC2 Auto Scaling でスポットインスタンスを起動できるように、起動テンプレートまたは起
動設定を作成できます。詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド のフォールトト
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レラントで柔軟性のあるアプリケーション用の スポットインスタンス のリクエストおよび複数のイン
スタンスタイプを持つ Auto Scalingグループとと購入オプションをご参照ください。
Amazon EMR および スポットインスタンス
シナリオによっては、Amazon EMR クラスターで スポットインスタンス を実行すると便利な場合が
あります。詳細については、『Amazon EMR 管理ガイド』の「スポットインスタンス」および「ス
ポットインスタンス はどのような場合に使用しますか?」を参照してください。
AWS CloudFormation テンプレート
AWS CloudFormation を使用することで、JSON 形式のテンプレートを使用して、AWS リソースのコ
レクションを作成および管理できます。詳細については、「EC2 スポットインスタンスの更新 – Auto
Scaling と CloudFormation の統合」を参照してください。
AWS SDK for Java
Java プログラミング言語を使用して、スポットインスタンス を管理できます。詳細については、
「チュートリアル: Amazon EC2 スポットインスタンス」と「チュートリアル: Amazon EC2 スポット
リクエストの高度な管理」を参照してください。
AWS SDK for .NET
.NET プログラミング環境を使用して、スポットインスタンス を管理できます。詳細については、
「チュートリアル: Amazon EC2 スポットインスタンス」を参照してください。

料金と削減額
スポットインスタンス はスポット料金で課金されます。これは Amazon EC2 によって設定され、スポッ
トインスタンス の長期供給と需要に基づいて徐々に調整されます｡ スポットインスタンス は、お客様が自
らスポットインスタンスを終了するか、容量が使用できなくなるか、スケールイン時に Amazon EC2 Auto
Scaling グループのインスタンスが削除されるまで実行されます。
ユーザー または Amazon EC2 が実行中のスポットインスタンスを中断した場合、使用しているオペ
レーティングシステムおよび中断したユーザーに応じて、使用した秒数または時間数の料金が請求さ
れます (料金が発生しない場合もあります)。詳細については、中断された スポットインスタンス の請
求 (p. 413) を参照してください。

料金の表示
AWS リージョン およびインスタンスタイプごとに、現在の (5 分ごとに更新される) 最低スポット料金を
確認するには、Amazon EC2 スポットインスタンスの料金ページを参照してください。
過去 3 か月間のスポット価格の履歴を表示するには、Amazon EC2 コンソールを使用するか、describespot-price-history コマンド (AWS CLI) を使用します。詳細については、「スポットインスタンスの料金履
歴 (p. 369)」を参照してください。
AWS アカウント ごとに、個々のアベイラビリティーゾーンがコードにマッピングされます。したがっ
て、アカウント間で同じアベイラビリティーゾーンコード (たとえば、us-west-2a) に対して結果が異な
る場合があります。

削減額の表示
スポットインスタンスを 1 つのスポットフリート (p. 954)またはすべてのスポットインスタンスに対
して使用することで得られる節約額を確認できます。過去 1 時間または過去 3 日間の削減状況を表示で
き、vCPU 時間あたりの平均コストとメモリ (GiB) 時間あたりの平均コストも確認できます。削減額が予
想されますが、使用状況に対する請求の調整が含まれていないため、実際の削減額と異なる場合がありま
す。削減額情報の表示の詳細については、「スポットインスタンス 購入による削減額 (p. 370)」を参照
してください。
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請求書の表示
請求書には、サービスの使用量に関する詳細が記載されています。詳細については、AWS Billing ユーザー
ガイドの「請求書の表示」を参照してください。

EC2 スポットを利用するうえでのベストプラクティス
Amazon EC2 スポットインスタンス は、AWS クラウド クラウドに用意された予備の EC2 コンピュー
ティング性能であり、オンデマンド料金に比べて最大 90% の節約が可能です。オンデマンドインスタンス
と スポットインスタンス の唯一の違いは、 Amazon EC2 が容量を必要とするときに、Amazon EC2 が ス
ポットインスタンス を中断できることです。この中断の際には、2 分前に通知があります。
スポットインスタンス は、ステートレスかつフォールトトレラントで、柔軟性の高いアプリケーション
に適しています。例えば、 スポットインスタンス はビッグデータ、コンテナ化されたワークロード、CI/
CD、ステートレスウェブサーバー、ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC)、レンダリングワーク
ロードに適しています。
実行中、 スポットインスタンス は オンデマンドインスタンス とまったく同じ動作をします。ただし、ス
ポットは、ワークロードが完了するまで十分な期間、実行中のインスタンスが動作し続けることを保証す
るものではありません。また、スポットは必要としているインスタンスをすぐに取得できること、または
リクエストした総容量がいつでも取得できることを保証するものではありません。さらに、スポットイン
スタンスの可用性は需要と供給によって変化し、将来のパフォーマンスが過去の実績により保証されるも
のではないため、スポットインスタンスの容量や発生する中断は、時間の経過とともに変化する可能性が
あります。
スポットインスタンス は、柔軟性がない、ステートフル、フォールトイントレラント、またはインスタン
スノード間で緊密に結合されているワークロードには適していません。また、ターゲット容量が完全に利
用できない場合がある期間に耐えられないワークロードにはお勧めしません。こうしたワークロードに ス
ポットインスタンス を使用したり、中断を処理するために オンデマンドインスタンス へのフェールオー
バーを試みたりしないよう強く警告します。
スポットの使用に慣れている場合でも、スポットインスタンスを使い始めたばかりの場合でも、スポット
インスタンスの中断や可用性に関する問題が発生している場合には、スポットサービスを最大限に活用で
きるよう、これらのベストプラクティスに従うことをお勧めします。
スポットを利用するうえでのベストプラクティス
• 中断に備えて個々のインスタンスを準備する (p. 364)
• インスタンスタイプとアベイラビリティーゾーンについて柔軟に対応する (p. 365)
• EC2 Auto Scaling グループまたはスポットフリートを使用して総容量を管理する (p. 365)
• 容量を最適化する配分戦略を使用する (p. 365)
• 事前の容量再調整の利用 (p. 365)
• 統合された AWS のサービスを使用して スポットインスタンス を管理する (p. 366)
• 使用すべき最適なスポットリクエスト方法はどれですか? (p. 366)

中断に備えて個々のインスタンスを準備する
スポットインスタンスの中断を適切に処理する最善の方法は、耐障害性のあるアプリケーションを設計す
ることです。これを実現するためには、EC2 インスタンスの再調整に関する推奨事項、ならびにスポット
インスタンスの中断通知を利用できます。
EC2 インスタンスの再調整に関する推奨事項は、スポットインスタンスで中断のリスクが高まった場合に
通知するための新しいシグナルです。ユーザーは、このシグナルにより、スポットインスタンスの中断 2
分前の通知が届いていない段階で、事前にスポットインスタンスの管理を行えます。ワークロードを、中
断のリスクが高くない新規または既存の スポットインスタンス に再調整することができます。この新しい
シグナルは、Auto Scaling グループとスポットフリートでの容量の再調整機能を通じて、簡単に利用する
ことができます。詳細については、事前の容量再調整の利用 (p. 365) を参照してください。
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スポットインスタンスの中断通知は、Amazon EC2 がスポットインスタンスを中断する 2 分前に発行さ
れる警告です。ワークロードに時間の面での柔軟性がある場合は、中断が発生した際にそれを終了するの
ではなく、停止または休止状態になるようにスポットインスタンスを設定することができます。Amazon
EC2 は、中断が発生したスポットインスタンスを自動的に停止または休止状態にし、使用可能な容量が確
保できた際にはそのインスタンスを自動的に再開します。
再調整に関する推奨事項と中断通知をキャプチャし、ワークロードの進行状況のチェックポイントをトリ
ガーするか、中断を適切に処理するルールを Amazon EventBridge で作成することをお勧めします。詳細
については、再調整に関する推奨事項シグナルのモニタリング (p. 400) を参照してください。イベント
ルールの作成および使用方法の詳細な例については、「Taking Advantage of Amazon EC2 スポットインス
タンスInterruption Notices」を参照してください。
詳細については、「EC2 インスタンスの再調整に関する推奨事項 (p. 399)」および「スポットインスタ
ンスの中断。 (p. 403)」を参照してください。

インスタンスタイプとアベイラビリティーゾーンについて柔軟に対応する
スポットキャパシティープールは、同じインスタンスタイプ (m5.large など) とアベイラビリティーゾー
ン (us-east-1a など) を持つ、未使用の EC2 インスタンスのセットです。どのインスタンスタイプをリク
エストし、どのアベイラビリティーゾーンでワークロードをデプロイするか柔軟に対応することで、ス
ポットが必要な量のコンピューティング性能を見つけ、割り当てられる可能性が高くなります。たとえ
ば、c4、m5、m4 ファミリのラージを使用してもよいのであれば、 c5.large を指定する必要はないとい
うことです。
具体的なニーズに応じて、コンピューティング要件を満たすためにどのインスタンスタイプを使用でき
るか評価できます。ワークロードを垂直にスケーリングできる場合は、より大きいインスタンスタイプ
(vCPU とメモリが多い) をリクエストに含めてください。水平にしかスケーリングできない場合は、オン
デマンドの顧客からの需要が少ない、旧世代のインスタンスタイプを含めることをお勧めします。
一般的に、ワークロードごとに少なくとも 10 種類のインスタンスタイプに柔軟に対応できれば十分で
す。さらに、すべてのアベイラビリティーゾーンが VPC で使用するように設定され、ワークロード用に選
択されていることを確認してください。

EC2 Auto Scaling グループまたはスポットフリートを使用して総容量を管理する
スポットを使用すると、個々のインスタンスの観点からではなく、総容量 (vCPUs、メモリ、ストレー
ジ、またはネットワークスループットなどの単位) の観点から検討することが可能になります。Auto
Scaling グループとスポットフリートは、ターゲット容量の起動および維持のために使用できます。こ
れにより、中断されたり手動で終了されたりしたリソースを置き換えるリソースを自動的に要求できま
す。Auto Scaling グループまたはスポットフリートを設定する際には、アプリケーションのニーズに基づ
いてインスタンスタイプとターゲット容量を指定するだけで済みます。詳細については、Amazon EC2
Auto Scaling ユーザーガイド の Auto Scaling グループおよびこのユーザーガイドの スポットフリートリク
エストを作成します。 (p. 991) をご参照ください。

容量を最適化する配分戦略を使用する
Auto Scaling グループの配分戦略を使えば、予備容量を持つスポットキャパシティープールを手動で探す
必要なく、ターゲット容量をプロビジョニングできます。最も利用性の高いスポットキャパシティープー
ルからインスタンスが自動的にプロビジョニングされる、capacity optimized 戦略を使用することを
お勧めします。また、スポットフリートの capacity optimized 配分戦略も活用できます。最適な容量
を持つプールからスポットインスタンス容量が供給されるため、使用しているスポットインスタンスが再
要求される可能性は低くなります。配分戦略の詳細については、このユーザーガイドの「容量最適化のた
めのスポットフリートの設定 (p. 958)」および Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「スポット
インスタンス」を参照してください。

事前の容量再調整の利用
容量の再調整は、実行中のスポットインスタンスが 2 分間のスポットインスタンス中断通知を受け取る前
に、新しいスポットインスタンスでフリートを事前に拡張することにより、ワークロードの可用性を維持
するのに役立ちます。容量の再調整が有効な場合、Auto Scaling またはスポットフリートは、再調整の推
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奨事項を受け取ったスポットインスタンスを積極的に置き換えることを試みます。これにより、中断のリ
スクが高くない新しいスポットインスタンスにワークロードを再調整することができます。
容量の再調整は、容量を最適化する配分戦略 (最適な予備容量を見つけるように設計) と混合インスタンス
ポリシー (複数のアベイラビリティーゾーンで実行されている複数のインスタンスタイプにインスタンス
をデプロイすることで可用性を向上させるように設計) を補完します。
詳細については、キャパシティーの再調整 (p. 977) を参照してください。

統合された AWS のサービスを使用して スポットインスタンス を管理する
他の AWS のサービスは、個々のインスタンスやフリートを管理する必要なく、全体的なコンピューティ
ングコストを削減できるよう、スポットと統合されています。該当するワークロードの場合、Amazon
EMR、Amazon Elastic Container Service、AWS Batch、Amazon Elastic Kubernetes Service、Amazon
SageMaker、AWS Elastic Beanstalk、Amazon GameLift の各ソリューションを検討することをお勧めしま
す。これらのサービスでのスポットベストプラクティスの詳細については、Amazon EC2 スポットインス
タンス Workshops Website を参照してください。

使用すべき最適なスポットリクエスト方法はどれですか?
次の表を使用して、スポットインスタンスをリクエストする際に使用する API を決定します。
API

どのようなときに使う
か?

ユースケース

この API を使うべきか?

CreateAutoScalingGroup • 単一の構成または混
合の構成を持つ、複
数のインスタンスが
必要です。
• 構成可能な API を使
用してライフサイク
ル管理を自動化する
のがよいでしょう。

必要な数のインスタンス
を維持しながら、インス
タンスのライフサイクル
を管理する Auto Scaling
グループを作成します。
指定した最小値と最大限
度の間の水平スケーリン
グ (インスタンスの追加)
をサポートします。

はい

CreateFleet

インスタンスタイプ
別、AMI 別、アベイラ
ビリティーゾーン別、ま
たはサブネット別で異な
る、複数の起動条件を
指定し、オンデマンド
インスタンスとスポッ
トインスタンス両方の
フリートを 1 回のリク
エストで作成します。ス
ポットインスタンスの割
り当てストラテジーのデ
フォルトは、lowestprice ユニットあたり
ですが、capacityoptimized または
diversified に変更可
能です。

はい - オートスケーリン
グを必要としない場合は
instant モード。

AMI と 1 つのインスタ
ンスタイプを使用して、
指定した数のインスタン
スを起動します。

いいえ - RunInstances
は、1 回のリクエストで
複数のインスタンスタイ
プを許可しないため。

• 単一の構成または混
合の構成を持つ、複
数のインスタンスが
必要です。
• インスタンスのライ
フサイクルを自己
管理するのがよいで
しょう。
• オートスケーリン
グが必要ない場合
は、instant タイプ
フリートの使用をお
勧めします。

RunInstances

• 既に RunInstances
API を使用してオン
デマンドインスタ
ンスを起動してい
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API

どのようなときに使う
か?

ユースケース

この API を使うべきか?

るので、単一のパラ
メータを変更するこ
とで、スポットイン
スタンスの起動に変
更するとよいでしょ
う。
• 異なるインスタンス
タイプを持つ複数の
インスタンスは、必
要ありません。
RequestSpotFleet

• RequestSpotFleet
使用しませ
API は計画投資のな
ん。RequestSpotFleet
いレガシー API であ
は、計画投資のないレガ
るため、使用はお勧
シー API です。
めしません。
• インスタンスの
ライフサイクル
を管理する場合
は、CreateFleet API
を使用します。
• インスタンスのラ
イフサイクルを管
理したくない場合
は、CreateAutoScalingGroup
API を使用します。

RequestSpotInstances

• RequestSpotInstances
API は計画投資のな
いレガシー API であ
るため、使用はお勧
めしません。

いいえ

使用しませ
いいえ
ん。RequestSpotInstances
は、計画投資のないレガ
シー API です。

スポットインスタンス のしくみ
スポットインスタンスを起動するには、ユーザーがスポットインスタンスリクエストを作成します。また
は、Amazon EC2 が自動的にスポットインスタンスリクエストを作成することもできます。スポットイン
スタンスは、スポットインスタンスリクエストが受理されると起動します。
スポットインスタンスは、いくつかの異なるサービスを使用して起動できます。詳細については、
「Amazon EC2 スポットインスタンスの開始方法」を参照してください。このユーザーガイドでは、EC2
を使用してスポットインスタンスを起動する方法について説明します。
• スポットインスタンスリクエストは、Amazon EC2 コンソールの インスタンス起動ウィザー
ド (p. 517) または run-instances AWS CLI コマンドを使用して作成できます。詳細については、「ス
ポットインスタンスリクエストを作成する (p. 375)」を参照してください。
• EC2 フリートを作成して、必要な数のスポットインスタンスを指定することができます。Amazon EC2
は、EC2 フリートで指定されているすべてのスポットインスタンスについて、ユーザーに代わってス
ポットインスタンスリクエストを作成します。詳細については、EC2 フリートの作成 (p. 943) を参照
してください。
• スポットフリートリクエストを作成し、必要な数のスポットインスタンスを指定することができま
す。Amazon EC2 は、スポットフリートリクエストで指定されたスポットインスタンスごとに、ユー
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ザーに代わってスポットインスタンスリクエストを作成します。詳細については、「スポットフリート
リクエストを作成します。 (p. 991)」を参照してください。
空きキャパシティがある場合、スポットインスタンスが起動します。
スポットインスタンスは、ユーザーにより停止または終了されるか、Amazon EC2 により中断 (スポット
インスタンスの中断と呼ばれます) されるまで実行されます。
スポットインスタンスを使用する場合には、中断に備えておく必要があります。スポットインスタンスの
需要が増加した場合や、スポットインスタンスの供給が減少した場合、Amazon EC2 がスポットインス
タンスを中断する可能性があります。Amazon EC2 によりスポットインスタンスが中断される際には、ス
ポットインスタンスの中断通知が送信されます。それによりインスタンスに対して、Amazon EC2 による
中断が発生する 2 分前の警告が提供されます。スポットインスタンス の削除保護を有効にすることはでき
ません。詳細については、スポットインスタンスの中断。 (p. 403) を参照してください。
ユーザーは、Amazon EBS-backed スポットインスタンスを停止、起動、再起動、または終了することが
できます。スポットサービスは、スポットインスタンスを中断する際に、そのインスタンスを停止、終
了、または休止状態にすることができます。
コンテンツ
• 起動グループでの スポットインスタンス の起動 (p. 368)
• アベイラビリティーゾーングループでの スポットインスタンス の起動 (p. 368)
• VPC での スポットインスタンス の起動 (p. 369)

起動グループでの スポットインスタンス の起動
スポットインスタンスリクエストで起動グループを指定することによって、一連のスポットインスタンス
のすべてが起動可能な場合にのみ、それらを起動するよう、Amazon EC2 に指示することができます。ま
た、スポットサービスで、起動グループ内のインスタンスのいずれかを終了する必要がある場合、すべて
のインスタンスを終了することが必要となります。ただし、お客様が起動グループ内の 1 つ以上のインス
タンスを終了する場合、Amazon EC2 は起動グループ内のその他のインスタンスを終了しません。
このオプションは便利な場合もありますが、この制約を追加することによって、スポットインスタンスリ
クエストが受理される可能性は低くなるので、スポットインスタンスが終了される可能性が高まります。
例えば、起動グループに複数のアベイラビリティーゾーンのインスタンスが含まれるとします。これら
のアベイラビリティーゾーンのいずれかのキャパシティーが減少して使用できなくなった場合、Amazon
EC2 は起動グループのすべてのインスタンスを終了します。
以前に成功したリクエストと同じ (既存の) 起動グループを指定することで、新たに正常なスポットイン
スタンスリクエストを作成する場合には、新しいインスタンスがこの起動グループに追加されます。した
がって、この起動グループ内のインスタンスが終了されると、起動グループ内のすべてのインスタンスが
終了します。これには、最初のリクエストと 2 番目リクエストによって起動されたすべてのインスタンス
が含まれます。

アベイラビリティーゾーングループでの スポットインスタンス の起動
スポットインスタンスリクエストでアベイラビリティゾーングループを指定し、そのアベイラビリティ
ゾーン内で一連のスポットインスタンスを起動するように Amazon EC2 に指示します。Amazon EC2
は、アベイラビリティーゾーングループのすべてのインスタンスを同時に中断する必要はありませ
ん。Amazon EC2 がアベイラビリティーゾーングループ内のいずれかのインスタンスを中断する場合、他
のインスタンスはそのまま実行されます。
このオプションは便利な場合もありますが、この制約を追加することによって、スポットインスタンスリ
クエストが受理される可能性は低くなります。
アベイラビリティーゾーングループを指定したものの、スポットインスタンスリクエストでアベイラビリ
ティーゾーンを指定していない場合の結果は、使用するネットワークによって異なります。
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デフォルト VPC
Amazon EC2 は、指定されたサブネットのアベイラビリティーゾーンを使用します。サブネットを指定し
なかった場合は、アベイラビリティーゾーンとそのデフォルトのサブネットが選択されますが、最低価格
のゾーンではない可能性があります。アベイラビリティーゾーンのデフォルトのサブネットを削除した場
合は、別のサブネットを指定する必要があります。
デフォルトではない VPC
Amazon EC2 は、指定されたサブネットのアベイラビリティーゾーンを使用します。

VPC での スポットインスタンス の起動
スポットインスタンス のサブネットを指定するのと同じ方法で、オンデマンドインスタンス のサブネット
を指定します。
• [デフォルトの VPC] 特定の低価格のアベイラビリティーゾーンでスポットインスタンスを起動したい
場合には、対応するサブネットをスポットインスタンスリクエスト内で指定する必要があります。サブ
ネットを指定しなかった場合、Amazon EC2 によってサブネットが選択されますが、このサブネットの
アベイラビリティーゾーンのスポット料金は最低ではない可能性があります。
• [デフォルト以外の VPC] スポットインスタンスのサブネットを指定する必要があります。

スポットインスタンスの料金履歴
スポットインスタンス料金は Amazon EC2 で設定され、スポットインスタンス容量に対する長期の需給傾
向に基づいて緩やかに調整されます。
スポットリクエストが受理されると、オンデマンド料金を超えない現在のスポット料金で、スポットイン
スタンス が起動されます。インスタンスタイプ、オペレーティングシステム、アベイラビリティーゾーン
でフィルタリングして、過去 90 日間のスポット料金履歴を表示できます。
現在のスポット料金を表示するには
最新のスポットインスタンス料金については、「Amazon EC2 スポットインスタンスの料金」を参照して
ください。

スポット料金履歴を表示するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Spot Requests] を選択します。

3.

[料金設定履歴] を選択します。

4.

[グラフ] で、料金履歴をアベイラビリティゾーン別に比較するか、またはインスタンスタイプ別に比
較するかを選択します。
• [Availability Zones] (アベイラビリティーゾーン) を選択した場合は、料金履歴を表示する [Instance
type] (インスタンスタイプ)、オペレーティングシステム ([Platform] (プラットフォーム))、および
[Date range] (日付範囲) を指定します。
• [Instance Types] (インスタンスタイプ) を選択した場合は、最大 5 つの [Instance type(s)] (インス
タンスタイプ) と、[Availability Zone] (アベイラビリティーゾーン)、オペレーティングシステム
([Platform] (プラットフォーム))、および [Date range] (日付範囲) を指定して料金履歴を表示しま
す。
次のスクリーンショットは、異なるインスタンスタイプでの料金比較を示しています。
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5.

マウスのカーソル (ポインタ) をグラフ上に移動させると、選択した日付範囲の特定の時刻の料金が
表示されます。料金は、グラフの上にある情報ブロックに表示されます。一番上の行に表示される料
金は、特定の日付の料金を示します。2 行目に表示される料金は、選択した日付範囲での平均料金で
す。

6.

vCPU あたりの料金を表示するには、[正規化された料金を表示] をオンにします。インスタンスタイ
プの料金を表示するには、[正規化された料金を表示] をオフにします。

コマンドラインを使用してスポット料金履歴を表示するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。詳細については、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照して
ください。
• describe-spot-price-history (AWS CLI)
• Get-EC2SpotPriceHistory (AWS Tools for Windows PowerShell)

スポットインスタンス 購入による削減額
フリートあたりレベルの スポットインスタンス またはすべての実行中の スポットインスタンス に関す
る使用状況と削減額の情報を表示できます。フリートあたりのレベルでは、使用状況と削減額の情報にフ
リートが起動および終了するすべてのインスタンスが含まれます。この情報は、過去 1 時間または過去 3
日間から表示できます。
次の [削減額] セクションのスクリーンショットでは、スポットフリートでのスポットの使用状況、ならび
に削減額の情報を示しています。

表示できる使用状況と削減額の情報は次のとおりです。
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• スポットインスタンス – スポットフリートによって起動および終了されたスポットインスタンスの数。
削減額の要約を表示した場合、その数字は実行中のすべての スポットインスタンス を表します。
• vCPU-hours – 選択した時間枠ですべての スポットインスタンス で使用される vCPU 時間数。
• Mem(GiB)-hours – 選択した時間枠ですべての スポットインスタンス で使用される GiB 時間数。
• On-Demand total – これらのインスタンスを オンデマンドインスタンス として起動した場合、選択した
時間枠で支払った合計金額。
• Spot total – 選択した時間枠で支払う合計金額。
• Savings – オンデマンド価格を支払わないことで節約される割合。
• Average cost per vCPU-hour – 選択した時間枠ですべての スポットインスタンス で vCPU を使用する
1 時間あたりの平均コスト。次の式で計算されます: Average cost per vCPU-hour = Spot total / vCPUhours
• Average cost per mem(GiB)-hour – 選択した時間枠ですべての スポットインスタンス で GiB を使用す
る 1 時間あたりの平均コスト。次の式で計算されます: Average cost per mem(GiB)-hour = Spot total /
Mem(GiB)-hours
• 詳細 テーブル – スポットフリートを構成するさまざまなインスタンスタイプ (括弧内はインスタンス
タイプあたりのインスタンス数です)。削減額の要約を表示した場合、その数字は実行中のすべての ス
ポットインスタンス から成ります。
削減額情報は、Amazon EC2 コンソールからのみ表示できます。

スポットフリートの割引情報を表示するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Spot Requests] を選択します。

3.

スポットフリートリクエストの ID を選択し、[削減額] セクションまでスクロールします。
または、スポットフリートリクエスト ID の横にあるチェックボックスをオンにし、[削減額] タブを表
示します。

4.

デフォルトでは、過去 3 日間の使用状況と削減額の情報が表示されます。[last hour] または [last three
days] を選択できます。1 時間未満前に起動された スポットフリート の場合は、その時間の削減見込
み額が表示されます。

実行中のすべての スポットインスタンス の削減額情報を表示するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Spot Requests] を選択します。

3.

[削減の概要] をクリックします。

スポットインスタンス の操作
スポットインスタンスを使用するには、希望するインスタンス数、インスタンスタイプ、アベイラビ
リティゾーンを含む、スポットインスタンスリクエストを作成します。キャパシティが利用可能になる
と、Amazon EC2 がすぐにリクエストを受理します。それ以外の場合、Amazon EC2 は、リクエストが受
理できるようになるか、お客様がリクエストをキャンセルするまで待機します。
次の図にスポットインスタンスリクエストが動作する様子を示します。Amazon EC2がスポットインスタ
ンスを中断した場合、あるいはユーザーがスポットインスタンスを停止した場合に、リクエストが再度開
かれるかどうかは、リクエストタイプ (ワンタイムまたは永続) によって決定されることに注意してくだ
さい 。リクエストが永続リクエストの場合、スポットインスタンスの中断後、リクエストが再度開かれ
ます。リクエストが永続的で、スポットインスタンスがユーザーにより停止された場合、リクエストはス
ポットインスタンスが開始されるまでは開かれません。
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コンテンツ
• スポットインスタンスリクエストの状態 (p. 372)
• スポットインスタンス の継続期間の定義 (p. 373)
• スポットインスタンス のテナンシーの指定 (p. 373)
• スポットインスタンスリクエスト向けのサービスにリンクされたロール (p. 374)
• スポットインスタンスリクエストを作成する (p. 375)
• 実行中の スポットインスタンス の検索 (p. 381)
• スポットインスタンスリクエストをタグ付けする (p. 382)
• スポットインスタンスリクエストをキャンセルする (p. 387)
• スポットインスタンスを停止する (p. 388)
• スポットインスタンスを開始する (p. 389)
• スポットインスタンスを終了する (p. 390)
• スポットインスタンスリクエストでの起動仕様の例 (p. 391)

スポットインスタンスリクエストの状態
スポットインスタンスリクエストは、次に示すいずれかの状態を取ります。
• open – リクエストは受理されるまで待機状態です。
• active – リクエストは受理されており、関連付けられたスポットインスタンスが存在します。
• failed – リクエストの 1 つ以上のパラメータが正しくありません。
• closed – スポットインスタンスは中断または終了されました。
• disabled – スポットインスタンスがユーザーにより停止されました。
• cancelled – このリクエストはユーザーによりキャンセルされたか、リクエストの有効期限が切れまし
た。
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次の図は、 リクエストの状態の遷移を示しています。遷移はリクエストのタイプ (ワンタイムまたは永続)
によって異なります。

ワンタイムスポットインスタンスリクエストは、Amazon EC2 がスポットインスタンスを起動するか、リ
クエストの有効期限が切れるか、またはユーザーがリクエストをキャンセルするまでアクティブ状態を維
持します。利用できるキャパシティがない場合、スポットインスタンスは終了し、スポットインスタンス
のリクエストは終了します。
永続スポットインスタンスリクエストは、リクエストが受理された後も、リクエストの有効期限が切れる
かユーザーによりキャンセルされるまで、アクティブ状態を維持します。キャパシティを利用できない場
合は、スポットインスタンスが中断されます。インスタンスが中断された後に、キャパシティが再び利用
可能になると、スポットインスタンスが開始 (停止している場合)、あるいは再開 (休止状態の場合) されま
す。スポットインスタンスは、停止して、キャパシティを利用できるようになったとき再び開始すること
ができます。スポットインスタンスが (停止状態にあるか実行状態にあるかに関係なく) 終了した場合に
は、スポットインスタンスリクエストが再び開かれ、Amazon EC2 により新しいスポットインスタンスが
起動されます。詳細については、「スポットインスタンスを停止する (p. 388)」、「スポットインスタン
スを開始する (p. 389)」、および「スポットインスタンスを終了する (p. 390)」を参照してください。
スポットインスタンスリクエストの状態と、起動済みのスポットインスタンスのステータスを追跡するこ
とができます。詳細については、スポットリクエストステータス (p. 392) を参照してください。

スポットインスタンス の継続期間の定義
期間が定義されたスポットインスタンス (スポットブロックとも呼ばれます) は、2021 年 7 月 1 日以降の
新規のお客様は、ご利用いただけません。既に、期間が指定されたスポットインスタンスを使用した経験
をお持ちのお客様については、2022 年 12 月 31 日まで、この機能を引き続きサポートいたします。

スポットインスタンス のテナンシーの指定
スポットインスタンスは、シングルテナントのハードウェア上で実行できます。ハードウェア専有 スポッ
トインスタンス は、他の AWS アカウントに属するインスタンスからは物理的に分離されます。詳細につ
いては、「Dedicated Instances (p. 466)」および「Amazon EC2 ハードウェア専有インスタンス」の製
品ページを参照してください。
ハードウェア専有スポットインスタンスを使用するには、次のいずれかを実行します。
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• スポットインスタンスリクエストを作成する際に、dedicated のテナンシーを指定します。詳細につ
いては、スポットインスタンスリクエストを作成する (p. 375) を参照してください。
• dedicated のインスタンステナンシーを持つ VPC 内で、スポットインスタンスをリクエストします。
詳細については、専有インスタンスのテナンシーで VPC を作成します (p. 470) を参照してくださ
い。default のインスタンステナンシーを使用して、 VPC 内でインスタンスをリクエストした場合
は、dedicated のテナンシーを使用しながらスポットインスタンスをリクエストすることはできませ
ん。
T インスタンスを除くすべてのインスタンスファミリーが、Dedicated スポットインスタンス をサポート
しています。対象となるインスタンスファミリーにおいて、最大のインスタンスサイズまたはメタルサイ
ズのみが、Dedicated スポットインスタンス をサポートします。

スポットインスタンスリクエスト向けのサービスにリンクされたロール
Amazon EC2 は、ユーザーに代わって AWS の他のサービスを呼び出すために必要なアクセス許可のため
に、サービスにリンクされたロールを使用します。サービスにリンクされたロールは、AWS のサービスに
直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス
にアクセス許可を委任するためのセキュアな方法を提供します。これは、リンクされたサービスのみが、
サービスにリンクされたロールを引き受けることができるためです。詳細については、IAM ユーザーガイ
ドの「サービスにリンクされたロールの使用」を参照してください。
Amazon EC2 は、AWSServiceRoleForEC2Spot という、サービスにリンクされたロールを使用して、ユー
ザーの代わりに スポットインスタンス を起動して管理します。

AWSServiceRoleForEC2Spot によって付与されるアクセス許可
Amazon EC2 は、AWSServiceRoleForEC2Spot という、サービスにリンクされたロールを使用して、次の
アクションを実行します。
• ec2:DescribeInstances – スポットインスタンスの記述
• ec2:StopInstances – スポットインスタンスの停止
• ec2:StartInstances – スポットインスタンスの開始

サービスにリンクされたロールの作成
ほとんどの状況では、サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。Amazon EC2
は、ユーザーがコンソールを使用して初めてスポットインスタンスをリクエストした際に、サービスにリ
ンクされたロール AWSServiceRoleForEC2Spot を作成します。
Amazon EC2 がこのサービスにリンクされたロールのサポートを開始した 2017 年 10 月よりも前に、
ユーザーがアクティブなスポットインスタンスリクエストを行っている場合は、Amazon EC2 により
AWSServiceRoleForEC2Spot ロールが AWS アカウントに作成されています｡ 詳細については、IAM ユー
ザーガイドの「アカウントに新しいロールが表示される」を参照してください。
AWS CLI または API を使用してスポットインスタンスをリクエストするには、まずこのロールが存在して
いることを確認する必要があります。

コンソールを使用して AWSServiceRoleForEC2Spot を作成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Roles (ロール) ] を選択します。

3.

[ロールの作成] を選択します。

4.

[Select type of trusted entity (信頼されたエンティティのタイプを選択)] ページで、[EC2]、[EC2 - Spot
Instances (EC2 - スポットインスタンス)]、[Next: Permissions (次の手順: アクセス許可)] の順に選択
します。
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5.

次のページで、[次へ: 確認] を選択します。

6.

[確認] ページで、[ロールの作成] を選択します。

AWS CLI を使用して AWSServiceRoleForEC2Spot を作成するには
次のように、create-service-linked-role コマンドを使用します。
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com

スポットインスタンス を使用する必要がなくなった場合は、[AWSServiceRoleForEC2Spot] ロールを削除
することをお勧めします。このロールがアカウントから削除された後で、Amazon EC2 をリクエストする
と､スポットインスタンス はロールを再度作成します。

暗号化された AMI および EBS スナップショット用のカスタマーマネージド型キーへのアクセス
権限の付与
スポットインスタンス のために暗号化された AMI (p. 176) または暗号化された Amazon EBS スナップ
ショット (p. 1719)を指定しており、カスタマーマネージド型キーを暗号化に使用する場合は、Amazon
EC2 がユーザーに代わってスポットインスタンスを起動できるようにするために、カスタマーマネージド
型キーを使用する許可を AWSServiceRoleForEC2Spot ロールにより付与する必要があります。これを行
うには、次の手順で示すように、カスタマーマネージド型キーに対し付与を追加する必要があります。
アクセス権限を設定するときは、付与がキーポリシーの代わりになります。詳細については、 デ
ベロッパーガイドの「許可の使用」と「 でのキーポリシーの使用」を参照してください。https://
docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/grants.htmlAWS KMSAWS Key Management Service

AWSServiceRoleForEC2Spot ロールにカスタマーマネージド型キーを使用する許可を付与するに
は
•

create-grant コマンドを使用してカスタマーマネージド型キーに付与を追加し、プリンシパル (サービ
スにリンクされたロールの AWSServiceRoleForEC2Spot) を指定します。このプリンシパルには、付
与が許可するオペレーションを実行するためのアクセス許可が含まれています。カスタマーマネージ
ド型キーは、key-id パラメータと、そのカスタマーマネージド型キーの ARN により指定します。
プリンシパルを指定するには、grantee-principal パラメータとサービスにリンクされたロール
AWSServiceRoleForEC2Spot の ARN を使用します。
aws kms create-grant \
--region us-east-1 \
--key-id arn:aws:kms:useast-1:444455556666:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--grantee-principal arn:aws:iam::111122223333:role/AWSServiceRoleForEC2Spot \
--operations "Decrypt" "Encrypt" "GenerateDataKey"
"GenerateDataKeyWithoutPlaintext" "CreateGrant" "DescribeKey" "ReEncryptFrom"
"ReEncryptTo"

スポットインスタンスリクエストを作成する
オンデマンドインスタンスを起動するのと同じ方法で、Amazon EC2 コンソールの インスタンス起動ウィ
ザード (p. 517) またはr un-instances AWS CLI コマンドを使用してスポットインスタンスをリクエスト
できます。このメソッドは、以下の理由でのみ推奨されます。
• すでに インスタンスの起動ウィザード (p. 517) または run-instances コマンドを使用してオンデマン
ドインスタンスを起動しており、単一のパラメータを変更することでスポットインスタンスの起動に変
更したいだけです。
• 異なるインスタンスタイプを持つ複数のインスタンスは、必要ありません。
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複数のインスタンスタイプを指定することはできず、同じリクエストでスポットインスタンスとオンデマ
ンドインスタンスを起動することはできないため、このメソッドは通常、スポットインスタンスの起動に
はお勧めしません。複数のインスタンスタイプを持つスポットインスタンスとオンデマンドインスタンス
を含むフリートの起動を含む、スポットインスタンスを起動するための推奨される方法については、「使
用すべき最適なスポットリクエスト方法はどれですか? (p. 366)」を参照してください。
一度に複数のスポットインスタンスをリクエストした場合、 Amazon EC2 により個別のスポットインス
タンスに対するリクエストが作成されるので、各リクエストのステータスを単独で追跡することが可能で
す。スポットインスタンスリクエストの追跡については、「スポットリクエストステータス (p. 392)」を
参照してください。
New console

インスタンス起動ウィザードを使用してスポットインスタンスリクエストを作成するには
ステップ 1～9 は、オンデマンドインスタンスの起動に使用するステップと同じです。ステップ 10
で、スポットインスタンスリクエストを設定します。
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

画面上部のナビゲーションバーで、リージョンを選択します。

3.

Amazon EC2 コンソールダッシュボードで、[インスタンスを起動] を選択します。

4.

(オプション) [Name and tags] (名前とタグ) で、インスタンスに名前を付け、スポットインスタン
ス要求、インスタンス、ボリューム、および Elastic Graphics にタグを付けることができます。
タグの詳細については、「Amazon EC2 リソースのタグ付け (p. 1874)」を参照してください。
a.

[Name] (名前) に、インスタンスのわかりやすい名前を入力します。
インスタンス名はタグで、キーは [Name] (名前)、値は指定した名前です。名前を指定しない
場合は、インスタンスをその ID で識別できます。ID は、インスタンスの起動時に自動的に
生成されます。

b.

スポットインスタンスリクエスト、インスタンス、ボリューム、および Elastic Graphics に
タグを付けするには、[Add additional tags] (タグを追加) を選択します。[Add tag] (タグを追
加) を選択し、キーと値を入力し、タグ付けするリソースタイプを選択します。追加するタグ
ごとに [Add tag] (タグを追加) を選択します。

5.

[Application and OS Images (Amazon Machine Image)] (アプリケーションおよび OS イメージ
(Amazon マシンイメージ)) で、インスタンスのオペレーティングシステム (OS) を選択してか
ら、AMI を選択します。詳細については、「アプリケーションと OS イメージ (Amazon マシンイ
メージ) (p. 520)」を参照してください。

6.

[Instance type] (インスタンスタイプ) で、インスタンスのハードウェア設定とサイズの要件を満
たすインスタンスタイプを選択します。詳細については、「インスタンスタイプ (p. 521)」を参
照してください。

7.

[Key pair (login)] (キーペア (ログイン)) で、既存のキーペアを選択するか、[Create new key pair]
(新しいキーペアを作成) を選択して新しいキーペアを作成します。詳細については、「Amazon
EC2 のキーペアと Windows インスタンス (p. 1457)」を参照してください。

Important
[Proceed without key pair] (キーペアなしで進む) オプションを選択した場合 (非推奨)、
ユーザーが別の方法でログインすることを許可するように設定された AMI を選択した場
合でなければ、インスタンスに接続できなくなります。
8.

[Network settings] (ネットワーク設定) で、デフォルト設定を使用するか、[Edit] (編集) を選択し
て必要に応じてネットワーク設定を構成します。
セキュリティグループはネットワーク設定の一部を形成し、インスタンスのファイアウォール
ルールを定義します。このルールでは、どの着信ネットワークトラフィックをインスタンスに配
信するかを指定します。
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詳細については、「ネットワーク設定 (p. 522)」を参照してください。
9.

選択した AMI には、ルートデバイスボリュームを含む、1 つまたは複数のストレージボリューム
が含まれます。[Configure storage] (ストレージの設定) で、[Add new volume] (新しいボリューム
の追加) を選択して、インスタンスに接続する追加のボリュームを指定できます。詳細について
は、「ストレージの設定 (p. 524)」を参照してください。

10. [Advanced details] (高度な設定) で、スポットインスタンスリクエストを次のように設定します。
a.

[Purchasing option] (購入オプション) で、[Request Spot Instances] (スポットインスタンスの
リクエスト) チェックボックスをオンにします。

b.

スポットインスタンスリクエストのデフォルト設定を維持するか、[Customize] (カスタマイ
ズ) (右側) を選択して、スポットインスタンスリクエストのカスタム設定を指定できます。
[Customize] (カスタマイズ) を選択すると、次のフィールドが表示されます。
i.

[Maximum price] (最大価格): スポット価格でスポットインスタンスをリクエストする
か、オンデマンド価格を上限とするか、支払う金額の最大額を指定できます。

Warning
最大料金を指定すると、[No maximum price] (最大料金なし) を選択した場合よ
りもインスタンスが頻繁に中断されます。
• [No maximum price] (最大価格なし): スポットインスタンスは現在のスポット価格で起
動します。価格はオンデマンド価格を超えることはありません。(推奨)
• [Set your maximum price (per instance/hour)] (最大価格を設定 (インスタンス / 時間あ
たり): 支払う意思のある最大金額を指定できます。
• 現在のスポット価格よりも低い最大価格を指定すると、スポットインスタンスは起
動しません。
• 現在のスポット料金よりも高い最大料金を指定すると、スポットインスタンスが
起動し、現在のスポット料金で請求されます。スポットインスタンスの実行後、ス
ポット価格が最大価格を超えると、Amazon EC2 がスポットインスタンスを中断し
ます。
• 指定した上限料金にかかわらず、常に現在のスポット料金が請求されます。
スポット料金の傾向を確認するには、「スポットインスタンスの料金履歴 (p. 369)」
を参照してください。
ii.

[Request type] (リクエストタイプ): 選択したスポットインスタンスリクエストタイプに
よって、スポットインスタンスが中断された場合に何が発生するかが決まります。
• [One-time] (ワンタイム): Amazon EC2 は、スポットインスタンスに対して 1 回限りの
リクエストを送信します。スポットインスタンスが中断された場合、リクエストは再
送信されません。
• [Persistent request] (永続リクエスト): Amazon EC2 は、スポットインスタンスに対し
て永続リクエストを送信します。スポットインスタンスが中断された場合、要求は再
送信され、中断されたスポットインスタンスを補充します。
値を指定しない場合、デフォルトは1回限りのリクエストです。

iii.

[Valid to] (有効期限): 永続的な スポットインスタンスリクエストの有効期限日。
このフィールドは、1 回限りのリクエストではサポートされていません。ワンタイムリ
クエストは、リクエストのすべてのインスタンスが起動するか、またはユーザーがリク
エストをキャンセルするまで有効です。
• [No request expiry date] (リクエストの有効期限なし): リクエストは、キャンセルされ
るまで有効です。
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• [Set your request expiry date] (リクエストの有効期限を設定する): 永続的なリクエスト
は、指定した日付まで、またはキャンセルするまで有効です。
iv.

[Interruption behavior] (中断動作): 選択した動作によって、スポットインスタンスが中断
されたときに何が起こるかが決まります。
• 永続的なリクエストの場合、有効な値は [Stop] (停止) と [Hibernate] (休止) です。イン
スタンスが停止すると、EBS ボリュームストレージの料金が適用されます。
• ワンタイムリクエストの場合、[Terminate] (終了) のみが有効です。
値を指定していない場合、デフォルトは [Terminate] (終了) になり、これは、永続的なス
ポットインスタンスリクエストには無効です。デフォルトのままにして永続的なスポッ
トインスタンスリクエストを起動しようとすると、エラーが発生します。
詳細については、「中断動作 (p. 404)」を参照してください。

v.

ブロック期間 (分)

Note
期間が定義されたスポットインスタンス (スポットブロックとも呼ばれます)
は、2021 年 7 月 1 日以降の新規のお客様は、ご利用いただけません。既に、期
間が指定されたスポットインスタンスを使用した経験をお持ちのお客様につい
ては、2022 年 12 月 31 日まで、この機能を引き続きサポートいたします。
11. [Summary] (概要) パネルの [Number of instances] (インスタンス数) に、起動するインスタンス数
を入力します。

Note
Amazon EC2 が、スポットインスタンスごとに個別のリクエストを作成します。
12. [Summary] (概要) パネルで、インスタンスの詳細を確認し、必要な変更を加えます。スポット
インスタンスリクエストを送信した後は、リクエストのパラメータを変更することはできませ
ん。[Summary] (概要) パネルでリンクを選択すると、インスタンスの起動ウィザードのセクショ
ンに直接移動できます。詳細については、「概要 (p. 527)」を参照してください。
13. インスタンスを起動する準備ができたら、[Launch instance] (インスタンスの起動) を選択しま
す。
インスタンスが起動しないか、状態が running ではなくすぐに terminated になる場合は、
「インスタンスの起動に関する問題のトラブルシューティング (p. 1904)」を参照してください。
Old console

インスタンス起動ウィザードを使用してスポットインスタンスリクエストを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

画面上部のナビゲーションバーで、リージョンを選択します。

3.

Amazon EC2 コンソールダッシュボードで、[Launch Instance] を選択します。

4.

[Amazon マシンイメージ (AMI)] ページで、AMI を選択します。詳細については、「ステップ 1:
Amazon Machine Image (AMI) を選択する (p. 528)」を参照してください。

5.

[Choose an Instance Type] (インスタンスタイプの選択) ページで、起動するインスタンスの
ハードウェア設定とサイズを選択し、[Next: Configure Instance Details] (次へ: インスタンス
の詳細設定) をクリックします。詳細については、「ステップ 2: インスタンスタイプを選択す
る (p. 529)」を参照してください。

6.

[インスタンスの詳細の設定] ページで、スポットインスタンスリクエストを次のように設定しま
す。
• [Number of instances]: 起動するインスタンスの数を入力します。
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Note
Amazon EC2 が、スポットインスタンスごとに個別のリクエストを作成します。
• (オプション) アプリケーションで需要を処理するためにインスタンスの正しい数を確実に維持
するには、[Launch into Auto Scaling Group (Auto Scaling グループに作成する)] を選択して起
動設定と Auto Scaling グループを作成します。Auto Scaling によって、指定どおりにグルー
プのインスタンス数がスケーリングされます。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」を参照してください。
• [購入のオプション]: [スポットインスタンスのリクエスト] を選択してスポットインスタンスを
起動します。このオプションを選択すると、次のフィールドが表示されます。
• 現在の価格: 選択したインスタンスタイプについて、各アベイラビリティーゾーンの現在のス
ポット料金が表示されます。
• (オプション) 最高料金: このフィールドは空のままにするか、支払う上限額を指定できます。

Warning
上限料金を指定すると、フィールドを空にした場合よりも頻繁にインスタンスが中断
されます。
• スポット料金よりも低い最大料金を指定すると、スポットインスタンスは起動しません。
• 現在のスポット料金よりも高い最大料金を指定すると、スポットインスタンスが起動し、現
在のスポット料金で請求されます。スポットインスタンスの実行後、スポット価格が最大価
格を超えると、Amazon EC2 がスポットインスタンスを中断します。
• 指定した上限料金にかかわらず、常に現在のスポット料金が請求されます。
• このフィールドを空のままにすると、現在のスポット料金を支払うことになります。
• [永続リクエスト]: スポットインスタンスが中断された場合に、スポットインスタンスリクエス
トを再送信するには、永続リクエストを選択します。
• [中断動作]: デフォルトでは、スポットサービスは中断されたスポットインスタンスを終了しま
す。永続リクエストを選択している場合は、中断されたスポットインスタンスをスポットサー
ビスが停止するか休止するかを指定できます。詳細については、中断動作 (p. 404) を参照し
てください。
• (オプション) リクエスト有効期間: スポットインスタンスリクエストの有効期限を指定するに
は、[編集] を選択します。
スポットインスタンスの設定の詳細については、「ステップ 3: インスタンスの詳細を設定す
る (p. 529)」を参照してください。
7.

選択した AMI には、ルートデバイスボリュームを含む、1 つまたは複数のストレージボリューム
が含まれます。[Add Storage] ページで、[Add New Volume] を選択することにより、インスタン
スにアタッチする追加ボリュームを指定できます。詳細については、ステップ 4: ストレージを追
加する (p. 532) を参照してください。

8.

[Add Tags] ページで、キーと値の組み合わせをタグ (p. 1874)として指定します。詳細について
は、ステップ 5: タグの追加 (p. 533) を参照してください。

9.

[Configure Security Group] ページで、セキュリティグループを使用してインスタンスのファイア
ウォールルールを定義します このルールでは、どの着信ネットワークトラフィックをインスタン
スに配信するかを指定します。他のトラフィックはすべて無視されます。(セキュリティグルー
プの詳細については、「Windows インスタンス用の Amazon EC2 Amazon セキュリティグルー
プ (p. 1469)」を参照してください)。セキュリティグループを選択または作成して、[確認して起
動] をクリックします。詳細については、ステップ 6: セキュリティグループを設定する (p. 533)
を参照してください。

10. [Review Instance Launch] ページで、インスタンスの詳細をチェックし、適切な [Edit] リンクを
選択して必要な変更を加えます。準備ができたら、[Launch] を選択します。詳細については、ス
テップ 7: インスタンスの起動を確認し、キーペアを選択する (p. 534) を参照してください。
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11. [Select an existing key pair or create a new key pair] ダイアログボックスで、既存のキーペアを
選択するか、新しいキーペアを作成できます。例えば、[既存のキーペアの選択] をクリックし、
セットアップ中に作成したキーペアを選択します。詳細については、Amazon EC2 のキーペアと
Windows インスタンス (p. 1457) を参照してください。

Important
[Proceed without key pair] オプションを選択した場合、ユーザーが別の方法でログイン
することを許可するように設定された AMI を選択した場合でなければ、インスタンスに
接続できなくなります。
12. インスタンスを起動するには、確認のチェックボックスをオンにし、続いて [Launch Instances]
を選択します。
インスタンスが起動しないか、状態が terminated ではなくすぐに running になる場合は、
「インスタンスの起動に関する問題のトラブルシューティング (p. 1904)」を参照してください。
AWS CLI
run-instances を使用してスポットインスタンスリクエストを作成するには
run-instances コマンドを使用し、--instance-market-options パラメータでスポットインスタン
スのオプションを指定します。
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--instance-type t2.micro \
--count 5 \
--subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \
--key-name MyKeyPair \
--security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \
--instance-market-options file://spot-options.json

--instance-market-options で JSON ファイルに指定するデータ構造は次のとおりで
す。ValidUntil、および InstanceInterruptionBehavior、を指定することもできます。デー
タ構造でフィールドを指定しないと、デフォルト値が使用されます。
次のサンプルでは、persistent リクエストを作成します。
{

}

"MarketType": "spot",
"SpotOptions": {
"SpotInstanceType": "persistent"
}

request-spot-instances を使用してスポットインスタンスリクエストを作成するには

Note
request-spot-instances コマンドを使用してスポットインスタンスをリクエストすることは強
くお勧めしません。これは、計画された投資がないレガシー API であるためです。詳細につ
いては、「使用すべき最適なスポットリクエスト方法はどれですか? (p. 366)」を参照して
ください。
ワンタイムリクエストを作成するには、request-spot-instances コマンドを使用します。
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aws ec2 request-spot-instances \
--instance-count 5 \
--type "one-time" \
--launch-specification file://specification.json

永続リクエストを作成するには、request-spot-instances を使用します。
aws ec2 request-spot-instances \
--instance-count 5 \
--type "persistent" \
--launch-specification file://specification.json

以下のコマンドで使用する起動仕様ファイルの例については、「スポットインスタンスリクエストで
の起動仕様の例 (p. 391)」を参照してください。起動仕様ファイルをスポットリクエストコンソー
ルからダウンロードする場合は、代わりに request-spot-fleet コマンドを使用する必要があります (ス
ポットリクエストコンソールは、スポットフリートを使用してスポットインスタンスリクエストを指
定します)。

実行中の スポットインスタンス の検索
Amazon EC2 は、キャパシティが利用可能であるときにスポットインスタンスを起動します。スポットイ
ンスタンスは中断されるか、ユーザーにより終了されるまで実行されます。

実行中の スポットインスタンス を検索するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Spot Requests] を選択します。スポットインスタンスリクエストとスポッ
トフリートリクエストの両方を表示できます。スポットインスタンスリクエストが受理された場合、
[容量] がスポットインスタンスの ID となります。スポットフリートの場合、[容量] はリクエストされ
た容量のうち受理された量を示します。スポットフリートのインスタンスの ID を表示するには、拡張
矢印を選択するか、フリートを選択した上で [インスタンス] を選択します。

Note
スポットフリートによって作成されたスポットインスタンスリクエストの場合、そのリクエ
ストが属するスポットフリートを示すシステムタグはリクエストに即座にタグ付けされませ
ん。また、一定期間、スポットフリートリクエストとは別に表示されることがあります。
または、ナビゲーションペインで [Instances] を選択します。右上隅にある設定アイコン (
) を選択
し、[Attribute (属性)] 列で [Instance lifecycle (インスタンスライフサイクル)] を選択します。各インス
タンスの [Instance lifecycle (インスタンスライフサイクル)] は、normal、spot、または scheduled
のいずれかです。
実行中のスポットインスタンスを検索するには (AWS CLI)
スポットインスタンス を一覧表示するには、--query オプションを指定して describe-spot-instancerequests コマンドを実行します。
aws ec2 describe-spot-instance-requests \
--query "SpotInstanceRequests[*].{ID:InstanceId}"

出力例を次に示します。
[
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{
},
{
}

]

"ID": "i-1234567890abcdef0"
"ID": "i-0598c7d356eba48d7"

または、--filters オプションを指定して describe-instances コマンドを実行しても、スポットインスタ
ンス を一覧表示できます。
aws ec2 describe-instances \
--filters "Name=instance-lifecycle,Values=spot"

単一のスポットインスタンスを表示するには、--spot-instance-request-ids オプションを指定しな
がら describe-spot-instance-requests コマンドを使用します。
aws ec2 describe-spot-instance-requests \
--spot-instance-request-ids sir-08b93456

スポットインスタンスリクエストをタグ付けする
スポットインスタンスリクエストを分類および管理しやすくするため、カスタムメタデータでタグ付けす
ることができます。タグは、スポットインスタンスリクエストの作成時、またはその後に割り当てること
ができます。Amazon EC2 コンソールまたはコマンドラインツールを使用してタグを割り当てることがで
きます。
スポットインスタンスリクエストにタグ付けを行っても、そのスポットインスタンスリクエストによって
起動されたインスタンスやボリュームには、自動的なタグ付けは行われません。スポットインスタンス
リクエストによって起動されたインスタンスやボリュームには、明示的にタグを付ける必要があります。
スポットインスタンスおよびボリュームへのタグの割り当ては、起動時または起動後に行うことができま
す。
タグの仕組みの詳細については、「Amazon EC2 リソースのタグ付け (p. 1874)」を参照してください。
目次
• 前提条件 (p. 382)
• 新しいスポットインスタンスリクエストにタグを付ける (p. 384)
• 既存のスポットインスタンスリクエストにタグ付けをする (p. 385)
• スポットインスタンスリクエストのタグを表示する (p. 385)

前提条件
リソースにタグ付けするアクセス許可を IAM ユーザーに付与します。IAM ポリシーとサンプルポリシーの
詳細については、「例: リソースのタグ付け (p. 1424)」を参照してください。
作成する IAM ポリシーは、スポットインスタンスリクエストの作成に使用する方法によって決まります。
• インスタンスの起動ウィザードまたは run-instances を使用して スポットインスタンス をリクエス
トする場合は、「To grant an IAM user the permission to tag resources when using the launch instance
wizard or run-instances」を参照してください。
• スポットインスタンスをリクエストするために request-spot-instancesコマンドを使用する場合
は、「To grant an IAM user the permission to tag resources when using request-spot-instances」を参照
してください。
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インスタンス起動ウィザードまたは run-instances を使用する場合にリソースにタグを付けるためのアクセ
ス許可を IAM ユーザーに付与するには
以下を含む IAM ポリシーを作成します。
• ec2:RunInstances アクション。これにより、インスタンスを起動するためのアクセス許可が IAM
ユーザーに付与されます。
• Resource で、spot-instances-request を指定します。これによりユーザーは、スポットインスタ
ンスを要求するためのスポットインスタンスリクエストを作成できるようになります。
• ec2:CreateTags アクション。これにより、タグを作成するアクセス許可が IAM ユーザーに付与され
ます。
• Resource で、* を指定します。これにより、ユーザーはインスタンスの起動時に作成されるすべての
リソースにタグを付けることを許可されます。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowLaunchInstances",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RunInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
]
},
{
"Sid": "TagSpotInstanceRequests",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateTags",
"Resource": "*"
}
]

Note
RunInstances アクションを使用してスポットインスタンスリクエストを作成し、その際、リ
クエストにタグを付ける場合には、Amazon EC2 が RunInstances ステートメント内で spotinstances-request リソースをどのように評価するのかについて、注意を払う必要がありま
す。
spot-instances-request リソースは、IAM ポリシーで次のように評価されます。
• スポットインスタンスリクエストの作成時にタグを付けない場合、Amazon EC2 は
RunInstances ステートメント内の spot-instances-request リソースを評価しません。
• スポットインスタンスリクエストの作成時にタグを付けると、 RunInstances ステートメント内
の spot-instances-request リソースが、Amazon EC2 により評価されます。
したがって、spot-instances-request リソースの場合、次のルールが IAM ポリシーに適用
されます。
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• RunInstances を使用してスポットインスタンスリクエストを作成し、その際リクエストにタグ
を付けない場合は、spot-instances-request リソースを明示的に許可しなくても、その呼
び出しは成功します。
• RunInstances を使用してスポットインスタンスリクエストを作成する際に、そのリクエストに
タグを付ける場合には、RunInstances の許可ステートメントに spot-instances-request
リソースを含める必要があります。これがない場合は呼び出しが失敗します。
• RunInstances を使用してスポットインスタンスリクエストを作成する際に、そのリクエストに
タグを付ける場合は、許可ステートメント CreateTags で spot-instances-request リソー
スを指定するか、そこに * ワイルドカードを含める必要があります。これがない場合は呼び出
しが失敗します。
IAM ポリシー (スポットインスタンスリクエストでサポートされていないポリシーを含む) の例に
ついては、「スポットインスタンス の操作 (p. 1418)」を参照してください。
request-spot-instances を使用する場合でリソースにタグを付けるためのアクセス許可を IAM ユーザーに
付与するには
以下を含む IAM ポリシーを作成します。
• ec2:RequestSpotInstances アクション。これにより、スポットインスタンスリクエストを作成す
るアクセス許可が IAM ユーザーに付与されます。
• ec2:CreateTags アクション。これにより、タグを作成するアクセス許可が IAM ユーザーに付与され
ます。
• Resource で、spot-instances-request を指定します。これにより、ユーザーはスポットインスタ
ンスリクエストにのみタグを付けることが許可されます。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "TagSpotInstanceRequest",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RequestSpotInstances",
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:spot-instances-request/*"

新しいスポットインスタンスリクエストにタグを付ける
コンソールを使用して新しいスポットインスタンスリクエストにタグ付けするには
1.

「スポットインスタンスリクエストを作成する (p. 375)」の手順に従います。

2.

タグを追加するには、[タグの追加] ページで [タグの追加] をクリックし、タグのキーと値を入力しま
す。追加するタグごとに [別のタグを追加] をクリックします。
1 つのタグを、スポットインスタンスリクエスト、スポットインスタンス、およびボリュームに対
し同時にタグ付けすることができます。3 つすべてにタグを付けるには、[インスタンス]、[ボリュー
ム]、[スポットインスタンスリクエスト] をそれぞれ選択します。1 つまたは 2 つにのみタグを付ける
には、タグを付けるリソースを選択し、他のリソースを選択していないことを確認します。

3.

必須フィールドにすべて入力してスポットインスタンスリクエストを作成した後、[起動] を選択しま
す。詳細については、スポットインスタンスリクエストを作成する (p. 375) を参照してください。

AWS CLI を使用して新しいスポットインスタンスリクエストにタグ付けするには
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スポットインスタンスリクエストの作成時にタグ付けするには、以下のようにスポットインスタンスリク
エストを設定します。
• --tag-specification パラメータを使用してスポットインスタンスリクエストのタグを指定しま
す。
• ResourceType で、spot-instances-request を指定します。別の値を指定すると、スポットイン
スタンスリクエストは失敗します。
• Tags で、キーと値のペアを指定します。キーと値のペアは複数指定できます。
以下の例では、スポットインスタンスリクエストには 2 つのタグ (Environment キーと Production 値、な
らびに Cost-Center キーと 123 値) が付けられています。
aws ec2 request-spot-instances \
--instance-count 5 \
--type "one-time" \
--launch-specification file://specification.json \
--tag-specification 'ResourceType=spot-instancesrequest,Tags=[{Key=Environment,Value=Production},{Key=Cost-Center,Value=123}]'

既存のスポットインスタンスリクエストにタグ付けをする
コンソールを使用して既存のスポットインスタンスリクエストにタグ付けするには
スポットインスタンスリクエストの作成後に、コンソールを使用してそのリクエストにタグを追加できま
す。
Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
1.

ナビゲーションペインで、[Spot Requests] を選択します。

2.

スポットインスタンスリクエストを選択します。

3.

[Tags (タグ)] タブを選択してから、[タグの作成] を選択します。

コンソールを使用して既存のスポットインスタンスにタグを付けるには
スポットインスタンスリクエストによってスポットインスタンスを起動した後で、コンソールを使用し
て、そのインスタンスにタグを追加できます。詳細については、個々のリソースのタグの追加および削
除 (p. 1881) を参照してください。
AWS CLI を使用して、既存のスポットインスタンスリクエストまたはスポットインスタンスにタグを付け
るには
create-tags コマンドを使用して、既存のリソースにタグを付けます。次の例では、既存のスポットインス
タンスリクエストとスポットインスタンスに、purpose キーと test 値のタグを付けています。
aws ec2 create-tags \
--resources sir-08b93456 i-1234567890abcdef0 \
--tags Key=purpose,Value=test

スポットインスタンスリクエストのタグを表示する
コンソールを使用してスポットインスタンスリクエストのタグを表示するには
Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
1.

ナビゲーションペインで、[Spot Requests] を選択します。
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2.

スポットインスタンスリクエストを選択してから、[タグ] タブを選択します。

スポットインスタンスリクエストのタグを詳細表示するには
describe-tags コマンドを使用して、指定したリソースのタグを表示します。以下の例では、指定した リク
エストのタグの情報を取得します。
aws ec2 describe-tags \
--filters "Name=resource-id,Values=sir-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE"
{

}

"Tags": [
{
"Key": "Environment",
"ResourceId": "sir-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE",
"ResourceType": "spot-instances-request",
"Value": "Production"
},
{
"Key": "Another key",
"ResourceId": "sir-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE",
"ResourceType": "spot-instances-request",
"Value": "Another value"
}
]

スポットインスタンスリクエストを詳細表示すると、そのスポットインスタンスリクエストのタグを確認
することができます。
describe-spot-instance-requests コマンドを使用して、指定したスポットインスタンスリクエストの設定を
表示します。この内容には、リクエストに指定されたタグがすべて含まれます。
aws ec2 describe-spot-instance-requests \
--spot-instance-request-ids sir-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE
{

"SpotInstanceRequests": [
{
"CreateTime": "2020-06-24T14:22:11+00:00",
"InstanceId": "i-1234567890EXAMPLE",
"LaunchSpecification": {
"SecurityGroups": [
{
"GroupName": "launch-wizard-6",
"GroupId": "sg-1234567890EXAMPLE"
}
],
"BlockDeviceMappings": [
{
"DeviceName": "/dev/xvda",
"Ebs": {
"DeleteOnTermination": true,
"VolumeSize": 8,
"VolumeType": "gp2"
}
}
],
"ImageId": "ami-1234567890EXAMPLE",
"InstanceType": "t2.micro",
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"KeyName": "my-key-pair",
"NetworkInterfaces": [
{
"DeleteOnTermination": true,
"DeviceIndex": 0,
"SubnetId": "subnet-11122233"
}
],
"Placement": {
"AvailabilityZone": "eu-west-1c",
"Tenancy": "default"
},
"Monitoring": {
"Enabled": false
}

}

]

}

},
"LaunchedAvailabilityZone": "eu-west-1c",
"ProductDescription": "Linux/UNIX",
"SpotInstanceRequestId": "sir-1234567890EXAMPLE",
"SpotPrice": "0.012600",
"State": "active",
"Status": {
"Code": "fulfilled",
"Message": "Your spot request is fulfilled.",
"UpdateTime": "2020-06-25T18:30:21+00:00"
},
"Tags": [
{
"Key": "Environment",
"Value": "Production"
},
{
"Key": "Another key",
"Value": "Another value"
}
],
"Type": "one-time",
"InstanceInterruptionBehavior": "terminate"

スポットインスタンスリクエストをキャンセルする
スポットインスタンスリクエストが不要になった場合には、それをキャンセルすることができま
す。open、active、または disabled のスポットインスタンスリクエストのみキャンセルできます。
• スポットインスタンスリクエストがまだ受理されておらず、インスタンスが起動されていない段階で
は、そのリクエストは open 状態にあります。
• スポットインスタンスリクエストが受理され、スポットインスタンスの起動が完了している場合、その
スポットインスタンスリクエストは active 状態になります。
• ユーザーがスポットインスタンスを停止した場合、スポットインスタンスリクエストは disabled 状態
になります。
スポットインスタンスリクエストの状態が active で、関連付けられたスポットインスタンスが実行され
ている場合、そのリクエストをキャンセルしても、関連するインスタンスは終了しません。スポットイン
スタンスの終了の詳細については、「スポットインスタンスを終了する (p. 390)」を参照してください。

スポットインスタンスリクエストをキャンセルするには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインで、[スポットリクエスト] をクリックした後、スポットインスタンスリクエス
トを選択します。

3.
4.

[アクション]、[リクエストのキャンセル] の順にクリックします。
(オプション) 関連付けられたスポットインスタンスを使い終わったら、スポットインスタンス を終了
できます。[スポットリクエストのキャンセル] ダイアログボックスで、[インスタンスの終了]、[確認]
の順にクリックします。

スポットインスタンスリクエストをキャンセルするには (AWS CLI)
•

指定したスポットインスタンスリクエストをキャンセルするには、cancel-spot-instance-requests コ
マンドを使用します。
aws ec2 cancel-spot-instance-requests --spot-instance-request-ids sir-08b93456

スポットインスタンスを停止する
今すぐスポットインスタンスは必要ないが、Amazon EBS ボリューム内に保持されているデータを失わず
に後で再起動する必要がある場合は、それらを停止できます。スポットインスタンスを停止する手順は、
オンデマンドインスタンスを停止する手順と似ています。

Note
スポットインスタンスが停止している間、そのインスタンスの属性の一部は変更可能ですが、イ
ンスタンスタイプを変更することはできません。
停止しているスポットインスタンスの使用料またはデータ転送料は課金されませんが、Amazon
EBS ボリュームのストレージに対しては課金されます。

制約事項
• スポットインスタンスを停止できるのは、そのインスタンスが、persistent なスポットインスタンス
リクエストから起動された場合だけです。
• 関連するスポットインスタンスリクエストがキャンセルされている場合は、スポットインスタンス を停
止することはできません。スポットインスタンスリクエストがキャンセルされた場合は、スポットイン
スタンスを終了することのみ可能です。
• フリート、起動グループ、またはアベイラビリティーゾーングループの一部であるスポットインスタン
スは停止できません。
New console

スポットインスタンスを停止するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで [インスタンス] を選択し、スポットインスタンスを選択します。
[Instance state (インスタンスの状態)]、[Stop instance (インスタンスの停止)] の順に選択します。
確認を求められたら、[Stop] を選択します。

Old console

スポットインスタンスを停止するには (コンソール)
1.
2.
3.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで [インスタンス] を選択し、スポットインスタンスを選択します。
[Actions]、[Instance State]、[Stop] の順に選択します。
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AWS CLI

スポットインスタンスを停止するには（AWS CLI)
•

1 つまたは複数のスポットインスタンスを手動で停止するには、stop-instances コマンドを使用し
ます。
aws ec2 stop-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0

スポットインスタンスを開始する
以前に停止したスポットインスタンスは開始することができます。スポットインスタンスを開始する手順
は、オンデマンドインスタンスを開始する手順と似ています。

前提条件
スポットインスタンスは、次の場合にのみ開始できます。
• スポットインスタンスを手動で停止している。
• スポットインスタンスが EBS-backed インスタンスである。
• スポットインスタンスに使用可能な容量がある。
• スポット料金が上限価格より低くなっている。

制約事項
• フリート、起動グループ、またはアベイラビリティーゾーングループの一部であるスポットインスタン
スを開始することはできません。
New console

スポットインスタンスを開始するには (コンソール)
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで [インスタンス] を選択し、スポットインスタンスを選択します。

3.

[Instance state (インスタンスの状態)]、[Start instance (インスタンスの開始)] の順に選択します。

Old console

スポットインスタンスを開始するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで [インスタンス] を選択し、スポットインスタンスを選択します。
[Actions]、[Instance State]、[Start] の順に選択します。

AWS CLI

スポットインスタンスを開始するには (AWS CLI)
•

start-instances コマンドを使用して、1 つまたは複数のスポットインスタンスを手動で起動しま
す。
aws ec2 start-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
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スポットインスタンスを終了する
永続スポットインスタンスリクエストによって起動された実行中または停止中のスポットインスタンス
を終了すると、そのスポットインスタンスリクエストの状態は open に遷移し、新たなスポットインスタ
ンスを起動できるようになります。新しいスポットインスタンスが起動されないようにするには、まずス
ポットインスタンスリクエストをキャンセルする必要があります。
スポットインスタンスを実行させている active スポットインスタンスリクエストをキャンセルしても、
実行中のスポットインスタンスは自動的に終了されません。スポットインスタンスは手動で終了する必要
があります。
停止中のスポットインスタンスを持つ disabled スポットインスタンスリクエストをキャンセルした場
合、この停止中のスポットインスタンスは、Amazon EC2 スポットサービスによって自動的に終了されま
す。スポットインスタンスリクエストをキャンセルしてから、スポットサービスがスポットインスタンス
を終了するまでの間に、短い遅延が生じることがあります。
スポットインスタンスリクエストのキャンセルの詳細については、「スポットインスタンスリクエストを
キャンセルする (p. 387)」を参照してください。
New console

コンソールを使用してスポットインスタンスを手動で終了するには
1.
2.
3.

インスタンスを終了する前に、終了時に Amazon EBS ボリュームが削除されることと、必要な
データすべてをインスタンスストアボリュームから永続的ストレージ (Amazon EBS や Amazon
S3 など) にコピーしていることを確認して、データが失われないことを確認します。
Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

4.

そのインスタンスがスポットインスタンスであることを確認するには、[インスタンスライフサイ
クル] 列に表示されている[スポット] のチェックをオンにします。

5.

該当インスタンスを選択し、[Actions (アクション)]、[Instance State (インスタンスの状態)]、
[Terminate instance (インスタンスの終了)] の順に選択します。
確認を求めるメッセージが表示されたら、[Terminate (終了)] を選択します。

6.

Old console

コンソールを使用してスポットインスタンスを手動で終了するには
1.

インスタンスを終了する前に、終了時に Amazon EBS ボリュームが削除されることと、必要な
データすべてをインスタンスストアボリュームから永続的ストレージ (Amazon EBS や Amazon
S3 など) にコピーしていることを確認して、データが失われないことを確認します。

2.
3.
4.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
そのインスタンスがスポットインスタンスであることを確認するには、[ライフサイクル] 列に表
示されている[スポット] のチェックをオンにします。
該当インスタンスを選択し、[Actions]、[Instance State]、[Terminate] の順に選択します。
確認を求めるメッセージが表示されたら、[Yes, Terminate] を選択します。

5.
6.

AWS CLI

AWS CLI を使用してスポットインスタンスを手動で終了するには
•

スポットインスタンス を手動で終了するには、terminate-instances コマンドを使用します。
aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0 i-0598c7d356eba48d7

390

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
Spot Instances

スポットインスタンスリクエストでの起動仕様の例
以下に、 スポットインスタンスリクエストを作成するための request-spot-instances コマンドで使用でき
る起動設定の例を示します。詳細については、「スポットインスタンスリクエストを作成する (p. 375)」
を参照してください。

Note
request-spot-instances コマンドを使用してスポットインスタンスをリクエストすることは強くお
勧めしません。これは、計画された投資がないレガシー API であるためです。詳細については、
「使用すべき最適なスポットリクエスト方法はどれですか? (p. 366)」を参照してください。
例
• 例 1: スポットインスタンス の起動 (p. 391)
• 例 2: 指定したアベイラビリティーゾーンで スポットインスタンス を起動する (p. 391)
• 例 3: 指定したサブネットで スポットインスタンス を起動する (p. 391)
• 例 4: ハードウェア専有スポットインスタンスを起動する (p. 392)

例 1: スポットインスタンス の起動
以下の例にはアベイラビリティーゾーンやサブネットは指定していません。Amazon EC2 によって自動的
にアベイラビリティーゾーンが選択されます。Amazon EC2 は、選択したアベイラビリティーゾーンのデ
フォルトのサブネットでインスタンスを起動します。
{

}

"ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
"KeyName": "my-key-pair",
"SecurityGroupIds": [ "sg-1a2b3c4d5e6f7g8h9" ],
"InstanceType": "m5.medium",
"IamInstanceProfile": {
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
}

例 2: 指定したアベイラビリティーゾーンで スポットインスタンス を起動する
以下の例には、アベイラビリティーゾーンが含まれています。Amazon EC2 は、指定したアベイラビリ
ティーゾーンのデフォルトのサブネットでインスタンスを起動します。
{

}

"ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
"KeyName": "my-key-pair",
"SecurityGroupIds": [ "sg-1a2b3c4d5e6f7g8h9" ],
"InstanceType": "m5.medium",
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2a"
},
"IamInstanceProfile": {
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
}

例 3: 指定したサブネットで スポットインスタンス を起動する
次の例には、サブネットが含まれます。Amazon EC2 は、指定されたサブネットでインスタンスを起動し
ます。デフォルト以外の VPC である場合、インスタンスにはデフォルトでパブリック IPv4 アドレスは割
り当てられません。
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{

}

"ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
"SecurityGroupIds": [ "sg-1a2b3c4d5e6f7g8h9" ],
"InstanceType": "m5.medium",
"SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
"IamInstanceProfile": {
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
}

デフォルト以外の VPC である場合、インスタンスにパブリック IPv4 アドレスを割り当てるには、以下
の例に示しているように AssociatePublicIpAddress フィールドを指定します。ネットワークイン
ターフェイスの指定時には、上記のコードブロックに示している SubnetId および SecurityGroupIds
フィールドではなく、ネットワークインターフェイスを使用して、サブネット ID およびセキュリティグ
ループ ID を含める必要があります。
{

}

"ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
"KeyName": "my-key-pair",
"InstanceType": "m5.medium",
"NetworkInterfaces": [
{
"DeviceIndex": 0,
"SubnetId": "subnet-1a2b3c4d5e6f7g8h9",
"Groups": [ "sg-1a2b3c4d5e6f7g8h9" ],
"AssociatePublicIpAddress": true
}
],
"IamInstanceProfile": {
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
}

例 4: ハードウェア専有スポットインスタンスを起動する
次の例では、dedicated のテナンシーを使用するスポットインスタンスをリクエストしています。ハー
ドウェア専用スポットインスタンスは、VPC 内で起動される必要があります。
{

}

"ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
"KeyName": "my-key-pair",
"SecurityGroupIds": [ "sg-1a2b3c4d5e6f7g8h9" ],
"InstanceType": "c5.8xlarge",
"SubnetId": "subnet-1a2b3c4d5e6f7g8h9",
"Placement": {
"Tenancy": "dedicated"
}

スポットリクエストステータス
スポットインスタンスリクエストを追跡し、スポットインスタンスの使用を計画するには、Amazon EC2
によって提供されるリクエストステータスを使用します。例えば、リクエストステータスによって、ス
ポットリクエストがまだ受理されていない理由や、スポットリクエストの受理を妨げている制約の一覧を
確認できます。
このプロセスの各ステップ (スポットリクエストのライフサイクルとも呼ばれる) では、特定のイベントに
よって後続のリクエスト状態が決まります。
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コンテンツ
• スポットリクエストのライフサイクル (p. 393)
• リクエストステータス情報の取得 (p. 396)
• スポットリクエストコード (p. 397)
• EC2 スポットインスタンスリクエストのフルフィルメントイベント (p. 399)

スポットリクエストのライフサイクル
次の図は、申請から終了まで、スポットリクエストがライフサイクル全体を通してたどり得る経路を示し
ています。各ステップはノードとして表現され、各ノードのステータスコードはスポットリクエストおよ
びスポットインスタンスのステータスを示します。

評価保留
スポットインスタンスリクエストを作成すると、リクエストパラメータのいずれかが無効な (badparameters ) 場合 を除き、そのリクエストは pending-evaluation 状態になります。
ステータスコード

リクエストの状態

インスタンスの状態

pending-evaluation

open

該当しない

bad-parameters

closed

該当しない

保持
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1 つ以上のリクエストによる制約が有効であるが、まだ満足することができない場合や、容量が十分では
ない場合、リクエストは制約が満たされるまで待機する保持状態になります。リクエストのオプション
は、リクエストが受理される可能性に影響します。例えば、キャパシティがない場合、キャパシティが
利用可能になるまでリクエストは保留状態になります。アベイラビリティーゾーングループを指定する場
合、アベイラビリティーゾーンの制約が満たされるまで、リクエストは保持状態になります。
いずれかのアベイラビリティーゾーンが停止した場合、他のアベイラビリティーゾーンのスポットインス
タンスリクエストで使用可能な予備の EC2 容量が、影響を受ける可能性があります。
ステータスコード

リクエストの状態

インスタンスの状態

capacity-not-available

open

該当しない

price-too-low

open

該当しない

not-scheduled-yet

open

該当しない

launch-group-constraint

open

該当しない

az-group-constraint

open

該当しない

placement-groupconstraint

open

該当しない

constraint-notfulfillable

open

該当しない

評価保留/受理終了
特定の期間のみ有効なスポットインスタンスリクエストを作成し、そのリクエストが受理保留段階に到達
する前に有効期間が経過した場合、 そのリクエストは terminal 状態になることがあります。これは、
お客様がリクエストをキャンセルした場合、またはシステムエラーが発生した場合にも発生する場合があ
ります。
ステータスコード

リクエストの状態

インスタンスの状態

schedule-expired

cancelled

該当しない

canceled-beforefulfillment ¹

cancelled

該当しない

bad-parameters

failed

該当しない

system-error

closed

該当しない

¹ リクエストをキャンセルする場合。
受理保留
指定した制約条件 (もしあれば) が満たされると、スポットリクエストは pending-fulfillment ステー
タスになります。
この時点で、Amazon EC2 は要求されたインスタンスを提供するよう準備します。この段階でプロセスが
停止した場合は、スポットインスタンスが起動される前に、ユーザーがリクエストをキャンセルしたこと
が原因である可能性があります。または、予期しないシステムエラーが発生したことが原因である可能性
もあります。
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ステータスコード

リクエストの状態

インスタンスの状態

pending-fulfillment

open

該当しない

受理済み
スポットインスタンスの仕様がすべて満たされると、スポットリクエストが受理されます。Amazon EC2
がスポットインスタンスを起動しますが、これには数分かかる場合があります。中断状態にあるスポット
インスタンスが、休止または停止された場合、リクエストが再度受理できるようになるかキャンセルされ
るまで同じ状態が維持されます。
ステータスコード

リクエストの状態

インスタンスの状態

fulfilled

active

pending → running

fulfilled

active

stopped → running

スポットインスタンスを停止すると、そのインスタンスを再起動できるようになるか、リクエストがキャ
ンセルされるまで、スポットリクエストは marked-for-stop または instance-stopped-by-user 状
態になります。
ステータスコード

リクエストの状態

インスタンスの状態

marked-for-stop

active

stopping

instance-stopped-by-user
¹

disabled または cancelled²

stopped

¹ スポットインスタンスを停止するか、そのインスタンスからシャットダウンコマンドを実行すると、
インスタンスは instance-stopped-by-user 状態になります。インスタンスを停止した後は、イン
スタンスを再起動できるようになります。再起動時に、スポットインスタンスリクエストは pendingevaluation 状態に戻り、制約事項が満たされると Amazon EC2 によって新しいスポットインスタンス
が起動されます。
² スポットインスタンスを停止して、リクエストをキャンセルしていない場合には、スポットリクエスト
の状態は disabled になります。スポットインスタンスが停止しており、リクエストの有効期限が切れて
いる場合、リクエストの状態は cancelled になります。
受理済み終了
インスタンスタイプで使用可能なキャパシティがあり、お客様がインスタンスを終了しない限り、スポッ
トインスタンスの実行は続行されます。Amazon EC2 でスポットインスタンスを終了する必要がある場
合、スポットリクエストは終了状態になります。リクエストは、お客様がスポットリクエストをキャンセ
ルした場合や、スポットインスタンス を終了した場合も、終了状態になります。
ステータスコード

リクエストの状態

インスタンスの状態

request-canceled-andinstance-running

cancelled

running

marked-for-stop

active

running

marked-for-termination

active

running
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ステータスコード

リクエストの状態

インスタンスの状態

instance-stopped-byprice

disabled

stopped

instance-stopped-by-user

disabled

stopped

instance-stopped-nocapacity

disabled

stopped

instance-terminated-byprice

closed (ワンタイム)、open (永
続)

terminated

instance-terminated-byschedule

closed

terminated

instance-terminated-byservice

cancelled

terminated

instance-terminated-byuser

closed または cancelled¹

terminated

instance-terminated-nocapacity

closed (ワンタイム)、open (永
続)

running †

instance-terminated-nocapacity

closed (ワンタイム)、open (永
続)

terminated

instance-terminatedlaunch-group-constraint

closed (ワンタイム)、open (永
続)

terminated

¹ インスタンスを終了したが、リクエストをキャンセルしていない場合、リクエストの状態は closed に
なります。インスタンスを終了し、リクエストをキャンセルする場合、リクエストの状態は cancelled
になります。スポットリクエストをキャンセルする前にスポットインスタンスを終了した場合でも、その
スポットインスタンスの終了が Amazon EC2 によって検出されるまでに遅延が生じることがあります。こ
の場合、リクエストの状態は closed または cancelled となります。
† Amazon EC2 が容量を戻す必要がある場合にスポットインスタンスに割り込み、かつ、インスタンスが
割り込み時に終了するように設定されている場合、ステータスはすぐに instance-terminated-nocapacity に設定されます (marked-for-termination には設定されていません)。ただし、インスタ
ンスは、インスタンスがスポットインスタンスの中断通知を受信した 2 分間を反映して、2 分間 running
状態のままになります。2 分後、インスタンスの状態は terminated に設定されます。
永続リクエスト
スポットリクエストが永続リクエストであり、関連するスポットインスタンスが (ユーザーまたは Amazon
EC2 によって) 終了された場合には、そのリクエストは pending-evaluation 状態に戻るので、制約事
項が満たされた後に Amazon EC2 は新しいスポットインスタンスを起動できます。

リクエストステータス情報の取得
AWS Management Consoleまたはコマンドラインツールを使用して、リクエストステータス情報を取得で
きます。

リクエストステータス情報を取得するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Spot Requests] を選択し、スポットリクエストを選択します。
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3.

ステータスを確認するには、[説明 ] タブの [ ステータス] フィールドをチェックします。

コマンドラインを使用してリクエストステータス情報を取得する
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• describe-spot-instance-requests (AWS CLI)
• Get-EC2SpotInstanceRequest (AWS Tools for Windows PowerShell)

スポットリクエストコード
スポットリクエストステータス情報は、ステータスコード、更新時刻、およびステータスメッセージで構
成されます。同時に、リクエスト入札ステータス情報は、スポットリクエストの処理を決定する場合にも
役に立ちます。
スポットリクエストステータスコードは、次のとおりです。
az-group-constraint
Amazon EC2 は、同じアベイラビリティーゾーンでお客様が要求したインスタンスをすべて起動でき
るとは限りません。
bad-parameters
スポットリクエストの 1 つ以上のパラメータが有効ではありません (例えば、指定した AMI が存在し
ていません)。ステータスメッセージによって、どのパラメータが無効かを確認できます。
canceled-before-fulfillment
スポットリクエストが受理される前にユーザーがスポットリクエストをキャンセルしました。
capacity-not-available
要求したインスタンスに使用できる十分な容量が存在しません。
constraint-not-fulfillable
1 つ以上の制約条件が有効ではないため、スポットリクエストを受理できません (例えば、アベイラビ
リティーゾーンが存在していません)。ステータスメッセージによって、どの制約条件が無効かを確認
できます。
fulfilled
スポットリクエストは active で、Amazon EC2 は スポットインスタンス を起動しています。
instance-stopped-by-price
スポット料金が上限価格を超えたため、インスタンスは停止しました。
instance-stopped-by-user
ユーザーがインスタンスを停止したか、インスタンスからシャットダウンコマンドを実行したため
に、インスタンスが停止されました。
instance-stopped-no-capacity
EC2 の容量管理のニーズにより、インスタンスが停止されました。
instance-terminated-by-price
スポット料金が上限価格を超えたため、インスタンスは削除されました。リクエストが永続入札の場
合、プロセスが再開され、リクエストが評価保留となります。
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instance-terminated-by-schedule
スポットインスタンスは、スケジュールされた期間の最後に終了されました。
instance-terminated-by-service
インスタンスが停止状態から削除されました。
instance-terminated-by-user 、、または spot-instance-terminated-by-user
受理済みのスポットインスタンスを終了させたので、(永続リクエストでない限り) リクエストは
closed 状態になり 、インスタンスは terminated 状態になます。
instance-terminated-launch-group-constraint
起動グループ内のインスタンスの 1 つ以上が終了したため、起動グループの制約条件が満たされなく
なりました。
instance-terminated-no-capacity
標準的な容量管理プロセスにより、インスタンスは終了しました。
launch-group-constraint
Amazon EC2 は、お客様が同時に要求したインスタンスをすべて起動できるわけではありません。同
じ起動グループ内のインスタンスはすべて、同時に起動されて同時に終了します。
limit-exceeded
EBS ボリューム数または合計ボリュームストレージの上限を超えました。これらの制限および増加を
要求する方法の詳細については、『Amazon Web Services General Reference』の「Amazon EBS の
制限」を参照してください。
marked-for-stop
スポットインスタンスは停止中としてマーキングされます。
marked-for-termination
スポットインスタンスに終了のためのマークが付けられています。
not-scheduled-yet
スポットリクエストは、スケジュール設定された日付になるまで評価されません。
pending-evaluation
スポットインスタンスリクエストの作成後、システムがリクエストのパラメータを評価中は、そのリ
クエストは pending-evaluation 状態となります。
pending-fulfillment
Amazon EC2 は スポットインスタンス をプロビジョニングしようとしています。
placement-group-constraint
現時点でスポットインスタンスをプレイスメントグループに追加できないため、まだスポットリクエ
ストを受理することができません。
price-too-low
上限料金がスポット料金を下回っているため、リクエストを受理できません。この場合、インスタン
スは起動されず、リクエストは open のままになります。
request-canceled-and-instance-running
スポットインスタンス がまだ実行されている間に、リクエストをキャンセルしました。リクエストは
cancelled ですが、インスタンスは running のままです。
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schedule-expired
スポットリクエストは、指定された日付までに受理されなかったため、有効期限切れとなりました。
system-error
予期しないシステムエラーが発生しました。これが反復性の問題である場合は、AWS Support にお問
い合わせください。

EC2 スポットインスタンスリクエストのフルフィルメントイベント
スポットインスタンスリクエストが受理されると、Amazon EC2 は EC2 スポットインスタンスリクエ
ストのフルフィルメントイベントを Amazon EventBridge に送信します。Lambda 関数の呼び出しや
Amazon SNS トピックへの通知など、このイベントが発生するたびにアクションを実行するルールを作成
できます。
以下はこのイベントのサンプルデータです。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-1234-0123-1234-012345678901",
"detail-type": "EC2 Spot Instance Request Fulfillment",
"source": "aws.ec2",
"account": "123456789012",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-2",
"resources": ["arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"],
"detail": {
"spot-instance-request-id": "sir-1a2b3c4d",
"instance-id": "i-1234567890abcdef0"
}

詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」を参照してください。

EC2 インスタンスの再調整に関する推奨事項
EC2 インスタンスの再調整に関するレコメンデーションは、スポットインスタンスで中断のリスク
が高まった場合に通知するためのシグナルです。シグナルは、スポットインスタンス中断 2 分前の通
知 (p. 411)よりも早く到着するので、スポットインスタンスを事前に管理するタイミングを知ることがで
きます。ワークロードを、中断のリスクが高くない新規または既存の スポットインスタンス に再調整する
ことができます。
2 分間のスポットインスタンス中断通知の前に、Amazon EC2 が再調整に関する推奨事項シグナルを送信
することは必ずしも可能ではありません。したがって、再調整に関する推奨事項シグナルは、2 分間の中
断通知とともに到着する可能性があります。
再調整に関する推奨事項は、CloudWatch イベントとして、またスポットインスタンス上のインスタンス
メタデータ (p. 794)の項目としての使用が可能です。イベントは、ベストエフォートベースで出力されま
す。

Note
再調整に関する推奨事項は、2020 年 11 月 5 日 00:00 UTC 以降に起動される スポットインスタ
ンス のみをサポートしています。
トピック
• 実行できるアクションの再調整 (p. 400)
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• 再調整に関する推奨事項シグナルのモニタリング (p. 400)
• 再調整に関する推奨事項シグナルを使用するサービス (p. 403)

実行できるアクションの再調整
以下に、実行可能な再調整アクションをいくつか挙げます。
適切なシャットダウン
スポットインスタンスの再調整に関する推奨事項シグナルを受信すると、インスタンスのシャット
ダウン手順を開始できます。この際、インスタンスを停止する前に各プロセスの完了を確認する必
要が生じることがあります。例えば、システムログまたはアプリケーションログを Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) にアップロードしたり、Amazon SQS ワーカーをシャットダウンした
り、ドメインネームシステム (DNS) からの登録解除を完了したりできます。また、作業内容を外部ス
トレージに保存し、後で再開することもできます。
新しい作業がスケジュールされるのを防止
スポットインスタンスの再調整に関する推奨事項シグナルを受信すると、スケジュールされた作業が
完了するまでインスタンスの使用を継続しながら、新しい作業がインスタンス上でスケジュールされ
ることを回避できます。
新しい代替インスタンスを積極的に起動
Auto Scaling グループ、EC2 フリート、または スポットフリート を設定しておくと、再調整に関
する推奨事項シグナルが送信された場合に、代替のスポットインスタンスを自動的に起動させるこ
とができます。詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Amazon EC2 Auto
Scaling 容量の再調整」、および EC2 フリートについては 容量の再調整 (p. 930) を、スポットフ
リートについては キャパシティーの再調整 (p. 977) を参照してください。

再調整に関する推奨事項シグナルのモニタリング
再調整に関する推奨事項シグナルをモニタリングして、それが発されたときに、前のセクションで指定
したアクションを実行できるようにすることができます。再調整に関する推奨事項シグナルは、Amazon
EventBridge (旧称 Amazon CloudWatch Events) に送信されるイベントとして、およびスポットインスタ
ンス上のインスタンスメタデータとしての使用が可能です。
再調整に関する推奨事項シグナルをモニタリングする:
• 使用アイテム Amazon EventBridge (p. 400)
• インスタンスメタデータの使用 (p. 402)

使用アイテム Amazon EventBridge
再調整に関する推奨事項シグナルがスポットインスタンスに対して発信されると、そのシグナルのイベン
トが Amazon EventBridge に送信されます。EventBridge がルールで定義されているパターンに一致する
イベントパターンを検出すると、EventBridge はルールで指定されているターゲットを呼び出します。
次に、再調整に関する推奨事項シグナルのイベント例を示します。
{

"version": "0",
"id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"detail-type": "EC2 Instance Rebalance Recommendation",
"source": "aws.ec2",
"account": "123456789012",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-2",
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}

"resources": ["arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"],
"detail": {
"instance-id": "i-1234567890abcdef0"
}

次のフィールドは、ルールで定義されているイベントパターンになります。
"detail-type": "EC2 Instance Rebalance Recommendation"
イベントが再調整に関する推奨事項イベントであることを特定します
"source": "aws.ec2"
イベントが Amazon EC2 からのものであることを特定します

EventBridge ルールを作成します
EventBridge ルールを作成し、イベントパターンがルールに一致したときに実行するアクションを自動化
できます。
次の例では、Amazon EC2 が再調整に関する推奨事項シグナルを発するたびに、E メール、テキスト
メッセージ、またはモバイルプッシュ通知を送信する EventBridge ルールを作成します。シグナルは EC2
Instance Rebalance Recommendation イベントとして発され、ルールによって定義されたアクショ
ンがトリガーされます。
EventBridge ルールを作成する前に、E メール、テキストメッセージ、またはモバイルプッシュ通知用の
Amazon SNS トピックを作成する必要があります。

再調整に関する推奨事項イベントの EventBridge ルールを作成するには
1.

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

2.

[Create rule] を選択します。

3.

[Define rule detail] (詳細の定義) で、次の操作を行います。
a.

ルールの [Name (名前)] を入力し、必要に応じて説明を入力します。
ルールには、同じリージョン内および同じイベントバス上の別のルールと同じ名前を付けること
はできません。

4.

b.

[Event bus] (イベントバス) として、[default] (デフォルト) を選択します。アカウント内の AWS
のサービスで生成されたイベントは、常に、そのアカウントのデフォルトのイベントバスに送ら
れます。

c.

[Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を
選択します。

d.

[Next] を選択します。

[Build event pattern] (イベントパターンの作成) で、次の操作を行います。
a.

[Event source] (イベントソース) で、[AWS events or EventBridge partner events] ( イベントまた
は EventBridge パートナーイベント) を選択します。

b.

この例では [Event pattern] (イベントパターン) で、EC2 Instance Rebalance
Recommendation イベントと一致するように次のイベントパターンを指定してから、[Save] (保
存) を選択します。
{

"source": ["aws.ec2"],
"detail-type": ["EC2 Instance Rebalance Recommendation"]

}
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イベントパターンを追加するには、以下のように [Event pattern form] (イベントパターンフォー
ム) を選択してテンプレートを使用するか、[Custom pattern (JSON editor)] (カスタムパターン
(JSON エディター)) を選択して独自のパターンを指定します。
i.

ii.

c.
5.

テンプレートを使用してイベントパターンを作成するには、以下の操作を行います。
A.

[Event pattern form] (イベントパターンフォーム) を選択します。

B.

[Event source] (イベントソース) では、AWS[services] (サービス) を選択します。

C.

[AWS Service] ( サービス) で、[EC2 Spot Fleet] (EC2 スポットフリート) を選択しま
す。

D.

[Event type] (イベントタイプ) で、[EC2 Instance Rebalance Recommendation] (EC2 イ
ンスタンスのリバランスに関するレコメンデーション) を選択します。

E.

テンプレートをカスタマイズするには、[Edit pattern] (パターンを編集) を選択した上
で、この例のイベントパターンに合わせた変更を行います。

(代替案) 以下の操作を行って、カスタムイベントパターンを指定します。
A.

[Custom pattern (JSON editor)] (カスタムパターン (JSON エディター)) を選択します。

B.

[Event pattern] (イベントパターン) ボックスに、この例のイベントパターンを追加しま
す。

[Next] を選択します。

[Select target(s)] (ターゲットを選択) で、以下の操作を行います。
a.

[Target types] (ターゲットタイプ) では、AWS[services] (サービス) を選択します。

b.

イベントの発生時に E メール、テキストメッセージ、またはモバイルプッシュ通知を送信するた
めに、[Select a target] (ターゲットを選択) で、[SNS topic] (SNS トピック) を選択します。

c.

[Topic (トピック)] で、既存のトピックを選択します。先ず、Amazon SNS コンソールを使用して
Amazon SNS トピックを作成する必要があります。詳細については、Amazon Simple Notification
Service デベロッパーガイド の「Amazon SNS を使用した Application-to-Person (A2P) メッセー
ジング」を参照してください。

d.

(オプション) [Additional settings] (追加設定) で、その他の設定を行うこともできます。詳細につ
いては、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「イベントに反応する Amazon EventBridge
ルールの作成」(ステップ 16) を参照してください。

e.

[Next] を選択します。

6.

(オプション) 必要な場合は、[Tags] (タグ) で 1 つ以上のタグを作成したルールに割り当て、[Next] (次
へ) を選択します。

7.

[Review and create] (確認して作成) で、以下の操作を行いす。
a.

ルールの詳細を確認し、必要な場合は変更を行います。

b.

[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「AWS のサービスのルールを作成する」と「イ
ベントパターン」を参照してください。

インスタンスメタデータの使用
インスタンスメタデータカテゴリ events/recommendations/rebalance は、スポットインスタンス
に対して再調整に関する推奨事項シグナルが発されたおおよその時間 (UTC) を示します。
再調整に関する推奨事項シグナルを 5 秒ごとに確認し、再調整に関する推奨事項に基づいて行動する機会
を見逃さないようにすることをお勧めします。
スポットインスタンスが受信した、再調整に関する推奨事項では、そのシグナルが発行された時刻がイン
スタンスメタデータに含まれています。信号が発された時間は以下のように取得できます。
402

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
Spot Instances
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/events/
recommendations/rebalance

次に、再調整に関する推奨事項シグナルがスポットインスタンスに対して送信された時刻を、UTC で表示
する出力例を示します。
{"noticeTime": "2020-10-27T08:22:00Z"}

インスタンスに対してシグナルが送信されていない場合、events/recommendations/rebalance は存
在せず、取得しようとすると HTTP 404 エラーが表示されます。

再調整に関する推奨事項シグナルを使用するサービス
Amazon EC2 Auto Scaling、EC2 フリート、およびスポットフリートにおいて再調整に関する推奨事項シ
グナルを使用することで、ワークロードの可用性を維持しやすくなります。実行中のインスタンスがス
ポットインスタンス中断 2 分前の通知を受信していない段階から、事前にフリートを新しいスポットイン
スタンスで強化することができます。このようなサービスでは、スポットインスタンス の可用性に影響
する変更を事前にモニタリングし、対応させることができます。詳細については、以下を参照してくださ
い。
• Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド の 「Amazon EC2 Auto Scaling 容量の再調整」
• このユーザーガイドの EC2 フリート トピックの 容量の再調整 (p. 930)
• このユーザーガイドのスポットフリート トピックの キャパシティーの再調整 (p. 977)

スポットインスタンスの中断。
Amazon EC2 で再びキャパシティーが必要になったときは、予備の EC2 キャパシティーで スポット
インスタンス を起動してキャパシティーを戻すのと引き換えに、大幅な割引を受けることができま
す。Amazon EC2 がスポットインスタンスを再要求した場合、このイベントをスポットインスタンスの中
断と呼びます。
Amazon EC2 によりスポットインスタンスが中断される際には、スポットリクエストの作成時に指定した
内容に応じて、インスタンスが終了、停止、または休止されます。
スポットインスタンス に対する需要は刻一刻と大幅に変化する可能性があります。また、スポットイン
スタンス の可用性も利用可能な未使用の EC2 インスタンスの数に応じて大きく変化する可能性がありま
す。スポットインスタンスが中断される可能性は常に存在します。
EC2 フリートまたはスポットフリートで指定されたオンデマンドインスタンスは中断できません。
コンテンツ
• 中断の理由 (p. 404)
• 中断動作 (p. 404)
• スポットインスタンス の中断の停止 (p. 405)
• 中断した スポットインスタンス の休止 (p. 406)
• 中断したスポットインスタンスの終了 (p. 408)
• 中断に対する準備 (p. 408)
• スポットインスタンスを中断させる (p. 409)
• スポットインスタンスの中断通知 (p. 411)
• 中断した スポットインスタンス の検索 (p. 412)
• Amazon EC2 がスポットインスタンスを終了しているかどうかを判別する (p. 413)
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• 中断された スポットインスタンス の請求 (p. 413)

中断の理由
Amazon EC2 が スポットインスタンス を中断する場合、次のような理由が考えられます。
容量
Amazon EC2 は、必要なときにスポットインスタンスを中断できます。EC2 は、主に容量を再利用す
るためにインスタンスを再利用しますが、ホストのメンテナンスやハードウェアの使用停止などの他
の理由でも発生する可能性があります。
価格
スポット料金が、上限料金を超えています。
上限料金はスポットリクエストで指定できます。ただし、上限料金を指定すると、指定しなかった場
合に比べ、インスタンスの中断が増えます。
制約
スポットリクエストに、起動グループやアベイラビリティーゾーングループなどの制約を含んでい
て、その制約条件が満たされなくなった場合には、スポットインスタンスはグループとして終了され
ます。
インスタンスタイプの過去の中断率は、Spot Instance Advisorで見ることができます。

中断動作
Amazon EC2 がスポットインスタンスを中断させた際に、次のいずれかが実行されるように指定できま
す。
• スポットインスタンス の中断の停止 (p. 405)
• 中断した スポットインスタンス の休止 (p. 406)
• 中断したスポットインスタンスの終了 (p. 408) (これがデフォルトの動作です)

中断動作の指定
中断動作は、スポットリクエストの作成時に指定できます。中断動作を指定しない場合は、デフォルト
で、中断されたときに Amazon EC2 がスポットインスタンスを終了させます。
中断動作の指定方法は、スポットインスタンス をリクエストする方法によって異なります。
• インスタンスの起動ウィザード (p. 517)を使用して スポットインスタンス をリクエストする場合、中
断動作を指定するには、[Request type] (リクエストタイプ) で [Persistent] (永続的) を選択するか (新し
いコンソールの場合)、[Persistent request] (永続的リクエスト) チェックボックスを選択して (古いコン
ソールの場合) 、その後 [Interruption behavior] (中断動作) から [interruption behavior] (中断動作) を選択
します。
• スポットコンソール (p. 991)を使用して スポットインスタンス をリクエストする場合、中断動作を指
定するには、[ターゲット容量を維持する] チェックボックスをオンにし、[中断動作] から中断動作を選
択します。
• 起動テンプレート (p. 536)で スポットインスタンス を設定する場合、中断動作を指定するには、起動
テンプレートで [高度な詳細] を展開し、[スポットインスタンス のリクエスト] チェックボックスをオン
にします。[カスタマイズ] をクリックし、[中断動作] から中断動作を選択します。
• create-fleet CLI の使用時にリクエスト設定でスポットインスタンスを設定する場合、中断動作を指定す
るには、InstanceInterruptionBehavior を使用します。
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• request-spot-fleet CLI の使用時にリクエスト設定でスポットインスタンスを設定する場合、中断動作を
指定するには、InstanceInterruptionBehavior を使用します。
• request-spot-instances CLI を使用して スポットインスタンス を設定する場合、中断動作を指定するに
は、--instance-interruption-behavior を使用します。

スポットインスタンス の中断の停止
中断時に Amazon EC2 がスポットインスタンスを停止するように指定できます。詳細については、中断動
作の指定 (p. 404) を参照してください。

考慮事項
• 中断され停止したスポットインスタンスを再起動できるのは Amazon EC2 だけです。
• persistent スポットインスタンスリクエストで起動されたスポットインスタンスについては、停止し
たインスタンスと同じアベイラビリティーゾーンと同じインスタンスタイプで利用可能な容量がある場
合に、Amazon EC2 がその停止したインスタンスを再起動することができます (同じ起動仕様を使用す
る必要があります)。
• タイプ maintain の EC2 フリートまたはスポットフリートによって起動されたスポットイン
スタンスについては、スポットインスタンスが中断されると、Amazon EC2 はターゲット容量
を維持するために代替インスタンスを起動します。Amazon EC2 では、指定された配分戦略
(lowestPrice、diversified、InstancePoolsToUseCount) に基づき、最適なスポット容量プー
ルを検索します。先に停止したインスタンスは、プールの優先順位に影響しません。後に、配分戦略
で、以前に停止したインスタンスを含むプールに導かれる場合、Amazon EC2 は、ターゲット容量に合
うように停止したインスタンスを再起動します。
たとえば、配分戦略が lowestPrice のスポットフリートが再起動の対象になります。初回起動
時、c3.large プールは、起動仕様の lowestPrice 条件を満たしています。後に、c3.large イン
スタンスが中断されると、Amazon EC2 はそのインスタンスを停止し、lowestPrice 戦略に合う別の
プールから容量を補充します。今回の場合、プールは c4.large プールになり、Amazon EC2 はター
ゲット容量を満たすように c4.large インスタンスを起動します。次のタイミングでも同様に、スポッ
トフリートが c5.large プールに移動されます。これらの各遷移では、Amazon EC2 は、以前に停止し
たインスタンスを含むプールを優先せずに、指定された配分戦略を純粋に優先します。lowestPrice
戦略では、以前に停止したインスタンスを含むプールに戻る場合があります。たとえば、インスタンス
が c5.large プールで中断され、lowestPrice 戦略によって c3.large または c4.large プールに
戻った場合、以前に停止したインスタンスはターゲット容量を満たすために再起動されます。
• スポットインスタンスが停止している間、そのインスタンスの属性の一部は変更可能ですが、インスタ
ンスタイプを変更することはできません。デタッチまたは削除された EBS ボリュームは、スポットイ
ンスタンスが開始した際にアタッチされません。ユーザーがルートボリュームをデタッチし、Amazon
EC2 がスポットインスタンスの開始を試みると、そのインスタンスは開始に失敗し、停止したインスタ
ンスが Amazon EC2 により終了されます。
• ユーザーは、停止中のスポットインスタンスを終了できます。
• ユーザーがスポットインスタンスリクエスト、EC2 フリート、またはスポットフリートをキャンセルす
ると、Amazon EC2 は、それらに関連付けられていて停止中のスポットインスタンスを終了します。
• 中断されたスポットインスタンスの停止中は、維持されている EBS ボリュームに対してのみ課金されま
す。EC2 フリートおよびスポットフリートでは、停止中のインスタンスの数が多い場合、アカウント内
の EBS ボリューム数の上限を超えることがあります。スポットインスタンスが中断されたときの料金の
詳細については、「中断された スポットインスタンス の請求 (p. 413)」を参照してください。
• インスタンスを停止することの影響について理解しておいてください。インスタンスが停止している場
合に何が行われるかの詳細については、「再起動、停止、休止、削除の違い (p. 514)」を参照してくだ
さい。

前提条件
中断されたスポットインスタンスを停止するには、以下の前提条件を設定する必要があります。
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スポットリクエストタイプ
スポットインスタンスリクエストのタイプ – persistent である必要があります。スポットインスタ
ンスリクエストで起動グループを指定することはできません。
EC2 フリートまたはスポットフリートのリクエストのタイプ – maintain である必要があります。
ルートボリュームタイプ
インスタンスストアボリュームではなく EBS ボリュームにする必要があります。

中断した スポットインスタンス の休止
中断時に Amazon EC2 がスポットインスタンスを休止するように指定できます。詳細については、中断動
作の指定 (p. 404) を参照してください。
Amazon EC2 がスポットインスタンスを休止すると、以下が発生します。
• インスタンスが Amazon EC2 から信号を受信すると、エージェントは、オペレーティングシステムが休
止状態になるように要求します。エージェントがインストールされていない場合、または基盤となるオ
ペレーティングシステムが休止状態をサポートしていない場合、あるいはインスタンスメモリを保存す
るのに十分なボリュームスペースがない場合は、休止状態が失敗し、代わりに Amazon EC2 がインスタ
ンスを停止します。
• インスタンスメモリ (RAM) はルートボリュームに保持されます。
• インスタンスの EBS ボリュームおよびプライベート IP アドレスが保持されます。
• インスタンスストアボリュームと、Elastic IP アドレス以外のパブリック IP アドレスは保持されませ
ん。
オンデマンドインスタンス の休止の詳細については、「オンデマンドの Windows インスタンスを休止状
態にする (p. 564)」を参照してください。

考慮事項
• スポットインスタンスを休止できるのは Amazon EC2 だけです。スポットインスタンスを手動で休止状
態にすることはできません。
• 休止状態のスポットインスタンスを再開できるのは Amazon EC2 だけです。休止状態のスポットインス
タンスは手動で再開できません。
• Amazon EC2 は、キャパシティが利用可能になったときに、インスタンスを再開します。
• Amazon EC2 がスポットインスタンスを休止すると、すぐに休止状態が開始されます。中断通知が届き
ますが、スポットインスタンスが中断されるまでに 2 分かかりません。
• インスタンスが休止状態にある間は、インスタンスのヘルスチェックが失敗する場合があります。
• 休止プロセスが完了すると、インスタンスの状態は stopped になります。
• インスタンスが休止状態の間は、EBS ボリュームに対してのみ課金されます。EC2 フリートおよびス
ポットフリートでは、休止中のインスタンスの数が多い場合、アカウント内の EBS ボリューム数の上限
を超えることがあります。
• インスタンスを休止することの影響について理解しておいてください。インスタンスが休止している場
合に何が行われるかの詳細については、「再起動、停止、休止、削除の違い (p. 514)」を参照してくだ
さい。

前提条件
スポットインスタンスを休止するには、以下の前提条件を設定する必要があります。
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スポットリクエストタイプ
スポットインスタンスリクエストのタイプ – persistent である必要があります。スポットインスタ
ンスリクエストで起動グループを指定することはできません。
EC2 フリートまたはスポットフリートのリクエストのタイプ – maintain である必要があります。
サポートされる Windows AMI
次のサポートされる AMI には、休止エージェントが含まれています。以下の AMI の、以前のバー
ジョンを使用するときは、休止エージェントをインストールする (p. 408)必要があります。
• Windows Server 2008 R2 AMI 2017.11.19 以降
• Windows Server 2012 または Windows Server 2012 R2 AMI 2017.11.19 以降
• Windows Server 2016 AMI 2017.11.19 以降
• Windows Server 2019
¹ Ubuntu Xenial AMI の以前のバージョンを使用するには、AWS (linux-aws) によって調整された
4.4.0-1041 以降の Ubuntu カーネルが必要です。
サポートされる Linux AMI の詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ド」の「前提条件」を参照してください。
休止エージェントの起動
インスタンスの起動時にユーザーデータを使用して休止エージェントを起動することをお勧めしま
す。または、エージェントを手動で開始できます。詳細については、起動時に休止エージェントを起
動する (p. 408) を参照してください。
サポートされるインスタンスファミリー
C3、C4、C5、M4、M5、R3、R4
インスタンスの RAM サイズ
最大 16 GB です。
ルートボリュームタイプ
インスタンスストアボリュームではなく EBS ボリュームにする必要があります。
EBS ルートボリュームサイズ
休止中にインスタンスメモリ (RAM) を格納するのに十分な大きさが必要です。
EBS ルートボリューム暗号化 — 推奨されますが、スポットインスタンスの休止状態の前提条件ではあり
ません。
休止中はインスタンスメモリがルートボリュームに格納されるため、暗号化された EBS ボリュームを
ルートボリュームとして使用することを強くお勧めします。これにより、データがボリューム上にあ
るときや、インスタンスとボリューム間でデータが移動しているときに、メモリ (RAM) の内容が暗号
化されます。
ルートボリュームが暗号化された EBS ボリュームであることを確認するには、次の 3 つのオプショ
ンのいずれかを使用します。
• デフォルトでの EBS 暗号化: EBS 暗号化をデフォルトで有効にして、AWS アカウントで作成され
たすべての新しい EBS ボリュームを暗号化できます。この方法では、インスタンスの起動時に暗号
化のインテントを指定することなく、インスタンスの休止を有効にすることができます。詳細につ
いては、デフォルトでの暗号化 (p. 1723) を参照してください。
• EBS の「シングルステップ」暗号化: 暗号化されていない AMI から暗号化された EBS-Backed EC2
インスタンスを起動し、同時に休止状態を有効にすることができます。詳細については、EBSbacked AMI での暗号化の利用 (p. 176) を参照してください。
• 暗号化された AMI: 暗号化された AMI を使用してインスタンスを起動することで、EBS 暗号化を有
効にすることができます。暗号化されたルートスナップショットが AMI にない場合は、それを新し
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い AMI にコピーして暗号化をリクエストできます。詳細については、「コピー時に暗号化されてい
ないイメージを暗号化する (p. 179)」および「AMI のコピー (p. 152)」を参照してください。

Windows AMI に休止エージェントをインストールする
既にエージェントが含まれている AMI を使用する予定がない限り、AMI に休止エージェントをインストー
ルする必要があります。
次の手順では、 Windows AMI に休止エージェントをインストールする方法について説明します。Linux
AMI に休止エージェントをインストールする手順については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイド」の「Linux AMI に休止エージェントをインストールする」を参照してください。
Windows AMI に休止エージェントをインストールするには
AMI にエージェントが含まれていない場合は、Windows インスタンスの C:\Program Files\Amazon
\Hibernate フォルダに次のファイルをダウンロードします。
• EC2HibernateAgent.exe
• EC2HibernateAgent.ps1
• LICENSE.txt

起動時に休止エージェントを起動する
エージェントが AMI に含まれているかどうか、または自分でインストールしたかどうかに関係なく、イン
スタンスの起動時に休止エージェントを実行する必要があります。
次の手順では、 Windows インスタンスで休止エージェントを起動する方法について説明します。Linux イ
ンスタンスで休止エージェントを起動する手順については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイド」の「起動時に休止エージェントを起動する」を参照してください。
スポットインスタンスで休止エージェントを起動するには
ステップに従って、希望する起動方法 (p. 515)を使用してスポットインスタンスをリクエストし、ユー
ザーデータに以下を追加します。
<powershell>."C:\Program Files\Amazon\Hibernate\EC2HibernateAgent.exe"</powershell>

中断したスポットインスタンスの終了
Amazon EC2 によりスポットインスタンスが中断される場合は、停止や休止などの別の中断動作を指定し
ない限り、デフォルトでインスタンスが終了します。詳細については、中断動作の指定 (p. 404) を参照
してください。

中断に対する準備
スポットインスタンス に対する需要は刻一刻と大幅に変化する可能性があります。また、スポットイン
スタンス の可用性も利用可能な未使用の EC2 インスタンスの数に応じて大きく変化する可能性がありま
す。スポットインスタンスが中断される可能性は常に存在します。したがって、アプリケーションでス
ポットインスタンスの中断に対して準備する必要があります。
スポットインスタンスの中断に備えて、以下のベストプラクティスに従うことをお勧めします。
• Auto Scaling グループを使用してスポットリクエストを作成します。スポットインスタンスが中断され
た場合、Auto Scaling グループは代替インスタンスを自動的に起動します。詳細については、「Amazon
EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「複数のインスタンスタイプと購入オプションを使用する Auto
Scaling グループ」を参照してください。
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• 必要なソフトウェア設定を含む Amazon Machine Image (AMI) を使用することにより、リクエストが
受理されたらすぐにインスタンスを実行できるように、準備が完了していることを確認します。また、
ユーザーデータを使用して起動時にコマンドを実行することもできます。
• スポットインスタンスの終了の影響を受けない場所に、定期的に重要なデータを保存します。例え
ば、Amazon S3、Amazon EBS、または DynamoDB を使用できます。
• 作業を頻繁に保存できるように、作業を (Grid、Hadoop、キューベースのアーキテクチャを使用して)
細かいタスクに分割するか、チェックポイントを使用します。
• Amazon EC2 は、スポットインスタンスでの中断のリスクが高まった場合に、再調整に関する推奨事
項シグナルをそのインスタンスに対し送信します。再調整に関する推奨事項シグナルを利用すると、ス
ポットインスタンス中断 2 分前の通知を待つことなく、スポットインスタンスの中断を事前に管理する
ことができます。詳細については、EC2 インスタンスの再調整に関する推奨事項 (p. 399) を参照して
ください。
• スポットインスタンスのステータスをモニタリングするには、スポットインスタンス中断 2 分前の通知
を使用します。詳細については、スポットインスタンスの中断通知 (p. 411) を参照してください。
• この警告をできるだけ早く表示するよう努めていますが、警告が表示される前にスポットインスタンス
が中断されることもあり得ます。再調整に関する推奨事項シグナルと中断通知をモニタリングしている
場合でも、予期しないインスタンスの終了をアプリケーションが適切に処理できることを確認します。
オンデマンドインスタンスを使用してアプリケーションを実行し、オンデマンドインスタンスを自分で
終了することでこれを確認できます。
• AWS Fault Injection Simulator で制御された故障注入実験を実行し、スポットインスタンスが中断された
ときのアプリケーションの応答をテストします。詳細については、「AWS Fault Injection Simulator ユー
ザーガイド」の「チュートリアル: AWS FIS を使用してスポットインスタンスの中断をテストする」を
参照してください。

スポットインスタンスを中断させる
Amazon EC2 コンソールでスポットインスタンスを選択して中断を実行すると、スポットインスタンス
上のアプリケーションでの中断に関する処理をテストできます。スポットインスタンスの中断を開始する
と、Amazon EC2 は最初に、そのスポットインスタンスの中断が 2 分後に行われることを通知し、2 分経
過後にスポットインスタンスを中断させます。
スポットインスタンスの中断を処理するための、基盤となるサービスは AWS Fault Injection Simulator
(AWS FIS) です。AWS FIS の詳細については、「AWS Fault Injection Simulator」を参照してください。

Note
中断動作は、terminate、stop、および hibernate です。中断動作に対し hibernate を設
定してスポットインスタンスの中断を開始すると、休止プロセスがすぐに開始されます。
スポットインスタンスの中断は、すべての AWS リージョン (アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパ
シフィック (大阪)、中国 (北京)、中国 (寧夏)、および中東 (UAE) を除く) で利用することができます。
トピック
• スポットインスタンスを中断させる (p. 409)
• スポットインスタンスの中断を検証する (p. 410)

スポットインスタンスを中断させる
EC2 コンソールを使用すると、スポットインスタンスの中断をすばやく開始できます。より高度な実験に
よりスポットインスタンスの中断をテストするには、AWS FIS コンソールで独自の実験を作成します。

EC2 コンソールを使用してスポットインスタンスの中断を開始するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインで、[Spot Requests] (スポットリクエスト) を選択します。

3.

スポットインスタンスリクエストを選択した後、[Actions] (アクション)、[Initiate interruption] (中断を
開始) の順に選択します。

Note
スポットフリートリクエストを選択して、そのフリート内のすべてのスポットインスタンス
の中断を一括で開始することは現在サポートされていません。フリート内のスポットインス
タンスリクエストを個別に選択する必要があります。また、複数のスポットインスタンスリ
クエストを選択して同時に中断を開始することはできません。一度に 1 つのスポットインス
タンスに対してのみ中断を開始できます。
4.

[Initiate Spot Instance interruption] (スポットインスタンスの中断を開始する) ダイアログボックスに
ある、[Service access] (サービスアクセス) で、デフォルトのロールか、既存のロールを選択しま
す。ロールを選択するには、[Use an existing service role] (既存のサービスロールを使用) を選択した
後、[Service role name] (サービスロール名) で使用するロールを選択します。

5.

スポットインスタンスの中断を開始する準備ができたら、[Initiate interruption] (中断を開始) を選択し
ます。

AWS FIS コンソールを使用して、スポットインスタンスの中断をテストするためのより高度な実
験を作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Spot Requests] (スポットリクエスト) を選択します。

3.

[Actions] (アクション)、[Create advanced experiments] (高度な実験を作成) の順に選択します。
AWS FIS コンソールが開きます。詳細については、「AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイ
ド」の「チュートリアル: AWS FIS を使用してスポットインスタンスの中断をテストする」を参照し
てください。

スポットインスタンスの中断を検証する
中断を開始すると、以下のことが発生します。
• 対象のスポットインスタンスに対し、インスタンスの再調整に関する推奨事項 (p. 399)が送信されま
す。
• Amazon EC2 がインスタンスを停止または終了する 2 分前に、スポットインスタンスの中断の通
知 (p. 411)が発行されます。
• 2 分経過後に、スポットインスタンスが中断されます。
• AWS FIS によって停止されたスポットインスタンスは、ユーザーにより再起動されるまで停止状態を維
持します。

中断を開始した後に、インスタンスが中断されていることを検証するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[スポットリクエスト] を開いてから、別のブラウザタブまたはウィンドウ
で[インスタンス] を開きます。

3.

スポットリクエストで、スポットインスタンスリクエストを選択します。初期ステータス
は、fulfilled です。インスタンスが中断されると、その中断の動作に応じて、以下のようにス
テータスが変化します。
•

terminate – ステータスが instance-terminated-by-experiment に変わります。

•

stop – ステータスが marked-for-stop-by-experiment に変わり、その後 instancestopped-by-experiment に変わります。
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4.

インスタンスで、スポットインスタンスを選択します。初期ステータスは、Running です。ユーザー
がスポットインスタンスの中断通知を受け取り、2 分が経過すると、その中断の動作に応じて、以下
のようにステータスが変化します。
•

stop – ステータスが Stopping に変わり、その後 Stopped に変わります。

•

terminate – ステータスが Shutting-down に変わり、その後 Terminated に変わります。

スポットインスタンスの中断通知
スポットインスタンスの中断通知は、Amazon EC2 がスポットインスタンスを停止または終了する 2 分前
に発行される警告です。中断動作として休止状態を指定した場合は、中断通知が表示されますが、休止状
態プロセスはすぐに開始されるため、2 分間の警告は表示されません。
スポットインスタンスの中断を適切に処理する最善の方法は、耐障害性のあるアプリケーションを設計す
ることです。これを実現するには、スポットインスタンスの中断通知を活用します。中断通知は 5 秒ごと
に確認することをお勧めします。
この中断通知は、CloudWatch イベントとして、またスポットインスタンス上のインスタンスメタデー
タ (p. 794)の項目としての使用が可能です。中断通知は、ベストエフォートベースで出力されます。

EC2 Spot Instance interruption notice
Amazon EC2 がスポットインスタンスを中断しようとすると、実際の中断が起こる 2 分前にイベントが発
生します (休止の場合は、即時的にその状態に移行するため、中断通知は発行されますが 2 分前には提供
されず、このイベントの対象にはなりません)。このイベントは Amazon CloudWatch Events で検出できま
す。CloudWatch Eventsの詳細については、「Amazon CloudWatch Events ユーザーガイド」を参照して
ください。イベントルールの作成および使用方法の詳細な例については、「Taking Advantage of Amazon
EC2 スポットインスタンスInterruption Notices」を参照してください。
以下に、スポットインスタンスでの中断イベントの例を示します。instance-action の可能な値は
hibernate、stop、terminate です。
{

}

"version": "0",
"id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"detail-type": "EC2 Spot Instance Interruption Warning",
"source": "aws.ec2",
"account": "123456789012",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-2",
"resources": ["arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"],
"detail": {
"instance-id": "i-1234567890abcdef0",
"instance-action": "action"
}

instance-action
Amazon EC2 が、スポットインスタンスを停止または終了のためにマークした場合、インスタンスメタ
データ (p. 794)内に instance-action 項目が含まれるようになります。そうでない場合、これは存在
しません。instance-action は以下のように取得できます。
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/spot/instance-action

instance-action 項目は、アクションおよびアクションのおよその発生時刻 (UTC) を指定します。
次の出力例では、このインスタンスの停止時刻を示します。
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{"action": "stop", "time": "2017-09-18T08:22:00Z"}

次の出力例では、このインスタンスの終了時刻を示します。
{"action": "terminate", "time": "2017-09-18T08:22:00Z"}

Amazon EC2 がインスタンスを停止または終了する準備をしていない場合や、お客様が自分でインスタン
スを終了した場合、instance-action はインスタンスメタデータ内に存在せず、取得しようとした場
合、HTTP 404 エラーが出力されます。

termination-time
この項目は下位互換性のために維持されています。代わりに instance-action を使用してください。
Amazon EC2 がスポットインスタンスを終了のためにマークした場合は、termination-time 項
目がインスタンスメタデータ内に含まれるようになります。そうでない場合、これは存在しませ
ん。termination-time は以下のように取得できます。
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/spot/terminationtime

termination-time 項目は、インスタンスがシャットダウン信号を受信するおよその時刻 (UTC) を指定
します。以下は出力例です。
2015-01-05T18:02:00Z

Amazon EC2 がインスタンスを終了する準備をしていない場合や、ユーザーがスポットインスタンスを終
了した場合には、termination-time 項目はインスタンスメタデータ内に存在しない (この場合、HTTP
404 エラーが出力されます) か、時刻値以外の値が含まれます。
Amazon EC2 がインスタンスの終了に失敗した場合は、リクエストステータスが fulfilled に設定され
ます。termination-time 値は、元のおよその時刻のまま (過去の時刻になっていますが)、インスタン
スのメタデータに残ります。

中断した スポットインスタンス の検索
コンソールの [Instances (インスタンス)] ペインには、スポットインスタンス を含むすべての
インスタンスが表示されます。スポットインスタンスは、[インスタンスライフサイクル] 列の
spot の値から識別できます。[Instance state (インスタンスの状態)] 列には、インスタンスが
pending、running、stopping、stopped, shutting-down、terminated のいずれであるかが示さ
れます。休止状態のスポットインスタンスの場合、インスタンスの状態は stopped です。

中断されたスポットインスタンスを検索するには (コンソール)
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。右上隅にある設定アイコン (
) を選択
し、[Attribute (属性)] 列で [Instance lifecycle (インスタンスライフサイクル)] を選択します。スポット
インスタンス の場合、[Instance lifecycle (インスタンスライフサイクル)] は spot です。
または、ナビゲーションペインで [Spot Requests (スポットリクエスト)] を選択します。スポットイン
スタンスリクエストとスポットフリートリクエストの両方を表示できます。インスタンスの ID を表示
するには、スポットインスタンスリクエストまたはスポットフリートリクエストを選択し、[インスタ
ンス] タブを開きます。インスタンス ID を選択して、[Instances (インスタンス)] ペインにインスタン
スを表示します。
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3.

各スポットインスタンスについて、[インスタンスの状態] 列にその状態を表示できます。

中断した スポットインスタンス を検索するには (AWS CLI)
--filters パラメータで describe-instances コマンドを使用すると、中断した スポットインスタンス を
一覧表示できます。出力にインスタンス ID のみをリストするには、--query パラメータを含めます。
aws ec2 describe-instances \
--filters Name=instance-lifecycle,Values=spot Name=instance-statename,Values=terminated,stopped \
--query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId"

Amazon EC2 がスポットインスタンスを終了しているかどうかを判別する
スポットインスタンスが終了している場合は、CloudTrail を使用して、Amazon EC2 がそのスポッ
トインスタンスを終了しているかどうかを確認できます。AWS CloudTrail では、イベント名が
BidEvictedEvent の場合、Amazon EC2 がスポットインスタンスを終了したことを示します。

CloudTrail で BidEvictedEvent イベントを表示するには
1.

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

2.
3.

ナビゲーションペインで [Event history (イベント履歴)] を選択します。
フィルターのドロップダウンで、[イベント名] を選択し、右側のフィルターフィールドに
[BidEvictedEvent] と入力します。

4.

結果のリストから [BidEvictedEvent] を選択し、その詳細を表示します。[イベントレコード] で、イン
スタンス ID を確認できます。

CloudTrail の使用の詳細については、「AWS CloudTrail による Amazon EC2 および Amazon EBS の API
コールのログ記録 (p. 1156)」を参照してください。

中断された スポットインスタンス の請求
スポットインスタンスが中断された場合は、インスタンスおよび EBS ボリュームの使用状況に対して次の
ように料金が発生します。

インスタンスの使用状況
スポットインスタンスを オペレーティングシステ 最初の 1 時間で中断
中断するユーザー
ム

最初の 1 時間後の任意
の時間に中断

ユーザー自らスポットイ Windows および Linux
ンスタンスを停止または (RHEL と SUSE は除く)
終了した場合
RHEL および SUSE

使用された時間 (秒) の
請求

使用された時間 (秒) の
請求

使用時間が 1 時間未満
の場合でも、1 時間分の
料金を請求

使用された 1 時間分 (中
断された時間が 1 時間
未満の場合も 1時間分)
を請求

Amazon EC2 がスポッ
Windows および Linux
トインスタンスを中断し (RHEL と SUSE は除く)
た場合
RHEL および SUSE

料金は発生しない

使用された時間 (秒) の
請求

料金は発生しない

使用された 1 時間分は
請求されるが、中断され
た時間が 1 時間未満の
場合は請求されない
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EBS ボリュームの使用状況
中断されたスポットインスタンスの停止中は、維持されている EBS ボリュームに対してのみ課金されま
す。
EC2 フリートおよびスポットフリートでは、停止中のインスタンスの数が多い場合、アカウント内の EBS
ボリューム数の上限を超えることがあります。
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スポットプレイスメントスコア
スポットプレイスメントスコア機能では、スポットの容量要件に基づいて AWS リージョンやアベイラビ
リティーゾーンを推奨することができます。スポット容量は変動し、必要な容量が常に得られるかどう
かはわかりません。スポットプレイスメントスコアは、リージョンまたはアベイラビリティーゾーンでス
ポットリクエストが成功する可能性を示します。

Note
スポットプレイスメントスコアは、利用可能な容量や中断のリスクに関して、いかなる保証も提
供しません。スポットプレイスメントスコアは、レコメンデーションとしてのみ機能します。
利点
スポットプレイスメントスコア機能は、次の場合に使用できます。
• 現在のリージョンでの容量ニーズの増加または使用可能な容量の減少に応じて、必要に応じて別のリー
ジョンでスポットコンピューティング性能を再配置してスケールします。
• 単一アベイラビリティーゾーンのワークロードを実行する最適なアベイラビリティーゾーンを特定しま
す。
• 将来のスポット容量のニーズをシミュレートして、スポットベースのワークロードの拡張に最適なリー
ジョンを選択できるようにします。
• スポットキャパシティのニーズを満たす、最適なインスタンスタイプの組み合わせを特定するには。
トピック
• コスト (p. 415)
• スポットプレイスメントスコアの仕組み (p. 415)
• 制約事項 (p. 417)
• 必要な IAM アクセス許可 (p. 418)
• スポットプレイスメントスコアの計算 (p. 418)
• 設定例 (p. 422)

コスト
スポットプレイスメントスコア機能は追加料金なしで使用できます。

スポットプレイスメントスコアの仕組み
スポットプレイスメントスコア機能を使用する場合は、まずスポットインスタンスのコンピューティング
要件を指定します。その後、Amazon EC2 は、スポットリクエストが成功する可能性が高い上位 10 リー
ジョン、を返します。各リージョンまたはアベイラビリティーゾーンは、1～10 のスケールで採点されま
す。10 はスポットリクエストが成功する可能性が高いことを示し、1 はスポットリクエストが成功する可
能性が低いことを示します。
スポットプレイスメントスコア機能を使用するには、次のステップに従います。
• ステップ 1: スポット要件を指定する (p. 415)
• ステップ 2: スポットプレイスメントスコアレスポンスをフィルターする (p. 416)
• ステップ 3: レコメンデーションを確認する (p. 416)
• ステップ 4: レコメンデーションを使用する (p. 417)

ステップ 1: スポット要件を指定する
まず、希望するターゲットスポット容量とコンピューティング要件を次のように指定します。
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1. ターゲットスポット容量を指定し、オプションでターゲット容量の単位を指定します。
目的のターゲットスポット容量は、インスタンスまたは vCPU の数、または MiB のメモリ量の観点か
ら指定できます。vCPU 数またはメモリ量でターゲット容量を指定するには、ターゲット容量の単位を
vcpu または memory-mib のように指定する必要があります。それ以外の場合、デフォルトはインスタ
ンス数になります。
vCPU の数またはメモリ量の観点からターゲット容量を指定することで、総容量をカウントするときに
これらの単位を使用できます。例えば、異なるサイズのインスタンスを組み合わせて使用する場合は、
ターゲット容量を vCPU の総数として指定できます。スポットプレイスメントスコア機能は、vCPU の
数でリクエスト内の各インスタンスタイプを考慮し、ターゲット容量を合計するときに、インスタンス
の総数ではなく vCPU の総数をカウントします。
例えば、合計ターゲット容量を 30 vCPU に指定し、インスタンスタイプリストが c5.xlarge (4
vCPU)、m5.2xlarge (8 vCPU)、および r5.large (2 vCPU) で構成されているとします。合計 30 個の
vCPU を実現するには、2 個の c5.xlarge (2*4 vCPU)、2 個の m5.2xlarge (2*8 vCPU)、3 個の r5.large
(3*2 vCPU) を混在させることができます。
2. インスタンスタイプまたはインスタンス属性を指定します。
使用するインスタンスタイプを指定するか、コンピューティング要件に必要なインスタンス属性を指定
して、それらの属性を持つインスタンスタイプを Amazon EC2 に識別させることができます。これは
属性ベースのインスタンスタイプの選択と呼ばれます。
同じスポットプレイスメントスコアリクエストで、インスタンスタイプとインスタンス属性の両方を指
定することはできません。
インスタンスタイプを指定する場合は、少なくとも 3 つの異なるインスタンスタイプを指定する必要が
あります。指定しないと、Amazon EC2 は低いスポットプレイスメントスコアを返します。同様に、イ
ンスタンス属性を指定する場合は、少なくとも 3 つの異なるインスタンスタイプを解決する必要があり
ます。
スポット要件を指定するさまざまな方法の例については、「設定例 (p. 422)」を参照してください。

ステップ 2: スポットプレイスメントスコアレスポンスをフィルターする
Amazon EC2 は、リージョンまたはアベイラビリティーゾーンごとにスポットプレイスメントスコアを計
算し、スポットリクエストが成功する可能性のある上位 10 のリージョンまたは上位 10 のアベイラビリ
ティーゾーンのいずれかを返します。デフォルトでは、スコアリングされたリージョンのリストが返され
ます。すべてのスポット容量を単一のアベイラビリティーゾーンに起動する場合は、スコアリングされた
アベイラビリティーゾーンのリストをリクエストすると便利です。
リージョンフィルターを指定して、レスポンスで返されるリージョンを絞り込むことができます。
リージョンフィルターとスコアリングされたアベイラビリティーゾーンのリクエストを組み合わせること
ができます。このようにして、スコアリングされたアベイラビリティーゾーンは、フィルターしたリー
ジョンに限定されます。リージョン内の最高スコアのアベイラビリティーゾーンを検索するには、その
リージョンのみを指定すると、そのリージョン内のすべてのアベイラビリティーゾーンのスコアリストが
返されます。

ステップ 3: レコメンデーションを確認する
各リージョンまたはアベイラビリティーゾーンのスポットプレイスメントスコアは、ターゲット容量、イ
ンスタンスタイプの構成、過去および現在のスポット使用傾向、およびリクエストの時間に基づいて計算
されます。スポット容量は絶えず変動するため、同じスポットプレイスメントスコアのリクエストは、異
なる時間に計算されたときに異なるスコアを生成する可能性があります。
リージョンとアベイラビリティーゾーンは、1～10 のスケールで採点されます。スコアが 10 の場合は、
スポットリクエストが成功する可能性が高いことを示します (ただし保証はされません)。スコアが 1 の場
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合は、スポットリクエストが成功する可能性がまったくないことを示します。異なるリージョンまたはア
ベイラビリティーゾーンで同じスコアが返される場合があります。
低スコアが返された場合は、コンピューティング要件を編集してスコアを再計算できます。また、同じコ
ンピューティング要件についてスポットプレイスメントスコアのレコメンデーションを 1 日の異なる時間
にリクエストすることもできます。

ステップ 4: レコメンデーションを使用する
スポットプレイスメントスコアは、スポットリクエストの構成がスポットプレイスメントスコアの構成と
まったく同じであり (ターゲット容量、ターゲット容量の単位、インスタンスタイプまたはインスタンス
属性)、capacity-optimized 配分戦略を使用するように構成されている場合にのみ意味を持ちます。そ
れ以外の場合、使用可能なスポット容量が得られる可能性はスコアと一致しません。
スポットプレイスメントスコアはガイドラインとして機能し、スポットリクエストが完全にまたは部分的
に満たされることを保証するスコアはありませんが、次の情報を使用して最良の結果を得ることができま
す。
• 同じ設定を使用する — スポットプレイスメントスコアは、Auto Scaling グループ、EC2 フリート、ま
たはスポットフリートのスポットリクエスト設定 (ターゲット容量、ターゲット容量の単位、インスタ
ンスタイプまたはインスタンス属性) がスポットプレイスメントスコアを取得するために入力した内容
と同じである場合にのみ関連します。
スポットプレイスメントスコアリクエストで属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用した場合、
属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用して Auto Scaling グループ、EC2 フリート、または
スポットフリートを設定できます。詳細については、「使用するインスタンスタイプに関する一連の
要件を持つ Auto Scaling グループの作成」、「EC2 フリートの属性ベースのインスタンスタイプの選
択 (p. 915)」、および「スポットフリートの属性ベースのインスタンスタイプの選択 (p. 958)」を参
照してください。

Note
vCPU の数またはメモリ量の観点からターゲット容量を指定し、スポットプレイスメントスコ
ア設定でインスタンスタイプを指定した場合は、現在 Auto Scaling グループ、EC2 フリート、
またはスポットフリートでこの設定を作成できないことに注意してください。代わりに、イン
スタンスの重み付けは WeightedCapacity パラメータを使用して手動で設定する必要があり
ます。
• capacity-optimized 配分戦略を使用する – いずれのスコアも、スポット容量のリクエストが成功す
るためには、フリートのリクエストがすべてのアベイラビリティーゾーン (リージョン間の容量をリク
エストする場合) または単一のアベイラビリティーゾーン (1 つのアベイラビリティーゾーンで容量をリ
クエストする場合) と capacity-optimized スポット配分戦略を使用するように設定されていること
を前提としています。lowest-price のような他の配分戦略を用いた場合、利用可能なスポット容量を
得られる可能性はスコアと一致しません。
• すぐにスコアに基づいて行動する – スポットプレイスメントスコアのレコメンデーションは、リクエス
ト時の利用可能なスポット容量を反映したものであり、スポット容量の変動により、同じ構成でも異な
る時期に計算すると異なるスコアになることがあります。スコアが 10 の場合、スポット容量リクエス
トが成功する可能性が高い (保証はされません) ことを意味しますが、最良の結果を得るには、すぐにス
コアに基づいて行動することをお勧めします。また、容量リクエストを試行するたびに新しいスコアを
取得することをお勧めします。

制約事項
• ターゲット容量制限 – スポットプレイスメントスコアのターゲット容量制限は、潜在的な使用量の増加
を考慮しながら、最近のスポット使用量に基づきます。最近のスポット使用がない場合は、スポットリ
クエストの制限に合わせてデフォルトの低い制限が提供されます。
• リクエスト設定の制限 – スポットプレイスメントスコア機能の意図された使用に関連しないパターンを
検出した場合、24 時間以内に新しいリクエスト設定の数を制限できます。上限に達した場合は、既に使
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用したリクエスト設定を再試行できますが、次の 24 時間まで新しいリクエスト設定を指定することは
できません。
• インスタンスタイプの最小数 – インスタンスタイプを指定する場合は、少なくとも 3 つの異なるインス
タンスタイプを指定する必要があります。指定しないと、Amazon EC2 は低いスポットプレイスメント
スコアを返します。同様に、インスタンス属性を指定する場合は、少なくとも 3 つの異なるインスタン
スタイプを解決する必要があります。インスタンスタイプは、異なる名前を持つ場合、異なると見なさ
れます。例えば、m5.8xlarge、m5a.8xlarge、および m5.12xlarge はすべて異なると見なされます。

必要な IAM アクセス許可
デフォルトでは、IAM アイデンティティ (ユーザー、ロール、またはグループ) には、スポットプレイスメ
ントスコア機能を使用するアクセス許可はありません。IAM アイデンティティにスポットプレイスメント
スコア機能の使用を許可するには、ec2:GetSpotPlacementScores EC2 API アクションの使用許可を
与える IAM ポリシーを作成する必要があります。次に、この許可を必要とする IAM アイデンティティに
ポリシーをアタッチします。
ec2:GetSpotPlacementScores EC2 API アクションの使用許可を与える IAM ポリシーの例を次に示し
ます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:GetSpotPlacementScores",
"Resource": "*"
}
]

}

IAM ポリシーの編集の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの編集」を参照してく
ださい。

スポットプレイスメントスコアの計算
スポットプレイスメントスコアは、Amazon EC2 コンソールや AWS CLI を使って計算することができま
す。
トピック
• インスタンス属性を指定してスポットプレイスメントスコアを計算する (コンソール) (p. 418)
• インスタンスタイプを指定してスポットプレイスメントスコアを計算する (コンソール) (p. 419)
• スポットプレイスメントスコアの計算 (AWS CLI) (p. 420)

インスタンス属性を指定してスポットプレイスメントスコアを計算する (コンソール)
インスタンス属性を指定してスポットプレイスメントスコアを計算するには
1.

スポットコンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2spot) を開きます。

2.

[Spot placement score] (スポットプレイスメントスコア) を選択します。

3.

[Enter requirements] (要件の入力) を選択します。

4.

[Target capacity] (ターゲット容量) には、インスタンス数や vCPU 数、またはメモリ量 (MiB) に関し
て希望する容量を入力します。

5.

[Instance type requirements] (インスタンスタイプの要件) では、コンピューティング要件を指
定し、Amazon EC2 にこれらの要件に最適なインスタンスタイプを識別させるために、[Specify
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instance attributes that match your compute requirements] (コンピューティング要件に一致するインス
タンス属性を指定) を選択します。
6.

[vCPUs] に、希望する vCPU の最小数と最大数を入力します。制限なしを指定するには、[No
minimum] (最小値なし)、[No maximum] (最大値なし)、または両方を選択します。

7.

[Memory (GiB)] (メモリ (GiB)) に、希望するメモリの最小値と最大値を入力します。制限なしを指定す
るには、[No minimum] (最小値なし)、[No maximum] (最大値なし)、または両方を選択します。

8.

[CPU architecture] (CPU アーキテクチャ) では、必要なインスタンスアーキテクチャを選択します。

9.

(オプション) [Additional instance attributes] (その他のインスタンス属性) では、オプションで 1 つ以
上の属性を指定して、コンピューティング要件をより詳細に表現できます。追加の属性は、リクエス
トにさらに制約を追加します。追加の属性は省略できます。省略すると、デフォルト値が使用されま
す。各属性およびそのデフォルト値の説明については、「Amazon EC2 コマンドラインリファレン
ス」の「get-spot-placement-scores」を参照してください。

10. (オプション) 指定した属性を持つインスタンスタイプを表示するには、[Preview matching instance
types] (一致するインスタンスタイプをプレビューする) を展開します。インスタンスタイプをプレ
イスメント評価に使用しないようにするには、インスタンスを選択し、[Exclude selected instance
types] (選択されたインスタンスタイプを除外する) を選択します。
11. [Load placement scores] (プレイスメントスコアのロード) を選択し、結果を確認します。
12. (オプション) 特定のリージョンのスポットプレイスメントスコアを表示するには、[Regions to
evaluate] (評価するリージョン) で、評価するリージョンを選択し、[Calculate placement scores] (プ
レイスメントスコアの計算) を選択します。
13. (オプション) 表示されたリージョンの、アベイラビリティーゾーンのスポット配置スコアを表示する
には、[Provide placement scores per Availability Zone] (アベイラビリティーゾーンあたりの配置スコ
アを表示) のチェックボックスをオンにします。スコアリングされたアベイラビリティーゾーンのリ
ストは、すべてのスポット容量を 1 つのアベイラビリティーゾーンで起動する場合に便利です。
14. (オプション) コンピューティング要件を編集して新しいプレイスメントスコアを取得するには、[Edit]
(編集) を選択し、必要な調整を行った後、[Calculate placement scores] (プレイスメントスコアの計
算) を選択します。

インスタンスタイプを指定してスポットプレイスメントスコアを計算する (コンソール)
インスタンスタイプを指定してスポットプレイスメントスコアを計算するには
1.

スポットコンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2spot) を開きます。

2.

[Spot placement score] (スポットプレイスメントスコア) を選択します。

3.

[Enter requirements] (要件の入力) を選択します。

4.

[Target capacity] (ターゲット容量) には、インスタンス数や vCPU 数、またはメモリ量 (MiB) に関し
て希望する容量を入力します。

5.

[Instance type requirements] (インスタンスタイプの要件) では、使用するインスタンスタイプを指定
するため、[Manually select instance types] (手動でインスタンスタイプを選択する) を選択します。

6.

[Select instance types] (インスタンスタイプを選択) を選択し、使用するインスタンスタイプを選択し
てから [Select] (選択) を選択します。インスタンスタイプをすばやく検索するには、フィルターバー
を使用して、異なるプロパティでインスタンスタイプをフィルタリングできます。

7.

[Load placement scores] (プレイスメントスコアのロード) を選択し、結果を確認します。

8.

(オプション) 特定のリージョンのスポットプレイスメントスコアを表示するには、[Regions to
evaluate] (評価するリージョン) で、評価するリージョンを選択し、[Calculate placement scores] (プ
レイスメントスコアの計算) を選択します。

9.

(オプション) 表示されたリージョンの、アベイラビリティーゾーンのスポット配置スコアを表示する
には、[Provide placement scores per Availability Zone] (アベイラビリティーゾーンあたりの配置スコ
アを表示) のチェックボックスをオンにします。スコアリングされたアベイラビリティーゾーンのリ
ストは、すべてのスポット容量を 1 つのアベイラビリティーゾーンで起動する場合に便利です。
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10. (オプション) インスタンスタイプのリストを編集して新しいプレイスメントスコアを取得するに
は、[Edit] (編集) を選択し、必要な調整を行ってから [Calculate placement scores] (プレイスメントス
コアの計算) を選択します。

スポットプレイスメントスコアの計算 (AWS CLI)
スポットプレイスメントスコアを計算するには
1.

(オプション) スポットプレイスメントスコアの設定で指定可能なすべてのパラメータを生成するに
は、get-spot-placement-scores コマンドと --generate-cli-skeleton パラメータを使用します。
aws ec2 get-spot-placement-scores \
--region us-east-1 \
--generate-cli-skeleton

正常な出力
{

"InstanceTypes": [
""
],
"TargetCapacity": 0,
"TargetCapacityUnitType": "vcpu",
"SingleAvailabilityZone": true,
"RegionNames": [
""
],
"InstanceRequirementsWithMetadata": {
"ArchitectureTypes": [
"x86_64_mac"
],
"VirtualizationTypes": [
"hvm"
],
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"CpuManufacturers": [
"amd"
],
"MemoryGiBPerVCpu": {
"Min": 0.0,
"Max": 0.0
},
"ExcludedInstanceTypes": [
""
],
"InstanceGenerations": [
"previous"
],
"SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
"OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
"BareMetal": "excluded",
"BurstablePerformance": "excluded",
"RequireHibernateSupport": true,
"NetworkInterfaceCount": {
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"Min": 0,
"Max": 0

},
"LocalStorage": "included",
"LocalStorageTypes": [
"hdd"
],
"TotalLocalStorageGB": {
"Min": 0.0,
"Max": 0.0
},
"BaselineEbsBandwidthMbps": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"AcceleratorTypes": [
"fpga"
],
"AcceleratorCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"AcceleratorManufacturers": [
"amd"
],
"AcceleratorNames": [
"vu9p"
],
"AcceleratorTotalMemoryMiB": {
"Min": 0,
"Max": 0
}

}

2.

}
},
"DryRun": true,
"MaxResults": 0,
"NextToken": ""

前のステップの出力を使用して JSON 設定ファイルを作成し、次のように設定します。
a.

TargetCapacity には、インスタンス数や vCPU 数、またはメモリ量 (MiB) に関して希望する
スポット容量を入力します。

b.

TargetCapacityUnitType に、ターゲット容量の単位を入力します。このパラメータを省略す
ると、デフォルトで units になります。
有効な値: units (インスタンス数に変換されます) | vcpu | memory-mib

c.

スコアリングされたアベイラビリティーゾーンのリストを返すレスポンスのた
め、SingleAvailabilityZone に true を指定します。スコアリングされたアベイラビリ
ティーゾーンのリストは、すべてのスポット容量を 1 つのアベイラビリティーゾーンで起動する
場合に便利です。このパラメータを省略すると、デフォルトで false となり、レスポンスは、ス
コアリングされたリージョンのリストを返します。

d.

(オプション) RegionNames で、フィルターとして使用するリージョンを指定します。リージョ
ンコードを指定する必要があります (例: us-east-1)。
リージョンフィルターを使用すると、レスポンスは指定したリージョンのみを返します。true
で SingleAvailabilityZone を指定した場合は、指定したリージョンのアベイラビリティー
ゾーンのみを返します。

e.

同じ設定に InstanceTypes または InstanceRequirements を含めることができますが、両
方を含めることはできません。
JSON 設定で、次のいずれかを指定します。
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• インスタンスタイプのリストを指定するには、InstanceTypes パラメータでインスタンスタ
イプを指定します。少なくとも 3 つの異なるインスタンスタイプを指定します。1 つまたは 2
つのインスタンスタイプのみを指定した場合、スポットプレイスメントスコアは低スコアを返
します。インスタンスタイプのリストについては、「Amazon EC2 インスタンスタイプ」を参
照してください。
• Amazon EC2 がこれらの属性に一致するインスタンスタイプを識別するように、インスタンス
の属性を指定するには、InstanceRequirements 構造内にある属性を指定します。
VCpuCount、MemoryMiB および CpuManufacturers の値を指定する必要があります。そ
の他の属性は省略できます。省略すると、デフォルト値が使用されます。各属性およびそのデ
フォルト値の説明については、「Amazon EC2 コマンドラインリファレンス」の「get-spotplacement-scores」を参照してください。
設定例については、「設定例 (p. 422)」を参照してください。
3.

JSON ファイルで指定した条件のスポットプレイスメントスコアを取得するには、get-spotplacement-scores コマンドを使用し、--cli-input-json パラメータで JSON ファイルの名前とパ
スを指定します。
aws ec2 get-spot-placement-scores \
--region us-east-1 \
--cli-input-json file://file_name.json

SingleAvailabilityZone が false に設定されているか、省略されている場合の出力例 (省略さ
れている場合のデフォルトは false) – リージョンのスコアリングされたリストが返されます
"SpotPlacementScores": [
{
"Region": "us-east-1",
"Score": 7
},
{
"Region": "us-west-1",
"Score": 5
},
...

SingleAvailabilityZone が true に設定されている場合の出力例 – アベイラビリティーゾーンの
スコアリストが返されます
"SpotPlacementScores": [
{
"Region": "us-east-1",
"AvailabilityZoneId": "use1-az1"
"Score": 8
},
{
"Region": "us-east-1",
"AvailabilityZoneId": "usw2-az3"
"Score": 6
},
...

設定例
AWS CLI を使用する場合、次の設定例を使用できます。
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設定例
• 例: インスタンスタイプとターゲット容量の指定 (p. 423)
• 例: メモリの観点からインスタンスタイプとターゲット容量を指定する (p. 423)
• 例: 属性ベースのインスタンスタイプ選択の属性を指定する (p. 423)
• 例: 属性ベースのインスタンスタイプ選択の属性を指定し、アベイラビリティーゾーンのスコアリスト
を返す (p. 424)

例: インスタンスタイプとターゲット容量の指定
次の設定例では、3 つの異なるインスタンスタイプと 500 スポットインスタンスのターゲットスポット容
量を指定します。
{

}

"InstanceTypes": [
"m5.4xlarge",
"r5.2xlarge",
"m4.4xlarge"
],
"TargetCapacity": 500

例: メモリの観点からインスタンスタイプとターゲット容量を指定する
次の設定例では、3 つの異なるインスタンスタイプと 500,000 MiB メモリのターゲットスポット容量を指
定します。この場合、起動するスポットインスタンスの数で合計 500,000 MiB のメモリを提供する必要が
あります。
{

}

"InstanceTypes": [
"m5.4xlarge",
"r5.2xlarge",
"m4.4xlarge"
],
"TargetCapacity": 500000,
"TargetCapacityUnitType": "memory-mib"

例: 属性ベースのインスタンスタイプ選択の属性を指定する
次の設定例は、属性ベースのインスタンスタイプ選択用に設定され、その後に設定例の説明が記載されて
います。
{

"TargetCapacity": 5000,
"TargetCapacityUnitType": "vcpu",
"InstanceRequirementsWithMetadata": {
"ArchitectureTypes": ["arm64"],
"VirtualizationTypes": ["hvm"],
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 1,
"Max": 12
},
"MemoryMiB": {
"Min": 512
}
}
}
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InstanceRequirementsWithMetadata
属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用するには、設定に
InstanceRequirementsWithMetadata 構造を含め、スポットインスタンスに必要な属性を指定しま
す。
前の例で、次の必須インスタンス属性を指定しています。
• ArchitectureTypes – インスタンスタイプのアーキテクチャタイプは arm64 である必要がありま
す。
• VirtualizationTypes – インスタンスタイプの仮想化タイプは hvm である必要があります。
• VCpuCount – インスタンスタイプには、1 個以上、最大 12 個の vCPU が必要です。
• MemoryMiB – インスタンスタイプには最低 512 MiB のメモリが必要です。Max パラメータを省略した
場合、上限がないことを示します。
指定できるオプションの属性は他にもいくつかあります。属性のリストについては、「Amazon EC2 コマ
ンドラインリファレンス」の「get-spot-placement-scores」を参照してください。
TargetCapacityUnitType
TargetCapacityUnitType パラメータは、ターゲット容量の単位を指定します。この例では、ターゲッ
ト容量が 5000、ターゲット容量単位のタイプが vcpu となっており、合わせて 5000 vCPU の希望ター
ゲット容量が指定されており、起動するスポットインスタンスの数で合計 5000 vCPU を提供する必要が
あります。

例: 属性ベースのインスタンスタイプ選択の属性を指定し、アベイラビリティーゾーンのスコアリ
ストを返す
次の設定例は、属性ベースのインスタンスタイプ選択用に設定されていま
す。"SingleAvailabilityZone": true を指定した場合、レスポンスはスコアリングされたアベイラ
ビリティーゾーンのリストを返します。
{

}

"TargetCapacity": 1000,
"TargetCapacityUnitType": "vcpu",
"SingleAvailabilityZone": true,
"InstanceRequirementsWithMetadata": {
"ArchitectureTypes": ["arm64"],
"VirtualizationTypes": ["hvm"],
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 1,
"Max": 12
},
"MemoryMiB": {
"Min": 512
}
}
}

スポットインスタンスのデータフィード
スポットインスタンスの料金について理解しやすくするため、Amazon EC2 では、スポットインスタン
スの使用状況と料金の詳細を、データフィードにより提供しています。このデータフィードは、データ
フィードを購読するときに指定する Amazon S3 バケットに送信されます。
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データフィードファイルは、通常、1 時間に 1 回バケットに届き、各使用時は、通常、単一のデータファ
イルでカバーされます。これらのファイルは、ユーザーのバケットに配信される前に圧縮 (gzip) されま
す。ファイルが大きい場合 (ある時間に関するファイルの内容が、圧縮前に 50 MB を超える場合など)
は、Amazon EC2 は指定した時間の使用状況に関する情報を複数のファイルに書き込みます。

Note
1 つの AWS アカウントにつき 1 つのスポットインスタンスデータフィードのみを作成できま
す。スポットインスタンス実行が一定の時間に満たない場合、その時間のデータフィードファイ
ルは送信されません。
スポットインスタンスのデータフィードは、AWS中国 (北京)、中国 (寧夏)、AWSGovCloud (米国) 以外の
すべてのリージョンおよびデフォルトでは無効になっているリージョンでサポートされています。
目次
• データフィードのファイル名と形式 (p. 425)
• Amazon S3 バケットの要件 (p. 426)
• スポットインスタンスのデータフィードの購読 (p. 426)
• スポットインスタンスのデータフィードを詳細表示する (p. 427)
• スポットインスタンスのデータフィードを削除する (p. 427)

データフィードのファイル名と形式
スポットインスタンスのデータフィードのファイル名には、(UTC の日付と時刻を使用しながら)次のよう
な形式が使用されます。
bucket-name.s3.amazonaws.com/optional-prefix/aws-account-id.YYYY-MM-DD-HH.n.unique-id.gz

たとえば、バケット名が my-bucket-name で、プレフィクスが my-prefix である場合、ファイル名は
次のようになります。
my-bucket-name.s3.amazonaws.com/my-prefix/111122223333.2019-03-17-20.001.pwBdGTJG.gz

バケット名の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「バケットの名前付
け」を参照してください。
スポットインスタンスのデータフィードファイルはタブ区切りです。データファイルの各行は、1 個のイ
ンスタンス時間に対応し、次の表に示すフィールドが含まれています。
フィールド

説明

Timestamp

そのインスタンス使用量に対して請求される価格を決定するために使用されるタイ
ムスタンプ。

UsageType

請求の対象となっている使用タイプおよびインスタンスタイプ。m1.small スポッ
トインスタンス では、このフィールドは SpotUsage に設定されます。他のすべて
のインスタンスタイプでは、このフィールドは SpotUsage:{instance-type} に設定
されます。例えば、SpotUsage:c1.medium です。

Operation

請求の対象となっている製品。Linux スポットインスタンス の場合、このフィール
ドは RunInstances に設定されます。Windows スポットインスタンス の場合、
このフィールドは RunInstances:0002 に設定されます。スポット使用状況は、
利用可能ゾーンに従ってグループ化されます。
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フィールド

説明

InstanceID

このインスタンスの使用量情報を生成したスポットインスタンスの ID。

MyBidID

このインスタンスの使用量情報を生成したスポットインスタンスリクエストの
ID。

MyMaxPrice

このスポットリクエストに指定された上限価格。

MarketPrice

Timestamp フィールドに指定された時刻のスポット料金。

Charge

このインスタンス使用量に請求される価格。

Version

このレコードのデータフィードファイル名に含まれるバージョン。

Amazon S3 バケットの要件
データフィードの購読時に、データフィードファイルを格納する Amazon S3 バケットを指定する必要が
あります。
データフィード用の Amazon S3 バケットを選択する前に、以下の点を考慮します。
• s3:GetBucketAcl および s3:PutBucketAcl アクションのアクセス許可を含むバケットへの
FULL_CONTROL アクセス許可が必要です。
バケット所有者には、デフォルトでこの権限があります。それ以外の場合、バケット所有者は AWS ア
カウントにこのアクセス権限を付与する必要があります。
• データフィードを購読すると、これらのアクセス権限を使用してバケット ACL が更新され、AWS デー
タフィードアカウントに FULL_CONTROL アクセス権限が付与されます。AWS データフィードアカウン
トは、データフィードファイルをバケットに書き込みます。アカウントに必要なアクセス許可がない場
合、データフィードファイルをバケットに書き込むことはできません。

Note
ACL を更新して AWS データフィードアカウントのアクセス権限を削除すると、データフィー
ドファイルをバケットに書き込むことができなくなります｡ データフィードファイルを受け取
るには、データフィードを再購読する必要があります。
• 各データフィードファイルには、独自の ACL があります (バケットの ACL とは別です)。バケット所有
者には、データファイルに対して FULL_CONTROL のアクセス許可があります。AWS データフィードア
カウントには読み書きのアクセス権限があります。
• データフィードの購読を削除しても、Amazon EC2 は、AWS データフィードアカウントでの、バケッ
トまたはデータファイルに対する読み書きのアクセス許可を削除しません。これらのアクセス許可は自
分で削除する必要があります。
• AWS Key Management Service (SSE-KMS) に保存されている AWS KMS キーによるサーバー側の暗号
化を使用して Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを暗号化する場合は、カスタマーマネージ
ド型キーを使用する必要があります。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド」
の「Simple Storage Service (Amazon S3) バケットのサーバー側の暗号化」を参照してください。

Note
スポットインスタンスデータフィードの場合、S3 ファイルを生成するリソースは Amazon
CloudWatch Logs ではなくなりました。したがって、aws:SourceArn セクションを S3 バ
ケット許可ポリシーおよび KMS ポリシーから削除する必要があります。

スポットインスタンスのデータフィードの購読
データフィードを購読するには、create-spot-datafeed-subscription コマンドを使用します。
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aws ec2 create-spot-datafeed-subscription \
--bucket my-bucket-name \
[--prefix my-prefix]

出力例
{

}

"SpotDatafeedSubscription": {
"OwnerId": "111122223333",
"Bucket": "my-bucket-name",
"Prefix": "my-prefix",
"State": "Active"
}

スポットインスタンスのデータフィードを詳細表示する
データフィードの購読の詳細を表示するには、describe-spot-datafeed-subscription コマンドを使用しま
す。
aws ec2 describe-spot-datafeed-subscription

出力例
{

}

"SpotDatafeedSubscription": {
"OwnerId": "123456789012",
"Prefix": "spotdata",
"Bucket": "my-s3-bucket",
"State": "Active"
}

スポットインスタンスのデータフィードを削除する
データフィードを削除するには、delete-spot-datafeed-subscription コマンドを使用します。
aws ec2 delete-spot-datafeed-subscription

スポットインスタンスの上限
実行およびリクエストされるスポットインスタンスの数には、リージョンごとに AWS アカウントあたり
の上限があります。スポットインスタンスの上限は、仮想中央演算装置 (vCPUs) の数について管理されま
す。この数は、実行中のスポットインスタンスが使用中であるか、未処理のスポットインスタンスリクエ
ストの受理が保留中であるため、後に使用されるかにより決定されます。ユーザーがスポットインスタン
スを終了しており、かつスポットインスタンスリクエストをキャンセルしていない場合、Amazon EC2 が
スポットインスタンスの終了を検出してリクエストを閉じるまで、リクエストはスポットインスタンスで
の vCPU の上限数についてカウントされます。
スポットインスタンスの上限には、次の 7 つがあります。
• オールスタンダード (A、C、D、H、I、M、R、T、Z) スポットインスタンスリクエスト
• オール DL スポットインスタンスリクエスト
• オール F スポットインスタンスリクエスト
• オール G および VT スポットインスタンスリクエスト
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• オール Inf スポットインスタンスリクエスト
• オール P スポットインスタンスリクエスト
• オール X スポットインスタンスリクエスト
各制限は、1 つ以上のインスタンスファミリーの vCPU 制限を指定します。さまざまなインスタンスファ
ミリー、世代、およびサイズの詳細については、Amazon EC2 インスタンスタイプを参照してください。
vCPU の制限には、変化するアプリケーションのニーズに合わせて、任意の組み合わせのインスタンスタ
イプを起動するために必要な vCPU の数に関して、お客様の制限を使用できます。例えば、オールスタ
ンダードスポットインスタンスリクエストの制限が 256 vCPU の場合であれば、32 個の m5.2xlarge ス
ポットインスタンス (32 x 8 vCPU) または 16 個のc5.4xlarge スポットインスタンス (16 x 16 vCPU) を
リクエストできます。あるいは、合計 256 個の vCPU までであれば、スタンダードスポットインスタンス
のタイプとサイズを任意に組み合わせてリクエストできます。
トピック
• スポットインスタンスの上限と使用量のモニタリング (p. 428)
• スポットインスタンス制限の引き上げをリクエストする (p. 428)

スポットインスタンスの上限と使用量のモニタリング
以下を使用してスポットインスタンスの上限を表示および管理できます。
• Amazon EC2 コンソールの制限ページ
• Service Quotas コンソールの Amazon EC2 Service Quotas ページ
• get-service-quota AWS CLI
詳細については、Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイドの「Amazon EC2 の Service
Quotas (p. 1889)」、および Service Quotas User Guide の「Viewing service quotas」を参照してくださ
い。
Amazon CloudWatch のメトリクス統合では、制限に対して EC2 の使用量をモニタリングできます。制
限に近づいたときに警告を発するようにアラームを設定することもできます。詳細については、Service
Quotas User Guide の「Service Quotas and Amazon CloudWatch alarms」を参照してください。

スポットインスタンス制限の引き上げをリクエストする
スポットインスタンスの上限は、使用量に基づき Amazon EC2 によって自動的に引き上げられますが、必
要であれば制限の引き上げをリクエストすることも可能です。例えば、現在の制限で許可されているより
も多くの スポットインスタンス を起動する場合は、制限の引き上げをリクエストできます。また、スポッ
トインスタンスリクエストを送信した後にエラー Max spot instance count exceeded を受け取っ
たとしても、制限の引き上げをリクエストできます。

スポットインスタンス制限の引き上げをリクエストするには
1.
2.
3.
4.
5.

サポートセンターコンソールの https://console.aws.amazon.com/support/home#/case/create で、
[Create case (ケースの作成)]、[Service limit increase (サービスの制限の引き上げ)] フォームの順に開
きます。
[Limit Type (制限のタイプ)] で [EC2 スポットインスタンス] を選択します。
[Region (リージョン)] で、必要なリージョンを選択します。
[プライマリインスタンスタイプ] で、引き上げをリクエストするスポットインスタンス制限を選択し
ます。
[New limit value (新しい制限値)] に、同時に実行する vCPU の総数を入力します。必要な vCPU の総
数を決定するには、「Amazon EC2 インスタンスタイプ」で、各インスタンスタイプの vCPU 数を参
照してください。
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6.

(条件付き) 制限引き上げのリクエストは、個々のスポットインスタンス制限について作成する必要が
あります。別のスポットインスタンスで制限の引き上げをリクエストするには、[別のリクエストの追
加] を選択した後、この手順のステップ 4 と 5 を繰り返します。

7.

[Use case description (ユースケースの説明)] にユースケースを入力し、[Submit (送信)] を選択しま
す。

制限の表示と引き上げのリクエストの詳細については、「Amazon EC2 の Service Quotas (p. 1889)」を
参照してください。

バーストパフォーマンスインスタンス
バーストパフォーマンスインスタンスタイプ (p. 218) を使用して スポットインスタンス を起動し、CPU
クレジットを蓄積するアイドル時間なしでバーストパフォーマンス スポットインスタンス をすぐに短時間
使用する場合は、支払いコストが高くなるのを避けるために、インスタンスを 標準モード (p. 234) で起動
することをお勧めします。バーストパフォーマンス スポットインスタンス を Unlimited モード (p. 226) で
起動し、すぐに CPU をバーストさせると、余分なクレジットがバーストに消費されます。インスタンス
を短時間使用する場合、インスタンスは余分なクレジットに見合うだけの CPU クレジットを蓄積する時
間がないため、インスタンスの終了時に余分なクレジットに対して課金されます。
Unlimited モードがバーストパフォーマンス スポットインスタンス に適しているのは、バースト用の CPU
クレジットが蓄積されるまで、そのインスタンスが十分に長く実行される場合のみです。それ以外の場合
は、余分なクレジットを支払う必要があるため、バーストパフォーマンス スポットインスタンス は他のイ
ンスタンスよりも、使用コストが高くなります。詳細については、「Unlimited モードと固定 CPU を使用
する場合 (p. 228)」を参照してください。
起動クレジットは、インスタンスを構成するために十分なコンピューティングリソースを提供し、T2 イン
スタンスの初期起動を効率的に実現することを意図しています。T2 インスタンスの起動を繰り返して新し
い起動クレジットにアクセスすることは許可されていません。CPU が持続的に必要な場合、(一定期間の
アイドリングにより) クレジットを獲得して T2 スポットインスタンス の Unlimited モード (p. 226)を使用
するか、専用 CPU を搭載したインスタンスタイプを使用します。

Dedicated Hosts
Amazon EC2 Dedicated Host は、EC2 インスタンス容量を利用したお客様専用の物理サーバーで
す。Dedicated Hosts により、Windows Server、Microsoft SQL Server、SUSE および Linux Enterprise
Server を含むソフトウェアのライセンスを、既存のソケット単位、コア単位または VM 単位で活用できる
ようになります。
Dedicated Hosts でサポートされている設定については、「Dedicated Hosts 構成表」を参照してくださ
い。
コンテンツ
• Dedicated Hosts と ハードウェア専有インスタンス の違い (p. 430)
• Bring your own license (p. 430)
• Dedicated Host のインスタンスのキャパシティー (p. 431)
• 専有ホスト上のバースト可能な T3 インスタンス (p. 432)
• Dedicated Hosts の制約事項 (p. 433)
• 料金と請求 (p. 434)
• Dedicated Hosts の操作 (p. 435)
• 共有 Dedicated Hosts の操作 (p. 454)
• AWS Outposts の専有ホスト (p. 458)
• ホスト復旧 (p. 460)
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• 設定の変更の追跡 (p. 465)

Dedicated Hosts と ハードウェア専有インスタンス の違い
Dedicated Hosts と ハードウェア専有インスタンス のどちらを使用しても、お客様専用の物理サーバーに
Amazon EC2 インスタンスを起動することができます。
ハードウェア専有インスタンス と Dedicated Hosts のインスタンスの間に、パフォーマンス、セキュリ
ティ、または物理的な違いはありません。ただし、この 2 つの間にはいくつかの違いがあります。次の
テーブルでは、Dedicated Hosts と ハードウェア専有インスタンス の主な違いをいくつか紹介します。
Dedicated Host

Dedicated Instance

請求

ホストごとの請求

インスタンスごとの請求

ソケット、コ
ア、ホスト ID
の可視性

ソケットと物理コアの数が見える

可視性なし

ホストおよび
インスタンスを同じ物理サーバーに徐々
インスタンスア にデプロイし続けることができる
フィニティ

サポート外

ターゲットを
インスタンスを物理サーバーに配置する
絞ったインスタ 方法についての可視性と制御が高い
ンスの配置

サポート外

インスタンスの サポート対象。詳細については、ホスト
自動復旧
復旧 (p. 460) を参照してください。

サポート対象

Bring-YourOwn-License
(BYOL)

サポート外

サポート対象

キャパシティ予 サポート外
約

サポート対象

Bring your own license
Dedicated Hosts を利用すると、ソフトウェアライセンスを、既存のソケット単位、コア単位、または VM
単位で使用できます。自分のライセンスを使用する場合、お客様は自分のライセンスを管理する責任があ
ります。ただし、Amazon EC2 ではインスタンスアフィニティやターゲットを絞ったプレイスメントな
ど、ライセンスのコンプライアンスを維持するための機能を利用できます。
自分のボリュームライセンスマシンのイメージを Amazon EC2 で使用するための一般的な手順を以下に示
します。
1. マシンイメージの使用を制御するライセンス条件が、仮想化クラウド環境での使用を許可している
ことを確認します。Microsoft ライセンスの詳細については、「Amazon Web Services and Microsoft
Licensing」を参照してください。
2. マシンイメージを Amazon EC2 内で使用できることを確認したら、VM Import/Export を使用してイン
ポートします。マシンイメージをインポートする方法については、VM Import/Export ユーザーガイドを
参照してください。
3. マシンイメージをインポートしたら、自分のアカウント内のアクティブな Dedicated Hosts で、そのイ
メージからインスタンスを起動できます。
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4. オペレーティングシステムによっては、これらのインスタンスを実行する際、自分の KMS サーバー
(Windows Server や Windows SQL Server など) で、これらのインスタンスをアクティブにすることが
必要になる場合があります。インポートした Windows AMI を、Amazon Windows KMS サーバーに対し
て有効化することはできません。

Note
イメージが AWS 内でどのように使用されているかを追跡するには、AWS Config でホストの記録
を有効にします。AWS Config では、Dedicated Hosts での設定の変更を記録したり、その出力を
ライセンスレポートのデータソースとして使用したりすることができます。詳細については、設
定の変更の追跡 (p. 465) を参照してください。

Dedicated Host のインスタンスのキャパシティー
T3、A1、C5、M5、R5、C5n、R5nおよびM5n の各インスタンスファミリーでは、同一の Dedicated Host
上で複数のインスタンスサイズを使用する機能がサポートされています。他のインスタンスファミリーで
は、1 つの Dedicated Host 内で、1 つのインスタンスサイズのみを使用します。
例えば、R5 Dedicated Host を割り当てた場合には、提供される 2 つのソケットと 48 の物理コアによ
り、r5.2xlarge や r5.4xlarge などのさまざまなインスタンスサイズを実行できるようになります。
インスタンスサイズの種類は、ホストに関連付けられたコア容量に達するまで追加できます。ただし、各
インスタンスサイズで実行可能な上限のインスタンス数は、インスタンスファミリーごとに異なります。
例えば、R5 Dedicated Host では、32 個の物理コアを使用する r5.8xlarge インスタンスが、最大 2 個
までサポートされます。さらに、ホストのコア容量を使い切るために、別のサイズの R5 インスタンスを
追加して使用できます。各インスタンスファミリーでサポートされているインスタンスサイズの数につい
ては、「Dedicated Hosts 構成表」を参照してください。

Note
複数のインスタンスサイズをサポートする専有ホストについては、大きいインスタンスサイズか
ら始め、必要に応じて残りのインスタンスキャパシティを小さいインスタンスサイズで埋めるこ
とをお勧めします。
次の表は、Dedicated Host で実行できるさまざまなインスタンスサイズの組み合わせの例を示していま
す。
インスタンスファ
ミリー

インスタンスサイズの組合せ例

R5

• 具体例 1: 4 x r5.4xlarge + 4 x r5.2xlarge
• 具体例 2: 1 x r5.12xlarge + 1 x r5.4xlarge + 1 x
r5.2xlarge + 5 x r5.xlarge + 2 x r5.large

C5

• 具体例 1: 1 x c5.9xlarge + 2 x c5.4xlarge + 1 x
c5.xlarge
• 具体例 2: 4 x c5.4xlarge + 1 x c5.xlarge + 2 x
c5.large

M5

• 具体例 1: 4 x m5.4xlarge + 4 x m5.2xlarge
• 具体例 2: 1 x m5.12xlarge + 1 x m5.4xlarge + 1 x
m5.2xlarge + 5 x m5.xlarge + 2 x m5.large

Dedicated Hostsでサポートされる、インスタンスファミリーとインスタンスサイズ設定の詳細について
は、「Dedicated Hosts 構成表」を参照してください 。
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専有ホスト上のバースト可能な T3 インスタンス
Dedicated Hosts は、バースト可能なパフォーマンス T3 インスタンスをサポート T3 インスタンスは、適
格な BYOL ライセンスソフトウェアを専用ハードウェアで使用するための費用対効果の高い方法を提供し
ます。T3 インスタンスの vCPU フットプリントが小さいため、ワークロードを少数のホストに統合し、コ
アごとのライセンスの使用率を最大化できます。
T3 Dedicated Hosts は、CPU 使用率が低～中程度の BYOL ソフトウェアを実行するのに最適で
す。Windows Server、Windows デスクトップ、SQL Server、SUSE Enterprise Linux Server、Red Hat
Enterprise Linux および Oracle データベースなどの、ソケット単位、コア単位または VM 単位が含まれ
ます。T3 Dedicated Hosts に適したワークロードの例としては、小中規模のデータベース、仮想デスク
トップ、開発/テスト環境、コードリポジトリ、製品プロトタイプなどがあります。T3 Dedicated Hosts
は、CPU 使用率が高いワークロードや、相関する CPU バーストが同時に発生するワークロードには推奨
されません。
Dedicated Hosts 上の T3 インスタンスは、共有テナンシーハードウェア上の T3 インスタンスと同じク
レジットモデルを使用します。ただし、それらはstandardクレジットモードのみです。unlimitedク
レジットモードはサポートしていません。standard モードの場合、Dedicated Host 上の T3 インスタ
ンスは、共有テナンシーハードウェア上のバースト可能なインスタンスと同じ方法で、クレジットの獲
得、消費、および蓄積を行います。バーストパフォーマンスインスタンスは、ベースラインレベルの CPU
パフォーマンスを提供しながら、必要に応じてバーストする機能を備えています。ベースラインより上に
バーストする場合、インスタンスは CPU クレジット残高に蓄積されたクレジットを消費します。発生し
たクレジットが枯渇すると、CPU 使用率はベースラインレベルまで低下します。standardモードの詳細
については、「スタンダードのバーストパフォーマンスインスタンスの仕組み (p. 234)」を参照してくだ
さい。
T3 Dedicated Hosts は、Amazon EC2 Dedicated Hosts が提供するすべての機能をサポートします。これ
には、1 つのホスト上の複数のインスタンスサイズ、ホストリソースグループ、および BYOL が含まれま
す。
サポートされる T3 インスタンスのサイズと構成
T3 Dedicated Hosts は、ベースライン CPU パフォーマンスと、必要に応じてより高いレベルまでバース
トする機能を提供することにより、ホストの CPU リソースを共有する汎用バースト可能な T3 インスタン
スを実行します。これにより、48 個のコアを持つ T3 Dedicated Host は、ホストあたり最大 192 個のイン
スタンスをサポートできます。ホストのリソースを効率的に利用し、最高のインスタンスパフォーマンス
を提供するために、Amazon EC2 インスタンス配置アルゴリズムは、ホスト上で起動できるサポートされ
ているインスタンス数とインスタンスサイズの組み合わせを自動的に計算します。
T3 Dedicated Host は、同じホストで複数のインスタンスタイプをサポートします。Dedicated Hosts で
は、すべての T3 インスタンスがサポートされています。ホストの CPU 制限まで、T3 インスタンスのさ
まざまな組み合わせを実行できます。
次の表は、サポートされているインスタンスタイプのリストと、各インスタンスタイプのパフォーマンス
のサマリー、および起動可能な各サイズのインスタンスの最大数を示しています。
イ
ン
ス
タ
ン
ス
タ
イ
プ

vCPUs

t3.nano
2

メモリ
(GiB)

vCPU あたりの
ベースライン
CPU 使用率

ネットワーク
バースト帯域幅
(Gbps)

Amazon EBS
バースト帯域幅
(Mbps)

専有ホストあた
りの最大インス
タンス数

0.5

5%

5

最大 2,085

192
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イ
ン
ス
タ
ン
ス
タ
イ
プ

vCPUs

メモリ
(GiB)

vCPU あたりの
ベースライン
CPU 使用率

ネットワーク
バースト帯域幅
(Gbps)

Amazon EBS
バースト帯域幅
(Mbps)

専有ホストあた
りの最大インス
タンス数

t3.micro
2

1

10%

5

最大 2,085

192

t3.small
2

2

20%

5

最大 2,085

192

t3.medium
2

4

20%

5

最大 2,085

192

t3.large
2

8

30%

5

2,780

96

t3.xlarge
4

16

40%

5

2,780

48

t3.2xlarge
8

32

40%

5

2,780

24

T3 専有ホストの CPU 使用率の監視
DedicatedHostCPUUtilizationAmazon CloudWatch メトリックスを使用して、専有ホストの vCPU
使用率を監視します。メトリクスは、EC2名前空間およびPer-Host-Metricsディメンションで利用可能
です。詳細については、Dedicated Hostsメトリクス (p. 1126) を参照してください。

Dedicated Hosts の制約事項
Dedicated Hosts を割り当てる際は、次の制限と制約に注意してください。
• Dedicated Hosts で RHEL、SUSE Linux、SQL Server を実行するには、独自の AMI を使用する必
要があります。AWS が提供している、あるいは AWS Marketplace から入手が可能な RHEL、SUSE
Linux、SQL Server の AMI は、Dedicated Hosts では使用できません。独自の AMI を作成する方法の詳
細については、「Bring your own license (p. 430)」を参照してください。
この制限は、ハイメモリインスタンス
(u-6tb1.metal、u-9tb1.metal、u-12tb1.metal、u-18tb1.metal、および u-24tb1.metal)
に割り当てられたホストには適用されません。AWS によって提供される、または AWS Marketplace で
利用できる RHEL および SUSE Linux AMI は、これらのホストで使用できます。
• リージョンごとに、インスタンスファミリーあたり最大 2 つのオンデマンド Dedicated Hosts を割り当
てることができます。制限値を引き上げることもできます。Amazon EC2Dedicated Hosts の割り当て制
限の引き上げを申請してください。
• Dedicated Host で実行されるインスタンスは、VPC でのみ起動できます。
• Auto Scaling グループは、ホストリソースグループを指定する起動テンプレートを使用する場合にサ
ポートされます。詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「Auto Scaling グルー
プの起動テンプレートの作成」を参照してください。
• Amazon RDS インスタンスはサポートされません。
• AWS 無料利用枠は Dedicated Hosts ではご使用になれません。
• インスタンスのプレイスメント制御は、Dedicated Hosts でのインスタンスの起動管理を表しま
す。Dedicated Hosts をプレイスメントグループで起動することはできません。
• 仮想インスタンスタイプにホストを割り当てる場合、ホストの割り当て後にインスタンスタイプを
.metal インスタンスタイプに変更することはできません。例えば、m5.large インスタンスタイプに
ホストを割り当てた場合、インスタンスタイプを m5.metal に変更することはできません。
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同様に、.metal インスタンスタイプにホストを割り当てる場合、ホストの割り当て後にインスタンス
タイプを仮想インスタンスタイプに変更することはできません。例えば、m5.metal インスタンスタイ
プにホストを割り当てた場合、インスタンスタイプを m5.large に変更することはできません。

料金と請求
Dedicated Host の料金は支払いオプションごとに異なります。
支払いオプション
• オンデマンド Dedicated Hosts (p. 434)
• Dedicated Host Reservations (p. 434)
• Savings Plans (p. 435)
• Dedicated Hosts での Windows サーバーの料金 (p. 435)

オンデマンド Dedicated Hosts
アカウントに Dedicated Host を割り当てると、自動的にオンデマンド請求がアクティブになります。
Dedicated Host のオンデマンド価格は、インスタンスファミリーとリージョンによって異なります。起動
するインスタンスの数量やサイズに関係なく、アクティブな Dedicated Host に対して 1 秒あたり (最低 60
秒) の料金が発生します。オンデマンド料金の詳細については、「Amazon EC2 Dedicated Hosts オンデマ
ンド料金」を参照してください。
オンデマンド Dedicated Host はいつでも解放して、料金の発生を止めることができます。Dedicated Host
の解放の詳細については、「Dedicated Hosts の解放 (p. 450)」を参照してください。

Dedicated Host Reservations
Dedicated Host の予約 では、オンデマンド Dedicated Hosts の実行と比べて請求の割引が得られます。予
約は、3 つの支払いオプションで利用できます。
• 前払いなし — 前払いなしの予約では、期間内の Dedicated Host の使用に対して割引があり、前払い料
金は必要ありません。1 年および 3 年契約で利用できます。前払いなしの予約での 3 年契約は、一部の
インスタンスファミリーのみでサポートされます。
• 一部前払い — 予約の一部を前払いする必要があり、期間内の残りの時間は割引された時間料金で請求さ
れます。1 年および 3 年契約で利用できます。
• 全額前払い — 実質的に最低価格で利用できます。1 年および 3 年契約で利用でき、期間中のすべてのコ
ストが含まれます。それ以外の料金は発生しません。
予約を購入するには、アカウントでアクティブな Dedicated Hosts が必要です。各予約では、単一のアベ
イラビリティーゾーンで同じインスタンスファミリーをサポートしている、複数のホストに対応できま
す。予約は、インスタンスサイズではなくホストのインスタンスファミリーに適用されます。インスタン
スサイズが異なる 3 つの Dedicated Hosts (m4.xlarge、m4.medium、および m4.large) がある場合、1
つの m4 予約をこれらすべての Dedicated Hosts に関連付けることができます。予約のインスタンスファ
ミリーとアベイラビリティーゾーンは、関連付ける Dedicated Host のインスタンスファミリーとアベイラ
ビリティーゾーンに一致させる必要があります。
予約が Dedicated Host に関連付けられている場合、Dedicated Host は予約期間が終了するまで解放できま
せん。
予約の料金の詳細については、「Amazon EC2 Dedicated Hosts 料金表」を参照してください。
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Savings Plans
Savings Plans は、オンデマンドインスタンスと比べて大幅に料金を節約できる柔軟な料金モデルで
す。Savings Plans は、1〜3 年間は時間あたりの USD 建て料金で一定量の使用を継続するという確約を
条件とする割引プランです。これによって、特定のDedicated Hostを使用することをコミットせずに、
ニーズに最も適したDedicated Hostsを使用して、コストを削減し続ける柔軟性が得られます。詳細につい
ては、AWS Savings Plans ユーザーガイドをご参照ください。

Note
Savings Plans は、u-6tb1.metal、u-9tb1.metal、u-12tb1.metal、u-18tb1.metal、お
よび u-24tb1.metal の Dedicated Hosts ではサポートされていません。

Dedicated Hosts での Windows サーバーの料金
Microsoft のライセンス条項に抵触しなければ、お手元にすでにある Windows Server や SQL Server のラ
イセンスを Dedicated Hosts に移すことができます。ご自分のライセンスを使用する場合、追加のソフト
ウェア使用料は発生しません。
さらに、Amazon が提供する Windows Server AMI を使用して、最新バージョンの Windows Server を
Dedicated Hosts で実行できます。これは、Dedicated Hosts 上で実行できる既存の SQL Server のライセ
ンスは持っているが、SQL Server ワークロードを実行するために Windows Server を必要としている場合
に、広く見られることです。Amazon が提供する Windows Server AMI のサポートは、現行のインスタン
スタイプ (p. 195)にのみ適用されます。詳細については、Amazon EC2 Dedicated Hosts の料金を参照して
ください。

Dedicated Hosts の操作
Dedicated Host を使用するには、まずアカウントで使用するホストを割り当てます。次にインスタンス
のホストテナンシーを指定して、ホストにインスタンスを起動します。インスタンスを起動する特定のホ
ストを選択する必要があります。または、自動配置が有効になっており、そのインスタンスタイプが一致
するどのホストでも起動できるようにすることもできます。インスタンスを停止して再起動する場合、同
じホストで再起動されるか別のホストで再起動されるかは、ホストのアフィニティ設定によって決まりま
す。
あるオンデマンドホストが不要になった場合は、そのホストで実行されているインスタンスを停止し、別
のホストで起動するように指定してから、ホストを解放することができます。
Dedicated Hosts は AWS License Manager にも統合されています。License Manager では、ホストリ
ソースグループを作成できます。ホストリソースグループは、1 つのエンティティとして管理される
Dedicated Hosts コレクションです。ホストリソースグループを作成する場合は、Dedicated Hosts のホス
ト管理設定 (自動割り当てや自動解放など) を指定します。これにより、これらのホストを手動で割り当て
て管理することなく、Dedicated Hosts にインスタンスを作成できます。詳細については、AWS License
Manager ユーザーガイドの「 ホスト Resource Groups」を参照してください。
コンテンツ
• Dedicated Hosts の割り当て (p. 436)
• Dedicated Host でのインスタンスの起動 (p. 438)
• ホストリソースグループへのインスタンスの作成 (p. 440)
• 自動配置とアフィニティについて (p. 442)
• Dedicated Host 自動配置の変更 (p. 442)
• サポートされているインスタンスタイプの変更 (p. 443)
• インスタンスのテナンシーとアフィニティの変更 (p. 445)
• Dedicated Hosts の表示 (p. 446)
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• Dedicated Hosts のタグ付け (p. 448)
• Dedicated Hosts のモニタリング (p. 449)
• Dedicated Hosts の解放 (p. 450)
• Dedicated Host の予約 の購入 (p. 451)
• Dedicated Host 予約の表示 (p. 452)
• タグ Dedicated Host の予約 (p. 453)

Dedicated Hosts の割り当て
Dedicated Hostsの使用を始めるには、Amazon EC2コンソールまたはコマンドラインツールを使い、ご自
身のアカウントにおいてDedicated Hostsを割り当てる必要があります。Dedicated Hostを割り当てると、
ご自身のアカウントにおいてDedicated Hostの容量がすぐに使用できるようになり、Dedicated Hostにお
けるインスタンスの起動を開始できます。
同じ Dedicated Host 上にある同じインスタンスファミリーの複数のインスタンスタイプサポート
は、c5、m5、r5、c5n、r5n、m5n の各インスタンスファミリーで利用できます。他のインスタンスファ
ミリーは、同じ Dedicated Host における 1 つのインスタンスサイズのみをサポートしています。
C5n、M5n、R5n などの N タイプ Dedicated Hosts のハードウェア制限により、小
さいインスタンスサイズ (large、xlarge、2xlarge) と大きなインスタンスサイズ
(4xlarge、9xlarge、18xlarge、.metal) を混在させることはできません。N タイプで小さいインス
タンスサイズと大きいインスタンスサイズを同時にホストする必要がある場合は、小さいインスタンスサ
イズと大きいインスタンスサイズに別々のホストを割り当てる必要があります。
Dedicated Host は、次の方法で割り当てることができます。
New console

Dedicated Host を割り当てるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Dedicated Hosts]、[Dedicated Host の割り当て] の順に選択します。

3.

[インスタンスファミリー] については、Dedicated Host向けのインスタンスファミリーを選びま
す。

4.

Dedicated Host について、選択したインスタンスファミリー内にある複数のインスタンスをサ
ポートするか、特定のインスタンスタイプのみサポートするかを指定します。次のいずれかを
行ってください。
• 選択したインスタンスファミリー内の複数のインスタンスタイプをサポートするように
Dedicated Hostを設定するには、[複数のインスタンスタイプをサポートする]、[有効化] の順
に選択します。この選択を行うと、Dedicated Host において、同一インスタンスファミリー内
の異なるインスタンスサイズを起動できるようになります。たとえば、m5インスタンスファ
ミリーとこのオプションを選択すると、Dedicated Hostにおいてm5.xlargeインスタンス
とm5.4xlargeインスタンスを起動できます。
• 選択したインスタンスファミリーの 1 つのインスタンスタイプをサポートするようにDedicated
Host を設定するには、[Support multiple instance types (複数のインスタンスをサポートす
る)] をオフにして、[インスタンスタイプ] でサポートするインスタンスタイプを選択します。
これにより、Dedicated Host で 1 つのインスタンスタイプを起動できます。たとえば、こ
のオプションを選択し、 m5.4xlargeをサポート対象インスタンスタイプとして指定する
と、Dedicated Hostにおいてはm5.4xlargeインスタンスに限り起動できます。

5.

[アベイラビリティーゾーン] については、Dedicated Hostを割り当てるアベイラビリティーゾー
ンを選択します。

6.

インスタンスタイプが一致する、ターゲットを絞らないインスタンスの起動を受け入れることを
Dedicated Host に許可するには、[Instance auto-placement (インスタンスの自動プレイスメント)]
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で、[Enable (有効)] を選択します。自動配置の詳細については、「自動配置とアフィニティにつ
いて (p. 442)」を参照してください。
7.

Dedicated Host のホスト復旧を有効にするには、[Host recovery (ホスト復旧)]、[有効化] の順に選
択します。詳細については、ホスト復旧 (p. 460) を参照してください。

8.

[数量] については、割り当てるDedicated Hostsの数を入力します。

9.

(オプション) [新しいタグの追加] をクリックし、タグキーとタグ値を入力します。

10. [Allocate] を選択します。
Old console

Dedicated Host を割り当てるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Dedicated Hosts]、[Dedicated Host の割り当て] の順に選択します。

3.

[インスタンスファミリー] については、Dedicated Host向けのインスタンスファミリーを選びま
す。

4.

Dedicated Host について、選択したインスタンスファミリー内にある複数のインスタンスをサ
ポートするか、特定のインスタンスタイプのみサポートするかを指定します。次のいずれかを
行ってください。
• 選択したインスタンスファミリー内にある複数のインスタンスをサポートするようにDedicated
Hostを設定するには、[複数のインスタンスをサポートする] を選択します。この選択を行う
と、Dedicated Host において、同一インスタンスファミリー内の異なるインスタンスサイズを
起動できるようになります。たとえば、m5インスタンスファミリーとこのオプションを選択す
ると、Dedicated Hostにおいてm5.xlargeインスタンスとm5.4xlargeインスタンスを起動で
きます。インスタンスファミリーは Nitro System を基盤とする必要があります。
• 選択したインスタンスファミリーの 1 つのインスタンスタイプをサポートするようにDedicated
Host を設定するには、[Support multiple instance types (複数のインスタンスをサポートす
る)] をオフにして、[インスタンスタイプ] でサポートするインスタンスタイプを選択します。
これにより、Dedicated Host で 1 つのインスタンスタイプを起動できます。たとえば、こ
のオプションを選択し、 m5.4xlargeをサポート対象インスタンスタイプとして指定する
と、Dedicated Hostにおいてはm5.4xlargeインスタンスに限り起動できます。

5.

[アベイラビリティーゾーン] については、Dedicated Hostを割り当てるアベイラビリティーゾー
ンを選択します。

6.

インスタンスタイプが一致する、ターゲットを絞らないインスタンスの起動を受け入れることを
Dedicated Host に許可するには、[Instance auto-placement (インスタンスの自動プレイスメント)]
で、[Enable (有効)] を選択します。自動配置の詳細については、「自動配置とアフィニティにつ
いて (p. 442)」を参照してください。

7.

Dedicated Host のホスト復旧を有効にするには、[Host recovery (ホスト復旧)]、[Enable (有効)]
の順に選択します。詳細については、ホスト復旧 (p. 460) を参照してください。

8.

[数量] については、割り当てるDedicated Hostsの数を入力します。

9.

(オプション) [Add Tag (タグの追加)] を選択し、タグキーとタグ値を入力します。

10. [ホストの割り当て] を選択します。
AWS CLI
Dedicated Host を割り当てるには
allocate-hosts AWS CLI コマンドを使用します。次のコマンドでは、m5 アベイラビリティーゾーンで
us-east-1a インスタンスファミリー内の複数のインスタンスタイプをサポートしている Dedicated
Host を割り当てます。ホストでもホスト復旧が有効になっており、自動配置は無効になっています。
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aws ec2 allocate-hosts --instance-family "m5" --availability-zone "us-east-1a" --autoplacement "off" --host-recovery "on" --quantity 1

次のコマンドでは、eu-west-1a アベイラビリティーゾーンでターゲット未指定の m4.large インス
タンス起動をサポートする Dedicated Host を割り当て、ホスト復旧を有効にして、purpose のキー
と production の値を使用してタグを適用します。
aws ec2 allocate-hosts --instance-type "m4.large" --availability-zone "eu-west-1a"
--auto-placement "on" --host-recovery "on" --quantity 1 --tag-specifications
'ResourceType=dedicated-host,Tags=[{Key=purpose,Value=production}]'

PowerShell
Dedicated Host を割り当てるには
New-EC2Host AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。次のコマンドでは、m5 ア
ベイラビリティーゾーンで us-east-1a インスタンスファミリー内の複数のインスタンスタイプをサ
ポートしている Dedicated Host を割り当てます。ホストでもホスト復旧が有効になっており、自動配
置は無効になっています。
PS C:\> New-EC2Host -InstanceFamily m5 -AvailabilityZone us-east-1a -AutoPlacement Off
-HostRecovery On -Quantity 1

次のコマンドでは、eu-west-1a アベイラビリティーゾーンで ターゲットを絞らない m4.large イ
ンスタンスの起動をサポートする Dedicated Host を割り当て、ホスト復旧を有効にして、purpose
のキーと production の値を使用してタグを適用します。
作成時に Dedicated Host にタグを付けるために使用される TagSpecification パラメータには、タ
グ付けされるリソースのタイプ、タグキー、タグ値を指定するオブジェクトが必要です。次のコマン
ドは必要なオブジェクトを作成します。
PS
PS
PS
PS

C:\>
C:\>
C:\>
C:\>

$tag = @{ Key="purpose"; Value="production" }
$tagspec = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec.ResourceType = "dedicated-host"
$tagspec.Tags.Add($tag)

次のコマンドは Dedicated Host を割り当て、$tagspec オブジェクトで指定されたタグを適用しま
す。
PS C:\> New-EC2Host -InstanceType m4.large -AvailabilityZone eu-west-1a AutoPlacement On -HostRecovery On -Quantity 1 -TagSpecification $tagspec

Dedicated Host でのインスタンスの起動
Dedicated Host を割り当てたら、そのホストにインスタンスを起動できます。起動するインスタンスタイ
プに使用できる十分な容量を持つアクティブなDedicated Hostsがない場合には、hostテナンシーでイン
スタンスを起動できません。

Tip
複数のインスタンスサイズをサポートする専有ホストについては、大きいインスタンスサイズか
ら始め、必要に応じて残りのインスタンスキャパシティを小さいインスタンスサイズで埋めるこ
とをお勧めします。
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インスタンスを起動する前に、制限事項を確認してください。詳細については、Dedicated Hosts の制約
事項 (p. 433) を参照してください。
次の方法を使用して Dedicated Host でインスタンスを起動できます。
Console

Dedicated Hosts ページから特定の Dedicated Host でインスタンスを起動するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Dedicated Hosts] を選択します。

3.

[Dedicated Hosts] ページでホストを選択した後、[Actions] (アクション)、[Launch Instance(s)
onto host] (インスタンスをホストで起動) の順に選択します。

4.

[Application and OS Images] (アプリケーションと OS イメージ) セクションにあるリストから、
使用する AMI を選択します。

Note
Amazon EC2 によって提供されている SQL Server、SUSE、RHEL AMI を Dedicated
Hosts で使用することはできません。
5.

[Instance type] (インスタンスタイプ) セクションで、起動するインスタンスタイプを選択しま
す。

Note
Dedicated Hostが単一のインスタンスタイプのみサポートしている場合、デフォルトで
は、サポートされているインスタンスタイプが選択され、変更できません。
Dedicated Host が複数のインスタンスタイプをサポートしている場合は、Dedicated
Host の使用可能なインスタンスキャパシティーに基づいて、サポートされているインス
タンスファミリー内のインスタンスタイプを選択する必要があります。大きいインスタ
ンスサイズから始め、必要に応じて残りのインスタンス容量を小さいインスタンスサイ
ズで埋めることをお勧めします。
6.

[Key pair] (キーペア) セクションで、インスタンスに関連付けるキーペアを選択します。

7.

[Advanced details] (高度な詳細) セクションにある [Tenancy affinity] (テナンシーのアフィニティ)
で、以下のいずれかを実行します。
• Off を選択– インスタンスは指定されたホストで起動されますが、停止された後に、以前と同一
の Dedicated Host で再開される保証はありません。
• Dedicated Host ID を選択 – インスタンスは停止後も、常に同じ特定のホストで再開されます。
アフィニティの詳細については、「自動配置とアフィニティについて (p. 442)」を参照してくだ
さい。

Note
[Tenancy (テナンシー)] オプションと [Host (ホスト)] オプションは、選択したホストに基
づき、事前に設定されています。
8.

必要に応じて、残りのインスタンスオプションを設定します。詳細については、「定義済みのパ
ラメータを使用したインスタンスの起動 (p. 519)」を参照してください。

9.

Launch instance (インスタンスの起動) を選択します。

インスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを Dedicated Host で起動するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Instances] (インスタンス)、[Launch instance] (インスタンスを起動)
の順に選択します。
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3.

[Application and OS Images] (アプリケーションと OS イメージ) セクションにあるリストから、
使用する AMI を選択します。

Note
Amazon EC2 によって提供されている SQL Server、SUSE、RHEL AMI を Dedicated
Hosts で使用することはできません。
4.

[Instance type] (インスタンスタイプ) セクションで、起動するインスタンスタイプを選択しま
す。

5.

[Key pair] (キーペア) セクションで、インスタンスに関連付けるキーペアを選択します。

6.

[Advanced] (高度な情報) セクションで以下を実行します。
a.

[Tenancy] (テナンシー) で、[Dedicated Host] (専有ホスト) を選択します。

b.

[Target host by] (ターゲットホスト) で、[Host ID] (ホスト ID) を選択します。

c.

[Target host ID] (ターゲットホスト ID) で、インスタンスを起動するホストを選択します。

d.

[Tenancy affinity] (テナンシーのアフィニティ) で、以下のいずれかを実行します。
• Off を選択– インスタンスは指定されたホストで起動されますが、停止された後に、以前と
同一の Dedicated Host で再開される保証はありません。
• Dedicated Host ID を選択 – インスタンスは停止後も、常に同じ特定のホストで再開されま
す。
アフィニティの詳細については、「自動配置とアフィニティについて (p. 442)」を参照して
ください。

7.

必要に応じて、残りのインスタンスオプションを設定します。詳細については、「定義済みのパ
ラメータを使用したインスタンスの起動 (p. 519)」を参照してください。

8.

Launch instance (インスタンスの起動) を選択します。

AWS CLI
Dedicated Host でインスタンスを起動するには
run-instances AWS CLI コマンドを使用し、Placement リクエストパラメータでインスタンスのア
フィニティ、テナンシー、およびホストを指定します。
PowerShell
Dedicated Host でインスタンスを起動するには
New-EC2Instance AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用し、Placement リクエストパ
ラメータでインスタンスのアフィニティ、テナンシー、およびホストを指定します。

ホストリソースグループへのインスタンスの作成
インスタンスの作成先のホストリソースグループ内のいずれかの Dedicated Host にインスタンス用の空
き容量がある場合、Amazon EC2 はそのホストにインスタンスを作成します。ホストリソースグループ内
のいずれのホストにもインスタンス用の空き容量がない場合、Amazon EC2 はホストリソースグループ内
に新しいホストを自動的に割り当て、そのホストにインスタンスを作成します。詳細については、AWS
License Manager ユーザーガイドの「 ホストリソースグループ」を参照してください。

要件と制限
• コアベースまたはソケットベースのライセンス設定を AMI に関連付ける必要があります。
• Dedicated Hosts の Amazon EC2 で提供されている SQL Server、SUSE、または RHEL AMI を使用する
ことはできません。
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• ホスト ID を選択して特定のホストをターゲットにすることはできません。また、ホストリソースグルー
プにインスタンスを作成するときに、インスタンスのアフィニティを有効にすることはできません。
次の方法を使用して、ホストリソースグループにインスタンスを起動できます。
Console

ホストリソースグループにインスタンスを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Instances] (インスタンス)、[Launch instance] (インスタンスを起動)
の順に選択します。

3.

[Application and OS Images] (アプリケーションと OS イメージ) セクションにあるリストから、
使用する AMI を選択します。

Note
Amazon EC2 によって提供されている SQL Server、SUSE、RHEL AMI を Dedicated
Hosts で使用することはできません。
4.

[Instance type] (インスタンスタイプ) セクションで、起動するインスタンスタイプを選択しま
す。

5.

[Key pair] (キーペア) セクションで、インスタンスに関連付けるキーペアを選択します。

6.

[Advanced] (高度な情報) セクションで以下を実行します。
a.

[Tenancy] (テナンシー) で、[Dedicated Host] (専有ホスト) を選択します。

b.

[Target host by] (ターゲットホスト) で、[Host resource group] (ホストリソースグループ) を
選択します。

c.

[Tenancy host resource group] (テナンシーのホストリソースグループ) で、インスタンスを
起動するホストリソースグループを選択します。

d.

[Tenancy affinity] (テナンシーのアフィニティ) で、以下のいずれかを実行します。
• Off を選択– インスタンスは指定されたホストで起動されますが、停止された後に、以前と
同一の Dedicated Host で再開される保証はありません。
• Dedicated Host ID を選択 – インスタンスは停止後も、常に同じ特定のホストで再開されま
す。
アフィニティの詳細については、「自動配置とアフィニティについて (p. 442)」を参照して
ください。

7.

必要に応じて、残りのインスタンスオプションを設定します。詳細については、「定義済みのパ
ラメータを使用したインスタンスの起動 (p. 519)」を参照してください。

8.

Launch instance (インスタンスの起動) を選択します。

AWS CLI
ホストリソースグループにインスタンスを作成するには
run-instances AWS CLI コマンドを使用し、Placement リクエストパラメータでテナンシーオプショ
ンを省略してホストリソースグループ ARN を指定します。
PowerShell
ホストリソースグループにインスタンスを作成するには
New-EC2Instance AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用し、Placement リクエストパ
ラメータでテナンシーオプションを省略してホストリソースグループ ARN を指定します。
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自動配置とアフィニティについて
Dedicated Hostsの配置制御は、インスタンスおよびホストの両レベルで行われます。

自動配置
自動配置はホストレベルで設定されます。自動配置を使用すると、起動するインスタンスについて、特定
のホストで起動されるようにするか、設定が合致する任意のホストで起動されるようにするかを管理でき
ます。
Dedicated Host の自動配置が無効になっている場合は、一意のホスト ID を指定するホストテナンシーイ
ンスタンス起動のみが受け入れられます。これは、新しい Dedicated Hosts に対する既定の設定です。
Dedicated Host の自動配置が有効になっている場合は、インスタンスタイプ設定が一致するすべてのター
ゲット未指定のインスタンス起動が受け入れられます。
インスタンスの起動時に、テナンシーを設定する必要があります。特定の HostId を指定せずに
Dedicated Host でインスタンスを起動すると、自動配置が有効で、インスタンスタイプが一致するすべて
の Dedicated Host でインスタンスを起動できます。

ホストのアフィニティ
ホストのアフィニティは、インスタンスレベルで設定します。また、インスタンスと Dedicated Host の間
に関係を作成します。
アフィニティが Host に設定されている場合は、特定のホストで起動したインスタンスが停止しても、常
に同じホストで再開されます。これは、ターゲットを絞った起動にもターゲットを絞らない起動にも適用
されます。
アフィニティがOff に設定されているときにインスタンスを停止して再起動する場合は、使用可能な任意
のホスト上で再起動できます。ただし、最後に実行した Dedicated Host 上でベストエフォートベースでの
再起動を試みます。

Dedicated Host 自動配置の変更
Dedicated Host を AWS アカウントに割り当てると、その自動配置設定を変更することが可能になりま
す。変更には、次のいずれかの方法を使用します。
New console

Dedicated Host の自動配置を変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Dedicated Hosts] を選択します。

3.

ホストを選択し、[アクション]、[ホストの変更] の順に選択します。

4.

[インスタンスの自動配置] で、[有効化] を選択して自動配置を有効にするか、[有効化] をオフにし
て自動配置を無効にします。詳細については、自動配置とアフィニティについて (p. 442) を参
照してください。

5.

[Save] を選択します。

Old console

Dedicated Host の自動配置を変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Dedicated Hosts] を選択します。
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3.

[Dedicated Hosts] ページで、ホストを選択し、[Actions (アクション)] を選択して、[Modify AutoPlacement (自動配置の変更)] を選択します。

4.

[Modify Auto-placement] ウィンドウの [Allow instance auto-placement] で、[Yes] を選択して自動
配置を有効にするか、[No] を選択して自動配置を無効にします。詳細については、自動配置とア
フィニティについて (p. 442) を参照してください。

5.

[Save] を選択します。

AWS CLI
Dedicated Host の自動配置を変更するには
modify-hosts AWS CLI コマンドを使用します。次の例では、指定した Dedicated Host の自動配置を
有効にします。
aws ec2 modify-hosts --auto-placement on --host-ids h-012a3456b7890cdef

PowerShell
Dedicated Host の自動配置を変更するには
Edit-EC2Host AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。次の例では、指定した
Dedicated Host の自動配置を有効にします。
PS C:\> Edit-EC2Host --AutoPlacement 1 --HostId h-012a3456b7890cdef

サポートされているインスタンスタイプの変更
同じ Dedicated Host における複数のインスタンスタイプのサポートは、c5、m5、r5、c5n、r5n、m5n
の各インスタンスファミリーで利用できます。他のインスタンスファミリーは、同じ Dedicated Host にお
ける単一のインスタンスタイプのみをサポートしています。
Dedicated Host は、次の方法で割り当てることができます。
お客様は、Dedicated Hostを修正することで、このホストがサポートするインスタンスタイプを変更でき
ます。単一のインスタンスタイプのみサポートしているホストの場合には、インスタンスファミリー内に
ある複数のインスタンスタイプをサポートするように修正できます。同様に、複数のインスタンスタイプ
をサポートしているホストの場合には、単一のインスタンスタイプのみをサポートするように修正できま
す。
複数のインスタンスタイプをサポートするようにDedicated Hostを修正するには、初めに、該当ホスト上
で実行中のインスタンスをすべて停止する必要があります。修正は約 10 分で完了します。修正の実行中
には、Dedicated Hostがpending状態に移行します。pending状態にあるDedicated Hostにおいて停止中
のインスタンスを開始したり、新たなインスタンスを起動したりすることはできません。
複数のインスタンスタイプをサポートしているDedicated Hostを 1 つのインスタンスタイプのみをサポー
トするように変更するには、ホストで実行中のインスタンスがないか、実行中のインスタンスがホスト
でサポートするインスタンスタイプである必要があります。具体例を挙げると、m5インスタンスファミ
リー内にある複数のインスタンスタイプをサポートしているホストを、m5.largeインスタンスのみをサ
ポートするように修正するには、Dedicated Hostが、いかなるインスタンスも実行していない状態である
か、m5.large実行中のインスタンスのみの状態でなければなりません。
仮想インスタンスタイプにホストを割り当てる場合、ホストの割り当て後にインスタンスタイプを
.metal インスタンスタイプに変更することはできません。例えば、m5.large インスタンスタイプ
にホストを割り当てた場合、インスタンスタイプを m5.metal に変更することはできません。同様
に、.metal インスタンスタイプにホストを割り当てる場合、ホストの割り当て後にインスタンスタイプ
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を仮想インスタンスタイプに変更することはできません。例えば、m5.metal インスタンスタイプにホス
トを割り当てた場合、インスタンスタイプを m5.large に変更することはできません。
サポートされているインスタンスタイプは、次のいずれかの方法で変更できます。
New console

Dedicated Host のサポートされているインスタンスタイプを変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Dedicated Host] (専有ホスト) をクリックします。

3.

変更する Dedicated Host を選択し、[アクション]、[ホストの変更] の順に選択します。

4.

Dedicated Host の現在の設定に応じて、次のいずれかの操作を実行します。
• Dedicated Host が特定のインスタンスタイプを現在サポートしている場合は、[複数のインスタ
ンスタイプをサポートする] は有効にならず、現在サポートされているインスタンスタイプが
[インスタンスタイプ] に表示されます。現在のインスタンスファミリー内にある複数のタイプ
をサポートするようにホストを変更するには、[複数のインスタンスタイプをサポートする] の
[有効化] を選択します。
複数のインスタンスタイプをサポートするようにホストを修正するには、初めに、該当ホスト
上で実行されているすべてのインスタンスを停止する必要があります。
• Dedicated Host がインスタンスファミリー内の複数のインスタンスタイプを現在サポートして
いる場合は、[複数のインスタンスタイプをサポートする] の [有効] が選択されています。特定
のインスタンスタイプをサポートするようにホストを変更するには、[複数のインスタンスタイ
プをサポートする] で、[有効化] をオフにし、[インスタンスタイプ] で、サポートする特定のイ
ンスタンスタイプを選択します。
Dedicated Host がサポートするインスタンスファミリーを変更することはできません。

5.

[Save] を選択します。

Old console

Dedicated Host のサポートされているインスタンスタイプを変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Dedicated Host] (専有ホスト) をクリックします。

3.

修正するDedicated Hostを選択して、[アクション]、[サポート対象インスタンスタイプの修正] の
順に選択します。.

4.

Dedicated Hosts の現在の設定に応じて、次のいずれかの操作を実行します。
• Dedicated Hostが特定のインスタンスタイプのみサポートしている場合には、[複数インスタン
スタイプのサポート] の選択が [いいえ] になっています。インスタンスファミリー内にある複
数のインスタンスタイプをサポートするようにホストを修正するには、[複数インスタンスタイ
プのサポート] の選択を [はい] に変更します。
複数のインスタンスタイプをサポートするようにホストを修正するには、初めに、該当ホスト
上で実行されているすべてのインスタンスを停止する必要があります。
• Dedicated Hostが、インスタンスファミリー内にある複数のインスタンスタイプをサポートし
ている場合には、[複数インスタンスタイプのサポート] の選択が [はい] になっており、[インス
タンスファミリー] に、サポート対象インスタンスファミリーが表示されています。特定のイ
ンスタンスタイプをサポートするようにホストを修正するには、[複数インスタンスタイプのサ
ポート] の選択を [いいえ] に変更し、[インスタンスタイプ] において、サポートする特定のイン
スタンスタイプを選択します。
Dedicated Host がサポートするインスタンスファミリーを変更することはできません。
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5.

[Save] を選択します。

AWS CLI
Dedicated Host のサポートされているインスタンスタイプを変更するには
modify-hosts AWS CLI コマンドを使用します。
以下のコマンドは、m5インスタンスファミリー内にある複数のインスタンスタイプをサポートするよ
うにDedicated Hostを修正します。
aws ec2 modify-hosts --instance-family m5 --host-ids h-012a3456b7890cdef

以下のコマンドは、m5.xlargeインスタンスのみをサポートするように Dedicated Host を修正しま
す。
aws ec2 modify-hosts --instance-type m5.xlarge --instance-family --hostids h-012a3456b7890cdef

PowerShell
Dedicated Host のサポートされているインスタンスタイプを変更するには
Edit-EC2Host AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。
以下のコマンドは、m5インスタンスファミリー内にある複数のインスタンスタイプをサポートするよ
うにDedicated Hostを修正します。
PS C:\> Edit-EC2Host --InstanceFamily m5 --HostId h-012a3456b7890cdef

以下のコマンドは、m5.xlargeインスタンスのみをサポートするように Dedicated Host を修正しま
す。
PS C:\> Edit-EC2Host --InstanceType m5.xlarge --HostId h-012a3456b7890cdef

インスタンスのテナンシーとアフィニティの変更
インスタンスのテナンシーは、インスタンスの起動後に dedicated から host に変更したり、host から
dedicated に変更したりできます。インスタンスとホストの間でアフィニティを修正することもできま
す。インスタンスのテナンシーまたはアフィニティを修正するには、そのインスタンスをstopped状態に
する必要があります。

Note
T3 インスタンスの場合、テナンシーをdedicated～host、またはhost～dedicatedに変
更することはできません。これらのサポートされていないテナンシー変更のいずれかを試みる
と、InvalidTenancyエラーコードを引き起こします。
インスタンスのテナンシーとアフィニティは、次の方法を使用して変更できます。
Console

インスタンスのテナンシーまたはアフィニティを変更するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
[Instances (インスタンス)] を選択し、変更するインスタンスを選択します。
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3.

[Instance state (インスタンスの状態)]、[Stop (停止)] の順に選択します。

4.

インスタンスのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Instance Settings]、[Modify
Instance Placement] の順に選択します。

5.

[Modify Instance Placement] ページで、次の設定を行います。
• [Tenancy] — 次のいずれかを選択します。
• [専用ハードウェアインスタンスの実行] — インスタンスを ハードウェア専有インスタンス
として起動します。詳細については、Dedicated Instances (p. 466) を参照してください。
• [Launch the instance on a Dedicated Host] — 設定可能なアフィニティを使用してインスタン
スを Dedicated Host で起動します。
• [Affinity] — 次のいずれかを選択します。
• [This instance can run on any one of my hosts] — インスタンスは、そのインスタンスタイプ
をサポートするアカウントの利用可能な Dedicated Host で起動されます。
• [This instance can only run on the selected host] — インスタンスは、[Target Host] (ターゲッ
トホスト) として選択された Dedicated Host でのみ実行できます。
• [Target Host] (ターゲットホスト) – インスタンスを実行させるための、Dedicated Host を選択
します。ターゲットホストが表示されない場合は、アカウントに利用可能な、互換性のある
Dedicated Hosts がない可能性があります。
詳細については、自動配置とアフィニティについて (p. 442) を参照してください。

6.

[Save] を選択します。

AWS CLI
インスタンスのテナンシーまたはアフィニティを変更するには
modify-instance-placement AWS CLI コマンドを使用します。次の例では、指定したインスタンスの
アフィニティを default から host に変更し、インスタンスがアフィニティを持つ対象の Dedicated
Host を指定します。
aws ec2 modify-instance-placement --instance-id i-1234567890abcdef0 --affinity host -host-id h-012a3456b7890cdef

PowerShell
インスタンスのテナンシーまたはアフィニティを変更するには
Edit-EC2InstancePlacement AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。次の例で
は、指定したインスタンスのアフィニティを default から host に変更し、インスタンスがアフィ
ニティを持つ対象の Dedicated Host を指定します。
PS C:\> Edit-EC2InstancePlacement -InstanceId i-1234567890abcdef0 -Affinity host HostId h-012a3456b7890cdef

Dedicated Hosts の表示
Dedicated Host およびその各インスタンスの詳細を表示するには、次の方法を使用できます。
New console

Dedicated Host の詳細を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインで [Dedicated Hosts] を選択します。

3.

[Dedicated Hosts] ページでホストを選択します。

4.

ホストの情報を表示するには、[詳細] を選択します。
[使用可能な vCPU] は、Dedicated Host における新たなインスタンスの起動に使用できる vCPU
を示します。具体例を挙げると、c5インスタンスファミリー内にある複数のインスタンスタイプ
をサポートしているDedicated Hostの場合、いかなるインスタンスも実行されていなければ 72 の
vCPU を使用できます。これは、Dedicated Hostにおいては 72 の使用可能な vCPU を使って異な
るインスタンスタイプの組合せを起動できることを意味します。
ホストで実行中のインスタンスの情報を表示するには、[実行中のインスタンス] を選択します。

Old console

Dedicated Host の詳細を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Dedicated Hosts] を選択します。

3.

[Dedicated Hosts] ページでホストを選択します。

4.

ホストの情報を表示するには、[Description] を選択します。[使用可能な vCPU] は、Dedicated
Host における新たなインスタンスの起動に使用できる vCPU を示します。具体例を挙げ
ると、c5インスタンスファミリー内にある複数のインスタンスタイプをサポートしている
Dedicated Hostの場合、いかなるインスタンスも実行されていなければ 72 の vCPU を使用でき
ます。これは、Dedicated Hostにおいては 72 の使用可能な vCPU を使って異なるインスタンス
タイプの組合せを起動できることを意味します。
ホストで実行中のインスタンスの情報を表示するには、[Instances] を選択します。

AWS CLI
Dedicated Host の容量を表示するには
describe-hosts AWS CLI コマンドを使用します。
次の例では、c5 インスタンスファミリー内の複数のインスタンスタイプをサポートしてい
る、Dedicated Host で使用可能なインスタンス容量を表示するために、describe-hosts (AWS CLI) コ
マンドを使用しています。このDedicated Hostにおいては、すでに 2 つのc5.4xlargeインスタンス
と 4 つのc5.2xlargeインスタンスが実行されています。
C:\>

aws ec2 describe-hosts --host-id h-012a3456b7890cdef

"AvailableInstanceCapacity": [
{ "AvailableCapacity": 2,
"InstanceType": "c5.xlarge",
"TotalCapacity": 18 },
{ "AvailableCapacity": 4,
"InstanceType": "c5.large",
"TotalCapacity": 36 }
],
"AvailableVCpus": 8

PowerShell
Dedicated Host のインスタンス容量を表示するには
Get-EC2Host AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。
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PS C:\> Get-EC2Host -HostId h-012a3456b7890cdef

Dedicated Hosts のタグ付け
既存の Dedicated Host にカスタムタグを割り当てて、目的、所有者、環境など、さまざまな方法で分類で
きます。これにより、割り当てたカスタムタグに基づいて特定の Dedicated Host をすばやく見つけること
ができます。Dedicated Host タグは、コスト割り当ての追跡にも使用できます。
作成時に Dedicated Hosts にタグを適用することもできます。詳細については、Dedicated Hosts の割り当
て (p. 436) を参照してください。
Dedicated Host にタグを付けるには、次の方法を使用できます。
New console

Dedicated Host にタグを付けるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Dedicated Hosts] を選択します。

3.

タグを付ける対象の Dedicated Host を選択し、[アクション]、[タグの管理] の順に選択します。

4.

[タグの管理] 画面で、[タグの追加] を選択し、タグのキーと値を指定します。

5.

(オプション) [タグの追加] を選択して、Dedicated Host に付けるタグを追加します。

6.

[Save changes] を選択します。

Old console

Dedicated Host にタグを付けるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Dedicated Hosts] を選択します。

3.

タグを追加する Dedicated Host を選択して、[Tags (タグ)] を選択します。

4.

[Add/Edit Tags (タグの追加/編集)] を選択します。

5.

[Add/Edit Tags (タグの追加/編集)] ダイアログボックスで、[Create Tag (タグの作成)] を選択して
から､各タグのキーと値を指定します。

6.

(オプション) [Create Tag (タグの作成)] を選択して Dedicated Host に追加のタグを追加します。

7.

[Save] を選択します。

AWS CLI
Dedicated Host にタグを付けるには
create-tags AWS CLI コマンドを使用します。
次のコマンドでは、指定した Dedicated Host に Owner=TeamA のタグを付けます。
aws ec2 create-tags --resources h-abc12345678909876 --tags Key=Owner,Value=TeamA

PowerShell
Dedicated Host にタグを付けるには
New-EC2Tag AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。
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New-EC2Tag コマンドには、Dedicated Host のタグに使用するキーと値のペアを指定する Tag オブ
ジェクトが必要です。下のコマンドでは、キーと値のペアとして Tag と $tag を使用し、Owner とい
う名前の TeamA オブジェクトを作成します。
PS C:\> $tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag
PS C:\> $tag.Key = "Owner"
PS C:\> $tag.Value = "TeamA"

次のコマンドでは、指定した Dedicated Host に $tag オブジェクトをタグ付けします。
PS C:\> New-EC2Tag -Resource h-abc12345678909876 -Tag $tag

Dedicated Hosts のモニタリング
Amazon EC2 は、Dedicated Hosts の状態を絶えずモニタリングします。更新は Amazon EC2 コンソール
で伝達されます。Dedicated Host に関する情報は、次の方法を使用して表示できます。
Console

Dedicated Host の状態を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで [Dedicated Hosts] を選択します。
リストで Dedicated Host を見つけ、[State] 列で値を確認します。

AWS CLI
Dedicated Host の状態を表示するには
describe-hosts AWS CLI コマンドを使用して、state レスポンス要素の hostSet プロパティを確認
します。
aws ec2 describe-hosts --host-id h-012a3456b7890cdef

PowerShell
Dedicated Host の状態を表示するには
Get-EC2Host AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用し、state レスポンス要素の
hostSet プロパティを確認します。
PS C:\> Get-EC2Host -HostId h-012a3456b7890cdef

以下の表では、表示される可能性のある Dedicated Host の状態について説明します。
状態

説明

available

AWS は Dedicated Host で問題を検出しませんでした。予定されているメン
テナンスまたは修復はありません。この専有ホストでインスタンスを起動で
きます。

released

Dedicated Host が解放されました。ホスト ID は使用中ではありません。解放
済みのホストは再使用できません。
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状態

説明

under-assessment

AWS は Dedicated Host の潜在的な問題を調査しています。アクションを実
行する必要がある場合は、AWS Management Consoleまたは E メールで通知
されます。この状態のDedicated Hostではインスタンスを起動できません。

pending

この状態のDedicated Hostは新たなインスタンスの起動に使用できません。
この状態は、複数のインスタンスタイプをサポートするように修正されてい
る (p. 443)状態か、ホスト復旧 (p. 460)実行中の状態です。

permanent-failure

回復不可能な障害が検出されました。インスタンスおよび E メールで削除
通知が届きます。インスタンスは引き続き実行する場合があります。この状
態にある Dedicated Host 上のすべてのインスタンスを停止または終了する
と、AWS はホストを使用停止にします。AWS はこの状態のインスタンスを
再起動しません。この状態のDedicated Hostsではインスタンスを起動できま
せん。

releasedpermanent-failure

AWS は、障害が発生してインスタンスが実行されていない Dedicated Host
を完全に解放します。Dedicated Host ID も使用できなくなります。

Dedicated Hosts の解放
ホストを解放する前に、Dedicated Host で実行中のインスタンスを停止する必要があります。これらのイ
ンスタンスはアカウントの他の Dedicated Hosts に移行し、引き続き使用することができます。これらの
ステップは、オンデマンド Dedicated Hosts にのみ適用されます。
Dedicated Host を解放するには、次の方法を使用できます。
New console

Dedicated Host を解放するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Dedicated Hosts] を選択します。

3.

[Dedicated Hosts] ページで解放する Dedicated Host を選択します。

4.

[アクション]、[ホストの解放] の順に選択します。

5.

[解放] を選択して確定します。

Old console

Dedicated Host を解放するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Dedicated Hosts] を選択します。

3.

[Dedicated Hosts] ページで解放する Dedicated Host を選択します。

4.

[Actions]、[Release Hosts] の順に選択します。

5.

[Release] を選択して確定します。

AWS CLI
Dedicated Host を解放するには
release-hosts AWS CLI コマンドを使用します。
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aws ec2 release-hosts --host-ids h-012a3456b7890cdef

PowerShell
Dedicated Host を解放するには
Remove-EC2Hosts AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。
PS C:\> Remove-EC2Hosts -HostId h-012a3456b7890cdef

Dedicated Hostを解放すると、同じホストまたはホスト ID を再使用できなくなり、該当ホストのオンデマ
ンド料金請求が停止します。Dedicated Host の状態は released に変わり、このホストではインスタンス
を起動できなくなります。

Note
最近 Dedicated Hosts を解放した場合、制限に加算されなくなるまでに少し時間がかかることが
あります。それまでは、新しい Dedicated Hosts を割り当てようとすると LimitExceeded エ
ラーが発生する場合があります。このエラーが発生した場合は、数分後に新しいホストを再び割
り当ててみてください。
停止したインスタンスはまだ使用可能であり、[Instances] ページに表示されます。その [host] テナン
シー設定も維持されています。

Dedicated Host の予約 の購入
予約は、次の方法で購入できます。
Console

予約を購入するには
1.
2.
3.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
[Dedicated Hosts]、[Dedicated Host の予約]、[Dedicated Host の予約 の購入] の順に選択しま
す。
[Dedicated Host の予約 の購入] 画面で、デフォルト設定を使用して利用可能なオファリングを検
索するか、以下のカスタム値を指定することができます。
• [Host instance family] — 表示されるオプションは、アカウントで予約に割り当てられていない
Dedicated Hosts に対応します。
• [Availability Zone] — アカウントで予約に割り当てられていない Dedicated Hosts のアベイラビ
リティーゾーン。
• [Payment Option] — オファーの支払いオプション。

4.
5.
6.

• [Term] — 予約の期間。1 年または 3 年とすることができます。
[Find offering (提供タイプの検索)] を選択し、要件に一致するオファーを選択します。
予約と関連付ける Dedicated Hosts を選択し、[Review (確認)] を選択します。
注文を確認し、[Order (注文)] を選択します。

AWS CLI

予約を購入するには
1.

describe-host-reservation-offerings AWS CLI コマンドを使用して、ニーズに合った利用可能なオ
ファリングを一覧表示します。次の例では、m4 インスタンスファミリー内のインスタンスをサ
ポートし、契約期間が 1 年のオファリングを一覧表示します。
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Note
期間は秒単位で指定されます。1 年契約は 31,536,000 秒で、3 年契約は 94,608,000 秒
です。
aws ec2 describe-host-reservation-offerings --filter Name=instance-family,Values=m4
--max-duration 31536000

コマンドは、条件に合ったオファリングのリストを返します。購入するオファーの offeringId
を書き留めます。
2.

purchase-host-reservation AWS CLI コマンドを使用してオファリングを購入し、前のステップで
書き留めた offeringId を指定します。次の例では、指定された予約を購入して、AWS アカウ
ントに割り当て済みの特定の Dedicated Host に関連付けます。さらに、キーが purpose で値が
production のタグを、購入した予約に対し適用します。
aws ec2 purchase-host-reservation --offering-id hro-03f707bf363b6b324 -host-id-set h-013abcd2a00cbd123 --tag-specifications 'ResourceType=hostreservation,Tags={Key=purpose,Value=production}'

PowerShell

予約を購入するには
1.

Get-EC2HostReservationOffering AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用して、ニー
ズに合った利用可能なオファリングを一覧表示します。以下の例では、m4 インスタンスファミ
リーでインスタンスをサポートし、1 年契約を持っているオファーをリストします。

Note
期間は秒単位で指定されます。1 年契約は 31,536,000 秒で、3 年契約は 94,608,000 秒
です。
PS C:\> $filter = @{Name="instance-family"; Value="m4"}

PS C:\> Get-EC2HostReservationOffering -filter $filter -MaxDuration 31536000

コマンドは、条件に合ったオファリングのリストを返します。購入するオファーの offeringId
を書き留めます。
2.

New-EC2HostReservation AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用してオファリング
を購入し、前のステップで書き留めた offeringId を指定します。次の例では、指定した予約を
購入し、それを AWS アカウントに割り当て済みの特定の Dedicated Host と関連付けます。
PS C:\> New-EC2HostReservation -OfferingId hro-03f707bf363b6b324 HostIdSet h-013abcd2a00cbd123

Dedicated Host 予約の表示
予約に関連する Dedicated Hosts の情報として以下を表示できます。
• 予約の期間
• 支払いオプション
• 開始日と終了日
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Dedicated Host 予約の詳細は、次の方法で表示できます。
Console

Dedicated Host 予約の詳細を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Dedicated Hosts] を選択します。

3.

[Dedicated Hosts] ページで、[Dedicated Host の予約] を選択し、表示されるリストから予約を選
択します。

4.

予約の詳細については、[詳細] を選択します。

5.

予約が関連付けられている Dedicated Hosts に関する情報については、[Hosts (ホスト)] を選択し
ます。

AWS CLI
Dedicated Host 予約の詳細を表示するには
describe-host-reservations AWS CLI コマンドを使用します。
aws ec2 describe-host-reservations

PowerShell
Dedicated Host 予約の詳細を表示するには
Get-EC2HostReservation AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。
PS C:\> Get-EC2HostReservation

タグ Dedicated Host の予約
Dedicated Host の予約 にカスタムタグを割り当てて、目的、所有者、環境など、さまざまな方法で分類で
きます。これにより、割り当てたカスタムタグに基づいて特定の Dedicated Host の予約 をすばやく見つ
けることができます。
Dedicated Host の予約 にタグを付けるには、コマンドラインツールのみを使用できます。
AWS CLI
Dedicated Host の予約 にタグを付けるには
create-tags AWS CLI コマンドを使用します。
aws ec2 create-tags --resources hr-1234563a4ffc669ae --tags Key=Owner,Value=TeamA

PowerShell
Dedicated Host の予約 にタグを付けるには
New-EC2Tag AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。
New-EC2Tag コマンドには、Dedicated Host の予約 のタグに使用するキーと値のペアを指定する
Tag パラメータが必要です。以下のコマンドでは、Tag パラメータを作成します。
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PS C:\> $tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag
PS C:\> $tag.Key = "Owner"
PS C:\> $tag.Value = "TeamA"

PS C:\> New-EC2Tag -Resource hr-1234563a4ffc669ae -Tag $tag

共有 Dedicated Hosts の操作
Dedicated Host の共有を使用すると、Dedicated Host の所有者は Dedicated Host を他の AWS アカウント
と共有したり、AWS 組織内で共有したりできます。これにより、Dedicated Hosts の作成と管理を一元的
に行い、複数の AWS アカウント間や AWS 組織内で共有することが可能になります。
このモデルでは、Dedicated Host を所有する AWS アカウント (所有者) が、Dedicated Host を他の
AWS アカウント (コンシューマー) と共有します。コンシューマーは、各自のアカウントに割り当てた
Dedicated Hosts にインスタンスを作成する場合と同じように、共有している Dedicated Hosts にインスタ
ンスを作成できます。所有者は、Dedicated Host およびそこに作成したインスタンスの管理に責任を負い
ます。所有者は、コンシューマーが共有 Dedicated Hosts に作成したインスタンスを変更することはでき
ません。コンシューマーは、自己が共有している Dedicated Hosts に作成したインスタンスの管理に責任
を負います。コンシューマーは、他のコンシューマーまたは Dedicated Host 所有者が所有するインスタン
スを表示または変更することはできません。また、自己が共有している Dedicated Hosts を変更すること
はできません。
Dedicated Host 所有者が Dedicated Host を共有できる相手は次のとおりです。
• AWS の組織内または組織外の特定の AWS アカウント
• AWS 組織内の組織単位
• AWS 組織全体
コンテンツ
• Dedicated Hosts を共有するための前提条件 (p. 454)
• Dedicated Host の共有に関する制限事項 (p. 455)
• 関連サービス (p. 455)
• アベイラビリティーゾーン間での共有 (p. 455)
• Dedicated Host の共有 (p. 455)
• 共有 Dedicated Host の共有解除 (p. 456)
• 共有 Dedicated Host の特定 (p. 457)
• 共有 Dedicated Host で実行されているインスタンスの表示 (p. 457)
• 共有 Dedicated Host のアクセス許可 (p. 458)
• 請求と使用量測定 (p. 458)
• Dedicated Host の制限 (p. 458)
• ホストの復旧と Dedicated Host の共有 (p. 458)

Dedicated Hosts を共有するための前提条件
• Dedicated Host を共有するには、それを自分の AWS アカウント内で所有している必要があります。既
に共有している Dedicated Host を共有することはできません。
• AWS 組織や AWS 組織内の組織単位との間で Dedicated Host を共有するには、AWS Organizations
で共有を有効にする必要があります。詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「AWS
RAM で共有を有効化する」を参照してください。
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Dedicated Host の共有に関する制限事項
u-6tb1.metal、u-9tb1.metal、u-12tb1.metal、u-18tb1.metal、および u-24tb1.metal のイ
ンスタンスタイプに割り当てられた Dedicated Hosts は共有できません

関連サービス
AWS Resource Access Manager
Dedicated Host の共有は AWS Resource Access Manager (AWS RAM) と統合されています。AWS RAM
は、任意の AWS アカウントに対して、あるいは AWS 経由で AWS Organizations リソースを共有するた
めのサービスです。AWS RAM を使用すると、リソース共有を作成することで、自身が所有するリソー
スを共有できます。リソース共有では、共有対象のリソースと、共有先となるコンシューマーを指定しま
す。コンシューマーには、個人の AWS アカウントや、AWS Organizations 内の組織単位または組織全体
を指定できます。
AWS RAM の詳細については、AWS RAM ユーザーガイドを参照してください。

アベイラビリティーゾーン間での共有
リソースがリージョンの複数のアベイラビリティーゾーンに分散されるようにするために、アベイラビリ
ティーゾーンは各 アカウントの名前に個別にマッピングされます。このため、アカウントが異なると、ア
ベイラビリティーゾーンの命名方法が異なる場合があります。たとえば、us-east-1a アカウントのアベ
イラビリティーゾーン AWS の場所は、別の us-east-1a アカウントのアベイラビリティーゾーン AWS
の場所と異なる可能性があります。
自己のアカウントを基準にして Dedicated Hosts の場所を特定するには、アベイラビリティーゾーン ID
(AZ ID) を使用する必要があります。アベイラビリティーゾーン ID は、すべての AWS アカウントにわ
たって各アベイラビリティーゾーンを一意に識別する ID です。たとえば、use1-az1 は us-east-1 リー
ジョンのアベイラビリティーゾーン ID であり、すべての AWS アカウントで同じ場所を示します。

アカウントのアベイラビリティーゾーンのアベイラビリティーゾーン ID を表示するには
1.
2.

AWS RAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/ram) を開きます。
現在のリージョンのアベイラビリティーゾーン ID は、画面の右側にある [お客様の AZ ID] パネルに表
示されます。

Dedicated Host の共有
所有者が Dedicated Host を共有すると、コンシューマーはそのホストにインスタンスを作成できます。コ
ンシューマーは、共有ホストに空き容量がある限り、そこに必要なだけのインスタンスを作成できます。

Important
Dedicated Hosts で BYOL ライセンスを共有するための適切なライセンス権限があることを確認
する責任があります。
自動配置を有効にして Dedicated Host を共有する場合は、意図しない形で Dedicated Host が使用されな
いよう、次の点に注意してください。
• コンシューマーが Dedicated Host テナンシーを使用してインスタンスを作成する場合、自己のアカウン
トで所有している Dedicated Host に空き容量がないと、インスタンスは自動的に共有 Dedicated Host
に作成されます。
Dedicated Host を共有するには、それをリソース共有に追加する必要があります。リソース共有とは、自
身のリソースを AWS RAM アカウント間で共有するための AWS リソースです。リソース共有では、共有
対象のリソースと、共有先のコンシューマーを指定します。Dedicated Host は、既存のリソースに追加す
ることも、新しいリソース共有に追加することもできます。
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自分が AWS Organizations 内の組織のメンバーであり、所属する組織で共有が有効化されている場合に
は、自分の組織内のコンシューマーに対し、共有された Dedicated Host に対するアクセス許可を自動的に
付与することができます。それ以外の場合、コンシューマーはリソース共有への参加の招待を受け取り、
その招待を受け入れた後で、共有 Dedicated Host へのアクセス許可が付与されます。

Note
Dedicated Host を共有した場合、コンシューマーがそれにアクセスできるまでに数分かかること
があります。
自己所有の Dedicated Host を共有するには、次のいずれかの方法を使用できます。
Amazon EC2 console

Amazon EC2 コンソールを使用して自己所有の Dedicated Host を共有するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Dedicated Hosts] を選択します。

3.

共有する Dedicated Host を選択し、[アクション]、[ホストの共有] の順にクリックします。

4.

Dedicated Host の追加先のリソース共有を選択し、[ホストの共有] をクリックします。
コンシューマーから共有ホストにアクセスできるまでに、数分かかることがあります。

AWS RAM console
AWS RAM コンソールを使用して、自分が所有する Dedicated Hosts を共有するには
「AWS RAM ユーザーガイド」の「リソース共有の作成」を参照してください。
AWS CLI
AWS CLI を使用して、自分が所有する Dedicated Hosts を共有するには
create-resource-share コマンドを使用します。

共有 Dedicated Host の共有解除
Dedicated Host 所有者は、共有 Dedicated Host をいつでも共有解除できます。共有 Dedicated Host を共
有解除する場合、以下のルールが適用されます。
• Dedicated Host を共有しているコンシューマーは、そこに新しいインスタンスを作成できなくなりま
す。
• 共有解除時に Dedicated Host で実行されていたコンシューマー所有のインスタンスは、引き続き実行さ
れますが、リタイアが予定されます。コンシューマーは、インスタンスのリタイア通知を受け取り、2
週間以内に通知に対処します。ただし、リタイア通知期間内に Dedicated Host がコンシューマーに再共
有されると、インスタンスのリタイアはキャンセルされます。
自己所有の共有 Dedicated Host を共有解除するには、それをリソース共有から削除する必要があります。
これを行うには、次のいずれかの方法を使用します。
Amazon EC2 console

Amazon EC2 コンソールを使用して、自己所有の共有 Dedicated Host を共有解除するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで [Dedicated Hosts] を選択します。

3.

共有解除する Dedicated Host を選択し、[共有] タブをクリックします。
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4.

[共有] タブに、Dedicated Host の追加先のリソース共有が一覧表示されます。Dedicated Host を
削除する対象のリソース共有を選択し、[リソース共有からホストを削除] をクリックします。

AWS RAM console
AWS RAM コンソールを使用して、自分が所有する共有済みの Dedicated Hosts で共有を解除するに
は
「AWS RAM ユーザーガイド」の「リソース共有の更新」を参照してください。
Command line
AWS CLI を使用して、自分が所有する共有済みの Dedicated Hosts で共有を解除するには
disassociate-resource-share コマンドを使用します。

共有 Dedicated Host の特定
所有者とコンシューマーは、次のいずれかの方法を使用して共有 Dedicated Hosts を特定できます。
Amazon EC2 console

Amazon EC2 コンソールを使用して共有 Dedicated Host を特定するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで [Dedicated Hosts] を選択します。この画面には、自己が所有して
いる Dedicated Hosts と共有している Dedicated Hosts が一覧表示されます。[所有者] 列に
は、Dedicated Host の所有者の AWS アカウント ID が表示されます。

Command line
AWS CLI を使用して共有済みの Dedicated Hosts を特定するには
describe-hosts コマンドを使用します。このコマンドは、自己が所有している Dedicated Hosts と共
有している Dedicated Hosts を返します。

共有 Dedicated Host で実行されているインスタンスの表示
所有者とコンシューマーは、次のいずれかの方法を使用して、共有 Dedicated Host で実行されているイン
スタンスをいつでも表示できます。
Amazon EC2 console

Amazon EC2 コンソールを使用して共有 Dedicated Host で実行されているインスタンスを表
示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで [Dedicated Hosts] を選択します。
インスタンスを表示する対象の Dedicated Host を選択し、[インスタンス] を選択します。ホスト
で実行されているインスタンスがタブに一覧表示されます。所有者は、コンシューマーによって
作成されたインスタンスも含めて、ホストで実行されているすべてのインスタンスを表示できま
す。コンシューマーは、ホストで実行されている自己作成のインスタンスのみを表示できます。
[所有者] 列には、インスタンスを起動した AWS アカウントのアカウント ID が表示されます。

Command line
AWS CLI を使用して共有済みの Dedicated Hosts で実行されているインスタンスを表示するには
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describe-hosts コマンドを使用します。このコマンドは、各 Dedicated Host で実行されている
インスタンスを返します。所有者は、ホストで実行されているすべてのインスタンスを表示でき
ます。コンシューマーは、共有ホストで自身が起動し実行中のインスタンスのみを表示できま
す。InstanceOwnerId は、インスタンス所有者の AWS アカウント ID を示します。

共有 Dedicated Host のアクセス許可
所有者のアクセス許可
所有者は、共有 Dedicated Hosts およびそこに作成したインスタンスの管理に責任を負います。所有者
は、コンシューマーによって作成されたインスタンスも含めて、共有 Dedicated Host で実行されているす
べてのインスタンスを表示できます。ただし、所有者は、コンシューマーによって作成された実行中のイ
ンスタンスに対してアクションを実行することはできません。

コンシューマーのアクセス許可
コンシューマーは、共有 Dedicated Host に作成したインスタンスの管理に責任を負います。コンシュー
マーは、共有 Dedicated Host を一切変更できません。また、他のコンシューマーや Dedicated Host 所有
者が作成したインスタンスを表示または変更することもできません。

請求と使用量測定
Dedicated Hosts の共有に追加料金はかかりません。
所有者は、自己が共有する Dedicated Hosts に対して課金されます。コンシューマーは、共有 Dedicated
Hosts に作成したインスタンスに対して課金されません。
Dedicated Host の予約 は、共有 Dedicated Hosts に対して引き続き請求割引を提供します。Dedicated
Host 所有者のみが、自己が所有する共有 Dedicated Hosts 用の Dedicated Host の予約 を購入できます。

Dedicated Host の制限
共有 Dedicated Hosts は、所有者の Dedicated Hosts 制限に対してのみカウントされます。共有 Dedicated
Hosts は、コンシューマーの Dedicated Hosts 制限に対してはカウントされません。同様に、コンシュー
マーが共有 Dedicated Hosts に作成するインスタンスは、コンシューマーのインスタンス制限に対してカ
ウントされません。

ホストの復旧と Dedicated Host の共有
ホストの復旧は、Dedicated Host の 所有者とその共有相手のコンシューマーによって作成されたインスタ
ンスを復旧します。代替 Dedicated Host は所有者のアカウントに割り当てられます。元の Dedicated Host
と同じリソース共有に追加され、同じコンシューマと共有されます。
詳細については、「ホスト復旧 (p. 460)」を参照してください。

AWS Outposts の専有ホスト
AWS Outposts は、AWS のインフラストラクチャ、サービス、API、ツールをユーザーのオンプレミスま
で拡張するフルマネージドサービスです。AWS Outposts は、AWS 管理インフラストラクチャへのローカ
ルアクセスを提供することにより、AWS リージョンと同じプログラミングインターフェイスを使用してオ
ンプレミスでアプリケーションを構築および実行できると同時に、ローカルコンピューティングおよびス
トレージリソースを使用して、レイテンシとローカルデータ処理のニーズを低減します。
Outpost とは、お客様のサイトにデプロイされる AWS のコンピューティングおよびストレージキャパシ
ティーのプールです。AWS は、AWS リージョンの一部としてこのキャパシティーを運営、監視、管理し
ます。
アカウントで所有している Outposts に専有ホストを割り当てることができます。これにより、専用の物理
サーバーを必要とする既存のソフトウェアライセンスとワークロードを AWS Outposts に簡単に持ち込む
ことができます。
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専有ホストを使用すると、Amazon EC2 で適格なソフトウェアライセンスを使用できるため、独自のラ
イセンスを使用する場合の柔軟性と費用対効果が得られます。仮想マシン、ソケット、または物理コアに
バインドされている他のソフトウェアライセンスも、ライセンス条項に従って、専有ホストで使用できま
す。Outpost は常に BYOL ワークロードに適格なシングルテナント環境でしたが、専有ホストを使用する
と、Outpost の展開全体ではなく、必要なライセンスを単一のホストにデプロイできます。
さらに、Outpostで専有ホストを使用すると、インスタンスタイプのデプロイの柔軟性が高まり、インスタ
ンスの配置をより細かく制御できます。インスタンスの起動に特定のホストをターゲットにして、ホスト
アフィニティを使用して、インスタンスが常にそのホストで実行されるようにするか、自動配置を使用し
て、設定と使用可能な容量が一致する使用可能なホストにインスタンスを起動できます。
目次
• 前提条件 (p. 459)
• サポートされている機能 (p. 459)
• 考慮事項 (p. 459)
• Outpost で専有ホストを割り当てて使用する (p. 459)

前提条件
Outpost は、自分のサイトにインストールする必要があります。詳細については、AWS Outposts ユーザー
ガイドの「Outpost を作成し、Outpost 容量を注文する」を参照してください。

サポートされている機能
• インスタンスファミリーC5、M5、R5、C5d、M5d、R5d、G4dn、i3enがサポートされています。
• Outposts の専有ホストは、複数のインスタンスサイズをサポートするように設定できます。複数のイン
スタンスサイズに対するサポートはインスタンスファミリーC5、M5、R5、C5d、M5d、R5dで利用でき
ます。詳細については、Dedicated Host のインスタンスのキャパシティー (p. 431)を参照してくださ
い。
• Outposts 上の専有ホストは、自動配置とターゲットインスタンスの起動をサポートします。詳細につい
ては、「自動配置とアフィニティについて (p. 442)」を参照してください。
• Outposts の専有ホストは、ホストアフィニティをサポートします。詳細については、「自動配置とア
フィニティについて (p. 442)」を参照してください。
• Outposts の専有ホストは、AWS RAM との共有をサポートしています。詳細については、「共有
Dedicated Hosts の操作 (p. 454)」を参照してください。

考慮事項
• 専有ホスト予約は Outpost ではサポートされていません。
• ホストリソースグループと AWS License Manager は、Outposts ではサポートされていません。
• Outposts 上の専有ホストは、バースト可能な T3 インスタンスをサポートしていません。
• Outposts の専有ホストは、ホストの回復をサポートしていません。

Outpost で専有ホストを割り当てて使用する
AWS リージョンの専有ホストの場合と同じ方法で、Outpostに専有ホストを割り当てて使用します。
前提条件
Outpost にサブネットを作成します。詳細については、AWS Outposts ユーザーガイドの「サブネットの作
成」を参照してください。
Outpost に専有ホストを割り当てるには、次のいずれかの方法を使用します。
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AWS Outposts console
1.

AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Outpost] を選択します。Outpost を選択し、[Actions] (アクショ
ン)、[Allocate Dedicated Host] (専有ホストの割り当て) を選択します。

3.

必要に応じて専有ホストを設定します。詳細については、Dedicated Hosts の割り当
て (p. 436)を参照してください。

Note
[Availability Zone] (アベイラビリティーゾーン) と [Outpost ARN]には、選択した Outpost
のアベイラビリティーゾーンと ARN をあらかじめ組み込んでおく必要があります。
4.

[割り当て] を選択します。

Amazon EC2 console
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインにおいて、[Dedicated Hosts] (専有ホスト) を選択してから、[Allocate
Dedicated Host] (専有ホスト割り当て) を選択します。

3.

[Availability Zone] (アベイラビリティーゾーン) には、Outpost に関連付けられているアベイラビ
リティーゾーンを選択します。

4.

Outpost ARN には、Outpost の ARN を入力します。

5.

必要に応じて、残りの専有ホストを設定します。詳細については、Dedicated Hosts の割り当
て (p. 436)を参照してください。

6.

[割り当て] を選択します。

AWS CLI
allocate-hostsAWS CLIコマンドを使用します。--availability-zone には、Outpost に関連付け
られているアベイラビリティーゾーンを指定します。--outpost-arn には Outpost の ARN を指定
します。
aws ec2 allocate-hosts --availability-zone "us-east-1a" --outpost-arn
"arn:aws:outposts:us-east-1a:111122223333:outpost/op-4fe3dc21baEXAMPLE" --instancefamily "m5" --auto-placement "off" --quantity 1

Outpost 上の専有ホストでインスタンスを起動するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Dedicated Hosts] を選択します。前のステップで割り当てた専有ホストを選
択し、[Actions] (アクション)、[Launch instance onto host] (ホストへのインスタンスの起動) を選択し
ます。

3.

必要に応じてインスタンスを設定してから、インスタンスを起動します。詳細については、
「Dedicated Host でのインスタンスの起動 (p. 438)」を参照してください。

ホスト復旧
Dedicated Hosts 自動リカバリでは、Dedicated Hosts で特定の問題が検出されると、インスタンスが新
しい代替ホストで再起動されます。ホスト復旧により、システム電源や Dedicated Hosts でネットワーク
接続に関する予期せぬ障害が発生した場合に、手動による介入の必要性を減らし、運用の負担を軽減しま
す。その他の Dedicated Hosts の問題は、手動での復旧が必要となります。
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目次
•
•
•
•
•

ホスト復旧の基本 (p. 461)
サポートされるインスタンスタイプ (p. 462)
ホスト復旧の設定 (p. 462)
ホスト復旧の状態 (p. 464)
サポートされていないインスタンスの手動復旧 (p. 464)

• 関連サービス (p. 464)
• 料金 (p. 465)

ホスト復旧の基本
Dedicated Hosts とホスト Resource Groups のリカバリプロセスは、Dedicated Hosts の可用性を評価し、
根本的なシステム障害を検出するために、ホストレベルのヘルスチェックを使用します。Dedicated Hosts
の自動リカバリが可能かどうかは、Dedicated Hosts の障害の種類によって決まります。ホストレベルの
ヘルスチェックが失敗する場合、原因として以下のような問題が考えられます。
• ネットワーク接続の喪失
• システム電源の喪失
• 物理ホストのハードウェアまたはソフトウェアの問題

Important
ホストのリタイアが予定されている場合、専有ホストの自動復旧は発生しません。

Dedicated Hosts 自動リカバリ
Dedicated Hosts でシステム電源やネットワーク接続の障害が検出されると、Dedicated Hosts の自動リカ
バリが開始され、Amazon EC2 は自動的に代替の Dedicated Hosts を割り当てます。代替 Dedicated Host
は新しいホスト ID を受け取りますが、元の Dedicated Host と同じ以下の属性を保持します。
• アベイラビリティーゾーン
• インスタンスタイプ
• タグ
• 自動プレイスメントの設定
• Reservation
代替の Dedicated Hosts が割り当てられると、インスタンスは代替 Dedicated Hosts に復旧されます。復
旧されたインスタンスは、元のインスタンスと同じ以下の属性を保持します。
• インスタンス ID
• プライベート IP アドレス
• Elastic IP アドレス
• EBS ボリュームアタッチメント
• すべてのインスタンスメタデータ
また、組み込まれている AWS License Manager との統合により、ライセンスの追跡と管理が自動的に行
われます。

Note
AWS License Manager との統合は、AWS License Manager を利用できるリージョンでのみサ
ポートされます。
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インスタンスと障害が発生した Dedicated Host との間にホストのアフィニティがある場合、復旧したイン
スタンスは代替 Dedicated Host との間にホストのアフィニティを確立します。
すべてのインスタンスが代替 Dedicated Host に復旧されると、障害が発生した Dedicated Host が解放さ
れて、代替 Dedicated Host が使用可能になります。
ホスト復旧が開始されると、AWS アカウントの所有者に対してメールまたは AWS Health Dashboard イ
ベントで通知されます。ホスト復旧が正常に完了すると、2 つ目の通知が送信されます。
AWS License Manager を使用してライセンスを追跡している場合は、その AWS License Manager によ
り、ライセンス設定の制限に応じて新しいライセンスが代替 Dedicated Hosts に割り当てられます。ホ
スト復旧の結果としてライセンス設定のハード制限を超える場合、復旧プロセスは許可されず、Amazon
SNS 通知を介してホスト復旧の失敗が通知されます (AWS License Manager の通知設定が構成されて
いる場合)。ホスト復旧の結果としてライセンス設定のソフト制限を超える場合は、復旧の続行が許可さ
れ、Amazon SNS 通知を介して制限の超過が通知されます。詳細については、「AWS License Manager
ユーザーガイド」の「ライセンス設定の使用」および「License Manager の設定」を参照してください。

Dedicated Hosts の自動リカバリがないシナリオ
ホストのリタイアが予定されている場合、専有ホストの自動復旧は発生しません Amazon CloudWatch
Events に関する使用停止通知が AWS Health Dashboard に送信され、AWS アカウント所有者のメールア
ドレスには Dedicated Hosts の障害に関するメッセージが届きます。指定された期間内にリタイア通知に
記載されている修復手順に従って、リタイアするホストのインスタンスを手動で復旧します。
停止したインスタンスは代替 Dedicated Host に復旧されません。障害が発生した Dedicated Host を対象
とする、停止したインスタンスを起動しようとすると、インスタンスの起動は失敗します。停止したイン
スタンスを変更して別の Dedicated Host を対象とするか、停止したインスタンスと一致する設定を持ち、
自動配置が有効になっている Dedicated Host で起動することをお勧めします。
インスタンスストレージのあるインスタンスは代替 Dedicated Host に復旧されません。是正措置とし
て、障害が発生した Dedicated Host はリタイアとしてマークされ、ホスト復旧の完了後にリタイア通知
が送信されます。リタイア通知に記載されている是正措置に従い、指定された期間内に障害が発生した
Dedicated Host の残りのインスタンスを手動で復旧します。

サポートされるインスタンスタイプ

ホスト復旧は、インスタンスファミリー
A1、C3、C4、C5、C5n、C6a、C6g、C6i、Inf1、G2、G3、G5g、M3、M4、M5、M5n、M5zn、M6a、M6g、M6i、P2
に対してサポートされています。
サポートされていないインスタンスを復旧するには、「サポートされていないインスタンスの手動復
旧 (p. 464)」を参照してください。

Note
サポートされているメタルインスタンスタイプの Dedicated Hosts 自動リカバリは、非メタルイ
ンスタンスタイプよりも検出および復旧に時間がかかります。

ホスト復旧の設定
ホスト復旧は、Dedicated Hosts の割り当て時に設定することも、割り当て後に Amazon EC2 コンソール
または AWS Command Line Interface (CLI) を使用して設定することもできます。
コンテンツ
• ホスト復旧の有効化 (p. 463)
• ホスト復旧の無効化 (p. 463)
• ホスト復旧の設定の表示 (p. 463)
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ホスト復旧の有効化
ホスト復旧は、Dedicated Host の割り当て時または割り当て後に有効にすることができます。
ホスト復旧を Dedicated Host の割り当て時に有効にする方法の詳細については、「Dedicated Hosts の割
り当て (p. 436)」を参照してください。

ホスト復旧を割り当て後に有効にするには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Dedicated Hosts] を選択します。

3.

ホスト復旧を有効にする Dedicated Host を選択し、[Actions (アクション)]、[Modify Host Recovery
(ホスト復旧の変更)] の順に選択します。

4.

[Host recovery (ホスト復旧)] で、[Enable (有効化)]、[Save (保存)] の順に選択します。

ホスト復旧を割り当て後に有効にするには (AWS CLI)
modify-hosts コマンドを使用して host-recovery パラメータを指定します。
$ aws ec2 modify-hosts --host-recovery on --host-ids h-012a3456b7890cdef

ホスト復旧の無効化
ホスト復旧は Dedicated Host の割り当て後にいつでも無効にすることができます。

ホスト復旧を割り当て後に無効にするには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Dedicated Hosts] を選択します。

3.

ホスト復旧を無効にする Dedicated Host を選択し、[Actions (アクション)]、[Modify Host Recovery
(ホスト復旧の変更)] の順に選択します。

4.

[Host recovery (ホスト復旧)] で、[Disable (無効化)]、[Save (保存)] の順に選択します。

ホスト復旧を割り当て後に無効にするには (AWS CLI)
modify-hosts コマンドを使用して host-recovery パラメータを指定します。
$ aws ec2 modify-hosts --host-recovery off --host-ids h-012a3456b7890cdef

ホスト復旧の設定の表示
Dedicated Host のホスト復旧の設定はいつでも表示できます。

Dedicated Host のホスト復旧の設定を表示するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Dedicated Hosts] を選択します。

3.

Dedicated Host を選択し、[Description (説明)] タブの [Host Recovery (ホスト復旧)] フィールドを確認
します。

AWS CLI を使用して Dedicated Hosts のホスト復旧の設定を表示するには
describe-hosts コマンドを使用します。
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$ aws ec2 describe-hosts --host-ids h-012a3456b7890cdef

HostRecovery レスポンス要素に、ホスト復旧が有効であるか無効であるかが示されます。

ホスト復旧の状態
Dedicated Host の障害が検出されると、障害が発生した Dedicated Host は under-assessment 状態に
なり、すべてのインスタンスは impaired 状態になります。障害が起きているDedicated Hostがunderassessment状態の間は、このホストでインスタンスを起動できません。
代替 Dedicated Host が割り当てられると、この代替ホストは pending 状態になります。ホスト復旧プ
ロセスが完了するまでは、この状態に留まります。代替Dedicated Hostがpending状態の間は、このホス
トでインスタンスを起動できません。代替 Dedicated Host に復旧されたインスタンスは、復旧プロセス
中、impaired 状態に留まります。
ホスト復旧が完了すると、代替 Dedicated Host は available 状態になり、復旧されたインスタンスは
running 状態に戻ります。代替 Dedicated Host が available 状態になると、このホストでインスタ
ンスを起動できます。障害が発生した元の Dedicated Host は完全に解放され、released-permanentfailure 状態になります。
障害が発生した Dedicated Host にホスト復旧をサポートしていないインスタンス (instance store-backed
ボリュームのインスタンスなど) がある場合、Dedicated Host は解放されません。代わりに、そのホスト
はリタイアとしてマークされ、permanent-failure 状態になります。

サポートされていないインスタンスの手動復旧
ホスト復旧は、インスタンスストアボリュームを使用するインスタンスの復旧をサポートしていません。
自動的に復旧されないインスタンスがある場合は、以下の手順に従って、これらのインスタンスを手動で
復旧します。

Warning
インスタンスストアボリュームのデータは、インスタンスの停止、休止、または終了に伴って失
われます。これには、EBS ボリュームをルートデバイスとするインスタンスにアタッチされたイ
ンスタンスストアボリュームも含まれます。インスタンスストアボリュームのデータを保護する
には、インスタンスが停止または終了する前に、データを永続的ストレージにバックアップしま
す。

EBS-backed インスタンスの手動復旧
自動的に復旧されない EBS-backed インスタンスの場合は、インスタンスを手動で停止または終了させ
て、新しい Dedicated Host に復旧することをお勧めします。インスタンスの停止や、インスタンスの停止
に伴うインスタンス設定の変更の詳細については、「インスタンスの停止と起動 (p. 557)」を参照してく
ださい。

instance store-backed インスタンスの手動復旧
自動的に復旧されない instance store-backed インスタンスの場合は、以下の操作を行うことをお勧めしま
す。
1.
2.
3.

新しい Dedicated Host で、最新の AMI から代替インスタンスを起動します。
すべての必要なデータを代替インスタンスに移行させます。
障害が発生した Dedicated Host で元のインスタンスを終了します。

関連サービス
Dedicated Host は以下のサービスと統合します。

464

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
Dedicated Hosts

• AWS License Manager – Amazon EC2 Dedicated Hosts 全体でライセンスを追跡します (AWS License
Manager が利用可能なリージョンでのみサポートされます)。詳細については、「AWS License
Manager ユーザーガイド」を参照してください。

料金
ホスト復旧の使用に伴う追加の料金はありません。通常の Dedicated Host 料金が適用されます。詳細につ
いては、「Amazon EC2 Dedicated Hosts 料金」を参照してください。
ホスト復旧が開始されると同時に、障害が発生した Dedicated Host には課金されなくなります。代替の専
有ホストに対する課金は、専有ホストが available 状態になった後でのみ開始されます。
障害が発生した Dedicated Host の課金にオンデマンド料金が使用されていた場合は、代替の Dedicated
Host の課金にもオンデマンド料金が使用されます。障害が発生した Dedicated Host でアクティブになっ
ていた Dedicated Host の予約 は、代替の Dedicated Host に転送されます。

設定の変更の追跡
AWS Config を使用すると、Dedicated Hosts の設定変更や、Dedicated Hosts 上で起動、停止、終了され
たインスタンスの設定変更を記録できます。そして、AWS Config でキャプチャされた情報をライセンス
レポートのデータソースとして使用することができます。
AWS Config は、Dedicated Hosts やインスタンスの設定情報を個別に記録し、関係を利用してそれぞれの
設定情報をペアにします。3 つのレポート条件があります。
• AWS Config の記録ステータス – [オン] のとき、AWS Config は 1 つ以上の AWS リソースタイプを記録
中です。記録の対象には、Dedicated Hosts や ハードウェア専有インスタンス も含まれます。ライセン
スレポートに必要な情報をキャプチャするには、次のフィールドによって Host とインスタンスが記録
されていることを確認します。
• Host recording status — [Enabled] の場合は、Dedicated Hosts の設定情報が記録されます。
• インスタンスの記録ステータス — [Enabled (有効)] の場合は、ハードウェア専有インスタンス の設定情
報が記録されます。
これら 3 つの条件のいずれかが無効になっている場合、[Config 記録の編集] ボタン内のアイコンは赤で
す。このツールのメリットをすべて引き出すために、3 つの記録方法すべてを有効にしてください。3 つ
すべてが有効なとき、アイコンは緑です。設定を編集するには、[Config 記録の編集] を選択します。AWS
Config コンソールに [Set up AWS Config] ページが表示され、そこで AWS Config を設定し、ホスト、イ
ンスタンス、およびその他のサポートされるリソースタイプの記録を開始できます。詳細については、
『AWS Config デベロッパーガイド』の「コンソールを使用した AWS Config のセットアップ」を参照し
てください。

Note
AWS Config はリソースを検出 (数分かかる場合があります) して、記録します。
AWS Config がホストおよびインスタンスへの設定変更の記録を開始した後、ユーザーが割り当てた
か解放したホストと、起動、停止、または終了したインスタンスの設定履歴を取得できます。例え
ば、Dedicated Host の設定履歴の任意の時点で、そのホストのソケット数とコア数と共に、そのホストで
起動されているインスタンスの数を調べることができます。それらのインスタンスについても、対応する
Amazon マシンイメージ (AMI) の ID を調べることができます。これらの情報を使用して、ソケット単位ま
たはコア単位でライセンスが与えられているサーバーバインドソフトウェアのライセンスに関するレポー
トを作成できます。
設定履歴は以下のいずれかの方法で閲覧できます。
• AWS Config コンソールを使用する。記録されたリソースごとに、設定の詳細の履歴を提供するタイム
ラインページを表示することができます。このページを表示するには、[Dedicated Hosts] ページの [設
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定タイムライン] 列にあるグレーのアイコンを選択します。詳細については、『AWS Config デベロッ
パーガイド』の「AWS Config コンソールでの設定詳細の表示」を参照してください。
• AWS CLI コマンドを実行する。まず、list-discovered-resources コマンドを使用して、すべてのホスト
とインスタンスのリストを取得できます。次に、get-resource-config-history コマンドを使用して、特定
の時間間隔でホストまたはインスタンスの設定の詳細を取得できます。詳細については、『AWS Config
デベロッパーガイド』の「CLI による設定詳細の表示」を参照してください。
• アプリケーションで AWS Config API を使用する。まず、ListDiscoveredResources アクションを使用
して、すべてのホストとインスタンスのリストを取得できます。次に、GetResourceConfigHistory アク
ションを使用して、特定の時間間隔でホストまたはインスタンスの設定の詳細を取得できます。
例えば、AWS Config から Dedicated Hosts のリストを取得するには、次のような CLI コマンドを実行し
ます。
aws configservice list-discovered-resources --resource-type AWS::EC2::Host

AWS Config から Dedicated Hosts の設定履歴を取得するには、次のような CLI コマンドを実行します。
aws configservice get-resource-config-history --resource-type AWS::EC2::Instance -resource-id i-1234567890abcdef0

コンソールを使用して AWS Config の設定を管理するには
1.
2.
3.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
[Dedicated Hosts] ページで、[Config 記録の編集] を選択します。
AWS Config コンソールで、次の手順に従って記録をオンにします。詳細については、「コンソール
を使用した AWS Config のセットアップ」を参照してください。

詳細については、「AWS Config コンソールでの設定詳細の表示」を参照してください。

コマンドラインまたは API を使用して AWS Config をアクティブ化するには
• AWS CLI: AWS CLI デベロッパーガイドの「設定詳細の表示 (AWS Config)」
• Amazon EC2 API: 「GetResourceConfigHistory」

Dedicated Instances
ハードウェア専有インスタンスとは、単一のお客様専用のハードウェア上の Virtual Private Cloud (VPC)
で実行される、Amazon EC2 インスタンスのことです。異なる AWS アカウントに属するハードウェア専
有インスタンスは、それらが同一の支払者アカウントにリンクされている場合でも、ハードウェアレベル
では物理的に分離されています。ただし、ハードウェア専有インスタンス は、同じAWSアカウントに属す
る、ハードウェア専有インスタンスではない他のインスタンスとはハードウェアを共有できます。

Note
また、Dedicated Host はお客様専用の物理サーバーです。Dedicated Host では、インスタン
スをサーバーに配置する方法について可視性と制御を高めることができます。詳細について
は、Dedicated Hosts (p. 429) を参照してください。
トピック
• ハードウェア専有インスタンス の基本 (p. 467)
• サポートされている機能 (p. 467)
• Dedicated Hosts とハードウェア専有インスタンスの違い (p. 468)
• ハードウェア専有インスタンス の制限事項 (p. 469)
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• ハードウェア専有インスタンス の料金表 (p. 469)
• ハードウェア専有インスタンス の操作 (p. 469)

ハードウェア専有インスタンス の基本
ハードウェア専有インスタンスは、Amazon VPC でのみ起動できます。
インスタンスを起動すると、インスタンスのテナント属性によって、インスタンスが起動するハードウェ
アが決まります。Dedicated インスタンスを起動するには、dedicatedのインスタンスのテナンシーを特
定する必要があります。

Note
テナンシー値がdefaultのインスタンスは共有テナント属性が共有ハードウェアで実行されま
す。テナンシー値がhostのインスタンスはDedicated Host で実行されます。Dedicated Hosts の
使用方法の詳細については、「Dedicated Hosts (p. 429)」を参照してください。
インスタンスを起動する VPC のテナンシーによって、インスタンスのテナンシーも決定できます。VPC
は、defaultまたはdedicatedのテナンシーを持つことができます。テナンシーがdefaultの VPC で
インスタンスを起動する場合、インスタンスはデフォルトで共有テナントハードウェアで実行されます。
ただし、これはインスタンスに別のテナントを指定しない場合に限ります。テナンシーがdedicatedの
VPC でインスタンスを起動する場合、インスタンスはデフォルトでハードウェア専有インスタンスとして
実行されます。ただし、これはインスタンスに別のテナントを指定しない場合に限ります。
ハードウェア専有インスタンス は以下の方法で作成できます。
• テナント属性がdedicatedの VPC の作成を選択し、デフォルトですべてのインスタンスをハードウェ
ア専有インスタンスとして起動します。詳細については、専有インスタンスのテナンシーで VPC を作成
します (p. 470) を参照してください。
• テナント属性がdefaultの VPC を作成し、ハードウェア専有インスタンスとして実行するインスタン
ス用にテナント属性がdedicatedのテナンシーを手動で指定します。詳細については、VPC で ハード
ウェア専有インスタンス を起動する (p. 470) を参照してください。

サポートされている機能
ハードウェア専有インスタンスは、以下の機能とAWSサービスの統合をサポートしています:
トピック
• リザーブドインスタンス (p. 467)
• Auto Scaling (p. 468)
• 自動復旧 (p. 468)
• ハードウェア専有スポットインスタンス (p. 468)
• バーストパフォーマンスインスタンス (p. 468)

リザーブドインスタンス
ハードウェア専有インスタンスを起動できるだけの十分な空き容量を確保するために、ハードウェア
専有リザーブドインスタンスまたはキャパシティ予約を購入できます。詳細については、「Reserved
Instances (p. 319)」および「On-Demand Capacity Reservations (p. 472)」を参照してください。
ハードウェア専有 リザーブドインスタンス を購入すると、VPC 内に ハードウェア専有インスタンス を起
動するための容量を格安の料金で利用できます。使用料金引き下げは、専有テナントでインスタンスを起
動した場合にのみ適用されます。デフォルトテナンシーで リザーブドインスタンス を購入する場合、これ
は default テナンシーがある実行中のインスタンスにのみ適用され、dedicated テナンシーがある実行
中のインスタンスには適用されません。
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さらに、リザーブドインスタンス の購入後に変更プロセスを使用してそのテナンシーを変更することはで
きません。ただし、新しい コンバーティブルリザーブドインスタンス の コンバーティブルリザーブドイ
ンスタンス を別のテナンシーと交換することはできます。

Auto Scaling
Amazon EC2 Auto Scaling を使用して ハードウェア専有インスタンス を起動できます。詳細については
「VPC での Auto Scaling インスタンスの起動」 (Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド) を参照して
ください。

自動復旧
基盤ハードウェアの障害、またはAWS による修復を必要とする問題によって正常に機能しなくなった場合
のために、ハードウェア専有インスタンス に対し自動復旧を設定できます。詳細については、インスタン
スの復旧 (p. 586) を参照してください。

ハードウェア専有スポットインスタンス
スポットインスタンスのリクエストを作成するとき、dedicated のテナントを指定することにより、
ハードウェア専有スポットインスタンスを実行できます。詳細については、スポットインスタンス のテナ
ンシーの指定 (p. 373) を参照してください。

バーストパフォーマンスインスタンス
the section called “バーストパフォーマンスインスタンス” (p. 218) では、専有テナントハードウェアで実
行することの利点を活用できます。T3 ハードウェア専有インスタンスは、デフォルトで Unlimited モード
で起動します。また、ベースラインレベルの CPU パフォーマンスを提供し、ワークロードの必要に応じ
てより高い CPU レベルにバーストできます。T3 ベースラインパフォーマンスとバースト機能は、CPU ク
レジットによって管理されます。T3 インスタンスタイプはバーストであるため、最適なパフォーマンス
を得るために T3 インスタンスで専用ハードウェアの CPU リソースをどのように使用しているかをモニタ
リングすることをお勧めします。T3 ハードウェア専有インスタンスは、お客様のワークロードが多様で
CPU がランダムな動作を示すが、平均的な CPU 使用量が適切なベースライン使用量以下である場合に向
いています。詳細については、the section called “主要なコンセプト” (p. 220) を参照してください。
Amazon EC2 には、パフォーマンスの変動を特定して修正するためのシステムが用意されています。ただ
し、CPU 使用パターンが相関する複数の T3 ハードウェア専有インスタンスを起動すると、依然として短
期的な変動が発生する可能性があります。これらのより要求の厳しいワークロードや相関関係のあるワー
クロードについては、T3 ハードウェア専有インスタンスではなく、M5 または M5a ハードウェア専有イン
スタンスを使用することをお勧めします。

Dedicated Hosts とハードウェア専有インスタンスの違い
Dedicated Hosts と ハードウェア専有インスタンス のどちらを使用しても、お客様専用の物理サーバーに
Amazon EC2 インスタンスを起動することができます。
ハードウェア専有インスタンス と Dedicated Hosts のインスタンスの間に、パフォーマンス、セキュリ
ティ、または物理的な違いはありません。ただし、この 2 つの間にはいくつかの違いがあります。次の
テーブルでは、Dedicated Hosts とハードウェア専有インスタンスの主な違いをいくつか紹介します。
Dedicated Host

Dedicated Instance

請求

ホストごとの請求

インスタンスごとの請求

ソケット、コ
ア、ホスト ID
の可視性

ホスト上でソケットと物理コアの数の可
視性を提供します

可視性なし
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Dedicated Host

Dedicated Instance

ホストおよび
インスタンスを同じ物理サーバーに長時
インスタンスア 間継続的にデプロイし続けることができ
フィニティ
ます

サポート外

ターゲットを
ホストへのインスタンスの配置方法を制
絞ったインスタ 御できます
ンスの配置

サポート外

インスタンスの サポート対象
自動復旧

サポート対象

Bring-YourOwn-License
(BYOL)

部分的なサポート*

サポート対象

* ソフトウェアアシュアランスによるライセンスモビリティを使用する Microsoft SQL Server、および
Windows Virtual Desktop Access (VDA) ライセンスを、ハードウェア専有インスタンスで使用することが
可能です。
Amazon EC2 専有ホストの詳細については、「Dedicated Hosts (p. 429)」を参照してください。

ハードウェア専有インスタンス の制限事項
ハードウェア専有インスタンスを使用するときは、以下の点を常に考慮する必要があります。
• 一部の AWS のサービスまたは機能は、インスタンスのテナント属性が dedicated に設定されている
VPC ではサポートされていません。そのほかにも制限事項があるかどうかを確認するには、個別のサー
ビスのドキュメントを参照してください。
• 一部の種類のインスタンスは、インスタンスのテナント属性が dedicated に設定されている VPC で
は起動できません。サポートされているインスタンスの種類の詳細については、「Amazon EC2 ハード
ウェア専有インスタンス」を参照してください。
• Amazon EBSでバックアップされたハードウェア専有インスタンスを起動する場合、シングルテナント
のハードウェアで EBS ボリュームは実行できません。

ハードウェア専有インスタンス の料金表
ハードウェア専有インスタンス の料金表は、オンデマンドインスタンスの料金表と異なります。詳細につ
いては、「Amazon EC2 ハードウェア専有インスタンス 製品ページ」を参照してください。

ハードウェア専有インスタンス の操作
VPC の作成時にインスタンスのテナント属性として dedicated を指定すると、VPC 内に起動されるす
べてのインスタンスを ハードウェア専有インスタンス にすることができます。インスタンスのテナント属
性は起動時に指定することもできます。
トピック
• 専有インスタンスのテナンシーで VPC を作成します (p. 470)
• VPC で ハードウェア専有インスタンス を起動する (p. 470)
• テナント属性情報の表示 (p. 470)
• インスタンスのテナンシーの変更 (p. 471)
• VPC のテナント属性の変更 (p. 472)
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専有インスタンスのテナンシーで VPC を作成します
VPC を作成するときにインスタンスのテナント属性を指定できます。インスタンスのテナント属性が
dedicated である VPC 内にインスタンスを起動すると、インスタンスのテナント属性とは関係なく、イ
ンスタンスは自動的に ハードウェア専有インスタンス となります。
VPC の作成とテナンシーオプションの選択の詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の
「Create a VPC」(VPC の作成) を参照してください。

VPC で ハードウェア専有インスタンス を起動する
ハードウェア専有インスタンス は、Amazon EC2 インスタンス起動ウィザードを使用して起動できます。
Console

コンソールを使用してデフォルトテナンシー VPC にハードウェア専有インスタンスを起動す
るには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Instances] (インスタンス)、[Launch instance] (インスタンスを起動)
の順に選択します。

3.

[Application and OS Images] (アプリケーションと OS イメージ) セクションにあるリストから、
使用する AMI を選択します。

4.

[Instance type] (インスタンスタイプ) セクションで、起動するインスタンスタイプを選択しま
す。

Note
ハードウェア専有インスタンスとしてサポートされているインスタンスタイプを必ず選
択します。詳細については、「Amazon EC2 ハードウェア専有インスタンス」を参照し
てください。
5.

[Key pair] (キーペア) セクションで、インスタンスに関連付けるキーペアを選択します。

6.

[Advanced details] (高度な詳細) セクションにある [Tenancy] (テナンシー) で、[Dedicated] (ハー
ドウェア専有) を選択します。

7.

必要に応じて、残りのインスタンスオプションを設定します。詳細については、「定義済みのパ
ラメータを使用したインスタンスの起動 (p. 519)」を参照してください。

8.

Launch instance (インスタンスの起動) を選択します。

Command line

コマンドラインを使用して起動中にインスタンスのテナント属性オプションを設定するには
• run-instances (AWS CLI)
• New-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell)
テナント属性として host を使用したインスタンスの作成の詳細については、「Dedicated Host でのイン
スタンスの起動 (p. 438)」を参照してください。

テナント属性情報の表示
Console

コンソールを使用して VPC のテナント属性情報を表示するには
1.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
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2.

画面左枠のナビゲーションペインで、[Your VPCs] を選択します。

3.

[テナンシー] 列で、VPC のインスタンスのテナント属性を確認します。

4.

[テナンシー] 列が表示されない場合は、右上隅にある設定アイコン (
をオンにして [確認] をクリックします。

) を選択し、[テナンシー]

コンソールを使用してインスタンスのテナント属性情報を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

[テナンシー] 列でインスタンスのテナント属性を確認します。

4.

[テナンシー] 列が表示されていない場合は、次のいずれかを行います。
•

右上隅にある設定アイコン (
す。

) を選択し、[テナンシー] をオンにして [確認] をクリックしま

• インスタンスを選択します。ページの下部近くにある [詳細] タブの [ホストとプレイスメント
グループ] で、[テナンシー] の値を確認します。
Command line

コマンドラインを使用して VPC のテナンシーを記述するには
• describe-vpcs（AWS CLI）
• Get-EC2Vpc（AWS Tools for Windows PowerShell）

コマンドラインを使用してインスタンスのテナント属性を記述するには
• describe-instances (AWS CLI)
• Get-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell)

コマンドラインを使用してリザーブドインスタンスのテナント属性値を記述するには
• describe-reserved-instances (AWS CLI)
• Get-EC2ReservedInstance (AWS Tools for Windows PowerShell)

コマンドラインを使用してリザーブドインスタンス製品のテナント属性値を記述するには
• describe-reserved-instances-offerings (AWS CLI)
• Get-EC2ReservedInstancesOffering (AWS Tools for Windows PowerShell)

インスタンスのテナンシーの変更
インスタンスのテナント属性は、インスタンスの起動後に dedicated からhostあるいはhostか
らdedicated のみに変更できます。加えた変更は、次回のインスタンス起動時に有効になります。

Note
• インスタンスのテナント属性は、defaultからdedicated または host インスタンスの起動
後には変更できません。インスタンスのテナント属性は、インスタンスの起動後は dedicated
または host から default に変更できません。
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• T3 インスタンスの場合、テナンシーをdedicated～host、またはhost～dedicatedに変
更することはできません。これらのサポートされていないテナンシー変更のいずれかを試みる
と、InvalidTenancyエラーコードを引き起こします。
Console

コンソールを使用してインスタンスのテナント属性を変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Instances] を選択し、インスタンスを選択します。

3.

[インスタンスの状態]、[インスタンスを停止]、[停止] の順に選択します。

4.

[Actions (アクション)]、[Instance settings (インスタンスの設定)]、[Modify instance placement (イ
ンスタンスの配置の変更)] の順に選択します。

5.

[テナンシー] では、インスタンスを専有ハードウェアで実行するか、Dedicated Host で実行する
かを選択します。[Save] を選択します。

Command line

コマンドラインを使用してインスタンスのテナント属性値を変更するには
• modify-instance-placement (AWS CLI)
• Edit-EC2InstancePlacement (AWS Tools for Windows PowerShell)

VPC のテナント属性の変更
VPC の作成後に VPC インスタンスのテナント属性を dedicated から default に変更することができ
ます。VPC インスタンスのテナント属性を変更しても、VPC 内の既存のインスタンスのテナント属性に
は影響が及びません。次回 VPC でインスタンスを起動すると、起動時に指定していなければ、テナント属
性が default になります。

Note
VPC の作成後に、VPC のインスタンステナンシーを default から dedicated に変更すること
はできません。
AWS CLIを使用しているVPC インスタンスのテナント属性を変更できるのは、 AWSSDK、あるいは
Amazon EC2 API からのみです。
Command line
AWS CLI を使用して VPC インスタンスのテナント属性を変更するには
VPC の ID とインスタンスのテナント属性値を指定するには、modify-vpc-tenancy コマンドを使用し
ます。default はサポートされる唯一の値です。
aws ec2 modify-vpc-tenancy --vpc-id vpc-1a2b3c4d --instance-tenancy default

On-Demand Capacity Reservations
オンデマンドキャパシティー予約 を使用すると、特定のアベイラビリティーゾーンで任意の所要時間だ
け、Amazon EC2 インスタンスのコンピューティング能力を予約できます。これにより、Savings Plans
またはリージョンのリザーブドインスタンスで提供される請求割引とは関係なく、キャパシティーの予約
を作成および管理できます。
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キャパシティーの予約を作成することで、必要なときに、必要な期間中、EC2 キャパシティーに常にアク
セスできるようになります。1 年間または 3 年間のコミットメント期間なしにいつでもキャパシティ予約
を作成できます。アカウントでキャパシティ予約がプロビジョニングされるとすぐに、キャパシティが利
用可能になり、課金が開始されます。不要になった場合は、キャパシティ予約をキャンセルして、キャパ
シティを解放し、料金の発生を停止します。
キャパシティーの予約を作成するときは、以下を指定します。
• キャパシティーが予約されているアベイラビリティーゾーン
• キャパシティーを予約するインスタンスの数
• インスタンスタイプ、テナンシー、プラットフォーム/OS を含む、インスタンスの属性
キャパシティーの予約を使用できるのは、属性が一致するインスタンスのみです。デフォルトでは、属性
に一致する実行中のインスタンスによって自動的に使用されます。キャパシティーの予約 の属性と一致す
る実行中のインスタンスがない場合は、一致する属性を持つインスタンスを起動するまでは使用されませ
ん。
さらに、Savings Plans とリージョンのリザーブドインスタンスをキャパシティー予約に使用すると、請
求額の割引を受けることができます。キャパシティー予約の属性が、Savings Plan またはリージョンのリ
ザーブドインスタンスの属性と一致した場合、AWS は割引を自動的に適用します。詳細については、請求
割引 (p. 476) を参照してください。
コンテンツ
• キャパシティーの予約、リザーブドインスタンス、Savings Plans 間の違い (p. 473)
• サポートされているプラットフォーム (p. 474)
• クォータ (p. 474)
• 制約事項 (p. 475)
• キャパシティーの予約 の料金と請求 (p. 475)
• キャパシティーの予約 の操作 (p. 476)
• キャパシティーの予約 グループの操作 (p. 483)
• クラスタープレイスメントグループでのキャパシティ予約 (p. 486)
• Local Zones での キャパシティーの予約 (p. 491)
• Wavelength Zone 内の キャパシティ予約 (p. 491)
• AWS Outposts でのキャパシティーの予約 (p. 492)
• 共有 キャパシティーの予約 の操作 (p. 493)
• キャパシティー予約フリート (p. 498)
• オンデマンドキャパシティー予約 の CloudWatch メトリクス (p. 509)

キャパシティーの予約、リザーブドインスタンス、Savings
Plans 間の違い
以下の表では、キャパシティーの予約、リザーブドインスタンス、Savings Plans 間の主な違いを示して
います。

期間

Capacity
Reservations

ゾーン リザーブドイ
ンスタンス

コミットメントは不
要です。必要に応じ
て作成およびキャン

固定の 1 年または 3 年のコミットメントが必要です。
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Capacity
Reservations

ゾーン リザーブドイ
ンスタンス

リージョン リザーブ
ドインスタンス

Savings Plans

セルすることができ
ます。
キャパシ
ティーの
利点

特定のアベイラビリティーゾーンで予約され
るキャパシティー。

予約されたキャパシティーがありません。

請求割引

請求割引がありませ
ん。

請求割引を提供します。

インスタ
ンスの制
限

リージョンごとの オ
ンデマンドインスタ
ンス 制限が適用され
ます。

デフォルトは、アベ
イラビリティーゾー
ンごとに 20 です。
制限の引き上げをリ
クエストできます。

デフォルトは、リー
ジョンごとに 20 で
す。制限の引き上げ
をリクエストできま
す。

無制限.

† キャパシティー予約と、Savings Plans またはリージョンリでのザーブドインスタンスを組み合わせて、
割引を受けることができます。
詳細については、以下を参照してください。
• Reserved Instances (p. 319)
• Savings Plans ユーザーガイド

サポートされているプラットフォーム
自分のインスタンスに適合するキャパシティー予約を、適切なプラットフォームで作成する必要がありま
す。キャパシティー予約は、以下のプラットフォームをサポートしています。
• Windows
• SQL Server と Windows
• Windows with SQL Server Web
• Windows with SQL Server Standard
• Windows with SQL Server Enterprise
キャパシティーの予約 を購入する際、インスタンスのオペレーティングシステムを表すプラットフォー
ムを指定する必要があります。
• Windows with SQL Standard、Windows with SQL Server Enterprise、および Windows with SQL Server
Web の場合は、それら特定のプラットフォームを選択する必要があります。
• サポートされていない BYOL を除く、その他すべての Windows バージョンについては、Windows プ
ラットフォームを選択します。
サポートされている Linux プラットフォームの詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイド」の「サポートされているプラットフォーム」を参照してください。

クォータ
キャパシティの予約が許可されているインスタンスの数は、アカウントのオンデマンドインスタンスの
クォータに基づいています。クォータに到達しない限り、既に実行されているインスタンスの数を差し引
いた任意の数のインスタンスのキャパシティを予約できます。
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制約事項
キャパシティーの予約 を作成する前に、次の制限と制約に注意してください。
• アクティブで未使用の キャパシティーの予約 は、オンデマンドインスタンス の制限の対象としてカウ
ントされます。
• AWS アカウント間でキャパシティ予約を譲渡することはできません ただし、キャパシティー予約 を他
の AWS アカウントと共有することはできます。詳細については、「共有 キャパシティーの予約 の操
作 (p. 493)」を参照してください。
• ゾーン リザーブドインスタンス の請求割引は キャパシティーの予約 には適用されません。
• クラスタープレイスメントグループでキャパシティ予約を作成できます。スプレッドおよびパーティ
ションプレイスメントグループはサポートされません。
• キャパシティーの予約 は Dedicated Hosts と供に使用することはできません キャパシティ予約は専有イ
ンスタンスで使用できます。
• キャパシティーの予約は Bring-Your-Own-License (BYOL) と供に使用することはできません
• キャパシティーの予約 では、休止状態のインスタンスを再開した場合でも、それが元の状態に復帰する
ことを保証していません。

キャパシティーの予約 の料金と請求
トピック
• 料金 (p. 475)
• 請求 (p. 475)
• 請求割引 (p. 476)
• 請求の表示 (p. 476)

料金
インスタンスをリザーブドキャパシティで実行しているかどうかにかかわらず、オンデマンドの場合と同
等の料金がキャパシティ予約に課金されます。予約を使用しない場合、この予約は Amazon EC2 請求書に
未使用予約として記載されます。予約の属性に一致するインスタンスを実行するときは、そのインスタン
スの料金のみを支払い、予約に料金はかかりません。前払い、または追加の料金はありません。
例えば、20 個の m4.large Linux インスタンスに対してキャパシティーの予約を作成し、同じアベイラビ
リティーゾーンで 15 個の m4.large Linux インスタンスを実行すると、15 個のアクティブインスタンス
と予約されている 5 個の未使用のインスタンス分が課金されます。
Savings Plans とリージョンのリザーブドインスタンスの請求割引がキャパシティー予約に適用されま
す。詳細については、請求割引 (p. 476) を参照してください。
詳細については、「Amazon EC2 の料金表」を参照してください。

請求
アカウントでキャパシティ予約がプロビジョニングされるとすぐに課金が開始されます。以後、アカウン
トでキャパシティ予約がプロビジョニングされている間、継続して課金が発生します。
キャパシティーの予約 は、秒単位で課金されます。つまり、1 時間に満たない分に対して課金されます。
例えば、24 時間 15 分の間、アカウント内でキャパシティ予約がプロビジョニングされたままである場合
は、24.25 予約時間が課金されます。
次の例は、キャパシティーの予約 の請求方法を示しています。キャパシティーの予約は 1 つの m4.large
Linux インスタンスに対して作成され、オンデマンド料金は 1 時間あたり 0.10 USD です。この例では、
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キャパシティ予約はアカウントで 5 時間プロビジョニングされます。キャパシティーの予約は最初の 1
時間は使用されないため、m4.large インスタンスタイプの標準オンデマンド料金で未使用の 1 時間分
の料金が請求されます。2～5 時間目は、キャパシティーの予約は m4.large インスタンスによって占有
されます。この間、キャパシティーの予約に料金は発生せず、代わりにそれを占有している m4.large
インスタンスに対してアカウントが請求されます。6 時間目にはキャパシティーの予約がキャンセルさ
れ、m4.large インスタンスはリザーブドキャパシティー外で通常どおりに実行されます。その時間
は、m4.large インスタンスタイプのオンデマンド料金で請求されます。

請求割引
Savings Plans とリージョンのリザーブドインスタンスの請求割引がキャパシティー予約に適用されま
す。AWS は、属性が一致するキャパシティー予約に対しこれらの割引を自動的に適用します。キャパシ
ティーの予約がインスタンスによって使用されると、割引がインスタンスに適用されます。割引は、未使
用のキャパシティーの予約を対象とする前に、インスタンスの使用に優先的に適用されます。
ゾーンリザーブドインスタンスの請求割引はキャパシティーの予約には適用されません。
詳細については、以下を参照してください。
• Reserved Instances (p. 319)
• Savings Plans ユーザーガイド

請求の表示
アカウントの請求と料金は、AWS Billing and Cost Management コンソールで確認できます。
• [ダッシュボード] には、アカウント利用料の概要が表示されます。
• [請求書] ページの [明細] で、[Elastic Compute Cloud] セクションとリージョンを展開して、キャパシ
ティーの予約 の請求情報を取得します。
請求額をオンラインで表示することも、CSV ファイルとしてダウンロードすることもできます。詳細につ
いては、AWS Billing and Cost Management ユーザーガイドの「キャパシティー予約の明細項目」を参照
してください。

キャパシティーの予約 の操作
キャパシティーの予約の使用を開始するには、必要なアベイラビリティーゾーンにキャパシティーの予約
を作成します。次に、インスタンスをリザーブドキャパシティーに起動し、そのキャパシティーの使用率
をリアルタイムで表示して、必要に応じてキャパシティーを増減することができます。
デフォルトでは、キャパシティーの予約 は、新しいインスタンスと、一致する属性 (インスタンスタイ
プ、プラットフォーム、およびアベイラビリティーゾーン) を持つ実行中のインスタンスを自動的に一致
させます。つまり、一致する属性を持つインスタンスがキャパシティーの予約で自動的に実行されます。
ただし、特定のワークロードに対して キャパシティーの予約 を指定することもできます。これにより、リ
ザーブドキャパシティーで実行できるインスタンスを明示的に制御できます。
予約が終了する方法を指定できます。キャパシティーの予約 をキャンセルするか、指定した時刻に自動的
に終了させるかのどちらかから選択できます。終了時間を指定する場合、キャパシティーの予約 は指定し
た時刻の 1 時間以内にキャンセルされます。例えば、2019 年 5 月 31 日、13:30:55 を指定すると、キャパ
シティーの予約 は 2019 年 5 月 31 日の 13:30:55 と 14:30:55 の間に終了することが保証されます。予約
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が終了すると、インスタンスを キャパシティーの予約 のターゲットにすることはできなくなります。リ
ザーブドキャパシティーで実行されているインスタンスは、中断されずに引き続き実行されます。キャパ
シティーの予約 をターゲットにしているインスタンスが停止している場合は、キャパシティーの予約 ター
ゲット設定を削除するか、別の キャパシティーの予約 をターゲットに設定するまで再開できません。
目次
• キャパシティーの予約 の作成 (p. 477)
• 既存の キャパシティーの予約 へのインスタンスの起動 (p. 478)
• キャパシティーの予約 の変更 (p. 479)
• インスタンスの キャパシティーの予約 設定の変更 (p. 480)
• キャパシティーの予約 の表示 (p. 481)
• キャパシティーの予約 のキャンセル (p. 482)

キャパシティーの予約 の作成
キャパシティーの予約 を作成すると、すぐにキャパシティーが利用可能になります。このキャパシティー
は、キャパシティーの予約 がアクティブであれば、使用のために予約されており、いつでもインスタンス
を起動することができます。キャパシティーの予約 がオープンの場合、新しいインスタンスと一致する属
性を持つ既存のインスタンスは キャパシティーの予約 のキャパシティーで自動的に実行されます。キャパ
シティーの予約 が targeted の場合、インスタンスはそれがリザーブドキャパシティーで実行されるよ
うに具体的に設定する必要があります。
次のいずれかが当てはまる場合、キャパシティーの予約 を作成するリクエストは失敗する可能性がありま
す。
• Amazon EC2 には、リクエストに対応する十分なキャパシティ－がありません。時間をおいてからもう
一度試すか、別のアベイラビリティーゾーンを試すか、キャパシティ－を小さくしてみてください。イ
ンスタンスタイプとサイズに応じてアプリケーションに柔軟性がある場合は、別のインスタンス属性を
試してみてください。
• リクエストされた数量は、選択したインスタンスファミリーに対するオンデマンドインスタンスの上限
を超えています。インスタンスファミリーに対するオンデマンドインスタンスの上限を上げて、もう一
度試してください。詳細については、オンデマンドインスタンス の制限 (p. 315) を参照してください。

コンソールを使用して キャパシティーの予約 を作成するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
[キャパシティーの予約]、[作成キャパシティーの予約] の順に選択します。

3.

キャパシティーの予約 の作成ページの、[Instance Details (インスタンスの詳細)] セクションで、以
下の設定を指定します。起動するインスタンスのインスタンスタイプ、プラットフォーム、アベイラ
ビリティーゾーンは、ここで指定するインスタンスタイプ、プラットフォーム、アベイラビリティー
ゾーンと一致する必要があります。一致しない場合、キャパシティーの予約 は適用されません。例え
ば、開いているキャパシティーの予約が一致しない場合、このキャパシティーの予約を明示的に対象
とするインスタンスの起動は失敗します。
a.
b.

c.

[Instance Type (インスタンスのタイプ)] — リザーブドキャパシティーに起動するインスタンスの
タイプ。
[Launch EBS-optimized instances (EBS 最適化インスタンスを起動する)] — EBS 最適化インス
タンスのキャパシティーを予約するかどうかを指定します。このオプションは、一部のインスタ
ンスタイプではデフォルトで選択されています。EBS 最適化インスタンスの詳細については、
「Amazon Elastic Block Store (p. 1501)」を参照してください。
[プラットフォーム] — インスタンスのオペレーティングシステム。詳細については、サポートさ
れているプラットフォーム (p. 474) を参照してください。サポートされている Linux プラット
フォームの詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「サポー
トされているプラットフォーム」を参照してください。

477

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
On-Demand Capacity Reservations

d.

[アベイラビリティーゾーン] — キャパシティーを予約するアベイラビリティーゾーン。

e.

[テナンシー] — 共有ハードウェア（デフォルト）を実行するか専有インスタンスを実行するかを
指定します。
(オプション) [Placement group ARN] (プレイスメントグループ ARN) — キャパシティ予約が作成
されるクラスタープレイスメントグループの ARN。詳細については、クラスタープレイスメント
グループでのキャパシティ予約 (p. 486) を参照してください。

f.
g.
4.

[数量] — キャパシティーを予約するインスタンスの数。選択したインスタンスタイプの残りの オ
ンデマンドインスタンス 制限を超える数量を指定すると、そのリクエストは拒否されます。
[Reservation details (予約の詳細)] セクションで次のように設定します。
a.

[Reservation Ends (予約終了)] — 次のいずれかのオプションを選択します。
• [Manually (手動)] — 明示的にキャンセルするまで容量を予約してください。

b.

• [Specific time (特定の時間)] — 指定された日時にキャパシティーの予約を自動的に解除しま
す。
[Instance eligibility (インスタンスの利用資格)] — 次のいずれかのオプションを選択します。
• [open (開く)] — (デフォルト) キャパシティーの予約 は、一致する属性 (インスタンスタイプ、
プラットフォーム、およびアベイラビリティーゾーン) を持つインスタンスに一致します。一
致する属性を持つインスタンスを起動すると、そのインスタンスはリザーブドキャパシティー
に自動的に配置されます。

5.

• [targeted (指定済み)] — キャパシティーの予約は、一致する属性 (インスタンスタイプ、プラッ
トフォーム、およびアベイラビリティーゾーン) を持つインスタンスのみを受け入れ、明示的
に予約を行います。
[Request reservation (リクエスト予約)] を選択します。

AWS CLI を使用してキャパシティ予約を作成するには
create-capacity-reservation コマンドを使用します。詳細については、サポートされているプラットフォー
ム (p. 474) を参照してください。サポートされている Linux プラットフォームの詳細については、
「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「サポートされているプラットフォーム」を参
照してください。
例えば、次のコマンドで作成する キャパシティーの予約 では、us-east-1a アベイラビリティーゾーン
で SQL Server AMI を Windows で実行する 3 つの m5.2xlarge インスタンスの容量を予約します。
aws ec2 create-capacity-reservation --instance-type m5.2xlarge --instance-platform Windows
with SQL Server --availability-zone us-east-1a --instance-count 3

既存の キャパシティーの予約 へのインスタンスの起動
インスタンスを起動するときに、インスタンスを任意の open キャパシティーの予約 に起動するか、特定
の キャパシティーの予約 に起動するか、または キャパシティーの予約 のグループに起動するかを指定で
きます。一致する属性 (インスタンスタイプ、プラットフォーム、およびアベイラビリティーゾーン) と十
分なキャパシティーがある場合にのみ、インスタンスを キャパシティーの予約 に起動することができま
す。または、一致する属性と使用可能な容量を持つ open キャパシティーの予約 がある場合でも、キャパ
シティーの予約 でインスタンスを実行しないように設定できます。
キャパシティーの予約 にインスタンスを起動すると、起動されたインスタンスの数だけ使用可能なキャパ
シティーが減少します。例えば、3 つのインスタンスを起動すると、キャパシティーの予約 の使用可能な
キャパシティーは 3 つ減少します。

コンソールを使用して既存の キャパシティーの予約 でインスタンスを起動するには
1.

[ダッシュボード] または [インスタンス] から [インスタンスの起動] を選択して、起動インスタンス
ウィザードを開きます。
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2.

Amazon Machine Image (AMI) とインスタンスタイプを選択します。

3.

インスタンスの詳細設定ページの内容を完了します。[キャパシティーの予約] で、以下のいずれかの
オプションを選択します。
• [なし] — インスタンスが キャパシティーの予約 に起動しないようにします。インスタンスはオン
デマンド型キャパシティーで実行されます。
• [Open (開く)] — 選択したインスタンスの数に対して一致する属性と十分なキャパシティ－のある
キャパシティーの予約 にインスタンスを起動します。十分なキャパシティーを持つ、一致する キャ
パシティーの予約 がない場合は、インスタンスはオンデマンドのキャパシティーを使用します。
• [Target by ID] (ID 別ターゲット) — 選択した キャパシティーの予約 にインスタンスを起動します。
選択されたこの キャパシティーの予約 に選択したインスタンスの数に対して十分なキャパシティー
がない場合、インスタンスの起動に失敗します。
• [Target by group] (グループ別ターゲット) — 選択した キャパシティーの予約 グループ内で一致す
る属性と使用可能な容量を持つ任意の キャパシティーの予約 にインスタンスを起動します。選択し
たグループに、一致する属性と使用可能な容量を持つ キャパシティーの予約 がない場合、インスタ
ンスはオンデマンド型キャパシティーに起動します。

4.

インスタンスを起動する残りのステップを完了します。

AWS CLI を使用して既存のキャパシティ予約の中でインスタンスを起動するには
run-instances コマンドを使用して --capacity-reservation-specification パラメータを指定しま
す。
次の例では、属性と使用可能なキャパシティーが一致する任意の開いている キャパシティーの予約 で
t2.micro インスタンスを起動します。
aws ec2 run-instances --image-id ami-abc12345 --count 1 --instance-type t2.micro --keyname MyKeyPair --subnet-id subnet-1234567890abcdef1 --capacity-reservation-specification
CapacityReservationPreference=open

次の例では、t2.micro インスタンスをtargetedのキャパシティーの予約に起動します。
aws ec2 run-instances --image-id ami-abc12345 --count 1 --instance-type t2.micro --keyname MyKeyPair --subnet-id subnet-1234567890abcdef1 --capacity-reservation-specification
CapacityReservationTarget={CapacityReservationId=cr-a1234567}

次の例では、t2.micro インスタンスを キャパシティーの予約 グループに起動します。
aws ec2 run-instances --image-id ami-abc12345 --count 1 --instance-type t2.micro --keyname MyKeyPair --subnet-id subnet-1234567890abcdef1 --capacity-reservation-specification
CapacityReservationTarget={CapacityReservationResourceGroupArn=arn:aws:resource-groups:uswest-1:123456789012:group/my-cr-group}

キャパシティーの予約 の変更
アクティブな キャパシティーの予約 の属性は、作成後に変更できます。期限が切れた後、または明示的に
キャンセルした後で、キャパシティーの予約 を変更することはできません。
キャパシティーの予約 を変更する際は、数量を増減するだけで、解放される方法を変更することができま
す。キャパシティ予約のインスタンスタイプ、EBS 最適化、プラットフォーム、アベイラビリティーゾー
ン、またはインスタンス利用資格は変更できません。これらの属性を変更する必要がある場合は、予約を
キャンセルし、必要な属性を持つ新しいものを作成することをお勧めします。
選択したインスタンスタイプの残りの オンデマンドインスタンス 制限を超える新しい数量を指定すると、
その更新は失敗します。
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コンソールを使用して キャパシティーの予約 を変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

[キャパシティーの予約] を選択し、キャパシティーの予約 を選択して、次に [Edit (編集)] を選択しま
す。

3.

必要に応じて、[Quantity (数量)] または [Reservation ends (予約終了)] オプションを選択し、[Save
changes (変更の保存)] を選択します。

AWS CLI を使用してキャパシティ予約を変更するには
modify-capacity-reservations コマンドを使用します。
例えば、次のコマンドは、8 つのインスタンスの容量を予約するために キャパシティーの予約 を変更しま
す。
aws ec2 modify-capacity-reservation --capacity-reservation-id cr-1234567890abcdef0 -instance-count 8

インスタンスの キャパシティーの予約 設定の変更
停止したインスタンスの次のキャパシティーの予約設定は、いつでも変更できます。
• 一致する属性 (インスタンスタイプ、プラットフォーム、およびアベイラビリティーゾーン) と使用可能
なキャパシティーを持つ任意の キャパシティーの予約 で起動します。
• 特定の キャパシティーの予約 でインスタンスを起動します。
• キャパシティー予約グループ内で、属性が一致し、キャパシティーが使用可能な、いずれかのキャパシ
ティー予約を起動します。
• インスタンスが キャパシティーの予約 で起動しないようにします。

コンソールを使用して、インスタンスの キャパシティーの予約 設定を変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

[インスタンス] を選択し、変更するインスタンスを選択します。インスタンスをまだ停止していない
場合は、停止します。

3.

[アクション]、[キャパシティーの予約 設定を変更する] の順に選択します。

4.

[キャパシティーの予約] で、以下のいずれかのオプションを選択します。
• [Open (開く)] — 選択したインスタンスの数に対して一致する属性と十分なキャパシティ－のある
キャパシティーの予約 にインスタンスを起動します。十分なキャパシティーを持つ、一致する キャ
パシティーの予約 がない場合は、インスタンスはオンデマンドのキャパシティーを使用します。
• [なし] — インスタンスが キャパシティーの予約 に起動しないようにします。インスタンスはオン
デマンド型キャパシティーで実行されます。
• [Specify Capacity Reservation (キャパシティー予約の指定)] — 選択した キャパシティーの予約 に
インスタンスを起動します。選択されたこの キャパシティーの予約 に選択したインスタンスの数に
対して十分なキャパシティーがない場合、インスタンスの起動に失敗します。
• [Specify Capacity Reservation group (キャパシティー予約グループの指定)] — 選択した キャパシ
ティーの予約 グループ内で一致する属性と使用可能なキャパシティーを持つ キャパシティーの予約
にインスタンスを起動します。選択したグループに、一致する属性と使用可能な容量を持つ キャパ
シティーの予約 がない場合、インスタンスはオンデマンド型キャパシティーに起動します。

AWS CLI を使用してインスタンスのキャパシティ予約の設定を変更するには
modify-instance-capacity-reservation-attributes コマンドを使用します。
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例えば、次のコマンドは、インスタンスの キャパシティーの予約 設定を open または none に変更しま
す。
aws ec2 modify-instance-capacity-reservation-attributes --instance-id i-1234567890abcdef0
--capacity-reservation-specification CapacityReservationPreference=none|open

例えば、次のコマンドは、特定の キャパシティーの予約 をターゲットにするようにインスタンスを変更し
ます。
aws ec2 modify-instance-capacity-reservation-attributes --instanceid i-1234567890abcdef0 --capacity-reservation-specification
CapacityReservationTarget={CapacityReservationId=cr-1234567890abcdef0}

例えば、次のコマンドは、特定の キャパシティーの予約 グループをターゲットにするようにインスタンス
を変更します。
aws ec2 modify-instance-capacity-reservation-attributes --instanceid i-1234567890abcdef0 --capacity-reservation-specification
CapacityReservationTarget={CapacityReservationResourceGroupArn=arn:aws:resource-groups:uswest-1:123456789012:group/my-cr-group}

キャパシティーの予約 の表示
キャパシティーの予約には次の状態があります。
• active— キャパシティ－を使用できます。
• expired — キャパシティーの予約 は、予約リクエストで指定された日時に自動的に有効期限が切れま
した。リザーブドキャパシティー も使用できなくなります。
• cancelled— キャパシティーの予約 はキャンセルされました。リザーブドキャパシティー も使用でき
なくなります。
• pending — キャパシティーの予約 リクエストは成功しましたが、キャパシティーのプロビジョニング
はまだ保留中です。
• failed — キャパシティーの予約 リクエストは失敗しました。有効でないリクエストパラメータ、キャ
パシティー制約、またはインスタンス制限の制約のため、リクエストが失敗する可能性があります。失
敗したリクエストを 60 分間表示できます。

Note
最終的な 整合性モデル とそれに続く Amazon EC2 API により、キャパシティ予約を作成し
た後、キャパシティ予約が active 状態であることを示すために、コンソールと describecapacity-reservations 応答に最大 5 分かかる場合があります。この間、コンソールと describecapacity-reservations レスポンスは、キャパシティ予約が pending 状態であることを示す
場合があります。ただし、キャパシティ予約が既に使用可能になっている場合があり、その予約
でインスタンスを起動してみることができます。

コンソールを使用して キャパシティーの予約 を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

[キャパシティーの予約] を選択して、表示する キャパシティーの予約 を選択します。

3.

[この予約の起動インスタンスを表示する]。

AWS CLI を使用してキャパシティ予約を表示するには
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describe-capacity-reservations コマンドを使用します。
例えば、次のコマンドは、すべての キャパシティーの予約 について説明します。
aws ec2 describe-capacity-reservations

出力例。
{

}

"CapacityReservations": [
{
"CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE ",
"EndDateType": "unlimited",
"AvailabilityZone": "eu-west-1a",
"InstanceMatchCriteria": "open",
"Tags": [],
"EphemeralStorage": false,
"CreateDate": "2019-08-16T09:03:18.000Z",
"AvailableInstanceCount": 1,
"InstancePlatform": "Linux/UNIX",
"TotalInstanceCount": 1,
"State": "active",
"Tenancy": "default",
"EbsOptimized": true,
"InstanceType": "a1.medium",
"PlacementGroupArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:placement-group/MyPG"
},
{
"CapacityReservationId": "cr-abcdEXAMPLE9876ef ",
"EndDateType": "unlimited",
"AvailabilityZone": "eu-west-1a",
"InstanceMatchCriteria": "open",
"Tags": [],
"EphemeralStorage": false,
"CreateDate": "2019-08-07T11:34:19.000Z",
"AvailableInstanceCount": 3,
"InstancePlatform": "Linux/UNIX",
"TotalInstanceCount": 3,
"State": "cancelled",
"Tenancy": "default",
"EbsOptimized": true,
"InstanceType": "m5.large"
}
]

キャパシティーの予約 のキャンセル
リザーブドキャパシティーが不要になったら、いつでも キャパシティーの予約 をキャンセルできます。
キャパシティーの予約 をキャンセルすると、キャパシティーが解放され、使用のために予約されなくなり
ます。
空の キャパシティーの予約 と実行中のインスタンスがある キャパシティーの予約 をキャンセルすること
ができます。実行中のインスタンスがあるキャパシティー予約をキャンセルした場合、インスタンスは、
標準のオンデマンドインスタンス料金または割引料金 (一致する Savings Plan またはリージョンのリザー
ブドインスタンスがある場合) で、キャパシティー予約外で正常に動作し続けます。
キャパシティーの予約 をキャンセルすると、それをターゲットとするインスタンスは起動できなくなりま
す。これらのインスタンスを異なる キャパシティーの予約 をターゲットに設定するように変更し、一致す
る属性と十分なキャパシティーでオープンな キャパシティーの予約 に起動するか、キャパシティーの予約
への起動を回避します。詳細については、インスタンスの キャパシティーの予約 設定の変更 (p. 480) を
参照してください。
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コンソールを使用して キャパシティーの予約 をキャンセルするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

[キャパシティーの予約] を選択し、キャンセルする キャパシティーの予約 を選択します。

3.

[Cancel reservation (予約をキャンセル)] 選択し、[Cancel reservation (予約をキャンセル)] を選択しま
す。

AWS CLI を使用してキャパシティ予約をキャンセルするには
cancel-capacity-reservation コマンドを使用します。
例えば、次のコマンドは、ID が cr-1234567890abcdef0 である キャパシティーの予約 をキャンセルし
ます。
aws ec2 cancel-capacity-reservation --capacity-reservation-id cr-1234567890abcdef0

キャパシティーの予約 グループの操作
AWS Resource Groups を使用して、Resource Groupsと呼ばれるキャパシティー予約の論理コレクショ
ンを作成できます。リソースグループは、すべて同じ AWS リージョンにある AWS リソースの論理的な
グループです。リソースグループの詳細については、『AWS Resource Groups ユーザーガイド』の「 リ
ソースグループとは」を参照してください。
1 つのリソースグループに、異なる属性 (インスタンスタイプ、プラットフォーム、アベイラビリティー
ゾーン) を持つ複数の キャパシティーの予約 を含めることができます。
キャパシティーの予約 のリソースグループを作成する場合、個別の キャパシティーの予約 ではなく キャ
パシティーの予約 のグループをインスタンスのターゲットにできます。キャパシティーの予約 のグルー
プをターゲットとするインスタンスは、属性 (インスタンスタイプ、プラットフォーム、アベイラビリ
ティーゾーン) と使用可能な容量を持つグループ内の キャパシティーの予約 と一致します。一致する属
性と使用可能な容量を持つ キャパシティーの予約 がグループにない場合、インスタンスはオンデマンド
型キャパシティーを使用して実行されます。一致する キャパシティーの予約 が後の段階でターゲットグ
ループに追加されると、インスタンスは自動的にマッチングされ、リザーブドキャパシティーに移動され
ます。
グループで キャパシティーの予約 の意図しない使用を防ぐには、キャパシティー予約を明示的にターゲッ
トとするインスタンスだけを受け入れるように、グループの キャパシティーの予約 を設定します。これ
を行うには、Amazon EC2 コンソールを使用して キャパシティーの予約 を作成するときに、[Instance
eligibility (インスタンスの適格性)] を [targeted (ターゲット)] (古いコンソール) または [Only instances that
specify this reservation (この予約を指定するインスタンスのみ)] (新しいコンソール) に設定します。AWS
CLI を使用する場合は、キャパシティ予約の作成時に --instance-match-criteria targeted を指
定します。これにより、グループまたはグループ内の キャパシティーの予約 を明示的にターゲットとする
インスタンスのみが、グループ内で実行できるようになります。
実行中のインスタンスがある間にグループの キャパシティーの予約 がキャンセルまたは期限切れになった
場合、インスタンスは、一致する属性と使用可能な容量を持つグループ内の別の キャパシティーの予約 に
自動的に移動されます。一致する属性と使用可能な容量を持つ キャパシティーの予約 がグループに残っ
ていない場合、インスタンスはオンデマンド型キャパシティーで実行されます。一致する キャパシティー
の予約 が後の段階でターゲットグループに追加されると、インスタンスは自動的にリザーブドキャパシ
ティーに移動されます。
キャパシティーの予約 のグループを作成するには
create-group AWS CLI コマンドを使用します。name で、グループのわかりやすい名前を指定
し、configuration で、次の 2 つの Type リクエストパラメータを指定します。
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• AWS::EC2::CapacityReservationPool を指定して、リソースグループがインスタンス起動の対象
となるようにします。
• AWS::ResourceGroups::Generic で allowed-resource-types を
AWS::EC2::CapacityReservation に設定して、リソースグループがキャパシティー予約のみを受
け入れるようにします。
例えば、次のコマンドは、MyCRGroup という名前のグループを作成します。
C:\> aws resource-groups create-group --name MyCRGroup --configuration
'{"Type":"AWS::EC2::CapacityReservationPool"}' '{"Type":"AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [{"Name": "allowed-resource-types", "Values":
["AWS::EC2::CapacityReservation"]}]}'

出力例を次に示します。
{

}

"GroupConfiguration": {
"Status": "UPDATE_COMPLETE",
"Configuration": [
{
"Type": "AWS::EC2::CapacityReservationPool"
},
{
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Values": [
"AWS::EC2::CapacityReservation"
],
"Name": "allowed-resource-types"
}
]
}
]
},
"Group": {
"GroupArn": "arn:aws:resource-groups:sa-east-1:123456789012:group/MyCRGroup",
"Name": "MyCRGroup"
}

キャパシティーの予約 をグループに追加するには
group-resources AWS CLI コマンドを使用します。group には、キャパシティーの予約 を追加するグルー
プの名前を指定し、resources には、追加する キャパシティーの予約 の ARN を指定します。複数の
キャパシティーの予約 を追加するには、ARN をスペースで区切ります。追加する キャパシティー予約 の
ARN を取得するには、AWS CLI の describe-capacity-reservations コマンドを使用して、キャパシティー
予約 の ID を指定します。
例えば、次のコマンドは、MyCRGroup という名前のグループに 2 つの キャパシティーの予約 を追加しま
す。
C:\> aws resource-groups group-resources --group MyCRGroup --resource-arns arn:aws:ec2:saeast-1:123456789012:capacity-reservation/cr-1234567890abcdef1 arn:aws:ec2:saeast-1:123456789012:capacity-reservation/cr-54321abcdef567890

出力例を次に示します。
{
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}

"Failed": [],
"Succeeded": [
"arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-1234567890abcdef1",
"arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-54321abcdef567890"
]

特定のグループの キャパシティーの予約 を表示するには
list-group-resources AWS CLI コマンドを使用します。group に、グループの名前を指定します。
例えば、次のコマンドは、MyCRGroup という名前のグループ内の キャパシティーの予約 をリストしま
す。
C:\> aws resource-groups list-group-resources --group MyCRGroup

出力例を次に示します。
{

"QueryErrors": [],
"ResourceIdentifiers": [
{
"ResourceType": "AWS::EC2::CapacityReservation",
"ResourceArn": "arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-reservation/
cr-1234567890abcdef1"
},
{
"ResourceType": "AWS::EC2::CapacityReservation",
"ResourceArn": "arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-reservation/
cr-54321abcdef567890"
}
]
}

特定のキャパシティ予約が追加されたグループを表示するには (AWS CLI)
get-groups-for-capacity-reservation AWS CLI コマンドを使用します。
例えば、次のコマンドは、キャパシティーの予約 cr-1234567890abcdef1 が追加されたグループをリス
トします。
C:\> aws ec2 get-groups-for-capacity-reservation --capacity-reservationid cr-1234567890abcdef1

出力例を次に示します。
{

}

"CapacityReservationGroups": [
{
"OwnerId": "123456789012",
"GroupArn": "arn:aws:resource-groups:sa-east-1:123456789012:group/MyCRGroup"
}
]

特定の キャパシティーの予約 が追加されたグループを表示するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインで [キャパシティーの予約] を選択し、表示する キャパシティーの予約 を選択
して、[表示] を選択します。
キャパシティーの予約 が追加されたグループは、[グループ] カードにリストされます。

グループから キャパシティーの予約 を削除するには
ungroup-resources AWS CLI コマンドを使用します。group には、キャパシティーの予約 を削除するグ
ループの ARN を指定し、resources には、削除する キャパシティーの予約 の ARN を指定します。複数
の キャパシティーの予約 を削除するには、ARN をスペースで区切ります。
次の例では、MyCRGroup という名前のグループから 2 つの キャパシティーの予約 を削除します。
C:\> aws resource-groups ungroup-resources --group MyCRGroup -resource-arns arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-reservation/
cr-0e154d26a16094dd arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-reservation/
cr-54321abcdef567890

出力例を次に示します。
{

}

"Failed": [],
"Succeeded": [
"arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-0e154d26a16094dd",
"arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-54321abcdef567890"
]

グループを削除するには
delete-group AWS CLI コマンドを使用します。[group] で、削除するグループの名前を選択します。
例えば、次のコマンドは、MyCRGroup という名前のグループを削除します。
C:\> aws resource-groups delete-group --group MyCRGroup

出力例を次に示します。
{

}

"Group": {
"GroupArn": "arn:aws:resource-groups:sa-east-1:123456789012:group/MyCRGroup",
"Name": "MyCRGroup"
}

クラスタープレイスメントグループでのキャパシティ予約
クラスタープレイスメントグループでキャパシティ予約を作成して、ワークロードの Amazon EC2 コン
ピューティング性能を予約できます。クラスタープレイスメントグループは、ネットワークレイテンシー
が低く、ネットワークスループットが高いという利点があります。
クラスタープレイスメントグループでキャパシティ予約を作成すると、必要なときに、必要な期間中、ク
ラスタープレイスメントグループのコンピューティング性能に確実にアクセスできるようになります。こ
れは、コンピューティングのスケーリングを必要とする高パフォーマンス (HPC) ワークロードのキャパシ
ティを予約するのに最適です。これにより、キャパシティを使用できる状態を維持しながらクラスターを
スケールダウンできるため、必要に応じて再びスケールアップすることができます。
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トピック
• 制約事項 (p. 487)
• クラスタープレイスメントグループでのキャパシティ予約の操作 (p. 487)

制約事項
クラスタープレイスメントグループでキャパシティ予約を作成する場合は、以下の点を常に考慮します。
• プレイスメントグループにない既存のキャパシティ予約を変更して、プレイスメントグループのキャパ
シティを予約することはできません。プレイスメントグループでキャパシティを予約するには、プレイ
スメントグループでキャパシティ予約を作成する必要があります。
• プレイスメントグループでキャパシティ予約を作成した後、プレイスメントグループ外のキャパシティ
を予約するように変更することはできません。
• プレイスメントグループの既存のキャパシティ予約を変更するか、プレイスメントグループに追加の
キャパシティ予約を作成して、プレイスメントグループのリザーブドキャパシティを増やすことができ
ます。ただし、容量不足エラーが発生する可能性が高くなります。
• クラスタープレイスメントグループで作成されたキャパシティ予約を共有することはできません。
• active 容量予約を持つクラスタープレイスメントグループは削除できません。クラスタープレイスメ
ントグループ内のすべての容量予約を削除する前に、それらをキャンセルする必要があります。

クラスタープレイスメントグループでのキャパシティ予約の操作
クラスタープレイスメントグループでキャパシティ予約の使用を開始するには、次のステップを実行しま
す。

Note
既存のクラスタープレイスメントグループでキャパシティ予約を作成する場合は、ステップ 1 を
スキップします。次に、ステップ 2 と 3 で、既存のクラスタープレイスメントグループの ARN
を指定します。既存のクラスタープレイスメントグループの ARN を確認する方法の詳細について
は、「describe-placement-groups」を参照してください。
トピック
• ステップ 1: (条件付き) キャパシティ予約で使用するクラスタープレイスメントグループを作成す
る (p. 487)
• ステップ 2: クラスタープレイスメントグループでキャパシティ予約を作成する (p. 488)
• ステップ 3: クラスタープレイスメントグループでインスタンスを起動する (p. 489)

ステップ 1: (条件付き) キャパシティ予約で使用するクラスタープレイスメントグループを作成す
る
このステップは、新しいクラスタープレイスメントグループを作成する必要がある場合にのみ実行しま
す。既存のクラスタープレイスメントグループを使用する場合は、このステップをスキップし、ステップ
2 と 3 で、そのクラスタープレイスメントグループの ARN を使用します。既存のクラスタープレイスメン
トグループの ARN を確認する方法の詳細については、「describe-placement-groups」を参照してくださ
い。
クラスタープレイスメントグループは、次のいずれかの方法で作成できます。
Console

コンソールを使用してクラスタープレイスメントグループを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインで、[Placement Groups] (プレイスメントグループ)、[Create placement
group] (プレイスメントグループの作成) の順に選択します。

3.

[Name] (名前) で、プレイスメントグループのわかりやすい名前を指定します。

4.

[Placement strategy] (プレイスメント戦略) で、[Cluster] (クラスター) を選択します。

5.

[Create group] (グループの作成) を選択します。

6.

作成したクラスタープレイスメントグループの ARN を検索します。
$ aws ec2 describe-placement-groups --group-names placement_group_name

コマンド出力で返されるプレイスメントグループ ARN は次のステップで必要となるので、メモ
しておいてください。
AWS CLI
AWS CLI を使用してクラスタープレイスメントグループを作成するには
create-placement-group コマンドを使用します。--group-name でプレイスメントグループのわかり
やすい名前を指定し、--strategy で cluster を指定します。
次の例では、cluster プレイスメント戦略を使用する、MyPG という名前のプレイスメントグループ
を作成します。
C:\> aws ec2 create-placement-group \
--group-name MyPG \
--strategy cluster

コマンド出力で返されるプレイスメントグループ ARN は次のステップで必要となるので、メモして
おいてください。

ステップ 2: クラスタープレイスメントグループでキャパシティ予約を作成する
キャパシティ予約を作成するのと同じ方法で、クラスタープレイスメントグループでキャパシティ予約を
作成します。ただし、キャパシティ予約を作成するクラスタープレイスメントグループの ARN も指定す
る必要があります。詳細については、キャパシティーの予約 の作成 (p. 477) を参照してください。

考慮事項
• 指定したクラスタープレイスメントグループは available 状態になっている必要があります。クラス
タープレイスメントグループが pending、deleting、または deleted 状態になっていると、リクエ
ストは失敗します。
• キャパシティ予約とクラスタープレイスメントグループが同じアベイラビリティーゾーンに存在してい
る必要があります。キャパシティ予約を作成するリクエストで、クラスタープレイスメントグループの
アベイラビリティーゾーンとは異なるアベイラビリティーゾーンが指定されている場合、リクエストは
失敗します。
• キャパシティ予約は、クラスタープレイスメントグループでサポートされているインスタンスタイプに
対してのみ作成できます。サポートされていないインスタンスタイプを指定すると、リクエストは失敗
します。詳細については、クラスタープレイスメントグループのルールと制限 (p. 1289) を参照してく
ださい。
• クラスタープレイスメントグループで open キャパシティ予約を作成し、一致する属性 (プレイスメント
グループ ARN、インスタンスタイプ、アベイラビリティーゾーン、プラットフォーム、テナンシー) を
持つ既存の実行中のインスタンスがある場合、それらのインスタンスはキャパシティ予約で自動的に実
行されます。
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• 次のいずれかが当てはまる場合、キャパシティーの予約 を作成するリクエストは失敗する可能性があり
ます。
• Amazon EC2 には、リクエストに対応する十分なキャパシティ－がありません。時間をおいてから
もう一度試すか、別のアベイラビリティーゾーンを試すか、キャパシティ－を小さくしてみてくださ
い。インスタンスタイプとサイズに応じてワークロードに柔軟性がある場合は、別のインスタンス属
性を試してみてください。
• リクエストされた数量は、選択したインスタンスファミリーに対するオンデマンドインスタンスの上
限を超えています。インスタンスファミリーに対するオンデマンドインスタンスの上限を上げて、も
う一度試してください。詳細については、オンデマンドインスタンス の制限 (p. 315) を参照してくだ
さい。
次のいずれかの方法で、クラスタープレイスメントグループでキャパシティ予約を作成できます。
Console

コンソールを使用して キャパシティーの予約 を作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

[キャパシティーの予約]、[作成キャパシティーの予約] の順に選択します。

3.

[Create a Capacity Reservation] (キャパシティ予約の作成) ページで、必要に応じてインスタンス
タイプ、プラットフォーム、アベイラビリティーゾーン、テナンシー、数量、および終了日を設
定します。

4.

[Placement group ARN] (プレイスメントグループ ARN) で、キャパシティ予約が作成されるクラ
スタープレイスメントグループの ARN を指定します。

5.

[Create] を選択します。

詳細については、キャパシティーの予約 の作成 (p. 477) を参照してください。
AWS CLI
AWS CLI を使用してキャパシティ予約を作成するには
create-capacity-reservation コマンドを使用します。--placement-group-arn で、キャパシティ予
約が作成されるクラスタープレイスメントグループの ARN を指定します。
$ aws ec2 create-capacity-reservation \
--instance-type instance_type \
--instance-platform platform \
--availability-zone az \
--instance-count quantity \
--placement-group-arn placement_group_ARN

詳細については、キャパシティーの予約 の作成 (p. 477) を参照してください。

ステップ 3: クラスタープレイスメントグループでインスタンスを起動する
キャパシティ予約でインスタンスを起動するのと同じ方法で、クラスタープレイスメントグループのキャ
パシティ予約でインスタンスを起動します。ただし、インスタンスを起動するクラスタープレイスメント
グループの ARN も指定する必要があります。詳細については、キャパシティーの予約 の作成 (p. 478)
を参照してください。

考慮事項
• キャパシティ予約が open の場合は、インスタンスの起動リクエストでキャパシティ予約を指定する必
要はありません。インスタンスに、指定したプレイスメントグループのキャパシティ予約に一致する属
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性 (プレイスメントグループ ARN、インスタンスタイプ、アベイラビリティーゾーン、プラットフォー
ム、テナンシー) がある場合、インスタンスはキャパシティ予約で自動的に実行されます。
• キャパシティ予約がターゲットインスタンスの起動のみを受け入れる場合は、リクエストでクラスター
プレイスメントグループに加えてターゲットキャパシティ予約を指定する必要があります。
• キャパシティ予約がキャパシティ予約グループに含まれる場合は、リクエストでクラスタープレイスメ
ントグループに加えてターゲットキャパシティ予約グループを指定する必要があります。詳細について
は、キャパシティーの予約 グループの操作 (p. 483) を参照してください。
次のいずれかの方法で、クラスタープレイスメントグループのキャパシティ予約でインスタンスを起動で
きます。
Console

コンソールを使用して既存の キャパシティーの予約 でインスタンスを起動するには
1.

[Dashboard] (ダッシュボード) または [Instances] (インスタンス) 画面から [Launch Instances] (イ
ンスタンスの起動) を選択して、[Launch Instance] (インスタンスの起動) ウィザードを開きま
す。

2.

Amazon Machine Image (AMI) とインスタンスタイプを選択します。

3.

[Configure Instance Details] (インスタンスの詳細設定) ページの内容を完了します。
a.

[Placement group] (プレイスメントグループ) で、[Add instance to placement group] (プレイ
スメントグループにインスタンスを追加) を選択して [Add to existing placement group] (既存
のプレイスメントグループに追加) を選択し、インスタンスを起動するクラスタープレイスメ
ントグループを選択します。

b.

[Capacity Reservation] (キャパシティ予約) で、キャパシティ予約の設定に応じて、次のいず
れかのオプションを選択します。
• [Open] (開く) — 一致する属性と十分な容量を持つ、クラスタープレイスメントグループの
open キャパシティ予約でインスタンスを起動します。
• [Target by ID] (ID 別ターゲット) — ターゲットインスタンスの起動のみを受け入れるキャ
パシティ予約でインスタンスを起動します。
• [Target by group] (グループ別ターゲット) — 選択したキャパシティ予約グループ内で一致
する属性と使用可能な容量を持つ任意のキャパシティ予約でインスタンスを起動します。

4.

インスタンスを起動する残りのステップを完了します。

詳細については、既存の キャパシティーの予約 へのインスタンスの起動 (p. 478) を参照してくださ
い。
AWS CLI
AWS CLI を使用して既存のキャパシティ予約でインスタンスを起動するには
run-instances コマンドを使用します。特定のキャパシティ予約またはキャパシティ予約グループを
ターゲットにする必要がある場合は、--capacity-reservation-specification パラメータを
指定します。--placement で、GroupName パラメータを指定し、前のステップで作成したプレイス
メントグループの名前を指定します。
次のコマンドでは、クラスタープレイスメントグループの targeted キャパシティ予約でインスタン
スが起動されます。
$ aws ec2 run-instances \
--image-id ami_id \
--count quantity \
--instance-type instance_type \
--key-name key_pair_name \
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--subnet-id subnetid \
--capacity-reservation-specification
CapacityReservationTarget={CapacityReservationId=capacity_reservation_id} \
--placement "GroupName=cluster_placement_group_name"

詳細については、既存の キャパシティーの予約 へのインスタンスの起動 (p. 478) を参照してくださ
い。

Local Zones での キャパシティーの予約
ローカルゾーンは、ユーザーに地理的に近い AWS リージョンを拡張したものです。ローカルゾーンで作
成したリソースにより、非常に低いレイテンシーの通信がローカルユーザーに提供されます。詳細につい
ては、AWS Local Zonesをご参照ください。
VPC をその親 AWS リージョンからローカルゾーンに拡張するには、そのローカルゾーンに新しいサブ
ネットを作成します。ローカルゾーンにサブネットを作成すると、VPC はそのローカルゾーンに拡張され
ます。ローカルゾーンのサブネットは、VPC 内の他のサブネットと同じように動作します。
Local Zones を使用すると、ユーザーに近い複数の場所に キャパシティーの予約 を配置できます。通常
のアベイラビリティーゾーンで キャパシティーの予約 を作成して使用するのと同じ方法で、Local Zones
で キャパシティーの予約 を作成して使用します。同じ機能とインスタンスマッチング動作が適用されま
す。Local Zones でサポートされている料金モデルの詳細については、「AWS Local Zones に関するよく
ある質問」を参照してください。
考慮事項
ローカルゾーンでキャパシティー予約グループを使用することはできません。

ローカルゾーンでキャパシティー予約を使用するには
1.
2.

3.
4.

AWS アカウントでローカルゾーンの使用を有効にします。詳細については、Local Zones へのオプト
イン (p. 1171) を参照してください。
ローカルゾーンにキャパシティー予約を作成します。アベイラビリティーゾーンには、 ローカルゾー
ンを選択します。ローカルゾーンは、AWS リージョンコードの末尾に場所を示す識別子を付加して表
します (us-west-2-lax-1a など)。詳細については、キャパシティーの予約 の作成 (p. 477) を参
照してください。
ローカルゾーン内にサブネットを作成します。アベイラビリティーゾーンには、 ローカルゾーンを選
択します。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド の「VPC でのサブネットの作成」を参照
してください。
インスタンスを起動します。サブネットには、ローカルゾーンのサブネット (subnet-123abc |
us-west-2-lax-1a など) を選択し、キャパシティー予約 には、ローカルゾーンで作成したキャ
パシティー予約に必要な仕様 (open または ID で指定したターゲット) を選択します。詳細について
は、既存の キャパシティーの予約 へのインスタンスの起動 (p. 478) を参照してください。

Wavelength Zone 内の キャパシティ予約
AWS Wavelength を使用することで、デベロッパーは、モバイルデバイスおよびエンドユーザー向けに、
非常にレイテンシーが低いアプリケーションを構築できます。Wavelength は、標準の AWS コンピュー
ティングおよびストレージサービスを通信事業者の 5G ネットワークのエッジにデプロイします。Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) は、1 つまたは複数の Wavelength Zone に拡張できます。その後、Amazon
EC2 インスタンスなどの AWS リソースを使用して、極めて低いレイテンシーやリージョンの AWS サー
ビスへの接続を必要とするアプリケーションを実行できます。詳細については、「AWS Wavelength ゾー
ン」を参照してください。
オンデマンド キャパシティ予約を作成する場合は、Wavelength Zone を選択し、Wavelength Zone に関連
付けられたサブネットを指定することで、Wavelength Zone 内の キャパシティ予約にインスタンスを起動
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できます。Wavelength Zone は、AWS リージョンコードの末尾に場所を示す識別子を付加して表します
(us-east-1-wl1-bos-wlz-1 など)。
Wavelength Zone は、すべてのリージョンで利用できるわけではありません。Wavelength Zone をサポー
トするリージョンについては、AWS Wavelength デベロッパーガイドの「利用可能な Wavelength Zone」
を参照してください。
考慮事項
Wavelength Zone でキャパシティ予約グループを使用することはできません。

Wavelength Zone で キャパシティーの予約 を使用するには
1.

AWS アカウントで Wavelength Zone の使用を有効にします。詳細については、Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイド の「Wavelength Zone の有効化」を参照してください。

2.

Wavelength Zone にキャパシティ予約を作成します。[アベイラビリティーゾーン] で、Wavelength を
選択します。Wavelength は、AWS リージョンコードの末尾に場所を示す識別子を付加して表します
(us-east-1-wl1-bos-wlz-1 など)。詳細については、キャパシティーの予約 の作成 (p. 477) を
参照してください。

3.

Wavelength Zone にサブネットを作成します。[アベイラビリティーゾーン] で、Wavelength Zone を
選択します。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド の「VPC でのサブネットの作成」を参
照してください。

4.

インスタンスを起動します。サブネットには、Wavelength Zone のサブネット (subnet-123abc |
us-east-1-wl1-bos-wlz-1 など) を選択し、キャパシティーの予約 には、Wavelength で作成した
キャパシティーの予約 に必要な仕様 (open または ID で指定したターゲット) を選択します。詳細に
ついては、既存の キャパシティーの予約 へのインスタンスの起動 (p. 478) を参照してください。

AWS Outposts でのキャパシティーの予約
AWS Outposts は、AWS のインフラストラクチャ、サービス、API、ツールをお客様のオンプレミスまで
拡張するフルマネージドサービスです。AWS は、AWS Outposts マネージドインフラストラクチャへの
ローカルアクセスを提供することで、AWS リージョンと同じプログラミングインターフェイスを使用して
オンプレミスでアプリケーションを構築して実行できるようにします。同時に、コンピューティングとス
トレージのローカルリソースを使用して、レイテンシーを短縮し、ローカルのデータ処理ニーズに対応し
ます。
Outpost とは、お客様のサイトにデプロイされる AWS のコンピューティングおよびストレージキャパシ
ティーのプールです。AWS は、AWS リージョンの一部としてこのキャパシティーを運営、監視、管理し
ます。
ユーザーは、自分のアカウントで作成した Outposts にキャパシティ予約を作成できます。これにより、自
分のサイトにある Outpost で、コンピューティング性能を予約できるようになります。通常のアベイラビ
リティーゾーンでキャパシティー予約を作成して使用するのと同じ方法で、Outposts でもキャパシティー
予約 を作成して使用できます。同じ機能とインスタンスマッチング動作が適用されます。
また、AWS を使用することで、Outposts にあるキャパシティ予約を自分の組織内の他の AWS Resource
Access Manager アカウントと共有できます。キャパシティ予約の共有については、「共有 キャパシ
ティーの予約 の操作 (p. 493)」を参照してください。
前提条件
Outpost は、自分のサイトにインストールする必要があります。詳細については、AWS Outposts ユーザー
ガイドの「Outpost を作成し、Outpost 容量を注文する」を参照してください。
考慮事項
• Outpost では、キャパシティ予約グループを使用することはできません。
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Outpost でキャパシティ予約を使用するには
1.

Outpost にサブネットを作成します。詳細については、AWS Outposts ユーザーガイドの「サブネット
の作成」を参照してください。

2.

Outpost にキャパシティ予約を作成します。
a.

AWS Outposts コンソール (https://console.aws.amazon.com/outposts/) を開きます。

b.

ナビゲーションペインで [Outposts]、[アクション]、[キャパシティー予約の作成] の順に選択しま
す。

c.

必要に応じてキャパシティ予約を設定し、[作成] を選択します。詳細については、キャパシ
ティーの予約 の作成 (p. 477) を参照してください。

Note
[インスタンスタイプ] ドロップダウンには、選択した Outpost でサポートされているイ
ンスタンスタイプのみが表示されます。また、[アベイラビリティーゾーン] ドロップダ
ウンには、選択したアウトポストが関連付けられているアベイラビリティーゾーンのみ
が一覧表示されます。
3.

キャパシティー予約 でのインスタンスの起動 [サブネット] では、ステップ 1 で作成したサブネットを
選択します。また、[キャパシティー予約] では、ステップ 2 で作成したキャパシティ予約を選択しま
す。詳細については、AWS Outposts ユーザーガイドの、「Outposts でインスタンスを起動する」を
参照してください。

共有 キャパシティーの予約 の操作
キャパシティ予約の共有を使用すると、キャパシティ予約の所有者は、リザーブドキャパシティを他の
AWS アカウントと共有することや、AWS 組織内で共有することが可能になります。これにより、キャパ
シティ予約の作成と管理を一元的に行い、リザーブドキャパシティを複数の AWS アカウント間や AWS
組織内で共有できるようになります。
このモデルでは、キャパシティ予約を所有する AWS アカウント (所有者) が、キャパシティ予約を他の
AWS アカウント (コンシューマー) と共有します。コンシューマーは、自身のアカウントで所有している
キャパシティーの予約にインスタンスを起動する場合と同じように、共有を受けているキャパシティーの
予約にインスタンスを起動できます。キャパシティーの予約 の所有者は、共有した キャパシティーの予約
と、そこで起動したインスタンスを管理します。所有者は、共有した キャパシティーの予約 でコンシュー
マーが起動したインスタンスを変更することはできません。コンシューマーは、共有を受けている キャパ
シティーの予約 で起動したインスタンスを管理します。コンシューマーが、キャパシティーの予約 の所有
者や他のコンシューマーが所有するインスタンスを表示したり変更したりすることはできません。
キャパシティーの予約 の所有者が キャパシティーの予約 を共有できる相手は次のとおりです。
• AWS の組織内または組織外の特定の AWS アカウント
• AWS 組織内の組織単位
• AWS 組織全体
コンテンツ
• キャパシティーの予約 を共有するための前提条件 (p. 494)
• 関連サービス (p. 494)
• アベイラビリティーゾーン間での共有 (p. 494)
• キャパシティーの予約 の共有 (p. 494)
• キャパシティーの予約 の共有を停止する (p. 495)
• 共有されているキャパシティ予約の特定と閲覧 (p. 496)
• 共有 キャパシティーの予約 の使用状況の表示 (p. 496)
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• 共有 キャパシティーの予約 のアクセス許可 (p. 497)
• 請求と使用量測定 (p. 497)
• インスタンス制限 (p. 497)

キャパシティーの予約 を共有するための前提条件
• キャパシティ予約を共有するには、その予約を自分の AWS アカウント内で所有している必要がありま
す。自身が共有を受けている キャパシティーの予約 を他者に共有することはできません。
• 共有テナンシーインスタンスの キャパシティーの予約 のみ共有できます。専用テナンシーインスタンス
の キャパシティーの予約 は共有できません。
• 新規の AWS アカウントや、請求制限履歴のある AWS アカウントでは、キャパシティ予約の共有を使
用できません。
• AWS 組織や AWS 組織内の組織単位とキャパシティ予約を共有するには、AWS Organizations で共有を
有効にする必要があります。詳細については、AWS RAM ユーザーガイドの「AWS Organizations で共
有を有効化する」を参照してください。

関連サービス
キャパシティ予約の共有は AWS Resource Access Manager (AWS RAM) と統合されます。AWS RAM
は、AWS リソースを任意の AWS アカウントと共有したり、AWS Organizations 経由で共有したりする
ためのサービスです。AWS RAM を使用すると、リソース共有を作成することで、自身が所有するリソー
スを共有できます。リソース共有では、共有対象のリソースと、共有先となるコンシューマーを指定しま
す。コンシューマーには、個人の AWS アカウントや、AWS Organizations 内の組織単位または組織全体
を指定できます。
AWS RAM の詳細については、AWS RAM ユーザーガイドを参照してください。

アベイラビリティーゾーン間での共有
リソースがリージョンの複数のアベイラビリティーゾーンに分散されるようにするために、アベイラビリ
ティーゾーンは各 アカウントの名前に個別にマッピングされます。このため、アカウントが異なると、ア
ベイラビリティーゾーンの命名方法が異なる場合があります。例えば、us-east-1a アカウントのアベイ
ラビリティーゾーン AWS の場所は、別の us-east-1a アカウントのアベイラビリティーゾーン AWS の
場所と異なる可能性があります。
自身のアカウントを基準にして キャパシティーの予約 の場所を特定するには、アベイラビリティーゾーン
ID (AZ ID) を使用する必要があります。AZ ID は、すべての AWS アカウントで同じアベイラビリティー
ゾーンを一貫して示すための一意の識別子です。例えば、use1-az1 は us-east-1 リージョンの AZ ID
であり、すべての AWS アカウントで同じ場所を示します。

アカウントのアベイラビリティーゾーンの AZ ID を表示するには
1.

AWS RAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/ram) を開きます。

2.

現在のリージョンの AZ ID は、画面の右側にある [お客様の AZ ID] パネルに表示されます。

キャパシティーの予約 の共有
自分が所有するキャパシティ予約を他の AWS アカウントと共有すると、そのアカウントに対して自分の
リザーブドキャパシティ内でインスタンスを起動することを許可することになります。オープンな キャパ
シティーの予約 を共有する場合は、意図しない形で キャパシティーの予約 が使用されないよう、次の点
に注意してください。
• キャパシティーの予約 の属性に一致するインスタンスをコンシューマーが実行している場合
に、CapacityReservationPreference パラメータが open に設定され、リザーブドキャパシ
ティー内での実行がまだであれば、共有 キャパシティーの予約 が自動的に使用されます。
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• 属性 (インスタンスタイプ、プラットフォーム、アベイラビリティーゾーン) が一致するインスタンスを
コンシューマーが起動する場合、CapacityReservationPreference パラメータが open に設定さ
れていれば、自動的に共有 キャパシティーの予約 で起動されます。
キャパシティーの予約 を共有するには、リソース共有に追加する必要があります。リソース共有と
は、AWS RAM アカウント間で自身のリソースを共有するための AWS リソースです。リソース共有で
は、共有対象のリソースと、共有先のコンシューマーを指定します。Amazon EC2 コンソールを使用して
キャパシティーの予約 を共有すると、既存のリソース共有に追加されます。キャパシティーの予約 を新し
いリソース共有に追加するには、AWS RAM コンソールを使用してリソース共有を作成する必要がありま
す。
自分が AWS Organizations 内の組織のメンバーであり、所属する組織内での共有が有効化されている場
合、共有の前提条件 (p. 494)が満たされていれば、組織内のコンシューマーに、共有されたキャパシティ
予約へのアクセス許可を自動で付与することができます。キャパシティ予約が外部のアカウントと共有さ
れている場合、コンシューマーは、リソースへの参加の招待を受け取り、その招待を受け入れた後で、共
有されているキャパシティ予約に対するアクセス許可が付与されます。

Important
共有されているキャパシティ予約でインスタンスを起動する前に、コンソールで共有キャパシ
ティ予約を表示するか、describe-capacity-reservations AWS CLI コマンドを使用してこれを記述
することで、共有キャパシティ予約へのアクセス権があることを確認します。コンソールで共有
キャパシティ予約を表示できるか、AWS CLI を使ってそれを記述できる場合、ユーザーはこれを
使って、そこでインスタンスを起動することができます。インスタンスをキャパシティ予約で起
動しようとして、共有の障害によりアクセスできない場合、そのインスタンスは、オンデマンド
キャパシティで起動できます。
Amazon EC2 コンソール、AWS RAM コンソール、または AWS CLI を使用して、自分が所有するキャパ
シティ予約を共有できます。

Amazon EC2 コンソールを使用して、自身が所有する キャパシティーの予約 を共有するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[キャパシティーの予約] を選択します。

3.

共有する キャパシティーの予約 を選択し、[アクション]、[Share reservation] の順に選択します。

4.

キャパシティーの予約 の追加先となるリソース共有を選択し、[Share キャパシティーの予約] を選択
します。
コンシューマーから共有 キャパシティーの予約 にアクセスできるようになるまでに、数分かかること
があります。

AWS RAM コンソールを使用して自分が所有するキャパシティ予約を共有するには
AWS RAM ユーザーガイドの「リソース共有の作成」を参照してください。
AWS CLI を使用して自分が所有するキャパシティ予約を共有するには
create-resource-share コマンドを使用します。

キャパシティーの予約 の共有を停止する
キャパシティーの予約 の所有者は キャパシティーの予約 の共有をいつでも停止できます。以下のルール
が適用されます。
• コンシューマーが所有するインスタンスのうち、共有解除の時点で共有キャパシティー内で実行さ
れていたインスタンスは、リザーブドキャパシティー外で正常に動作し続けます。キャパシティー
は、Amazon EC2 キャパシティーの可用性に応じて キャパシティーの予約 に復元されます。
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• キャパシティーの予約 の共有先コンシューマーが、このリザーブドキャパシティーで新たにインスタン
スを起動することはできません。
所有している キャパシティーの予約 の共有を停止するには、リソース共有から削除する必要があります。
この操作を行うには、Amazon EC2 コンソール、AWS RAM コンソール、または AWS CLI を使用しま
す。

Amazon EC2 コンソールを使用して、所有している キャパシティーの予約 の共有を停止するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[キャパシティーの予約] を選択します。

3.

キャパシティーの予約 を選択して、[Sharing (共有)] タブを選択します。

4.

[共有] タブに、キャパシティーの予約 の追加先のリソース共有が一覧表示されます。キャパシティー
の予約 を削除する対象のリソース共有を選択し、[リソース共有から削除] を選択します。

AWS RAM コンソールを使用して自分が所有しているキャパシティ予約の共有を停止するには
AWS RAM ユーザーガイドの「リソース共有の更新」を参照してください。
AWS CLI を使用して自分が所有しているキャパシティ予約の共有を停止するには
disassociate-resource-share コマンドを使用します。

共有されているキャパシティ予約の特定と閲覧
Important
共有されているキャパシティ予約でインスタンスを起動する前に、コンソールで共有キャパシ
ティ予約を表示するか、AWS CLI を使用してこれを記述することで、共有キャパシティ予約への
アクセス権があることを確認します。コンソールで共有キャパシティ予約を表示できるか、AWS
CLI を使ってそれを記述できる場合、ユーザーはこれを使って、そこでインスタンスを起動する
ことができます。インスタンスをキャパシティ予約で起動しようとして、共有の障害によりアク
セスできない場合、そのインスタンスは、オンデマンドキャパシティで起動できます。
所有者とコンシューマーは、Amazon EC2 コンソールおよび AWS CLI を使用して、共有されているキャ
パシティ予約を特定できます。

Amazon EC2 コンソールを使用して共有 キャパシティーの予約 を特定するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[キャパシティーの予約] を選択します。この画面には、自身が所有する
キャパシティーの予約 と共有を受けている キャパシティーの予約 が一覧表示されます。[所有者] 列
には、キャパシティー予約の所有者の AWS アカウント ID が示されます。AWS アカウント ID の横に
(me) と表示されている場合は、自身が所有者であることを示します。

AWS CLI を使用して、共有されているキャパシティ予約を特定するには
describe-capacity-reservations コマンドを使用します。このコマンドでは、自身が所有するキャパシティ
予約および他から共有を受けているキャパシティ予約が返されます。OwnerId は、キャパシティ予約の所
有者の AWS アカウント ID を示します。

共有 キャパシティーの予約 の使用状況の表示
共有しているキャパシティ予約の所有者は、Amazon EC2 コンソールまたは AWS CLI を使用して、いつ
でも使用状況を表示できます。
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Amazon EC2 コンソールを使用して キャパシティーの予約 の使用状況を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[キャパシティーの予約] を選択します。

3.

使用状況を表示する キャパシティーの予約 を選択し、[使用状況] タブを選択します。
[AWS アカウント ID] 列には、現在キャパシティー予約を使用しているコンシューマーのアカウント
ID が表示されます。[起動したインスタンス] 列には、リザーブドキャパシティー内で各コンシュー
マーが現在実行しているインスタンスの数が表示されます。

AWS CLI を使用してキャパシティ予約の使用状況を表示するには
get-capacity-reservation-usage コマンドを使用します。AccountId では、キャパシティーの予約 を使用
しているアカウントのアカウント ID が表示されます。UsedInstanceCount では、リザーブドキャパシ
ティー内でコンシューマーが現在実行しているインスタンスの数が表示されます。

共有 キャパシティーの予約 のアクセス許可
所有者のアクセス許可
共有 キャパシティーの予約 の管理とキャンセルは、所有者が行います。所有者は、共有 キャパシティー
の予約 内で実行されており他のアカウントが所有するインスタンスを変更することはできません。共有
キャパシティーの予約 で起動されされたインスタンスは、所有者が管理します。

コンシューマーのアクセス許可
コンシューマーは、共有 キャパシティーの予約 で実行している自身のインスタンスを管理します。コン
シューマーは、共有 キャパシティーの予約 をどのような方法で変更することもできません。また、他のコ
ンシューマーまたは キャパシティーの予約 の所有者が所有するインスタンスを表示または変更することも
できません。

請求と使用量測定
キャパシティーの予約 の共有に追加料金はかかりません。
キャパシティーの予約 の所有者には、キャパシティーの予約 内で自身が実行するインスタンスと、使用さ
れていないリザーブドキャパシティーに対する料金が請求されます。コンシューマーには、共有 キャパシ
ティーの予約 内で自身が実行するインスタンスに対する料金が請求されます。
キャパシティ予約の所有者が別の支払いアカウントに属していて、キャパシティ予約がリージョンのリ
ザーブドインスタンスまたは Savings Plans でカバーされている場合、キャパシティ予約オーナーには
引き続きリージョンのリザーブドインスタンスまたは Savings Plans の料金が請求されます。この場合、
キャパシティ予約の所有者はリージョンのリザーブドインスタンスまたは Savings Plans の料金を支払
い、コンシューマーには共有キャパシティ予約で実行されるインスタンスに対して請求が行われます。

インスタンス制限
キャパシティーの予約 の使用量はすべて、キャパシティーの予約 の所有者の オンデマンドインスタンス
制限の対象としてカウントされます。ここでは次の点について説明します。
• 使用されていないリザーブドキャパシティ
• キャパシティーの予約 の所有者が所有するインスタンスによる使用量
• コンシューマーが所有するインスタンスによる使用量
共有キャパシティー内でコンシューマーによって起動されたインスタンスは、キャパシティーの予約 の所
有者の オンデマンドインスタンス 制限の対象としてカウントされます。コンシューマーのインスタンス制
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限は、コンシューマー自身が所有する オンデマンドインスタンス の制限と、コンシューマーがアクセスで
きる共有 キャパシティーの予約 内で使用可能なキャパシティーの合計です。

キャパシティー予約フリート
オンデマンドキャパシティー予約フリートとは、キャパシティー予約のグループです。
キャパシティー予約フリートリクエストには、キャパシティー予約フリートの起動に必要なすべての設定
情報が含まれます。1 つのリクエストを使用して、指定したターゲット容量まで、複数のインスタンスタ
イプにわたって、ワークロードに大量の Amazon EC2 キャパシティーを予約できます。
キャパシティー予約フリートを作成した後は、キャパシティー予約フリートの変更やキャンセルなど、フ
リートのキャパシティー予約の管理を一括で行うことができます。
トピック
• キャパシティー予約フリートの仕組み (p. 159)
• 考慮事項 (p. 305)
• 料金 (p. 499)
• キャパシティー予約フリートの概念 (p. 499)
• キャパシティー予約フリートの操作 (p. 500)
• キャパシティー予約フリートでの設定例 (p. 506)
• キャパシティー予約フリートでのサービスにリンクされたロールの使用 (p. 507)

キャパシティー予約フリートの仕組み
キャパシティー予約フリートを作成すると、フリートリクエストで指定した合計のターゲット容量を満た
すため、フリートはキャパシティーの予約を個別に作成しようとします。
フリートがキャパシティーを予約するインスタンス数は、指定したターゲットの総容量 (p. 499)とイン
スタンスタイプの重み (p. 500)に依存します。キャパシティーを予約するインスタンスタイプは、使用す
る配分戦略 (p. 499)とインスタンスタイプの優先順位 (p. 500)により異なります。
フリートの作成時に十分なキャパシティーがなく、その総ターゲット容量をすぐに満たすことができない
場合、フリートは、要求されたキャパシティーを予約が完了するまで、キャパシティー予約を非同期的に
作成しようとします。
フリートが総ターゲット容量に達すると、そのキャパシティーを維持しようとします。フリートのキャパ
シティー予約がキャンセルされた場合、フリートの設定に応じて、フリートは自動的に 1 つ以上のキャパ
シティー予約を作成して、失われたキャパシティーを置き換え、その総ターゲット容量を維持します。
フリート内のキャパシティー予約を、個別に管理することはできません。フリートを変更することによっ
て、まとめて管理する必要があります。フリートを変更すると、フリートのキャパシティー予約が自動的
に更新され、変更が反映されます。
現在、キャパシティー予約フリートは open インスタンスの一致条件をサポートしています。フリートに
よって起動されるすべてのキャパシティー予約は、このインスタンス一致基準を自動的に使用します。こ
の基準では、属性 (インスタンスタイプ、プラットフォーム、およびアベイラビリティーゾーン) が一致す
る新しいインスタンスと既存のインスタンスは、フリートにより作成されたキャパシティー予約内で自動
的に実行されます。キャパシティー予約フリートでは、target インスタンス一致基準はサポートされて
いません。

考慮事項
キャパシティー予約フリートを使用する際には、次の点に注意してください。
• キャパシティー予約フリートは、AWS CLI および AWS API を使用して作成、変更、表示、キャンセル
ができます。
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• フリート内のキャパシティー予約を、個別に管理することはできません。これらは、フリートを変更ま
たはキャンセルすることで、まとめて管理する必要があります。
• キャパシティー予約フリートは、複数のリージョンにまたがることはできません。
• キャパシティー予約フリートは複数のアベイラビリティーゾーンにまたがることはできません。
• キャパシティー予約フリートによって作成されたキャパシティー予約には、AWS で作成された次のタグ
が自動的に付けられます。
• キー — aws:ec2-capacity-reservation-fleet
• 値 – fleet_id
このタグを使用して、キャパシティー予約フリートによって作成されたキャパシティー予約を識別でき
ます。

料金
キャパシティー予約フリートの使用に追加料金はかかりません。キャパシティー予約フリートによって作
成された、個々のキャパシティー予約に対して料金が発生します。キャパシティー予約に対する課金につ
いては、「キャパシティーの予約 の料金と請求 (p. 475)」を参照してください 。

キャパシティー予約フリートの概念
このトピックでは、キャパシティー予約フリートの概念のいくつかについて説明します。
トピック
• 総ターゲット容量 (p. 499)
• 配分戦略 (p. 499)
• インスタンスタイプの重み (p. 500)
• インスタンスタイプ優先順位 (p. 500)

総ターゲット容量
総ターゲット容量の定義は、キャパシティー予約フリートで予約されるコンピューティング性能の総量で
す。キャパシティー予約フリートを作成するときは、総ターゲット容量を指定します。フリートが作成さ
れると、Amazon EC2 は自動的にキャパシティー予約を作成し、総ターゲット容量までキャパシティーを
予約します。
キャパシティー予約フリートでキャパシティーを予約する対象のインスタンスの数は、総ターゲット容量
と、キャパシティー予約フリート内のインスタンスタイプごとに指定したインスタンスタイプの重みで決
まります (total target capacity/instance type weight=number of instances)。
ワークロードにとって意味のあるユニット数に基づいて、総ターゲット容量を割り当てることができま
す。例えば、ワークロードで特定の数の vCPU が必要な場合、必要な vCPU の数に基づいて総ターゲッ
ト容量を割り当てることができます。ワークロードに 2048 個の vCPU が必要な場合、合計ターゲッ
ト容量として 2048 を指定します。次に、フリートのインスタンスタイプによって提供される vCPU の
数に基づいて、インスタンスタイプの重みを割り当てます。例については、「インスタンスタイプの重
み (p. 500)」を参照してください。

配分戦略
キャパシティー予約フリートの割り当て戦略により、キャパシティー予約フリート設定のインスタンスタ
イプの仕様を基に、リザーブドキャパシティーのリクエストを満たすための方法が決定されます。
現在は、prioritized の割り当て戦略のみがサポートされています。この戦略を使用するキャパシ
ティー予約フリートは、キャパシティ―予約フリート設定で各インスタンスタイプ仕様に割り当てた優先順
位に従い、キャパシティー予約を作成します。優先度の値が低いと、使用する優先順位が高くなります。
例えば、次のインスタンスタイプと優先度を使用するキャパシティー予約フリートを作成するとします。
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• m4.16xlarge – 優先度 = 1
• m5.16xlarge – 優先度 = 3
• m5.24xlarge – 優先度 = 2
フリートは、まず m4.16xlarge のキャパシティー予約の作成を試みます。Amazon EC2 に十分
な m4.16xlarge キャパシティーがない場合、フリートは m5.24xlarge のキャパシティー予約の
作成を試みます。Amazon EC2 の m5.24xlarge キャパシティーが不十分な場合には、フリート
は、m5.16xlarge でキャパシティー予約を作成します。

インスタンスタイプの重み
インスタンスタイプの重みとは、キャパシティー予約フリート内の各インスタンスタイプに割り当てる分
量のことです。重みによって、その特定のインスタンスタイプの各インスタンスがフリートの総ターゲッ
ト容量にカウントされるキャパシティーのユニット数が決まります。
ワークロードにとって意味のあるユニット数に基づいて重みを割り当てることができます。例えば、ワー
クロードに特定の数の vCPU が必要な場合、キャパシティー予約フリートの各インスタンスタイプごと
に指定した vCPU の数に基づいて重みを割り当てることができます。この場合、m4.16xlarge および
m5.24xlarge インスタンスを使用してキャパシティー予約フリートを作成したとすると、次のように各
インスタンスの vCPU 数に対応する重みを割り当てます。
• m4.16xlarge – vCPU 数 64、重み = 64 ユニット
• m5.24xlarge – vCPU 数 96、重み = 96 ユニット
インスタンスタイプの重みによって、キャパシティーの予約フリートでキャパシティーを予約する対象と
なる、インスタンスの数が決定されます。例えば、総ターゲット容量が 384 ユニットのキャパシティー
予約フリートが、前述の例のインスタンスタイプと重みを使用する場合、フリートのキャパシティー予約
は、m4.16xlarge を 6 インスタンス (総ターゲット容量 384/インスタンスタイプの重み 64 = 6 インスタ
ンス) になることも、m5.24xlarge を 4 インスタンス (384/96 = 4) になることもあります。
インスタンスタイプのウェイトを割り当てない場合、またはインスタンスタイプの重みに 1 を割り当て
た場合には、合計ターゲット容量は純粋にインスタンス数に基づきます。例えば、総ターゲット容量が
384 ユニットのキャパシティー予約フリートが前の例のインスタンスタイプを使用する場合であっても、
重みを省略するか、両方のインスタンスタイプに重み 1 を指定すると、フリートのキャパシティー予約
は、m4.16xlarge を 384 インスタンスか、m5.24xlarge を 384 インスタンスかのいずれかになりま
す。

インスタンスタイプ優先順位
インスタンスタイプの優先順位は、フリートのインスタンスタイプに割り当てる値です。優先順位は、フ
リートに指定されているインスタンスタイプのどれに対し、使用上の優先順位を付ける必要があるかを決
定します。
優先度の値は、使用する優先順位が高いことを示します。

キャパシティー予約フリートの操作
トピック
• 開始する前に (p. 501)
•
•
•
•
•

キャパシティー予約フリートのステータス (p. 501)
キャパシティー予約フリートを作成する (p. 501)
キャパシティー予約フリートを表示する (p. 503)
キャパシティー予約フリートを変更する (p. 504)
キャパシティー予約フリートをキャンセルする (p. 505)
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開始する前に
キャパシティー予約フリートを作成する前に、以下を実行します。
1. ワークロードに必要なコンピューティング性能の量を決定します。
2. 使用するインスタンスタイプとアベイラビリティーゾーンを決定します。
3. 要件と設定内容に基づいて、各インスタンスタイプに優先度を割り当てます。詳細については、インス
タンスタイプ優先順位 (p. 500) を参照してください。
4. ワークロードに適したキャパシティー重み付けシステムを作成します。各インスタンスタイプに
重みを割り当て、総ターゲット容量を決定します。詳細については、「インスタンスタイプの重
み (p. 500)」および「総ターゲット容量 (p. 499)」を参照してください。
5. キャパシティー予約を無期限に必要とするか、特定の期間だけ必要かを決定します。

キャパシティー予約フリートのステータス
キャパシティー予約フリートは、以下のいずれかの状態を取ります。
• submitted – キャパシティー予約フリートへのリクエストが送信され、Amazon EC2 はキャパシ
ティー予約を作成する準備をしています。
• modifying – キャパシティー予約フリートは変更中です。フリートは、変更が完了するまではこの状態
のままになります。
• active – キャパシティー予約フリートが総ターゲット容量を満たしており、このキャパシティーを維
持しようとしています。フリートは、変更または削除されるまで、この状態のままになります。
• partially_fulfilled – キャパシティー予約フリートは、その総ターゲット容量を部分的に満たして
います。Amazon EC2 に、総ターゲット容量を満たすのに十分なキャパシティーがありません。フリー
トは、総ターゲット容量を非同期的に満たそうとしています。
• expiring – キャパシティー予約フリートが終了日に達し、期限切れになろうとしています。1 つ以上
のキャパシティー予約がまだアクティブになっている可能性があります。
• expired – キャパシティー予約フリートの使用が終了日に達しました。フリートとそのキャパシティー
予約は期限切れです。フリートは、キャパシティー予約を新たに作成することはできません。
• cancelling – キャパシティー予約フリートはキャンセルされようとしています。1 つ以上のキャパシ
ティー予約がまだアクティブになっている可能性があります。
• cancelled – キャパシティー予約フリートが手動でキャンセルされました。フリートとそのキャパシ
ティー予約はキャンセルされ、フリートはキャパシティー予約を新しく作成することはできません。
• failed – キャパシティー予約フリートは、指定されたインスタンスタイプのキャパシティーを予約で
きませんでした。

キャパシティー予約フリートを作成する
キャパシティー予約フリートを作成すると、フリートへのリクエスト内で指定されたインスタンスタイプ
のキャパシティー予約が、指定された合計ターゲット容量までフリートにより自動的に作成されます。
キャパシティー予約フリートがキャパシティーを予約するインスタンスの数は、リクエストで指定する合
計ターゲット容量とインスタンスタイプの重みによって異なります。詳細については、「インスタンスタ
イプの重み (p. 500)」および「総ターゲット容量 (p. 499)」を参照してください。
フリートを作成する際には、使用するインスタンスタイプと、それらのインスタンスタイプごとに優先順
位を指定する必要があります。詳細については、「配分戦略 (p. 499)」および「インスタンスタイプ優先
順位 (p. 500)」を参照してください。

Note
サービスにリンクされた AWSServiceRoleForEC2CapacityReservationFleet ロールは、キャパシ
ティー予約フリートを初めて作成するときに、アカウントに自動的に作成されます。詳細につい
ては、キャパシティー予約フリートでのサービスにリンクされたロールの使用 (p. 507) を参照
してください。
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現在、キャパシティー予約フリートは open のインスタンス一致条件のみをサポートしています。
キャパシティー予約フリートは、コマンドラインのみを使用して作成できます。
キャパシティー予約フリートを作成するには
AWS CLI コマンドの create-capacity-reservation-fleet を使用します。
C:\> aws ec2 create-capacity-reservation-fleet \
--total-target-capacity capacity_units \
--allocation-strategy prioritized \
--instance-match-criteria open \
--tenancy dedicated|default \
--end-date yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000Z \
--instance-type-specifications file://instanceTypeSpecification.json

instanceTypeSpecification.json の内容は次のとおりです。
{

"InstanceType": "instance_type",
"InstancePlatform":"platform",
"Weight": instance_type_weight
"AvailabilityZone":"availability_zone",
"AvailabilityZoneId" : "az_id",
"EbsOptimized": true|false,
"Priority" : instance_type_priority

}

正常な出力
{

"Status": "status",
"TotalFulfilledCapacity": fulfilled_capacity,
"CapacityReservationFleetId": "cr_fleet_id",
"TotalTargetCapacity": capacity_units

}

例
C:\> aws ec2 create-capacity-reservation-fleet \
--total-target-capacity 24 \
--allocation-strategy prioritized \
--instance-match-criteria open \
--tenancy default \
--end-date 2021-12-31T23:59:59.000Z \
--instance-type-specifications file://instanceTypeSpecification.json

instanceTypeSpecification.json
[

]

{

}

"InstanceType": "m5.xlarge",
"InstancePlatform": "Linux/UNIX",
"Weight": 3.0,
"AvailabilityZone":"us-east-1a",
"EbsOptimized": true,
"Priority" : 1
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出力例。
{

}

"Status": "submitted",
"TotalFulfilledCapacity": 0.0,
"CapacityReservationFleetId": "crf-abcdef01234567890",
"TotalTargetCapacity": 24

キャパシティー予約フリートを表示する
キャパシティー予約フリートの構成およびキャパシティーに関する情報は、任意のタイミングで表示でき
ます。フリートを表示すると、フリート内の個々のキャパシティー予約に関する詳細も表示されます。
キャパシティー予約フリートは、コマンドラインのみを使用して表示できます。
キャパシティー予約フリートを表示するには
describe-capacity-reservation-fleets AWS CLI コマンドを使用します。
C:\> aws ec2 describe-capacity-reservation-fleets \
--capacity-reservation-fleet-ids cr_fleet_ids

正常な出力
{

"CapacityReservationFleets": [
{
"Status": "status",
"EndDate": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000Z",
"InstanceMatchCriteria": "open",
"Tags": [],
"CapacityReservationFleetId": "cr_fleet_id",
"Tenancy": "dedicated|default",
"InstanceTypeSpecifications": [
{
"CapacityReservationId": "cr1_id",
"AvailabilityZone": "cr1_availability_zone",
"FulfilledCapacity": cr1_used_capacity,
"Weight": cr1_instance_type_weight,
"CreateDate": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000Z",
"InstancePlatform": "cr1_platform",
"TotalInstanceCount": cr1_number of instances,
"Priority": cr1_instance_type_priority,
"EbsOptimized": true|false,
"InstanceType": "cr1_instance_type"
},
{
"CapacityReservationId": "cr2_id",
"AvailabilityZone": "cr2_availability_zone",
"FulfilledCapacity": cr2_used_capacity,
"Weight": cr2_instance_type_weight,
"CreateDate": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000Z",
"InstancePlatform": "cr2_platform",
"TotalInstanceCount": cr2_number of instances,
"Priority": cr2_instance_type_priority,
"EbsOptimized": true|false,
"InstanceType": "cr2_instance_type"
},
],
"TotalTargetCapacity": total_target_capacity,
"TotalFulfilledCapacity": total_target_capacity,
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}

]

}

"CreateTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000Z",
"AllocationStrategy": "prioritized"

例
C:\> aws ec2 describe-capacity-reservation-fleets \
--capacity-reservation-fleet-ids crf-abcdef01234567890

出力例
{

}

"CapacityReservationFleets": [
{
"Status": "active",
"EndDate": "2021-12-31T23:59:59.000Z",
"InstanceMatchCriteria": "open",
"Tags": [],
"CapacityReservationFleetId": "crf-abcdef01234567890",
"Tenancy": "default",
"InstanceTypeSpecifications": [
{
"CapacityReservationId": "cr-1234567890abcdef0",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"FulfilledCapacity": 5.0,
"Weight": 1.0,
"CreateDate": "2021-07-02T08:34:33.398Z",
"InstancePlatform": "Linux/UNIX",
"TotalInstanceCount": 5,
"Priority": 1,
"EbsOptimized": true,
"InstanceType": "m5.xlarge"
}
],
"TotalTargetCapacity": 5,
"TotalFulfilledCapacity": 5.0,
"CreateTime": "2021-07-02T08:34:33.397Z",
"AllocationStrategy": "prioritized"
}
]

キャパシティー予約フリートを変更する
キャパシティー予約フリートの合計ターゲット容量と日付は、任意のタイミングで変更できます。キャパ
シティー予約フリートの総ターゲット容量を変更すると、フリートは、新しい総ターゲット容量を満たす
ように、自動的に新しいキャパシティー予約を作成したり、フリート内の既存のキャパシティー予約を変
更またはキャンセルしたりします。フリートの終了日を変更すると、個々のキャパシティー予約の終了日
もそれに応じて更新されます。
フリートを変更すると、そのステータスは modifying に遷移します。フリートのステータスが
modifying の間は、他の変更を試みることはできません。
キャパシティー予約フリートで使用されるテナンシー、アベイラビリティーゾーン、インスタンスタイ
プ、インスタンスプラットフォーム、優先順位、または重みを変更することはできません。これらのパラ
メータのいずれかを変更する必要がある場合は、既存のフリートをキャンセルし、必要なパラメータを持
つ新しいフリートを作成する必要がある場合があります。
キャパシティー予約フリートは、コマンドラインのみを使用して変更できます。
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キャパシティー予約フリートを変更するには
AWS CLI コマンドの modify-capacity-reservation-fleet を使用します。

Note
同じコマンド内で、--end-date と --remove-end-date を指定することはできません。
C:\> aws ec2 modify-capacity-reservation-fleet \
--capacity-reservation-fleet-id cr_fleet_ids \
--total-target-capacity capacity_units \
--end-date yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000Z \
--remove-end-date

正常な出力
{
}

"Return": true

例: 総ターゲット容量の変更
C:\> aws ec2 modify-capacity-reservation-fleet \
--capacity-reservation-fleet-id crf-01234567890abcedf \
--total-target-capacity 160

例: 終了日の変更
C:\> aws ec2 modify-capacity-reservation-fleet \
--capacity-reservation-fleet-id crf-01234567890abcedf \
--end-date 2021-07-04T23:59:59.000Z

例: 終了日の削除
C:\> aws ec2 modify-capacity-reservation-fleet \
--capacity-reservation-fleet-id crf-01234567890abcedf \
--remove-end-date

出力例
{
}

"Return": true

キャパシティー予約フリートをキャンセルする
キャパシティー予約フリートと予約しているキャパシティーが不要になった場合は、キャンセルできま
す。フリートをキャンセルすると、そのステータスが cancelled に変わり、キャパシティー予約を新た
に作成することはできなくなります。さらに、フリート内の個々のキャパシティー予約はすべてキャン
セルされます。また、以前にリザーブドキャパシティーで実行されていたインスタンスは、共有キャパシ
ティーを使用して正常に実行が継続されます。
キャパシティー予約フリートは、コマンドラインのみを使用してキャンセルできます。
キャパシティー予約フリートをキャンセルするには
AWS CLI コマンドの cancel-capacity-reservation-fleet を使用します。
C:\> aws ec2 cancel-capacity-reservation-fleets \
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--capacity-reservation-fleet-ids cr_fleet_ids

正常な出力
{

}

"SuccessfulFleetCancellations": [
{
"CurrentFleetState": "state",
"PreviousFleetState": "state",
"CapacityReservationFleetId": "cr_fleet_id_1"
},
{
"CurrentFleetState": "state",
"PreviousFleetState": "state",
"CapacityReservationFleetId": "cr_fleet_id_2"
}
],
"FailedFleetCancellations": [
{
"CapacityReservationFleetId": "cr_fleet_id_3",
"CancelCapacityReservationFleetError": [
{
"Code": "code",
"Message": "message"
}
]
}
]

例: 正常なキャンセル処理
C:\> aws ec2 cancel-capacity-reservation-fleets \
--capacity-reservation-fleet-ids crf-abcdef01234567890

出力例
{

}

"SuccessfulFleetCancellations": [
{
"CurrentFleetState": "cancelling",
"PreviousFleetState": "active",
"CapacityReservationFleetId": "crf-abcdef01234567890"
}
],
"FailedFleetCancellations": []

キャパシティー予約フリートでの設定例
トピック
• 例 1: vCPU の個数に基づいたキャパシティーの予約 (p. 506)

例 1: vCPU の個数に基づいたキャパシティーの予約
次の例では、m5.4xlarge および m5.12xlarge という 2 つのインスタンスタイプを使用するキャパシ
ティー予約フリートを作成します。
ここでは、指定されたインスタンスタイプによって提供される vCPU の数に基づく、重み付けシステムを
使用しています。総ターゲット容量の vCPU 数は 480 です。m5.4xlarge により 16 個の vCPU が提供
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され、重みとして 16 が得られます。一方、m5.12xlarge では 48 個の vCPU が提供され 48 の重みが
得られます。この重み付けシステムは、30 個の m5.4xlarge インスタンス (480/16=30)、または 10 個
の m5.12xlarge インスタンス (480/48=10) でキャパシティーを予約するように、キャパシティー予約フ
リートを設定します。
フリートは、m5.12xlarge の容量を優先するように設定されおり優先順位として 1 を指定します。一
方、m5.4xlarge には低い優先順位 2 を指定します。これは、フリートが最初にm5.12xlarge のキャパ
シティー予約を試みることを意味します。Amazon EC2 の m5.12xlarge キャパシティーが不十分な場合
にのみ m5.4xlarge キャパシティーの予約を試みます
フリートは、Windows インスタンスでキャパシティーを予約します。この予約は、October 31, 2021
の 23:59:59 (UTC) に自動的に期限切れになります。
C:\> aws ec2 create-capacity-reservation-fleet \
--total-target-capacity 48 \
--allocation-strategy prioritized \
--instance-match-criteria open \
--tenancy default \
--end-date 2021-10-31T23:59:59.000Z \
--instance-type-specifications file://instanceTypeSpecification.json

instanceTypeSpecification.json の内容は次のとおりです。
[

{

},
{

}

"InstanceType": "m5.4xlarge",
"InstancePlatform":"Windows",
"Weight": 16,
"AvailabilityZone":"us-east-1",
"EbsOptimized": true,
"Priority" : 2
"InstanceType": "m5.12xlarge",
"InstancePlatform":"Windows",
"Weight": 48,
"AvailabilityZone":"us-east-1",
"EbsOptimized": true,
"Priority" : 1

]

キャパシティー予約フリートでのサービスにリンクされたロールの使用
オンデマンドキャパシティー予約フリートは AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリン
クされたロール にリンクされたロールを使用します。サービスにリンクされたロールは、キャパシティー
予約フリートに直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは、
キャパシティー予約フリートによって事前に定義され、ユーザーに代わってサービスが他の AWS のサー
ビスを呼び出すために必要なアクセス許可がすべて含まれています。
サービスにリンクされたロールを使用することで、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなる
ため、キャパシティー予約フリートの設定が簡単になります。キャパシティー予約フリートは、サービス
にリンクされたロールのアクセス許可を定義します。特に定義されている場合を除き、キャパシティー予
約フリートのみが、そのロールを引き受けることができます。定義される許可には、信頼ポリシーと許可
ポリシーが含まれており、その許可ポリシーを他のIAM エンティティにアタッチすることはできません。
サービスにリンクされたロールは、まずその関連リソースを削除しなければ削除できません。これによ
り、リソースにアクセスするアクセス許可を不注意で削除する可能性がなくなるので、キャパシティー予
約フリートリソースが保護されます。
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キャパシティー予約フリートに対するサービスにリンクされたロールのアクセス許可
キャパシティー予約フリートでは、AWSServiceRoleForEC2CapacityReservationFleetという名前のサービ
スにリンクされたロールを使用します。これにより、ユーザーに代わってキャパシティー予約を作成、表
示、変更でき、キャパシティー予約フリートによって以前に作成されたキャパシティー予約をキャンセル
することができます。
AWSServiceRoleForEC2CapacityReservationFleet というサービスにリンクされたロールは、以下のエン
ティティを信頼して capacity-reservation-fleet.amazonaws.com というロールを引き受けます。
このロールでは、AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy というポリシーを使用します。このポリ
シーには次のアクセス許可が含まれています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeCapacityReservations",
"ec2:DescribeInstances"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateCapacityReservation",
"ec2:CancelCapacityReservation",
"ec2:ModifyCapacityReservation"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"ec2:CapacityReservationFleet": "arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservationfleet/crf-*"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:capacity-reservation/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:CreateAction": "CreateCapacityReservation"
}
}
}
]
}

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール
など) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「Service-Linked Role Permissions」(サービスにリンクされたロールのアクセス権限) を参照してくださ
い。
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キャパシティー予約フリートでのサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS CLI コマンドの createcapacity-reservation-fleet、あるいは CreateCapacityReservationFleet API を使用して
キャパシティー予約フリートを作成する場合、サービスにリンクされたロールが自動的に作成されます。
このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウ
ントにロールを再作成できます。キャパシティー予約フリートを作成するたびに、キャパシティーの予約
フリートによってサービスにリンクされたロールが自動的に作成されます。

キャパシティー予約フリートでのサービスにリンクされたロールの編集
キャパシティー予約フリートでは、サービスにリンクされたロール
AWSServiceRoleForEC2CapacityReservationFleet を編集することはできません。サービスにリンクされ
たロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可能性があるため、ロール名
を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の編集はできます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクロールの編集」を参照してください。

キャパシティー予約フリートでのサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエン
ティティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンクされたロールのリソースを削
除する必要があります。

Note
このリソースを削除する際に、キャパシティー予約フリートのサービスでロールが使用されてい
ると、削除処理が失敗する場合があります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行して
ください。

サービスにリンクされたロールである AWSServiceRoleForEC2CapacityReservationFleet を削除
するには
1.

アカウント内のキャパシティー予約フリートを削除するには、AWS CLI コマンドの deletecapacity-reservation-fleet または DeleteCapacityReservationFleet API を使用しま
す。

2.

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、サービスにリンクされたロールである
AWSServiceRoleForEC2CapacityReservationFleet を削除します。詳細については、「IAM ユーザー
ガイド」の「サービスにリンクされたロールの削除」を参照してください。

キャパシティー予約フリートでのサービスにリンクされたロールでサポートされるリージョン
キャパシティー予約フリートでは、このサービスが利用可能なすべてのリージョンにおいて、サービスに
リンクされたロールの使用をサポートしています。詳細については、「AWS リージョンとエンドポイン
ト」を参照してください。

オンデマンドキャパシティー予約 の CloudWatch メトリクス
CloudWatch メトリクスでは、使用状況のしきい値に達したときに通知するように CloudWatch アラーム
を設定することにより、キャパシティーの予約 を効率的にモニタリングし、未使用の容量を特定できま
す。これは、一定量の キャパシティーの予約 ボリュームを維持し、ボリュームの使用効率を高めるのに役
立ちます。
オンデマンドキャパシティー予約 は 5 分ごとにメトリクスデータを CloudWatch に送信します。キャパシ
ティーの予約 は、アクティブな期間が 5 分未満のメトリクスをサポートしていません。
CloudWatch コンソールでのメトリクスの表示の詳細については、「Amazon CloudWatch メトリクスの使
用」を参照してください。アラームの作成の詳細については、「Amazon CloudWatch アラームの作成」
を参照してください。
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コンテンツ
• キャパシティーの予約 使用状況メトリクス (p. 510)
• キャパシティーの予約 メトリクスディメンション (p. 510)
• キャパシティーの予約 の CloudWatch メトリクスの表示 (p. 510)

キャパシティーの予約 使用状況メトリクス
AWS/EC2CapacityReservations 名前空間には、以下の使用状況メトリクスが含まれています。それら
のメトリクスを使用して、オンデマンド容量をモニタリングし、予約に指定したしきい値内に維持できま
す。
メトリクス

説明

UsedInstanceCount

現在使用中のインスタンスの数。
単位: 個
使用可能なインスタンスの数。

AvailableInstanceCount

単位: 個
予約済みのインスタンスの合計数。

TotalInstanceCount

単位: 個
現在使用中のリザーブドキャパシティーインスタンスの
割合。

InstanceUtilization

単位: パーセント

キャパシティーの予約 メトリクスディメンション
以下のディメンションを使用して、前の表に示したメトリクスを絞り込むことができます。
ディメンション

説明

CapacityReservationId

このグローバルに一意のディメンションを指定すると、リクエスト
したデータがフィルタリングされて、指定した容量予約のものだけ
になります。

キャパシティーの予約 の CloudWatch メトリクスの表示
メトリクスはまずサービス名前空間ごとにグループ化され、次にサポートされているディメンションごと
にグループ化されます。以下の手順を使用して キャパシティーの予約 メトリクスを表示できます。

CloudWatch コンソールを使用して キャパシティーの予約 メトリクスを表示するには
1.

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

2.

必要に応じてリージョンを変更します。ナビゲーションバーから、キャパシティーの予約 があるリー
ジョンを選択します。詳細については、「リージョンとエンドポイント」を参照してください。

3.

ナビゲーションペインで [Metrics (メトリクス)] を選択します。

4.

[All metrics (すべてのメトリクス)] で、[EC2 Capacity Reservations (EC2 容量予約)] を選択します。
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5.

メトリクスディメンション [By Capacity Reservation (容量予約別)] を選択します。メトリクスが
CapacityReservationId 別にグループ化されます。

6.

メトリクスを並べ替えるには、列見出しを使用します。メトリクスをグラフ表示するには、メトリク
スの横にあるチェックボックスを選択します。

キャパシティ予約に関するメトリクスを表示するには (AWS CLI)
次の list-metrics コマンドを使用します。
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/EC2CapacityReservations"

インスタンスのライフサイクル
Amazon EC2 インスタンスは、起動時から終了まで、さまざまな状態に移行します。
次の図は、インスタンス状態の遷移を示しています。

各インスタンスの状態の概要と、請求有無を次の表に示します。

Note
この表では、インスタンス使用のみの請求を示します。Amazon EBS ボリュームや Elastic IP ア
ドレスなど一部の AWS リソースでは、インスタンスの状態に関係なく利用料金が発生します。
詳細については、AWS Billing ユーザーガイドの「予想外の料金の回避」を参照してください。
インス
タンス
の状態

説明

pending インスタンスは running 状
態への移行準備中です。初
めて起動する場合、または
pending 状態になってから
起動する場合、インスタン
スは stopped 状態になりま
す。

インスタンス使用の請求

課金されない

511

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスの作成

インス
タンス
の状態

説明

インスタンス使用の請求

running インスタンスは実行中で、使
用できる状態です。

請求済み付

stoppingインスタンスは停止または停
止休止の準備中です。

停止準備中の場合、課金されません

stopped インスタンスはシャットダウ
ンされているため、使用でき
ません。インスタンスはいつ
でも起動できます。

課金されない

インスタンスは削除準備中で
shuttingす。
down

課金されない

インスタンスは完全に削除さ
terminated
れているため、起動すること
はできません。

課金されない

休止準備中の場合、課金されます

Note
終了したインスタンスに適用されるリザーブドイ
ンスタンスは、支払いオプションに従って、契約
期間末まで請求が発生します。詳細については、
「Reserved Instances (p. 319)」を参照してくださ
い。

Note
インスタンスは running 状態のため、インスタンスを再起動しても新しいインスタンスの請求
期間が開始されることはありません。

インスタンスの作成
インスタンスを起動すると、インスタンスはpending状態に移行します。起動時に指定したインスタン
スタイプによって、インスタンスのホストコンピュータのハードウェアが決定します。起動時に指定され
たAmazon Machine Image (AMI) を使って、インスタンスを再作成します。インスタンスの準備ができる
と、running 状態へ移行します。実行中のインスタンスに接続して、自分の前にあるコンピュータと同じ
ように使用することができます。
インスタンスが running 状態に遷移するとすぐに、インスタンスの実行時間に応じて (インスタンスがア
イドル状態のままで、接続されていなくても) 最低 1 分以上の秒単位で使用料金が発生します。
詳細については、「インスタンスの起動 (p. 515)」および「」「Windows インスタンスに接続す
る (p. 590)」を参照してください。

インスタンスの停止と起動 (Amazon EBS-Backed イ
ンスタンスのみ)
インスタンスのステータスチェックに失敗するか、インスタンスでアプリケーションが想定通りに動作し
ておらず、インスタンスのルートボリュームが Amazon EBS である場合、インスタンスの停止と起動を行
い、問題が解決するか試してみることができます。
インスタンスを停止した場合、インスタンスはstopping状態に移行してから、stopped状態にな
ります。停止後のインスタンスに対して使用料金やデータ転送料金が課金されることはありません
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が、Amazon EBS ボリュームのストレージについては課金されます。インスタンスがstopped状態の間、
インスタンスタイプなど、インスタンスの特定の属性を変更できます。

インスタンスを起動して pending 状態になると、インスタンスは新しいホストコンピュータに移動され
ます (ただし、場合によっては、インスタンスが現在のホストに残ることもあります)。インスタンスの停
止と起動を行うと、前のホストコンピュータ上のインスタンスストアボリューム上に存在していたすべて
のデータが失われます。
プライベート IPv4 アドレスは保持されます。つまり、プライベート IPv4 アドレスまたはネットワークイ
ンターフェイスに関連付けられていた Elastic IP アドレスは、インスタンスとの関連付けが継続されると
いうことです。インスタンスに IPv6 アドレスがある場合、IPv6 アドレスは保持されます。
stopped から running に移行したインスタンスについては、その実行中に秒単位の料金が発生します。
また、インスタンスの起動時には、1 分間分の最低料金が課金されます。
詳細については、インスタンスの停止と起動 (p. 557) を参照してください。

インスタンスの休止 (Amazon EBS Backed インスタ
ンスのみ)
インスタンスを休止すると、オペレーティングシステムに休止を実行するように合図します (ディスクの
停止)。これにより、内容がインスタンスのメモリ (RAM) から Amazon EBS ルートボリュームに保存さ
れます。インスタンスの Amazon EBS ルートボリュームとアタッチされた Amazon EBS データボリュー
ムは保持されます。インスタンスを起動すると、Amazon EBS ルートボリュームは以前の状態に復元さ
れ、RAM の内容が再ロードされます。以前にアタッチされたデータボリュームは再アタッチされ、インス
タンスはそのインスタンス ID を保持します。
インスタンスを休止した場合、インスタンスは stopping 状態に移行してから、stopped 状態になりま
す。休止状態にあるインスタンスが stopped 状態にある間は料金は課金されませんが、(休止せずにイン
スタンスを停止 (p. 512)した場合とは異なり) stopping 状態にある間は料金が発生します。データ転送
料金に対して使用料を課金しませんが、RAM データのストレージを含め、Amazon EBS ボリュームのス
トレージに対しては課金します。
休止状態のインスタンスを起動して pending 状態になると、インスタンスは新しいホストコンピュータ
に移動されます (ただし、場合によっては、インスタンスが現在のホストに残ることもあります)。
プライベート IPv4 アドレスは保持されます。つまり、プライベート IPv4 アドレスまたはネットワークイ
ンターフェイスに関連付けられていた Elastic IP アドレスは、インスタンスとの関連付けが継続されると
いうことです。インスタンスに IPv6 アドレスがある場合、IPv6 アドレスは保持されます。
詳細については、オンデマンドの Windows インスタンスを休止状態にする (p. 564) を参照してくださ
い。

インスタンスの再起動
Amazon EC2 コンソール、コマンドラインツール、Amazon EC2 API を使って、インスタンスを再起動
できます。インスタンスからオペレーティングシステムの再起動コマンドを実行する代わりに、Amazon
EC2 を使ってインスタンスを再起動することをお勧めします。
インスタンスの再起動は、オペレーティングシステムの再起動と同等です。インスタンスは同じホストコ
ンピュータに残り、そのパブリック DNS 名、プライベート IP アドレス、およびその他のデータをインス
タンスストアボリュームに維持します。通常、再起動が完了するまでに数分かかりますが、再起動に必要
な時間は、インスタンスの設定によって異なります。
インスタンスを再起動しても、新しいインスタンスの課金時間は開始されず、最低 1 分間分の料金はなし
で秒単位の課金が継続します。
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詳細については、インスタンスの再起動 (p. 576) を参照してください。

インスタンスのリタイア
インスタンスをホストしている基盤のハードウェアで回復不可能な障害が検出されると、AWS によってイ
ンスタンスのリタイアが予定されます。予定されたリタイア日になると、インスタンスは AWS によって
停止または削除されます。インスタンスのルートデバイスが Amazon EBS ボリュームである場合、インス
タンスは停止されますが、その後いつでも再び起動できます。インスタンスのルートデバイスがインスタ
ンスストアボリュームである場合、インスタンスは削除し、再び使用することはできません。
詳細については、インスタンスのリタイア (p. 577) を参照してください。

インスタンスの削除
インスタンスが必要なくなったら、削除することができます。インスタンスのステータスが shuttingdown または terminated に変わったら、そのインスタンスへの課金は停止します。
停止保護が有効な場合、コンソール、CLI、または API を使用してインスタンスを削除することはできま
せん。
インスタンスの削除後、インスタンスはしばらくの間コンソールに表示されたままですが、エントリは自
動的に削除されます。CLI および API を使って、削除したインスタンスを記述することもできます。(タグ
などの) リソースは削除されたインスタンスから徐々に関連付けが解除されるため、しばらくすると、削
除されたインスタンスで表示されなくなる可能性があります。削除したインスタンスへの接続や復旧はで
きません。
Amazon EBS-Backed インスタンスはそれぞれ、InstanceInitiatedShutdownBehavior 属性をサ
ポートしています。この属性は、インスタンス自体からシャットダウンを開始した場合 デフォルトの動作
は、インスタンスの停止です。インスタンスの実行中または停止中に、この属性の設定を変更できます。
各 Amazon EBS ボリュームは DeleteOnTermination 属性をサポートします。この属性は、アタッチさ
れたインスタンスを終了するときに、ボリュームの削除や保持を制御します。デフォルトでは、ルートデ
バイスボリュームを削除し、それ以外に EBS ボリュームがあれば保持します。
詳細については、インスタンスの終了 (p. 579) を参照してください。

再起動、停止、休止、削除の違い
次の表に、インスタンスの再起動、停止、休止、終了の主な違いをまとめました。
特徴

再起動

停止/開始 (Amazon
EBS-Backed インスタ
ンスのみ)

休止 (Amazon EBS
Backed インスタンス
のみ)

終了

ホストコン
ピュータ

インスタンスは、
同じホストコン
ピュータで保持さ
れる

インスタンスは新し
いホストコンピュータ
に移動されます (ただ
し、場合によっては、
インスタンスが現在の
ホストに残ることもあ
ります）。

インスタンスは新しい
ホストコンピュータ
に移動されます (ただ
し、場合によっては、
インスタンスが現在の
ホストに残ることもあ
ります）。

なし

プライベー
ト IPv4 アド
レスとパブ

同一のまま保持さ
れる

インスタンスはプライ
ベート IPv4 アドレス
を保持します。インス
タンスは、Elastic IP

インスタンスはプライ
ベート IPv4 アドレス
を保持します。インス
タンスは、Elastic IP

なし
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特徴

再起動

リック IPv4
アドレス

停止/開始 (Amazon
EBS-Backed インスタ
ンスのみ)

休止 (Amazon EBS
Backed インスタンス
のみ)

アドレス (停止/起動の
際に変更されない) を
持っていない限り、新
しいパブリック IPv4
アドレスを取得しま
す。

アドレス (停止/起動の
際に変更されない) を
持っていない限り、新
しいパブリック IPv4
アドレスを取得しま
す。
Elastic IP アドレス
は、インスタンスに関
連付けられたまま維持
される

終了

Elastic IP
アドレス
(IPv4)

Elastic IP アドレ
スは、インスタン
スに関連付けられ
たまま維持される

Elastic IP アドレス
は、インスタンスに関
連付けられたまま維持
される

IPv6 アドレ
ス

アドレスは同一の
まま保持される

インスタンスは、IPv6 インスタンスは、IPv6
アドレスを保持する
アドレスを保持する

なし

インスタン
スストアボ
リューム

データは保持され
る

データは消去される

データは消去され
る

ルートデ
バイスボ
リューム

ボリュームは保持
される

ボリュームは保持され ボリュームは保持され
る
る

ボリュームはデ
フォルトで削除さ
れる

RAM (メモ
リの内容)

RAM は消去され
る

RAM は消去される

RAM はルートボ
リュームにあるファイ
ルに保存される

RAM は消去され
る

請求

インスタンスの課
金時間は変更され
ません。

インスタンスの状態
が stopping に変わ
るとすぐに、そのイン
スタンスへの課金が停
止されます。インスタ
ンスが stopped 状態
から running 状態に
移行するたびに新しい
インスタンスの課金時
間が開始され、インス
タンスの開始時には 1
分間の最低料金が発生
します。

インスタンスが
stopping 状態にあ
る間は課金されます
が、そのインスタン
スが stopped 状態に
ある場合、課金は停止
します。インスタンス
が stopped 状態から
running 状態に移行
するたびに新しいイン
スタンスの課金時間が
開始され、インスタン
スの開始時には 1 分間
の最低料金が発生しま
す。

インスタンスの状
態が shuttingdown に変わると
すぐに、そのイン
スタンスへの課金
が停止されます。

データは消去される

Elastic IP アドレス
はインスタンスの
関連付けが解除さ
れる

オペレーティングシステムのシャットダウンコマンドを実行すると、instance store-backed インスタン
スは必ず停止されます。オペレーティングシステムのシャットダウンコマンドによって Amazon EBSbacked インスタンスを停止または終了するかどうかを制御できます。詳細については、インスタンスに
よって起動されたシャットダウン動作の変更 (p. 583) を参照してください。

インスタンスの起動
インスタンスは、AWS クラウド内の仮想サーバーです。Amazon Machine Image (AMI) からインスタンス
を起動します。AMI はインスタンスに対して、オペレーティングシステム、アプリケーションサーバー、
およびアプリケーションを提供します。
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AWS にサインアップすると、AWS 無料利用枠を利用して、Amazon EC2 を無料で使い始めることが
できます。無料利用枠を使用し、t2.micro インスタンスを 12 か月間無料で起動して利用できます
(t2.micro が利用できないリージョンでは、無料利用枠で t3.micro インスタンスを使用できます)。無
料利用枠に含まれないインスタンスを起動する場合は、そのインスタンスの通常の Amazon EC2 使用料が
かかります。詳細については、「Amazon EC2 料金表」を参照してください。
次の方法を使用してインスタンスを起動できます。
方法

ドキュメント

[Amazon EC2 コンソール] インスタンス起動ウィ
ザードを使用して、起動パラメータを指定しま
す。

古いインスタンス起動ウィザードを使用してイン
スタンスを起動する (p. 527)

[Amazon EC2 コンソール] 起動テンプレートを作
成して、起動テンプレートからインスタンスを起
動します。

起動テンプレートからのインスタンスの起
動 (p. 534)

[Amazon EC2 コンソール] 既存のインスタンスを
基本として使用します。

既存のインスタンスのパラメータを使用したイン
スタンスの起動 (p. 553)

[Amazon EC2 コンソール] AWS Marketplace から
購入した AMI を使用します。

AWS Marketplace インスタンスの起動 (p. 555)

[AWS CLI] 選択した AMI を使用します。

AWSCLI 経由で Amazon EC2 を使用する

[AWS Tools for Windows PowerShell] 選択した
AMI を使用します。

Amazon EC2 の提供元AWS Tools for Windows
PowerShell

[AWS CLI] EC2 フリートを使用すると、容量のプ
ロビジョニングを異なる EC2 インスタンスタイプ
とアベイラビリティーゾーン間で行うことも、オ
ンデマンドインスタンス、リザーブドインスタン
ス、スポットインスタンスの各購入モデル全体で
行うこともできます。

EC2 Fleet (p. 891)

[AWS CloudFormation] AWS CloudFormation テン
プレートを使用してインスタンスを指定します。

AWS::EC2::Instance()AWS CloudFormationユー
ザーガイド

[AWS SDK] 言語固有の AWS SDK を使用してイン
スタンスを起動します。

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWSSDK for Java
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3

Note
EC2 インスタンスを IPv6 専用サブネットで起動するには、Nitro System 上に構築されたインス
タンス (p. 201) を使用する必要があります。

516

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
起動する

Note
IPv6 専用インスタンスを起動すると、DHCPv6 がインスタンスに IPv6 DNS ネームサーバーをす
ぐに提供しないことがあります。この初期遅延の間、インスタンスはパブリックドメインを解決
できない場合があります。
Amazon Linux 2 で実行されるインスタンスの場合、/etc/resolv.conf ファイルを IPv6 DNS ネーム
サーバーで直ちに更新するには、起動時に次の cloud-init directive コマンドを実行します:
#cloud-config
bootcmd:
- /usr/bin/sed -i -E 's,^nameserver\s+[\.[:digit:]]+$,nameserver fd00:ec2::253,' /
etc/resolv.conf

もう 1 つのオプションは、ブート時にファイルが IPv6 DNS ネームサーバーアドレスを直ちに持
つように、設定ファイルを変更して AMI を再イメージ化することです。
インスタンスを起動する場合、次のいずれかのリソースに関連付けられているサブネットでインスタンス
を起動できます。
• アベイラビリティーゾーン - このオプションはデフォルトです。
• ローカルゾーン - ローカルゾーンでインスタンスを起動するには、ローカルゾーンにオプトインし、こ
のゾーンにサブネットを作成する必要があります。詳細については、「Local Zones」を参照してくださ
い。
• Wavelength Zone - Wavelength Zone でインスタンスを起動するには、Wavelength Zone にオプトイン
し、このゾーンにサブネットを作成する必要があります。Wavelength Zone でインスタンスを起動する
方法については、AWS Wavelength デベロッパーガイドのAWS Wavelength の開始方法をご参照くださ
い。
• アウトポスト - アウトポストでインスタンスを起動するには、アウトポストを作成する必要がありま
す。Outpost の作成方法の詳細については、AWS Outposts ユーザーガイドの AWS Outposts の開始方
法をご参照ください。
インスタンスを起動した後、インスタンスに接続して使用できます。最初、インスタンスの状態は
pending です。インスタンスの状態が running の場合、インスタンスは起動を開始します。インスタン
スに接続するまで、少し時間がかかることがあります。ベアメタルインスタンスタイプの起動には時間が
かかることがあります。ベアメタルインスタンスの詳細については、「Nitro System 上に構築されたイン
スタンス (p. 201)」を参照してください。
インスタンスは、パブリック DNS 名を受信します。この DNS 名はインターネットからインスタンスに接
続する場合に使用できます。また、インスタンスはプライベート DNS 名も受け取ります。これは、同じ
VPC 内の他のインスタンスがインスタンスに接続するために使用できます。インスタンスへの接続の詳細
については、「Windows インスタンスに接続する (p. 590)」を参照してください。
インスタンスを使い終わったら、必ずインスタンスを終了してください。詳細については、インスタンス
の終了 (p. 579) を参照してください。

新しいインスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起
動する
新しいインスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動できます。インスタンス起動ウィザー
ドでは、インスタンスの起動に必要な起動パラメータを指定します。インスタンスの起動ウィザードでデ
フォルト値が用意されている場合、デフォルト値を使用するか、独自の値を指定できます。デフォルト値
をそのまま使用すると、キーペアだけを選択してインスタンスを起動できます。
インスタンスを起動する前に、セットアップが終了していることを確認してください。詳細について
は、Amazon EC2 を使用するようにセットアップする (p. 5) を参照してください。
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Important
AWS 無料利用枠に含まれないインスタンスを起動すると、アイドル状態であっても、インスタン
スの実行中は料金が発生します。
トピック
• 新しいインスタンス起動ウィザードについて (p. 518)
• インスタンスをすばやく起動する (p. 519)
• 定義済みのパラメータを使用したインスタンスの起動 (p. 519)
• 古いインスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する (p. 527)

新しいインスタンス起動ウィザードについて
新しい、改善された起動エクスペリエンスへようこそ – インスタンスをすばやく簡単に起動できます。
新しいインスタンス起動ウィザードをロールアウト中です。現在選択されているリージョンで利用できな
い場合は、別のリージョンを選択し、そこで使用可能かどうかを確認できます。

現在の改善点
• サマリーサイドパネルを備えた単一ページレイアウト
新しい 1 ページのデザインで、すぐに起動し、実行できます。すべての設定を 1 か所で確認できます。
設定が正しいことを確認するために、ステップ間を行き来する必要はありません。概要を確認したり、
ページを簡単に移動するには [Summary] (サマリー) パネルを使用します。
• AMI セレクターの改善
新規ユーザー – インスタンスをすばやく起動できるように、[Quick Start] (クイックスタート) Amazon
マシンイメージ (AMI) セレクターを使用してオペレーティングシステムを選択します。
経験豊富なユーザー –– AMI セレクターには、最近使用した AMI と所有している AMI が表示され、関
心のある AMI を簡単に選択できます。カタログ全体を参照して、新しい AMI を見つけることもできま
す。

作業中
私たちは、エクスペリエンスの向上に継続的に取り組んでいます。現在取り組んでいるのは次のとおりで
す。
• デフォルトと依存関係の支援
• デフォルト値がすべてのフィールドに対して提供されます。
• 追加ロジックが、インスタンス設定を正しく設定するために追加されます (例えば、現在の設定では
使用できないパラメータを無効にします)。
• 設計のさらなる簡素化
• ビューとサマリーの簡素化およびよりレスポンシブなデザインが、1 ページでの表示エクスペリエン
スをよりスケーラブルにするために追加されます。
• ネットワークの簡素化機能によりファイアウォールルールをすばやく簡単に設定できる機能が追加さ
れます (例えば、一般的なプリセットルールを選択します)。
今後数か月以内に、起動エクスペリエンスがさらに改善される予定です。
フィードバックを是非お送りください
新しいインスタンス起動ウィザードに関するご意見をお寄せいただきありがとうございます。お客様の
フィードバックを使用して、今後数か月間、ユーザーエクスペリエンスの改善を継続します。EC2 コン
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ソールから直接フィードバックを送信するか、このページの下部にある [Provide feedback] (フィードバッ
クの提供) リンクをクリックします。

インスタンスをすばやく起動する
テスト目的でインスタンスをすばやくセットアップするには、次のステップに従います。オペレーティン
グシステムとキーペアを選択し、デフォルト値を受け入れます。インスタンス起動ウィザードのすべての
パラメータについては、「定義済みのパラメータを使用したインスタンスの起動 (p. 519)」を参照してく
ださい。

インスタンスをすばやく起動するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

画面の上のナビゲーションバーで、現在の AWS リージョンが表示されます (例: 米国東部 (オハイ
オ))。インスタンスを起動するリージョンを選択します。一部の Amazon EC2 リソースはリージョン
間で共有できるため、この選択は重要です。詳細については、リソースの場所 (p. 1865) を参照して
ください。

3.

Amazon EC2 コンソールダッシュボードで、[インスタンスを起動] を選択します。
古い起動ウィザードが表示された場合は、現在選択しているリージョンでは新しいインスタンス起
動ウィザードがまだデフォルトビューではありません。新しいインスタンス起動ウィザードを開く
には、画面の右上にある [Opt-in to the new experience] (新しいエクスペリエンスを選択) を選択しま
す。

4.
5.

(オプション) [Names and tags] (名前とタグ) における [Name] (名前) では、インスタンス用にわかり
やすい名前を入力します。
[Application and OS Images (Amazon Machine Image)] (アプリケーションおよび OS イメージ
(Amazon マシンイメージ)) で [Quick Start] (クイックスタート) を選択し、インスタンスのオペレー
ティングシステム (OS) を選択します。

6.

[Key pair (login)] (キーペア (ログイン)) の [Key pair name] (キーペア名) で、既存のキーペアを選択す
るか、新しいキーペアを作成します。

7.

[Summary] (サマリー) パネルで、[Launch instance] (インスタンスの起動) を選択します。

定義済みのパラメータを使用したインスタンスの起動
キーペアを除き、インスタンス起動ウィザードはすべてのパラメータのデフォルト値を提供します。デ
フォルトの一部またはすべてを受け入れるか、各パラメータに独自の値を指定してインスタンスを設定す
ることができます。パラメータは、インスタンス起動ウィザードでグループ化されます。次の手順では、
各パラメータグループについて説明します。
インスタンス設定のパラメータ
• インスタンスの起動開始 (p. 519)
• 名前とタグ (p. 520)
• アプリケーションと OS イメージ (Amazon マシンイメージ) (p. 520)
•
•
•
•

インスタンスタイプ (p. 521)
キーペア (ログイン) (p. 522)
ネットワーク設定 (p. 522)
ストレージの設定 (p. 524)

• 高度な詳細 (p. 525)
• 概要 (p. 527)

インスタンスの起動開始
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

画面の上のナビゲーションバーで、現在の AWS リージョンが表示されます (例: 米国東部 (オハイ
オ))。インスタンスを起動するリージョンを選択します。一部の Amazon EC2 リソースはリージョン
間で共有できるため、この選択は重要です。詳細については、リソースの場所 (p. 1865) を参照して
ください。

3.

Amazon EC2 コンソールダッシュボードで、[インスタンスを起動] を選択します。
古い起動ウィザードが表示された場合は、現在選択しているリージョンでは新しいインスタンス起
動ウィザードがまだデフォルトビューではありません。新しいインスタンス起動ウィザードを開く
には、画面の右上にある [Opt-in to the new experience] (新しいエクスペリエンスを選択) を選択しま
す。

名前とタグ
インスタンス名はタグで、キーは [Name] (名前)、値は指定した名前です。インスタンス、ボリュー
ム、Elastic Graphics、ネットワークインターフェイスにタグ付けできます。スポットインスタンスの
場合、スポットインスタンスリクエストにのみタグを付けることができます。タグの詳細については、
「Amazon EC2 リソースのタグ付け (p. 1874)」を参照してください。
インスタンス名と追加のタグを指定することはオプションです。
• [Name] (名前) に、インスタンスのわかりやすい名前を入力します。名前を指定しない場合は、インスタ
ンスをその ID で識別できます。ID は、インスタンスの起動時に自動的に生成されます。
• タグを追加するには、[Add additional tag] (追加のタグを追加) を選択します。[Add tag] (タグを追加) を
選択し、キーと値を入力し、タグ付けするリソースタイプを選択します。追加するタグごとに [Add tag]
(タグを追加) を選択します。

アプリケーションと OS イメージ (Amazon マシンイメージ)
Amazon マシンイメージ (AMI) には、インスタンスの作成に必要な情報が含まれています。例えば、ある
AMI には、ウェブサーバーとして動作するために必要なソフトウェア (Windows、Apache、ウェブサイト
など) が含まれています。
適切な AMI は、次の手順で確認できます。AMI を検索する各オプションで、[Cancel] (キャンセル) (右上)
を選択すれば、AMI を選択せずにインスタンス起動ウィザードに戻ることができます。
検索バー
利用可能なすべての AMI を検索するには、AMI 検索バーにキーワードを入力し、[Enter] キーを押しま
す。AMI を選択するには、[Select] (選択) を選択します。
Recents (最新情報)
最近使用した AMI が表示されます。
[Recently launched] (最近の起動) または [Currently in use] (現在使用中) を選択し、[Amazon Machine
Image (AMI)] (Amazon マシンイメージ (AMI)) から AMI を選択します。
マイ AMI
お客様が所有しているプライベート AMI、またはお客様が共有しているプライベート AMI。
[Owned by me] (ユーザーによる所有) または [Shared with me] (共有されている) を選択し、[Amazon
Machine Image (AMI)] (Amazon マシンイメージ (AMI)) から AMI を選択します。
クイックスタート
AMI はオペレーティングシステム (OS) ごとにグループ化されているため、すぐに作業を開始できま
す。
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まず、必要な OS を選択し、次に [Amazon Machine Image (AMI)] (Amazon マシンイメージ (AMI))
で、AMI を選択します。無料利用枠の対象となる AMI を選択するには、AMI が [Free tier eligible] (無
料利用枠の対象) とマークされていることを確認してください。
Browse more AMIs (AMI をさらに表示する)
AMI カタログ全体を表示するには、[Browse more AMIs] (AMI をさらに表示する) を選択します。
• 利用可能な AMI すべてを検索するには、検索バーにキーワードを入力し、[Enter] キーを押します。
• Systems Manager パラメータを使用して AMI を検索するには、検索バーの右側にある矢印ボタン
を選択し、[Search by Systems Manager parameter] (Systems Manager パラメータで検索) を選択
します。詳細については、「Systems Manager パラメータを使用した AMI の検索 (p. 110)」を参照
してください。
• カテゴリで検索するには、[Quickstart AMIs] (AMI のクイックスタート)、[My AMIs] (私の
AMI)、[AWS Marketplace AMIs]、または [Community AMIs] (コミュニティ AMI) を選択します。
AWS Marketplace は、AMI を含む AWS 上で動作するソフトウェアを購入することができるオ
ンラインストアです。AWS Marketplace からのインスタンスの起動の詳細については、AWS
Marketplace インスタンスの起動 (p. 555) を参照してください。[Community AMIs] (コミュニティ
AMI) では、AWS のコミュニティのメンバーが他の人が利用可能とした AMI を見つけることがで
きます。Amazon または検証済みパートナーからの AMI は、[Verified provider] (検証済みプロバイ
ダー) のマークが付されます。
• AMI のリストをフィルターするには、画面左の [Refine results] (結果を絞り込む) で 1 つまたは複数
のチェックボックスをオンにします。フィルターオプションは、選択した検索カテゴリに応じて異
なります。
• 各 AMI の [Virtualization type] を確認します。必要なタイプはどの AMI かに注意してください。タ
イプは [hvm] または [paravirtual] です。例えば、一部のインスタンスタイプには HVM が必要です。
• 各 AMI に記載された [Boot Mode] (起動モード) を確認します。必要なブートモードがどの AMI を使
用するのか注意してください。必要なブートモードは legacy-bios または uefi です。詳細について
は、ブートモード (p. 21) を参照してください。
• ニーズを満たす AMI を選択し、[Select] を選択します。
AMI を変更するときに警告します
選択した AMI に関連付けられているボリュームまたはセキュリティグループの設定を変更し、別の AMI
を選択すると、現在の設定の一部が変更または削除されることを警告するウィンドウが開きます。セキュ
リティグループおよびボリュームに対する変更を確認できます。さらに、追加および削除されるボリュー
ムを表示することも、追加されるボリュームのみを表示することもできます。

インスタンスタイプ
インスタンスタイプは、インスタンスのハードウェア設定とサイズを定義します。インスタンスタイプが
大きくなると、CPU およびメモリも増えます。詳細については、「インスタンスタイプ」を参照してくだ
さい。
• [Instance type] (インスタンスタイプ) で、インスタンスのインスタンスタイプを選択します。
無料利用枠 - AWS アカウントを作成してから 12 か月未満の場合は、[t2.micro] インスタンスタイプま
たは ([t2.micro] が利用できないリージョンでは [t3.micro] インスタンスタイプ) を選択すると、無料利
用枠で Amazon EC2 を使用できます。インスタンスタイプが無料利用枠の下で適格である場合、それ
は [Free tier eligible] (無料利用枠適格) とラベル付けされます。t2.micro と t3.micro の詳細については、
「バーストパフォーマンスインスタンス (p. 218)」を参照してください。
• [Compare instance types] (インスタンスタイプの比較): vCPU の数、アーキテクチャ、メモリ量 (GiB)、
ストレージ量 (GB)、ストレージタイプ、ネットワークパフォーマンスなどの属性ごとにさまざまなイン
スタンスタイプを比較できます。

521

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
起動する

キーペア (ログイン)
[Key pair name] (キーペア名) には、既存のキーペアを選択するか、[Create new key pair] (新しいキーペア
を作成) を選択して新しいキーペアを作成します。詳細については、Amazon EC2 のキーペアと Windows
インスタンス (p. 1457) を参照してください。

Important
[Proceed without key pair] (キーペアなしで進む) オプションを選択した場合 (非推奨)、ユーザーが
別の方法でログインすることを許可するように設定された AMI を選択した場合でなければ、イン
スタンスに接続できなくなります。

ネットワーク設定
必要に応じて、ネットワーク設定を設定します。
• VPC: インスタンスに既存の VPC を選択します。デフォルト VPC を使用するか、作成した VPC を選択
します。詳細については、「the section called “仮想プライベートクラウド” (p. 1303)」を参照してくだ
さい。
• [サブネット]: インスタンスは、アベイラビリティーゾーン、ローカルゾーン、Wavelength
Zone、Outpost のいずれかに関連付けられたサブネットで起動できます。
アベイラビリティーゾーンでインスタンスを起動するには、インスタンスを起動するサブネットを選択
します。新しいサブネットを作成するには、[Create new subnet] を選択して Amazon VPC コンソール
に移動します。終了したらインスタンス起動ウィザードに戻り、[Refresh] (更新) アイコンを選択して一
覧にサブネットを読み込みます。
ローカルゾーンでインスタンスを起動するには、ローカルゾーン内に作成したサブネットを選択しま
す。
アウトポストでインスタンスを起動するには、アウトポストに関連付けられた VPC 内のサブネットを選
択します。
• [Auto-assign Public IP]: インスタンスがパブリック IPv4 アドレスを受け取るかどうかを指定します。デ
フォルトでは、デフォルトのサブネットにあるインスタンスはパブリック IPv4 アドレスを受け取ります
が、デフォルト以外のサブネットにあるインスタンスは受け取りません。[Enable] または [Disable] を選
択すると、これがサブネットのデフォルト設定より優先されます。詳細については、パブリック IPv4 ア
ドレス (p. 1177) を参照してください。
• [Firewall (security groups)] (ファイアウォール (セキュリティグループ)): セキュリティグループを使用し
てインスタンスのファイアウォールルールを定義します。このルールでは、どの着信ネットワークトラ
フィックをインスタンスに配信するかを指定します。他のトラフィックはすべて無視されます。セキュ
リティグループの詳細については、Windows インスタンス用の Amazon EC2 Amazon セキュリティグ
ループ (p. 1469) を参照してください。
ネットワークインターフェイスを追加する場合、ネットワークインターフェイスに同じセキュリティグ
ループを指定する必要があります。
次のようにセキュリティグループを選択または作成します。
• VCP に既存のセキュリティグループを選択するには、[Select existing security group] (既存のセキュリ
ティグループを選択) を選択し、[Common security groups] (共通セキュリティグループ) からセキュリ
ティグループを選択します。
• VCP に新しいセキュリティグループを作成するには、[Create security group] (セキュリティグループ
の作成) を選択します。インスタンス起動ウィザードは、launch–wizard-x セキュリティグループを自
動的に定義し、セキュリティグループルールをすばやく追加するために次のチェックボックスを提供
します。
[Allow SSH traffic from] (次のものから SSH トラフィックを許可) — (SSH (ポート 22)) [RDP (port
3389)] (RDP (ポート3389)) にインスタンスへの接続を許可するインバウンドルールを作成します。ト
ラフィックが[Anywhere] (どこでも)、[Custom] (カスタム)、または [My IP] (マイ IP) から来るのかど
うかを指定します。
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[Allow HTTPs traffic from the internet] (インターネットから HTTPS トラフィックを許可) - 任意の場所
からのインターネットトラフィックを許可するポート 443 (HTTPS) を開くインバウンドルールを作成
します。インスタンスがウェブサーバーである場合、このルールが必要です。
[Allow HTTP traffic from the internet] (インターネットから HTTPS トラフィックを許可) - 任意の場所
からのインターネットトラフィックを許可するポート 80 (HTTP) を開くインバウンドルールを作成し
ます。インスタンスがウェブサーバーである場合、このルールが必要です。
ニーズに応じてこれらのルールを編集してルールを追加できます。
ルールを編集または追加するには、[Edit] (編集) を選択します (右上)。ルールを追加するには、[Add
security group rule] (セキュリティグループルールの追加) を選択します。[Type] (タイプ) で、ネット
ワークトラフィックタイプを選択します。[Protocol] (プロトコル) フィールドには、ネットワークトラ
フィックの送信を可能とするため、プロトコルが自動的に入力されます。[Source type] (送信元タイ
プ) で送信元のタイプを選択します。[My IP] (マイ IP) を選択し、インスタンス起動ウィザードでコン
ピュータのパブリック IP アドレスを追加します。ただし、ISP 経由で、またはファイアウォールの内
側から静的な IP アドレスなしで接続している場合は、クライアントコンピュータで使用されている
IP アドレスの範囲を見つける必要があります。

Warning
すべての IP アドレス (0.0.0.0/0) から SSH や RDP でインスタンスにアクセスできるよう
にするルールは、テスト用のインスタンスを短時間で立ち上げ、すぐに停止または終了させ
る場合には許容されますが、本番環境では危険です。特定の IP アドレスまたは特定のアドレ
ス範囲にのみ、インスタンスへのアクセスを限定してください。
• [Advanced network configuration] (アドバンストネットワーク設定) — サブネットを選択した場合のみ使
用できます。
ネットワークインターフェイス
• [Device index] (デバイスインデックス): ネットワークカードのインデックス。プライマリネットワー
クインターフェイスは、ネットワークカードインデックス 0 に割り当てる必要があります。インスタ
ンスタイプによっては、複数のネットワークカードがサポートされているものもあります。
• [Network Interface] (ネットワークインターフェイス): [New interface] (新しいインターフェイス) を選
択して Amazon EC2 によって新しいインターフェイスを作成するか、既存の使用できるネットワーク
インターフェイスを選択します。
• [説明]: (オプション) 新しいネットワークインターフェイスの説明。
• [Subnet] (サブネット): 新しいネットワークインターフェイスを作成するサブネット。プライマリ
ネットワークインターフェイス (eth0) の場合、これはインスタンスが起動する先のサブネットで
す。eth0 に既存のネットワークインターフェイスを入力すると、インスタンスはネットワークイン
ターフェイスが存在するサブネット内で起動します。
• [セキュリティグループ]: ネットワークインターフェイスを関連付ける VPC 内の 1 つ以上のセキュリ
ティグループ。
• [プライマリ IP]: サブネットの範囲からの プライマリプライベート IPv4 アドレス。Amazon EC2 で自
分用のプライベート IPv4 アドレスを選択するには、空白のままにします。
• [Secondary IP] (セカンダリ IP): サブネットの範囲内にある 1 つまたは複数の追加のプライベート
IPv4 アドレス。[Manually assign] (手動割り当て) を選択し、IP アドレスを入力します。別の IP アド
レスを追加するには、[Add IP] (IP の追加) を選択します。または、Amazon EC2 により自動で割り当
てるようにするには、[Automatically assign] (自動割り当て) を選択し、追加する IP アドレスの数を入
力します。
• (IPv6 のみ) [IPv6 IP]: サブネットの範囲の IPv6 アドレス。[Manually assign] (手動割り当て) を選択
し、IP アドレスを入力します。別の IP アドレスを追加するには、[Add IP] (IP の追加) を選択しま
す。または、Amazon EC2 により自動で割り当てるようにするには、[Automatically assign] (自動割り
当て) を選択し、追加する IP アドレスの数を入力します。
• [IPv4 Prefixes] (IPv4 プレフィクス): ネットワークインターフェイスの IPv4 プレフィクス。
• [IPv6 Prefixes] (IPv6 プレフィクス): ネットワークインターフェイスの IPv6 プレフィクス。
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• [終了時に削除]: インスタンス終了時にネットワークインターフェイスを削除するかどうか。
• Elastic Fabric Adapter: ネットワークインターフェイスが Elastic Fabric Adapter かどうかを示しま
す。詳細については、「Elastic Fabric Adapter」を参照してください。
セカンダリネットワークインターフェイスを追加するには、[Add network interface] (ネットワークイン
ターフェイスを追加する) を選択します。セカンダリネットワークインターフェイスは、インスタンス
と同じアベイラビリティーゾーンにある場合は、VPC の別のサブネットに存在できます。
詳細については、Elastic Network Interface (p. 1236) を参照してください。複数のネットワークイン
ターフェイスを指定した場合、インスタンスはパブリック IPv4 アドレスを受け取ることはできません。
さらに、eth0 に既存のネットワークインターフェイスを指定した場合、[Auto-assign Public IP] を使用し
てサブネットのパブリック IPv4 設定をオーバーライドする操作は禁止されます。詳細については、イン
スタンス起動時のパブリック IPv4 アドレスの割り当て (p. 1181) を参照してください。

ストレージの設定
選択した AMI には、ルートボリュームを含む、1 つまたは複数のストレージボリュームが含まれます。イ
ンスタンスにアタッチする追加のボリュームを指定できます。
[Simple] (シンプル) または [Advanced] (アドバンスト) ビューを使用できます。[Simple] (シンプル)
ビューでは、ボリュームのサイズとタイプを指定します。すべてのボリュームパラメータを指定するに
は、[Advanced] (アドバンスト) ビュー (カードの右上) を選択します。
[Advanced] (アドバンスト) ビューでは、各ボリュームを以下のように設定できます。
• [Storage type] (ストレージタイプ): インスタンスと関連付ける Amazon EBS またはインスタンススト
アボリュームを選択します。一覧で利用できるボリュームタイプは、選択したインスタンスタイプに応
じて異なります。詳細については、「Amazon EC2 インスタンスストア (p. 1793)」および「Amazon
EBS ボリューム (p. 1503)」を参照してください。
• [Device name] (デバイス名): ボリュームで利用できるデバイス名の一覧から選択します。
• [Snapshot] (スナップショット): ボリュームを復元するスナップショットを選択します。[Snapshot] (ス
ナップショット) フィールドにテキストを入力して、利用できる共有スナップショットとパブリックス
ナップショットを検索することもできます。
• [Size (GiB)] (サイズ (GiB)): EBS ボリュームの場合、ストレージサイズを指定できます。無料利用枠の対
象となる AMI とインスタンスを選択した場合でも、無料利用枠内に収めるには、合計ストレージを 30
GiB 以下に維持する必要があることに注意してください。詳細については、EBS ボリュームのサイズと
設定の制限 (p. 1524) を参照してください。
• [Volume type] (ボリュームタイプ): EBS ボリュームの場合、ボリュームタイプを選択します。詳細につ
いては、Amazon EBS ボリュームの種類 (p. 1506) を参照してください。
• [IOPS]: Provisioned IOPS SSD ボリュームタイプを選択した場合は、ボリュームがサポートできる I/O
オペレーション/秒 (IOPS) を入力できます。
• [Delete on termination] (終了時に削除): Amazon EBS ボリュームで、インスタンスの終了時にボリュー
ムを削除する場合は [Yes] (はい) を選択し、ボリュームを保持する場合は [No] (いいえ) を選択します。
詳細については、インスタンスの終了時の Amazon EBS ボリュームの保持 (p. 584) を参照してくださ
い。
• [Encrypted] (暗号化): インスタンスタイプが EBS 暗号化をサポートしている場合、[Yes] (はい) を選択
し、ボリュームの暗号化を有効にできます。このリージョンでデフォルトで暗号化を有効にした場合、
暗号化は有効になります。詳細については、Amazon EBS 暗号化 (p. 1719) を参照してください。
• [KMS Key] (KMS キー): [Encrypted] (暗号化) で [Yes] (はい) を選択し、ボリュームで暗号化を使用する
場合には、カスタマーマネージド型キーを選択する必要があります。このリージョンでデフォルトの
暗号化を有効にした場合は、自動的にデフォルトのカスタマーマネージド型キーが選択されます。別の
キーを選択するか、作成したカスタマーマネージド型キーの ARN を指定できます。
• [File systems] (ファイルシステム): Amazon EFS または Amazon FSx ファイルシステムをインスタンス
にマウントします。Amazon EFS ファイルシステムのマウントの詳細については、「Amazon EC2 での
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Amazon EFS の使用 (p. 1811)」を参照してください。Amazon FSx ファイルシステムのマウントの詳
細については、「Amazon EC2 での Amazon FSx の使用 (p. 1811)」を参照してください。

高度な詳細
[Advanced details] で、セクションを開いてフィールドを表示し、インスタンスの追加パラメータを指定し
ます。
• [Purchasing option] (購入オプション): [Request Spot Instances] (スポットインスタンスのリクエス
ト) を選択して、オンデマンド価格を上限とするスポット料金でスポットインスタンスをリクエスト
し、[Customize] (カスタマイズ) を選択して、スポットインスタンスのデフォルト設定を変更します。
上限料金を設定し (非推奨)、リクエストタイプ、リクエスト期間、中断動作を変更できます。スポット
インスタンスをリクエストしない場合、Amazon EC2 はデフォルトでオンデマンドインスタンスを起動
します。詳細については、「スポットインスタンスリクエストを作成する (p. 375)」を参照してくださ
い。
• [ドメイン結合ディレクトリ]: 起動後の Windows インスタンスを結合する先の AWS Directory Service
ディレクトリ (ドメイン) を選択します。ドメインを選択する場合は、必要なアクセス許可を持つ IAM
ロールを選択する必要があります。詳細については、「Windows EC2 インスタンスをシームレスに結合
する」を参照してください。
• [IAM instance profile] (IAM インスタンスプロファイル): インスタンスに関連付ける AWS Identity and
Access Management (IAM) インスタンスプロファイルを選択します。詳細については、Amazon EC2 の
IAM ロール (p. 1442) を参照してください。
• [Hostname type] (ホスト名タイプ): インスタンスのゲスト OS ホスト名をリソース名または IP 名に含め
るかどうかを選択します。詳細については、Amazon EC2 インスタンスのホスト名のタイプ (p. 1193)
を参照してください。
• [DNS Hostname] (DNS ホスト名): リソース名または IP 名への DNS クエリが、([Hostname type] (ホス
ト名タイプ) に何を選択したのかによって) IPv4 アドレス (A レコード)、IPv6 アドレス (AAAA レコー
ド)、またはその両方で応答するかどうかを決定します。詳細については、Amazon EC2 インスタンスの
ホスト名のタイプ (p. 1193) を参照してください。
• [Shutdown behavior]: シャットダウン時にインスタンスを停止するか終了するかを選択します。詳細に
ついては、インスタンスによって起動されたシャットダウン動作の変更 (p. 583) を参照してくださ
い。
• [Stop - Hibernate behavior] (停止 – 休止動作): 休止を有効にするには、[Enable] (有効) を選択します。こ
のフィールドは、インスタンスが休止の前提条件を満たしている場合にのみ使用できます。詳細につい
ては、オンデマンドの Windows インスタンスを休止状態にする (p. 564) を参照してください。
• [Termination protection] (終了の保護): 偶発的な終了を防ぐには、[Enable] (有効) を選択します。詳細に
ついては、「削除保護の有効化 (p. 582)」を参照してください。
• 停止保護: 偶発的な停止を防ぐには、[Enable] (有効化) を選択します。詳細については、「停止保護を有
効にします (p. 561)」を参照してください。
• [Detailed CloudWatch monitoring] (詳細な CloudWatch モニタリング): Amazon CloudWatch を使用した
インスタンスの詳細なモニタリングをオンにする場合、[Enable] (有効) を選択します。別途 料金がかか
ります。詳細については、CloudWatch を使用したインスタンスのモニタリング (p. 1118) を参照してく
ださい。
• [Elastic GPU]: インスタンスにアタッチする Elastic Graphics アクセラレーターを選択します。Elastic
Graphics をサポートしないインスタンスタイプもあります。詳細については、Amazon Elastic
Graphics (p. 1068) を参照してください。
• [Credit specification] (クレジット指定): アプリケーションがベースラインを越えて必要なだけバーストで
きることを有効にするには、[Unlimited] (無制限) を選択します。このフィールドは、T インスタンスで
のみ有効です。追加料金が適用される場合があります。詳細については、バーストパフォーマンスイン
スタンス (p. 218) を参照してください。
• [プレイスメントグループ名]: インスタンスを起動する先のプレイスメントグループを指定します。既存
のプレイスメントグループを選択するか、新しいプレイスメントグループを作成することができます。
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すべてのインスタンスタイプが、プレイスメントグループでのインスタンスの起動をサポートしている
わけではありません。詳細については、プレイスメントグループ (p. 1286) を参照してください。
• [EBS-optimized instance] (EBS 最適化インスタンス): Amazon EBS に最適化されたインスタンスは、
最適化された設定スタックを使用し、Amazon EBS I/O に対して追加の専用容量を提供します。ご使用
のインスタンスタイプでこの機能がサポートされている場合は、[Enable] (有効) を選択して有効にしま
す。別途 料金がかかります。詳細については、Amazon EBS 最適化インスタンスを使用する (p. 1738)
を参照してください。
• [Capacity Reservation] (キャパシティ予約): インスタンスを起動するキャパシティ予約を指定します。
任意のキャパシティ予約 ([Open] (オープン))、特定のキャパシティ予約 ([Target by ID] (ID を対象とす
る))、またはキャパシティ予約グループ ([Target by group] (グループを対象とする)) のいずれかから選択
します。キャパシティ予約を使用しないように指定するには、[None] (なし) を選択します。詳細につい
ては、既存の キャパシティーの予約 へのインスタンスの起動 (p. 478) を参照してください。
• [テナンシー]: インスタンスを共有ハードウェア ([共有])、独立した専有ハードウェア ([専有])、あるい
は Dedicated Host ([Dedicated host (専有ホスト)])で実行するかを選択します。Dedicated Host でインス
タンスを起動する場合は、インスタンスをホストリソースグループ内で起動するかどうかを指定できま
す。または、特定の Dedicated Host をターゲットとして設定できます。追加料金が適用される場合があ
ります。詳細については、「Dedicated Instances (p. 466)」および「Dedicated Hosts (p. 429)」を参
照してください。
• [RAM disk ID] (RAM ディスク ID): (準仮想化 (PV) AMI に対してのみ有効) インスタンスの RAM ディス
クを選択します。カーネルを選択した場合は、サポートするドライバーと共に特定の RAM ディスクを
選択しなければならない可能性があります。
• [Kernel ID] (カーネル ID): (準仮想化 (PV) AMI に対してのみ有効) インスタンスのカーネルを選択しま
す。
• [Nitro Enclaves]: Amazon EC2 インスタンスから、エンクレーブと呼ばれる分離された実行環境を作成
することを許可します。AWS Nitro Enclaves のインスタンスを有効にするには、[Enable] (有効) を選択
します。詳細については、「AWS Nitro Enclaves ユーザーガイド」の「AWS Nitro Enclaves とは」を参
照してください。
• [ライセンス設定]: 指定したライセンス設定に対してインスタンスを起動して、ライセンスの使用状
況を追跡できます。詳細については、AWS License Manager ユーザーガイドの「Create a license
configuration」(ライセンス設定の作成) を参照してください。
• [Metadata accessible]: インスタンスメタデータへのアクセスを有効または無効にできます。詳細につい
ては、新規インスタンスのインスタンスメタデータオプションの設定 (p. 799) を参照してください。
• [Metadata transport] (メタデータの転送): インスタンスがリンクローカル IMDSv2 IPv6 アドレス
(fd00:ec2::254) に到達できるようにして、インスタンスのメタデータを取得します。このオプショ
ンは、IPv6 専用サブネットで Nitro System 上に構築されたインスタンス (p. 201) を起動している場合に
のみ使用できます。インスタンスメタデータの取得の詳細については、「インスタンスメタデータの取
得 (p. 804)」を参照してください。
• [Metadata version]: インスタンスメタデータへのアクセスを有効にする場合、インスタンスメタデータ
をリクエストするときに インスタンスメタデータサービスバージョン 2 の使用を必須にすることができ
ます。詳細については、新規インスタンスのインスタンスメタデータオプションの設定 (p. 799) を参
照してください。
• [メタデータレスポンスのホップ制限]: インスタンスメタデータを有効にする場合、メタデータトークン
に許容されるネットワークホップ数を設定できます。詳細については、新規インスタンスのインスタン
スメタデータオプションの設定 (p. 799) を参照してください。
• [Allow tags in metadata] (メタデータ内のタグを許可する): [Enable] (有効) を選択した場合、インスタン
スはメタデータ内のすべてのタグへのアクセスを許可します。値を指定しない場合、インスタンスメタ
データ内のタグへのアクセスはデフォルトで無効になります。詳細については、インスタンスメタデー
タのタグへのアクセスを許可する (p. 1887) を参照してください。
• [ユーザーデータ]: 起動時にインスタンスを設定するユーザーデータ、または設定スクリプトを実行する
ユーザーデータを指定できます。詳細については、「Windows インスタンスでの起動時のコマンドの実
行 (p. 786)」を参照してください。
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概要
[Summary] (サマリー) パネルを使用して、起動するインスタンスの数を指定し、インスタンス構成を確認
し、インスタンスを起動します。
• [Number of instances]: 起動するインスタンスの数を入力します。すべてのインスタンスは、同じ設定で
起動します。

Tip
インスタンスの起動を高速化するには、大きなリクエストをより小さなバッチに分割します。
例えば、1 つの起動リクエストに 500 インスタンスが含まれている場合は、それを 5 つの起動
リクエスト (各 100 インスタンス) に分割します。
• (オプション) 複数のインスタンスを指定した場合は、アプリケーションの要求に対処できるだけのイ
ンスタンス数が確保されるように、[consider EC2 Auto Scaling] (EC2 Auto Scaling を考慮) を選択して
起動テンプレートと Auto Scaling グループを作成することができます。Auto Scaling によって、指定
どおりにグループのインスタンス数がスケーリングされます。詳細については、「Amazon EC2 Auto
Scaling ユーザーガイド」を参照してください。

Note
Amazon EC2Auto Scaling が Auto Scaling グループ内のインスタンスを異常とマークすると、
そのインスタンスの置き換えが自動的にスケジュールされます。この場合、インスタンスは終
了されて別のインスタンスが起動され、元のインスタンスのデータは失われます。インスタン
スを停止または再起動するか、別のイベントがインスタンスを異常としてマークすると、イン
スタンスは異常としてマークされます。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユー
ザーガイド」の「Auto Scaling インスタンスのヘルスチェック」を参照してください。
• インスタンスの詳細を確認し、必要な変更を加えます。[Summary] (サマリー) パネルのリンクを選択す
ると、セクションに直接移動することができます。
• インスタンスを起動する準備ができたら、[Launch instance] (インスタンスの起動) を選択します。
インスタンスが起動しないか、状態が running ではなくすぐに terminated になる場合は、「インス
タンスの起動に関する問題のトラブルシューティング (p. 1904)」を参照してください。
(オプション) インスタンスの請求アラートを作成できます。確認画面で、[Next Steps] (次のステップ)
で [Create billing alerts] (請求アラートの作成) を選択し、指示に従います。請求アラートは、インスタン
スの起動後に作成することもできます。詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の
「推定の AWS 料金をモニタリングする請求アラームを作成」を参照してください。

古いインスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する
Important
新しいインスタンス起動ウィザードに対応している AWS リージョン では、古いインスタンス起
動ウィザードは使用できません。各リージョンは新しい起動エクスペリエンスか古い起動エクス
ペリエンスのどちらかに対応していますが、両方には対応していません。
古いインスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動できるのは、リージョンが古い起動エク
スペリエンスをサポートしている場合のみです。インスタンスの起動ウィザードでは、インスタンスの
起動に必要なすべての起動パラメータを指定します。インスタンスの起動ウィザードでデフォルト値が
用意されている場合、デフォルト値を使用するか、独自の値を指定できます。インスタンスを起動するに
は、AMI とキーペアを指定する必要があります。
新しいインスタンス起動ウィザードの使用については、「新しいインスタンス起動ウィザードを使用して
インスタンスを起動する (p. 517)」を参照してください。
インスタンスを起動する前に、セットアップが終了していることを確認してください。詳細について
は、Amazon EC2 を使用するようにセットアップする (p. 5) を参照してください。
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Important
AWS 無料利用枠に含まれないインスタンスを起動すると、アイドル状態であっても、インスタン
スの実行中は料金が発生します。
インスタンスを起動するためのステップ:
• インスタンスの起動開始 (p. 528)
• ステップ 1: Amazon Machine Image (AMI) を選択する (p. 528)
• ステップ 2: インスタンスタイプを選択する (p. 529)
• ステップ 3: インスタンスの詳細を設定する (p. 529)
• ステップ 4: ストレージを追加する (p. 532)
• ステップ 5: タグの追加 (p. 533)
• ステップ 6: セキュリティグループを設定する (p. 533)
• ステップ 7: インスタンスの起動を確認し、キーペアを選択する (p. 534)

インスタンスの起動開始
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

画面の上のナビゲーションバーで、現在のリージョンが表示されます (例: US East (Ohio))。ニーズを
満たすインスタンスのリージョンを選択します。一部の Amazon EC2 リソースはリージョン間で共
有できるため、この選択は重要です。詳細については、リソースの場所 (p. 1865) を参照してくださ
い。

3.

Amazon EC2 コンソールダッシュボードで、[インスタンスを起動] を選択します。

ステップ 1: Amazon Machine Image (AMI) を選択する
インスタンスを起動するときに、Amazon Machine Image (AMI) と呼ばれる設定を選択する必要がありま
す。AMI には、新しいインスタンスの作成に必要な情報が含まれています。例えば、ある AMI には、ウェ
ブサーバーとして動作するために必要なソフトウェア (、Windows、Apache、ウェブサイトなど) が含ま
れています。
インスタンスを作成する場合は、リストから AMI を選択するか、AMI ID をポイントする Systems
Manager パラメータを選択することができます。詳細については、「Systems Manager パラメータを使用
した AMI の検索 」を参照してください。
[Amazon マシンイメージ (AMI)] ページで、AMI を選択する 2 つの方法のいずれかを使用します。その方
法は、AMI のリストから探す (p. 528)か、Systems Manager パラメータで探す (p. 529)かです。

AMI のリストから探す
1.

左ペインで、使用する AMI のタイプを選択します。
クイックスタート
すぐに作業を開始できるように、一般的な AMI を選択します。無料利用枠の対象となる AMI を
選択するには、左ペインで [無料利用枠のみ] を選択します これらの AMI は [Free tier eligible] と
表示されます。
マイ AMI
お客様が所有しているプライベート AMI、またはお客様が共有しているプライベート AMI。共有
している AMI を表示するには、左ペインの [自分と共有] を選択します。

528

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
起動する

AWS Marketplace
AMI も含めて、AWS で実行するソフトウェアを購入できるオンラインストア。AWS Marketplace
からのインスタンスの起動の詳細については、AWS Marketplace インスタンスの起動 (p. 555)
を参照してください。
コミュニティ AMI
AWS コミュニティのメンバーが、メンバー以外でも使用できるようにした AMI。オペレーティン
グシステムを条件として AMI のリストをフィルタリングするには、[Operating system] の該当す
るチェックボックスをオンにします。アーキテクチャおよびルートデバイスタイプを条件として
フィルタリングすることもできます。
2.

各 AMI の [Virtualization type] を確認します。必要なタイプはどの AMI かに注意してください。タイ
プは hvm または paravirtual です。例えば、一部のインスタンスタイプには HVM が必要です。

3.

各 AMI の [Boot Mode] を確認します。必要なブートモード（legacy-bios または uefi ）をどの
AMI が使用しているか注意を払ってください。必要なブートモードがどの AMI を使用するのか注意し
てください。詳細については、ブートモード (p. 21) を参照してください。

4.

ニーズを満たす AMI を選択し、[Select] を選択します。

Systems Manager パラメータで探す
1.

[Search by Systems Manager parameter (Systems Manager パラメータで検索)] (右上) を選択しま
す。

2.

[Systems Manager parameter (Systems Manager パラメータ)] でパラメータを選択します。対応する
AMI ID が [Currently resolves to (現在対応するもの)] の横に表示されます。

3.

[検索] を選択します。AMI ID に一致する AMI がリストに表示されます。

4.

リストから AMI を選択し、[Select (選択)] を選択します。

ステップ 2: インスタンスタイプを選択する
[Choose an Instance Type] ページで、起動するインスタンスのハードウェア設定とサイズを選択します。
インスタンスタイプが大きくなると、CPU およびメモリも増えます。詳細については、インスタンスタイ
プ (p. 194) を参照してください。
無料利用枠を利用し続けるには、t2.micro インスタンスタイプを選択します (t2.micro が利用できないリー
ジョンでは t3.micro インスタンスタイプを選択します)。インスタンスタイプが無料利用枠の下で適格であ
る場合、それは [Free tier eligible] (無料利用枠適格) とラベル付けされます。t2.micro と t3.micro の詳細に
ついては、「バーストパフォーマンスインスタンス (p. 218)」を参照してください。
デフォルトでは、ウィザードには現行世代のインスタンスタイプが表示され、お客様が選択した AMI に基
づいて使用可能な最初のインスタンスタイプが選択されます。旧世代のインスタンスタイプを表示するに
は、フィルタリストから [All generations] を選択します。

Note
テスト目的でインスタンスをすばやくセットアップする必要がある場合は、[Review and Launch]
を選択し、デフォルトの設定を受け入れてインスタンスを起動します。それ以外の場合は、イン
スタンスをさらに設定するために、[Next: Configure Instance Details] を選択します。

ステップ 3: インスタンスの詳細を設定する
[Configure Instance Details] ページで、必要に応じて次の設定を変更し (すべての設定を表示するには
[Advanced Details] を展開)、[Next: Add Storage] を選択します。
• [Number of instances]: 起動するインスタンスの数を入力します。
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Tip
インスタンスの起動を高速化するには、大きなリクエストをより小さなバッチに分割します。
例えば、1 つの起動リクエストに 500 インスタンスが含まれている場合は、それを 5 つの起動
リクエスト (各 100 インスタンス) に分割します。
• (オプション) アプリケーションで需要を処理するためにインスタンスの正しい数を確実に維持するに
は、[Launch into Auto Scaling Group (Auto Scaling グループに作成する)] を選択して起動設定と Auto
Scaling グループを作成します。Auto Scaling によって、指定どおりにグループのインスタンス数がス
ケーリングされます。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」を参照してくだ
さい。

Note
Amazon EC2Auto Scaling が Auto Scaling グループ内のインスタンスを異常とマークすると、
そのインスタンスの置き換えが自動的にスケジュールされます。この場合、インスタンスは終
了されて別のインスタンスが起動され、元のインスタンスのデータは失われます。インスタン
スを停止または再起動するか、別のイベントがインスタンスを異常としてマークすると、イン
スタンスは異常としてマークされます。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユー
ザーガイド」の「Auto Scaling インスタンスのヘルスチェック」を参照してください。
• [購入のオプション]: [スポットインスタンスのリクエスト] を選択してスポットインスタンスを起動しま
す。このページからオプションの追加と削除を行います。オプションで最大料金を設定でき (非推奨)、
オプションでリクエストタイプ、中断動作、およびリクエストの有効性を変更できます。詳細について
は、「スポットインスタンスリクエストを作成する (p. 375)」を参照してください。
• [Network] (ネットワーク): VPC を選択します。または新しい VPC を作成するには、[Create new VPC]
(新しい VPC の作成) を選択して Amazon VPC コンソールに移動します。終了したらインスタンス起動
ウィザードに戻り、[Refresh] (更新) を選択して一覧に VPC を読み込みます。
• [サブネット]: インスタンスは、アベイラビリティーゾーン、ローカルゾーン、Wavelength
Zone、Outpost のいずれかに関連付けられたサブネットで起動できます。
アベイラビリティーゾーンでインスタンスを起動するには、インスタンスを起動するサブネットを選択
します。[指定なし] を選択して、AWS で任意のアベイラビリティーゾーンのデフォルトサブネットを自
動的に選択できます。新しいサブネットを作成するには、[Create new subnet] を選択して Amazon VPC
コンソールに移動します。終了したらウィザードに戻り、[Refresh] を選択して一覧にサブネットを読み
込みます。
ローカルゾーンでインスタンスを起動するには、ローカルゾーン内に作成したサブネットを選択しま
す。
アウトポストでインスタンスを起動するには、アウトポストに関連付けられた VPC 内のサブネットを選
択します。
• [Auto-assign Public IP]: インスタンスがパブリック IPv4 アドレスを受け取るかどうかを指定します。デ
フォルトでは、デフォルトのサブネットにあるインスタンスはパブリック IPv4 アドレスを受け取ります
が、デフォルト以外のサブネットにあるインスタンスは受け取りません。[Enable] または [Disable] を選
択すると、これがサブネットのデフォルト設定より優先されます。詳細については、パブリック IPv4 ア
ドレス (p. 1177) を参照してください。
• [Auto-assign IPv6 IP]: インスタンスがサブネットの範囲から IPv6 アドレスを受け取るかどうかを指定
します。[Enable] または [Disable] を選択すると、これによりサブネットのデフォルト設定がオーバーラ
イドされます。このオプションは IPv6 CIDR ブロックを VPC とサブネットに関連付けた場合にのみ使
用できます。詳細については、[Amazon VPC User Guide] (Amazon VPC ユーザーガイド) の [Associate
IPv6 CIDR blocks with your VPC] (IPv6 CIDR ブロックと VPC の関連付け) を参照してください。
• [Hostname type] (ホスト名タイプ): インスタンスのゲスト OS ホスト名をリソース名または IP 名に含め
るかどうかを選択します。詳細については、Amazon EC2 インスタンスのホスト名のタイプ (p. 1193)
を参照してください。
• [DNS Hostname] (DNS ホスト名): リソース名または IP 名への DNS クエリが、([Hostname type] (ホス
ト名タイプ) に何を選択したのかによって) IPv4 アドレス (A レコード)、IPv6 アドレス (AAAA レコー
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ド)、またはその両方で応答するかどうかを決定します。詳細については、Amazon EC2 インスタンスの
ホスト名のタイプ (p. 1193) を参照してください。
• [ドメイン結合ディレクトリ]: 起動後の Windows インスタンスを結合する先の AWS Directory Service
ディレクトリ (ドメイン) を選択します。ドメインを選択する場合は、必要なアクセス許可を持つ IAM
ロールを選択する必要があります。詳細については、「Windows EC2 インスタンスをシームレスに結合
する」を参照してください。
• [プレイスメントグループ]: プレイスメントグループは、インスタンスの配置戦略を決定します。既存
のプレイスメントグループを選択するか、新しいグループを作成します。このオプションは、プレイス
メントグループをサポートするインスタンスタイプを選択した場合にのみ使用できます。詳細について
は、プレイスメントグループ (p. 1286) を参照してください。
• キャパシティーの予約: インスタンスを共有キャパシティー、任意の open キャパシティーの予約、特定
の キャパシティーの予約、または キャパシティーの予約 グループのどれに起動するかを指定します。
詳細については、既存の キャパシティーの予約 へのインスタンスの起動 (p. 478) を参照してくださ
い。
• [IAM ロール]: インスタンスに関連付ける AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを選択し
ます。詳細については、Amazon EC2 の IAM ロール (p. 1442) を参照してください。
• CPU オプション: 起動中に [CPU オプションを指定] を選択して、カスタム数の vCPU を指定しま
す。CPU コアの数とコアごとのスレッド数を設定します。詳細については、CPU オプションの最適
化 (p. 754) を参照してください。
• [Shutdown behavior]: シャットダウン時にインスタンスを停止するか終了するかを選択します。詳細に
ついては、インスタンスによって起動されたシャットダウン動作の変更 (p. 583) を参照してくださ
い。
• [Stop - Hibernate behavior]: 休止を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。このオ
プションは、インスタンスが休止の前提条件を満たしている場合にのみ使用できます。詳細について
は、オンデマンドの Windows インスタンスを休止状態にする (p. 564) を参照してください。
• [Enable termination protection]: 偶発的な終了を防ぐには、このチェックボックスをオンにします。詳細
については、「削除保護の有効化 (p. 582)」を参照してください。
• 停止保護の有効化: 偶発的な停止を防ぐには、このチェックボックスをオンにします。詳細については、
「停止保護を有効にします (p. 561)」を参照してください。
• [Monitoring] (モニタリング): Amazon CloudWatch を使用したインスタンスの詳細モニタリングを
有効にするには、このチェックボックスをオンにします。別途 料金がかかります。詳細について
は、CloudWatch を使用したインスタンスのモニタリング (p. 1118) を参照してください。
• [EBS 最適化インスタンス]: Amazon EBS 最適化インスタンスは、最適化された設定スタックを使用
し、Amazon EBS I/O に対して追加の専用容量を提供します。ご使用のインスタンスタイプでこの機能
がサポートされている場合は、このチェックボックスをオンにして有効化します。追加の変更が適用さ
れます。詳細については、Amazon EBS 最適化インスタンスを使用する (p. 1738) を参照してくださ
い。
• [Tenancy]: VPC でインスタンスを起動する場合、独立した専用のハードウェア ([Dedicated]) または
Dedicated Host ([Dedicated host]) を選択できます。追加料金が適用される場合があります。詳細につい
ては、「Dedicated Instances (p. 466)」および「Dedicated Hosts (p. 429)」を参照してください。
• [T2/T3 Unlimited]: このチェックボックスをオンにすると、アプリケーションがベースラインを越え
て必要なだけバーストできるようになります。追加料金が適用される場合があります。詳細について
は、バーストパフォーマンスインスタンス (p. 218) を参照してください。
• [Network interfaces]: 特定のサブネットを選択すると、インスタンスに対して最大 2 つのネットワークイ
ンターフェイスを指定できます。
• [Network Interface] で、[New network interface] を選択して AWS によって新しいインターフェイスを
作成するか、既存の使用できるネットワークインターフェイスを選択します。
• [Primary IP] で、サブネットの範囲からプライベート IPv4 アドレスを入力するか、[Auto-assign] をデ
フォルトのままにしてプライベート IPv4 アドレスが AWS によって自動的に選択されるようにしま
す。
• 選択したネットワークインターフェイスに対して複数のプライベート IPv4 アドレスを割り当てるに
は、[Secondary IP addresses] で [Add IP] を選択します。
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• (IPv6 のみ) [IPv6 IPs] で [Add IP] (IP の追加) をクリックした後、サブネット範囲内の IPv6 アドレス
を入力します。あるいは、[Auto-assign] (自動的に割り当て) をそのまま受け入れて、IPv6 アドレスが
AWS によって自動的に選択されるようにします。
• ネットワークカードインデックス: ネットワークカードのインデックス。プライマリネットワークイン
ターフェイスは、ネットワークカードインデックス 0 に割り当てる必要があります。インスタンスタ
イプによっては、複数のネットワークカードがサポートされているものもあります。
• [Add Device] を選択して、セカンダリネットワークインターフェイスを追加します。セカンダリネッ
トワークインターフェイスは、インスタンスと同じアベイラビリティーゾーンにある場合は、VPC の
別のサブネットに存在できます。
詳細については、Elastic Network Interface (p. 1236) を参照してください。複数のネットワークイン
ターフェイスを指定した場合、インスタンスはパブリック IPv4 アドレスを受け取ることはできません。
さらに、eth0 に既存のネットワークインターフェイスを指定した場合、[Auto-assign Public IP] を使用し
てサブネットのパブリック IPv4 設定をオーバーライドする操作は禁止されます。詳細については、イン
スタンス起動時のパブリック IPv4 アドレスの割り当て (p. 1181) を参照してください。
• [カーネル ID]: (準仮想化 (PV) AMIs でのみ有効) 特定のカーネルを使用する場合を除き、[デフォルトを
使用] を選択します。
• [RAM ディスク ID]: (準仮想化 (PV) AMIs でのみ有効) 特定の RAM ディスクを使用する場合を除き、[デ
フォルトを使用] を選択します。カーネルを選択した場合は、サポートするドライバーとともに特定の
RAM ディスクを選択しなければならない可能性があります。
• エンクレーブ: AWS Nitro Enclaves のインスタンスを有効にするには、[有効] を選択します。詳細につ
いては、AWS Nitro Enclaves ユーザーガイドの「AWS Nitro Enclaves とは」を参照してください。
• [Metadata accessible]: インスタンスメタデータへのアクセスを有効または無効にできます。詳細につい
ては、IMDSv2 の使用 (p. 795) を参照してください。
• [Metadata transport] (メタデータの転送): インスタンスがリンクローカル IMDSv2 IPv6 アドレス
(fd00:ec2::254) に到達できるようにして、インスタンスのメタデータを取得します。このオプショ
ンは、IPv6 専用サブネットで Nitro System 上に構築されたインスタンス (p. 201) を起動している場合に
のみ使用できます。インスタンスメタデータの取得の詳細については、「インスタンスメタデータの取
得 (p. 804)」を参照してください。
• [Metadata version]: インスタンスメタデータへのアクセスを有効にする場合、インスタンスメタデータ
をリクエストするときに インスタンスメタデータサービスバージョン 2 の使用を必須にすることができ
ます。詳細については、新規インスタンスのインスタンスメタデータオプションの設定 (p. 799) を参
照してください。
• [Metadata token response hop limit]: インスタンスメタデータを有効にする場合、メタデータトークンに
許容されるネットワークホップ数を設定できます。詳細については、IMDSv2 の使用 (p. 795) を参照
してください。
• [ユーザーデータ]: 起動時にインスタンスを設定するユーザーデータ、または設定スクリプトを実行する
ユーザーデータを指定できます。ファイルを添付するには、[As file] オプションを選択し、添付するファ
イルを参照します。

ステップ 4: ストレージを追加する
選択した AMI には、ルートデバイスボリュームを含む、1 つまたは複数のストレージボリュームが含まれ
ます。[Add Storage] ページで、[Add New Volume] を選択することにより、インスタンスにアタッチする
追加ボリュームを指定できます。各ボリュームを次のように設定し、[Next:Add Tags (次へ: タグの追加)]
を選択します。
• [Type (タイプ)]: インスタンスと関連付けるインスタンスストアまたは Amazon EBS ボリュームを選
択します。一覧で利用できるボリュームの種類は、選択したインスタンスタイプに応じて異なりま
す。詳細については、「Amazon EC2 インスタンスストア (p. 1793)」および「Amazon EBS ボリュー
ム (p. 1503)」を参照してください。
• [Device [デバイス]]: ボリュームで利用できるデバイス名の一覧から選択します。
• [Snapshot (スナップショット)]: ボリュームを復元するスナップショットの名前または ID を入力しま
す。[Snapshot (スナップショット)] フィールドにテキストを入力して、利用できる共有スナップショッ
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トとパブリックスナップショットを検索することもできます。スナップショットの説明では大文字と小
文字が区別されます。
• [Size (サイズ)]: EBS ボリュームの場合、ストレージサイズを指定できます。無料利用枠の対象となる
AMI とインスタンスを選択した場合でも、無料利用枠内に収めるには、合計ストレージを 30 GiB 以下
に維持する必要があります。詳細については、EBS ボリュームのサイズと設定の制限 (p. 1524) を参照
してください。
• [Volume Type (ボリュームタイプ)]: EBS ボリュームの場合、ボリュームタイプを選択します。詳細につ
いては、Amazon EBS ボリュームの種類 (p. 1506) を参照してください。
• [IOPS]: Provisioned IOPS SSD ボリュームタイプを選択した場合は、ボリュームがサポートできる I/O
オペレーション/秒 (IOPS) を入力できます。
• [Delete on Termination (終了時に削除)]: Amazon EBS ボリュームについては、インスタンスが終了した
ときにボリュームを削除するには、このチェックボックスをオンにします。詳細については、インスタ
ンスの終了時の Amazon EBS ボリュームの保持 (p. 584) を参照してください。
• [Encrypted (暗号化)]: インスタンスタイプが EBS 暗号化をサポートしている場合、ボリュームの暗号化
状態を指定できます。このリージョンでデフォルトの暗号化を有効にした場合は、自動的にデフォルト
のカスタマーマネージド型キーが選択されます。別のキーを選択するか、暗号化を無効にすることがで
きます。詳細については、Amazon EBS 暗号化 (p. 1719) を参照してください。

ステップ 5: タグの追加
[Add Tags] ページで、キーと値の組み合わせをタグ (p. 1874)として指定します。インスタンス、ボ
リューム、またはその両方にタグ付けできます。スポットインスタンスの場合、スポットインスタンスリ
クエストにのみタグを付けることができます。リソースに複数のタグを追加するには、[Add another tag]
を選択します。完了したら、[次の手順: セキュリティグループの設定] を選択します。

ステップ 6: セキュリティグループを設定する
[Configure Security Group] ページで、セキュリティグループを使用してインスタンスのファイアウォー
ルルールを定義します このルールでは、どの着信ネットワークトラフィックをインスタンスに配信する
かを指定します。他のトラフィックはすべて無視されます。(セキュリティグループの詳細については、
「Windows インスタンス用の Amazon EC2 Amazon セキュリティグループ (p. 1469)」を参照してくださ
い)。以下のようにセキュリティグループを選択または作成して、[Review and Launch] を選択します。
• 既存のセキュリティグループを選択するには、[Select an existing security group (既存のセキュリティ
グループの選択)] を選択してから、セキュリティグループを選択します 既存のセキュリティグループの
ルールを編集することはできません。しかし、[Copy to new (コピーして新規作成)] を選択して、新しい
グループにルールをコピーすることはできます。その後、次の手順で説明しているように、ルールを追
加できます。
• 新しいセキュリティグループを作成するには、[Create a new security group (新しいセキュリティグルー
プの作成)] を選択します。このウィザードでは、launch-wizard-x セキュリティグループが自動的に定義
され、RDP (ポート 3389) を介したインスタンスへの接続を許可するインバウンドルールが作成されま
す。
• ニーズに応じたルールを追加できます。例えば、インスタンスがウェブサーバーである場合は、ポート
80 (HTTP) とポート 443 (HTTPS) を開いて、インターネットトラフィックを許可します。
ルールを追加するには、[Add Rule] を選択し、プロトコルを選択してネットワークトラフィックを開い
てから、ソースを指定します。[Source] (送信元) リストから [My IP] (マイ IP) を選択し、ウィザードで
コンピュータのパブリック IP アドレスを追加します。ただし、ISP 経由で、またはファイアウォールの
内側から静的な IP アドレスなしで接続している場合は、クライアントコンピュータで使用されている
IP アドレスの範囲を見つける必要があります。

Warning
すべての IP アドレス (0.0.0.0/0) に SSH または RDP を介したインスタンスへのアクセスを
許可するルールは、この短期間の実習では許容されますが、本番稼働用環境では安全ではあり
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ません。特定の IP アドレスまたは特定のアドレス範囲にのみ、インスタンスへのアクセスを限
定してください。

ステップ 7: インスタンスの起動を確認し、キーペアを選択する
[Review Instance Launch] ページで、インスタンスの詳細をチェックし、適切な [Edit] リンクを選択して必
要な変更を加えます。
準備ができたら、[Launch] を選択します。
[Select an existing key pair or create a new key pair] ダイアログボックスで、既存のキーペアを選択する
か、新しいキーペアを作成できます。例えば、[Choose an existing key pair] を選択し、セットアップ中
に作成したキーペアを選択します。詳細については、Amazon EC2 のキーペアと Windows インスタン
ス (p. 1457) を参照してください。

Important
[Proceed without key pair] オプションを選択した場合、ユーザーが別の方法でログインすること
を許可するように設定された AMI を選択した場合でなければ、インスタンスに接続できなくなり
ます。
インスタンスを起動するには、確認のチェックボックスをオンにし、続いて [Launch Instances] を選択し
ます。
(オプション) インスタンスのステータスチェックアラームを作成することもできます (追加料金がかかりま
す)。確認画面で、[Create status check alarms] を選択して、指示にしたがいます。ステータス確認アラー
ムは、インスタンスの起動後に作成することもできます。詳細については、ステータスチェックアラーム
の作成と編集 (p. 1090) を参照してください。
インスタンスが起動しないか、状態が running ではなくすぐに terminated になる場合は、「インスタ
ンスの起動に関する問題のトラブルシューティング (p. 1904)」を参照してください。

起動テンプレートからのインスタンスの起動
インスタンスを起動するための設定情報を含む起動テンプレートを作成できます。起動テンプレートによ
り起動パラメータを格納できるため、インスタンスを起動するたびに指定する必要がなくなります。例え
ば、AMI ID やインスタンスタイプ、通常インスタンスの起動に使用しているネットワーク設定を起動テン
プレートに含めることができます。Amazon EC2 コンソール、AWS SDK、またはコマンドラインツール
を使用してインスタンスを起動する場合、使用する起動テンプレートを指定できます。
各起動テンプレートについて、1 つ以上の番号付きの起動テンプレートのバージョンを作成できます。各
バージョンに異なる起動パラメータを指定できます。起動テンプレートからインスタンスを起動する際、
起動テンプレートのいずれかのバージョンを使用できます。バージョンを指定しない場合は、デフォルト
バージョンが使用されます。いずれかの起動テンプレートをデフォルトバージョンとして設定できます —
デフォルトでは、起動テンプレートの最初のバージョンです。
以下の図は、3 つのバージョンの起動テンプレートを示しています。最初のバージョンでは、インスタン
スの起動に使用するインスタンスタイプ、AMI ID、サブネット、およびキーペアが指定されています。2
番目のバージョンは最初のバージョンに基づいており、インスタンスのセキュリティグループも指定して
います。3 番目のバージョンは、パラメータの一部に異なる値を使用しています。バージョン 2 がデフォ
ルトバージョンとして設定されています。この起動テンプレートからインスタンスを起動すると、他の
バージョンを指定しない限りバージョン 2 の起動パラメータが使用されます。
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コンテンツ
• 起動テンプレートの制限 (p. 535)
• 起動テンプレートを使用した起動パラメータの制御 (p. 535)
• 起動テンプレートの使用の管理 (p. 536)
• 起動テンプレートの作成 (p. 536)
• 起動テンプレートの変更 (起動テンプレートのバージョンの管理) (p. 547)
• 起動テンプレートからのインスタンスの起動 (p. 550)
• Amazon EC2 Auto Scaling での起動テンプレートの使用 (p. 551)
• EC2 フリート での起動テンプレートの使用 (p. 552)
• スポットフリートで起動テンプレートを使用する (p. 552)
• 起動テンプレートの削除 (p. 553)

起動テンプレートの制限
起動テンプレートおよび起動テンプレートのバージョンには次のルールが適用されます。
• 1 つのリージョンあたり 5,000 の起動テンプレート、1 つの起動テンプレートあたり 10,000 のバージョ
ンに作成が制限されています。
• 起動テンプレートのパラメータはオプションです。ただし、テンプレートには、インスタンス起動の
ためのリクエストに必要な、すべてのパラメータが含まれている必要があります。例えば、起動テンプ
レートに AMI ID が含まれていない場合、インスタンスの起動時に起動テンプレートと AMI ID の両方を
指定する必要があります。
• 起動テンプレートパラメータは、起動テンプレート作成の際には完全には検証されません。パラメータ
に誤った値を指定した場合、またはサポートされているパラメータの組み合わせを使用しない場合、こ
の起動テンプレートを使用してインスタンスは起動できません。パラメータに正しい値を指定したか、
およびサポートされているパラメータの組み合わせを使用しているかを確認します。例えば、プレイス
メントグループ内でインスタンスを起動するには、サポートされているインスタンスタイプを指定する
必要があります。
• 起動テンプレートにはタグ付けできますが、起動テンプレートのバージョンにはタグ付けできません。
• 起動テンプレートは変更不可能です。起動テンプレートを変更するには、起動テンプレートの新しい
バージョンを作成する必要があります。
• 起動テンプレートのバージョンには、作成された順序で番号が付けられます。起動テンプレートのバー
ジョンを作成する場合、自分でバージョン番号を指定することはできません。

起動テンプレートを使用した起動パラメータの制御
起動テンプレートには、インスタンスを起動するためのパラメータすべてまたは一部を含めることができ
ます。起動テンプレートを使用してインスタンスを起動するときは、起動テンプレートで指定されたパラ
メータを上書きできます。または、起動テンプレートにない追加のパラメータを指定できます。
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Note
起動時に起動テンプレートパラメータを削除することはできません (例えば、パラメータに null
値を指定することはできません)。パラメータを削除するには、起動テンプレートの新しいバー
ジョンをパラメータなしで作成し、そのバージョンを使用してインスタンスを起動します。
インスタンスを起動するには、IAM ユーザーは ec2:RunInstances アクションを使用するためのアクセ
ス許可が必要です。また、IAM ユーザーは、インスタンスに作成または関連付けられたリソースを作成ま
たは使用するアクセス許可が必要です。ec2:RunInstances アクションのリソースレベルのアクセス権
限を使用して、ユーザーが指定できる起動パラメータを管理できます。または、起動テンプレートを使用
してインスタンスを起動するアクセス権限をユーザーに付与することもできます。これにより、IAM ポリ
シーではなくむしろ起動テンプレートで起動パラメータを管理できるようになり、インスタンス起動の権
限を付与するための手段として起動テンプレートを使用できます。例えば、ユーザーが起動テンプレート
を使用してのみインスタンスを起動できるようにして、さらに特定の起動テンプレートのみを使用できる
ように指定することができます。また、ユーザーが起動テンプレートで上書きする起動パラメータを制御
することもできます。エンドポイントポリシーの例については、「起動テンプレート (p. 1416)」を参照し
てください。

起動テンプレートの使用の管理
デフォルトでは、IAM ユーザーには起動テンプレートを使用するためのアクセス許可がありません。IAM
ユーザーポリシーを作成して、起動テンプレートと起動テンプレートのバージョンの作成、変更、記述、
削除を行うアクセス許可をユーザーに付与することができます。一部の起動テンプレートアクションにリ
ソースレベルのアクセス許可を適用して、ユーザーがこれらのアクションに対する特定のリソースを使用
する機能を制御することもできます。詳細については、「例: 起動テンプレートの使用 (p. 1428)」のポリ
シー例を参照してください。
ユーザーに ec2:CreateLaunchTemplate および ec2:CreateLaunchTemplateVersion のアクショ
ンを使用するアクセス許可を付与するには注意が必要です。リソースレベルのアクセス許可を使用して、
ユーザーが起動テンプレートで指定できるリソースを制御することはできません。インスタンス起動のた
めに使用されるリソースを制限するには、起動テンプレートと起動テンプレートのバージョンを作成する
アクセス許可を、適切な管理者のみに付与していることを確認してください。

起動テンプレートの作成
ユーザー定義のパラメータを使用して新しい起動テンプレートを作成するか、既存の起動テンプレートま
たはインスタンスをベースにして新しい起動テンプレートを作成します。
タスク
• 定義したパラメータを使用した新しい起動テンプレートの作成 (p. 536)
• 既存の起動テンプレートからの起動テンプレートの作成 (p. 545)
• インスタンスからの起動テンプレートの作成 (p. 546)

定義したパラメータを使用した新しい起動テンプレートの作成
起動テンプレートは、コンソールあるいは AWS CLI を使用して作成できます。
• コンソール (p. 536)
• AWS CLI (p. 544)

コンソール
起動テンプレートを作成する際には、そのテンプレートの名と、少なくとも 1 つのインスタンス設定パラ
メーターを指定する必要があります。
起動テンプレート内では、そのテンプレートのパラメーターがグループ化されています。次の手順では、
各パラメータグループについて説明します。
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起動テンプレート設定のパラメータ
•
•
•
•
•

起動テンプレートの作成を開始する (p. 537)
起動テンプレートの名前、説明およびタグ (p. 537)
アプリケーションと OS イメージ (Amazon マシンイメージ) (p. 537)
インスタンスタイプ (p. 538)
キーペア (ログイン) (p. 539)

• ネットワーク設定 (p. 539)
• ストレージの設定 (p. 541)
• リソースタグ (p. 542)
• 高度な詳細 (p. 542)
• 概要 (p. 544)

起動テンプレートの作成を開始する
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[起動テンプレート]、[起動テンプレートの作成] の順に選択します。

起動テンプレートの名前、説明およびタグ
1.
2.

[起動テンプレート名] に、起動テンプレートのわかりやすい名前を入力します。
[Template version description] (テンプレートバージョンの説明) に、起動テンプレートバージョンの短
い説明を入力します。

3.

作成時に起動テンプレートにタグを付ける (p. 1874)には、[Template tags] (テンプレートタグ) を展
開し、[Add tag] (タグの追加) を選択して、タグキーと値のペアを入力します。追加するタグごとに
[Add tag] (タグを追加) を選択します。

Note
インスタンスの起動時に作成されるリソースにタグを付けるには、[Resource tags] (リソース
タグ) のタグを指定する必要があります。詳細については、「リソースタグ (p. 542)」を参
照してください。

アプリケーションと OS イメージ (Amazon マシンイメージ)
Amazon マシンイメージ (AMI) には、インスタンスの作成に必要な情報が含まれています。例えば、ある
AMI には、ウェブサーバーとして動作するために必要なソフトウェア (Windows、Apache、ウェブサイト
など) が含まれています。
適切な AMI は、次の手順で確認できます。AMI を検索する各オプションで、右上にある [Cancel] (キャン
セル) をクリックすると、AMI を選択せずに起動テンプレートに戻ることができます。
検索バー
利用可能なすべての AMI を検索するには、AMI 検索バーにキーワードを入力し、[Enter] キーを押しま
す。AMI を選択するには、[Select] (選択) を選択します。
Recents (最新情報)
最近使用した AMI が表示されます。
[Recently launched] (最近の起動) または [Currently in use] (現在使用中) を選択し、[Amazon Machine
Image (AMI)] (Amazon マシンイメージ (AMI)) から AMI を選択します。
マイ AMI
お客様が所有しているプライベート AMI、またはお客様が共有しているプライベート AMI。

537

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
起動する

[Owned by me] (ユーザーによる所有) または [Shared with me] (共有されている) を選択し、[Amazon
Machine Image (AMI)] (Amazon マシンイメージ (AMI)) から AMI を選択します。
クイックスタート
AMI はオペレーティングシステム (OS) ごとにグループ化されているため、すぐに作業を開始できま
す。
まず、必要な OS を選択し、次に [Amazon Machine Image (AMI)] (Amazon マシンイメージ (AMI))
で、AMI を選択します。無料利用枠の対象となる AMI を選択するには、AMI が [Free tier eligible] (無
料利用枠の対象) とマークされていることを確認してください。
Browse more AMIs (AMI をさらに表示する)
AMI カタログ全体を表示するには、[Browse more AMIs] (AMI をさらに表示する) を選択します。
• 利用可能な AMI すべてを検索するには、検索バーにキーワードを入力し、[Enter] キーを押します。
• カテゴリで検索するには、[Quickstart AMIs] (AMI のクイックスタート)、[My AMIs] (私の
AMI)、[AWS Marketplace AMIs]、または [Community AMIs] (コミュニティ AMI) を選択します。
AWS Marketplace は、AMI を含む AWS 上で動作するソフトウェアを購入することができるオ
ンラインストアです。AWS Marketplace からのインスタンスの起動の詳細については、AWS
Marketplace インスタンスの起動 (p. 555) を参照してください。[Community AMIs] (コミュニティ
AMI) では、AWS のコミュニティのメンバーが他の人が利用可能とした AMI を見つけることがで
きます。Amazon または検証済みパートナーからの AMI は、[Verified provider] (検証済みプロバイ
ダー) のマークが付されます。
• AMI のリストをフィルターするには、画面左の [Refine results] (結果を絞り込む) で 1 つまたは複数
のチェックボックスをオンにします。フィルターオプションは、選択した検索カテゴリに応じて異
なります。
• 各 AMI の [Virtualization type] を確認します。必要なタイプはどの AMI かに注意してください。タ
イプは [hvm] または [paravirtual] です。例えば、一部のインスタンスタイプには HVM が必要です。
• 各 AMI に記載された [Boot Mode] (起動モード) を確認します。必要なブートモードがどの AMI を使
用するのか注意してください。必要なブートモードは legacy-bios または uefi です。詳細について
は、ブートモード (p. 21) を参照してください。
• ニーズを満たす AMI を選択し、[Select] を選択します。

インスタンスタイプ
インスタンスタイプは、インスタンスのハードウェア設定とサイズを定義します。インスタンスタイプが
大きくなると、CPU およびメモリも増えます。詳細については、「インスタンスタイプ」を参照してくだ
さい。
[Instance type] (インスタンスタイプ) では、インスタンスタイプを選択します。あるいは、インスタンス
属性を指定することで、それらの属性を持つインスタンスタイプを Amazon EC2 により識別させることも
可能です。

Note
インスタンス属性の指定がサポートされるのは、Auto Scaling グループ、EC2 フリート、およ
びスポットフリートを使用してインスタンスを起動する場合のみです。詳細については、「属性
ベースのインスタンスタイプの選択を使用して Auto Scaling グループを作成する」、「EC2 フ
リートの属性ベースのインスタンスタイプの選択 (p. 915)」、および「スポットフリートの属性
ベースのインスタンスタイプの選択 (p. 958)」を参照してください。
インスタンス起動ウィザード (p. 517)または RunInstances API で起動テンプレートを使用する
予定がある場合は、インスタンスタイプを選択する必要があります。
• [インスタンスタイプ]: インスタンスタイプが、指定した AMI と互換性があることを確認します。詳細に
ついては、インスタンスタイプ (p. 194) を参照してください。
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• [Compare instance types] (インスタンスタイプの比較): vCPU の数、アーキテクチャ、メモリ量 (GiB)、
ストレージ量 (GB)、ストレージタイプ、ネットワークパフォーマンスなどの属性ごとにさまざまなイン
スタンスタイプを比較できます。
• [Advanced] (アドバンスト): インスタンス属性を指定し、Amazon EC2 がそれらの属性を持つインス
タンスタイプを識別できるようにするには、[Advanced] (アドバンスト) を選択してから、[Specify
instance type attributes] (インスタンスタイプの属性を指定する) を選択します。
• [Number of vCPUs] (vCPU の数): コンピューティングの要件に応じて、vCPU の最小数と最大数を入
力します。制限がないことを示すには、最小値に 0 を入力し、最大値を空白のままにします。
• [Amount of memory (MiB)] (メモリの量 (MiB)): コンピューティング要件に対応する最小メモリ量と最
大メモリ量を MiB 単位で入力します。制限がないことを示すには、最小値に 0 を入力し、最大値を空
白のままにします。
• コンピューティング要件をより詳細に表現するには、[Optional instance type attributes] (オプション
のインスタンスタイプ属性) を展開し、[Add attribute] (属性の追加) を選択します。各属性の詳細につ
いては、「Amazon EC2 API リファレンス」の「InstanceRequirementsRequest」を参照してくださ
い。
• [Resulting instance types] (インスタンスタイプの結果): 指定した属性に一致するインスタンスタイ
プをプレビューできます。インスタンスタイプを除外するには、[Add attribute] (属性の追加) を選択
し、[Attribute] (属性) リストから [Excluded instance types] (インスタンスタイプの除外) を選択しま
す。[Attribute value] (属性値) リストから、除外したいインスタンスタイプを選択します。

キーペア (ログイン)
インスタンスのキーペア。
[Key pair name] (キーペア名) には、既存のキーペアを選択するか、[Create new key pair] (新しいキーペア
を作成) を選択して新しいキーペアを作成します。詳細については、Amazon EC2 のキーペアと Windows
インスタンス (p. 1457) を参照してください。

ネットワーク設定
必要に応じて、ネットワーク設定を設定します。
• [サブネット]: インスタンスは、アベイラビリティーゾーン、ローカルゾーン、Wavelength
Zone、Outpost のいずれかに関連付けられたサブネットで起動できます。
アベイラビリティーゾーンでインスタンスを起動するには、インスタンスを起動するサブネットを選択
します。新しいサブネットを作成するには、[Create new subnet] を選択して Amazon VPC コンソール
に移動します。終了したらウィザードに戻り、[Refresh] (更新) アイコンを選択して一覧にサブネットを
読み込みます。
ローカルゾーンでインスタンスを起動するには、ローカルゾーン内に作成したサブネットを選択しま
す。
アウトポストでインスタンスを起動するには、アウトポストに関連付けられた VPC 内のサブネットを選
択します。
• [Firewall (security groups)] (ファイアウォール (セキュリティグループ)): 1 つもしくは複数のセキュリ
ティグループを使用して、インスタンスのファイアウォールルールを定義します。このルールでは、ど
の着信ネットワークトラフィックをインスタンスに配信するかを指定します。他のトラフィックはすべ
て無視されます。セキュリティグループの詳細については、Windows インスタンス用の Amazon EC2
Amazon セキュリティグループ (p. 1469) を参照してください。
ネットワークインターフェイスを追加する場合、そのネットワークインターフェイスにも、同じセキュ
リティグループを指定する必要があります。
次のようにセキュリティグループを選択または作成します。
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• 既存のセキュリティグループを選択するには、[Select existing security group] (既存のセキュリティグ
ループを選択) を選択し、[Common security groups] (共通セキュリティグループ) からセキュリティグ
ループを選択します。
• 新しいセキュリティグループを作成するには、[Create security group] (セキュリティグループの作成)
を選択します。
ニーズに応じたルールを追加できます。例えば、ウェブサーバーとしてインスタンスを使用する場合
には、ポート 80 (HTTP) とポート 443 (HTTPS) を開いて、インターネットトラフィックを許可しま
す。
ルールを追加するには、[Add security group rule] (セキュリティグループルールの追加) を選択しま
す。[Type] (タイプ) で、ネットワークトラフィックタイプを選択します。[Protocol] (プロトコル)
フィールドには、ネットワークトラフィックの送信を可能とするため、プロトコルが自動的に入力さ
れます。[Source type] (送信元タイプ) で送信元のタイプを選択します。[My IP] (マイ IP) を選択し、
起動テンプレートによりコンピュータのパブリック IP アドレスを追加させます。ただし、ISP 経由
で、またはファイアウォールの内側から静的な IP アドレスなしで接続している場合は、クライアント
コンピュータで使用されている IP アドレスの範囲を見つける必要があります。

Warning
すべての IP アドレス (0.0.0.0/0) から SSH や RDP でインスタンスにアクセスできるよう
にするルールは、テスト用のインスタンスを短時間で立ち上げ、すぐに停止または終了させ
る場合には許容されますが、本番環境では危険です。特定の IP アドレスまたは特定のアドレ
ス範囲にのみ、インスタンスへのアクセスを限定してください。
• 高度なネットワーク設定
ネットワークインターフェイス
• [デバイスインデックス]: ネットワークインターフェイスのデバイス番号。例えば、プライマリネット
ワークインターフェイスなら eth0 です。フィールドに何も指定しない場合、AWS がプライマリネッ
トワークインターフェイスを作成します。
• [Network Interface] (ネットワークインターフェイス): [New interface] (新しいインターフェイス) を選
択して Amazon EC2 によって新しいインターフェイスを作成するか、既存の使用できるネットワーク
インターフェイスを選択します。
• [説明]: (オプション) 新しいネットワークインターフェイスの説明。
• [Subnet] (サブネット): 新しいネットワークインターフェイスを作成するサブネット。プライマリ
ネットワークインターフェイス (eth0) の場合、これはインスタンスが起動する先のサブネットで
す。eth0 に既存のネットワークインターフェイスを入力すると、インスタンスはネットワークイン
ターフェイスが存在するサブネット内で起動します。
• [セキュリティグループ]: ネットワークインターフェイスを関連付ける VPC 内の 1 つ以上のセキュリ
ティグループ。
• [Auto-assign Public IP] (自動割り当てパブリック IP): インスタンスがパブリック IPv4 アドレスを受け
取るかどうかを指定します。デフォルトで、デフォルトのサブネットにあるインスタンスはパブリッ
ク IPv4 アドレスを受け取り、デフォルト以外のサブネットにあるインスタンスは受け取りません。
[Enable] または [Disable] を選択すると、これがサブネットのデフォルト設定より優先されます。詳細
については、パブリック IPv4 アドレス (p. 1177) を参照してください。
• [プライマリ IP]: サブネットの範囲からの プライマリプライベート IPv4 アドレス。Amazon EC2 で自
分用のプライベート IPv4 アドレスを選択するには、空白のままにします。
• [Secondary IP] (セカンダリ IP): サブネットの範囲内にある 1 つまたは複数の追加のプライベート
IPv4 アドレス。[Manually assign] (手動割り当て) を選択し、IP アドレスを入力します。別の IP アド
レスを追加するには、[Add IP] (IP の追加) を選択します。または、Amazon EC2 により自動で割り当
てるようにするには、[Automatically assign] (自動割り当て) を選択し、追加する IP アドレスの数を入
力します。
• (IPv6 のみ) [IPv6 IP]: サブネットの範囲の IPv6 アドレス。[Manually assign] (手動割り当て) を選択
し、IP アドレスを入力します。別の IP アドレスを追加するには、[Add IP] (IP の追加) を選択しま
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す。または、Amazon EC2 により自動で割り当てるようにするには、[Automatically assign] (自動割り
当て) を選択し、追加する IP アドレスの数を入力します。
• [IPv4 Prefixes] (IPv4 プレフィクス): ネットワークインターフェイスの IPv4 プレフィクス。
• [IPv6 Prefixes] (IPv6 プレフィクス): ネットワークインターフェイスの IPv6 プレフィクス。
• [終了時に削除]: インスタンス終了時にネットワークインターフェイスを削除するかどうか。
• Elastic Fabric Adapter: ネットワークインターフェイスが Elastic Fabric Adapter かどうかを示しま
す。詳細については、「Elastic Fabric Adapter」を参照してください。
• ネットワークカードインデックス: ネットワークカードのインデックス。プライマリネットワークイン
ターフェイスは、ネットワークカードインデックス 0 に割り当てる必要があります。インスタンスタ
イプによっては、複数のネットワークカードがサポートされているものもあります。
さらにネットワークインターフェイスを追加するには、[Add network interface] (ネットワークインター
フェイスを追加) を選択します。追加できるネットワークインターフェイスの数は、選択したインスタ
ンスタイプでサポートされている数によって異なります。セカンダリネットワークインターフェイス
は、インスタンスと同じアベイラビリティーゾーンにある場合は、VPC の別のサブネットに存在できま
す。
詳細については、Elastic Network Interface (p. 1236) を参照してください。複数のネットワークイン
ターフェイスを指定した場合、インスタンスはパブリック IPv4 アドレスを受け取ることはできません。
さらに、eth0 に既存のネットワークインターフェイスを指定した場合、[Auto-assign Public IP] を使用し
てサブネットのパブリック IPv4 設定をオーバーライドする操作は禁止されます。詳細については、イン
スタンス起動時のパブリック IPv4 アドレスの割り当て (p. 1181) を参照してください。

ストレージの設定
起動テンプレートのために AMI を指定した場合、その AMI には、ルートボリュームである [Volume 1
(AMI Root)] (ボリューム 1 (AMI Root) を含む、1 つまたは複数のストレージボリュームが含まれます。イ
ンスタンスにアタッチする追加のボリュームを指定できます。
[Simple] (シンプル) または [Advanced] (アドバンスト) ビューを使用できます。[Simple] (シンプル)
ビューでは、ボリュームのサイズとタイプを指定します。すべてのボリュームパラメータを指定するに
は、[Advanced] (アドバンスト) ビュー (カードの右上) を選択します。
新しいボリュームを追加するには、[Add new volume] を選択します。
[Advanced] (アドバンスト) ビューでは、各ボリュームを以下のように設定できます。
• [Storage type] (ストレージタイプ): インスタンスと関連付けるボリュームのタイプ (EBS またはエフェ
メラル) です。インスタンスストア (エフェメラル) ボリュームタイプは、それをサポートするインス
タンスタイプを選択した場合にのみ使用できます。詳細については、「Amazon EC2 インスタンススト
ア (p. 1793)」および「Amazon EBS ボリューム (p. 1503)」を参照してください。
• [Device name] (デバイス名): ボリュームで利用できるデバイス名の一覧から選択します。
• [Snapshot] (スナップショット): ボリュームの作成元となるスナップショットを選択します。[Snapshot]
(スナップショット) フィールドにテキストを入力して、利用できる共有スナップショットとパブリック
スナップショットを検索することもできます。
• [Size (GiB)] (サイズ (GiB)): EBS ボリュームの場合、ストレージサイズを指定できます。無料利用枠の対
象となる AMI とインスタンスを選択した場合でも、無料利用枠内に収めるには、合計ストレージを 30
GiB 以下に維持する必要があることに注意してください。詳細については、EBS ボリュームのサイズと
設定の制限 (p. 1524) を参照してください。
• [Volume type] (ボリュームタイプ): EBS ボリュームの場合、ボリュームタイプを選択します。詳細につ
いては、Amazon EBS ボリュームの種類 (p. 1506) を参照してください。
• [IOPS]: プロビジョンド IOPS SSD (io1 と io2) あるいは汎用 SSD (gp3) ボリュームタイプを選択した
場合、そのボリュームでサポートが可能な 1 秒あたりの I/O オペレーション数 (IOPS) を入力します。
これは、io1、io2、gp3 ボリュームに必要です。gp2、st1、sc1、またはスタンダードボリュームではサ
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ポートされていません。起動テンプレートでこのパラメータを省略した場合は、起動テンプレートから
インスタンスを起動するときに、パラメータの値を指定する必要があります。
• [Delete on termination] (終了時に削除): Amazon EBS ボリュームで、インスタンスの終了時にボリュー
ムを削除する場合は [Yes] (はい) を選択し、ボリュームを保持する場合は [No] (いいえ) を選択します。
詳細については、インスタンスの終了時の Amazon EBS ボリュームの保持 (p. 584) を参照してくださ
い。
• [Encrypted] (暗号化): インスタンスタイプが EBS 暗号化をサポートしている場合、[Yes] (はい) を選択
し、ボリュームの暗号化を有効にできます。このリージョンでデフォルトで暗号化を有効にした場合、
暗号化は有効になります。詳細については、Amazon EBS 暗号化 (p. 1719) を参照してください。
• [KMS Key] (KMS キー): [Encrypted] (暗号化) で [Yes] (はい) を選択し、ボリュームで暗号化を使用する
場合には、カスタマーマネージド型キーを選択する必要があります。このリージョンでデフォルトの
暗号化を有効にした場合は、自動的にデフォルトのカスタマーマネージド型キーが選択されます。別の
キーを選択するか、作成したカスタマーマネージド型キーの ARN を指定できます。

リソースタグ
インスタンスの起動時に作成されるリソースにタグを付ける (p. 1874)には、[Resource tags] (リソースタ
グ) で、[Add tag] (タグの追加) を選択し、タグのキーと値のペアを入力します。[Resource types] (リソー
スタイプ) で、作成時にタグを付けるリソースを指定します。すべてのリソースに同じタグを指定するこ
とも、リソースごとに異なるタグを指定することもできます。追加するタグごとに [Add tag] (タグを追加)
を選択します。
起動テンプレートの使用時に作成される次のリソースにタグを指定できます。
• インスタンス
• ボリューム
• Elastic graphics
• スポットインスタンスリクエスト
• ネットワークインターフェイス

Note
起動テンプレート自体にタグを付けるには、[Template tags] (テンプレートタグ) でタグを指定す
る必要があります。詳細については、「起動テンプレートの名前、説明およびタグ (p. 537)」を
参照してください。

高度な詳細
[Advanced details] で、セクションを開いてフィールドを表示し、インスタンスの追加パラメータを指定し
ます。
• [Purchasing option] (購入オプション): [Request Spot Instances] (スポットインスタンスのリクエス
ト) を選択して、オンデマンド価格を上限とするスポット料金でスポットインスタンスをリクエスト
し、[Customize] (カスタマイズ) を選択して、スポットインスタンスのデフォルト設定を変更します。上
限料金を設定し (非推奨)、リクエストタイプ、リクエスト期間、中断動作を変更できます。スポットイ
ンスタンスをリクエストしない場合、EC2 はデフォルトでオンデマンドインスタンスを起動します。詳
細については、Spot Instances (p. 361) を参照してください。
• [IAM instance profile] (IAM インスタンスプロファイル): インスタンスに関連付ける AWS Identity and
Access Management (IAM) インスタンスプロファイルを選択します。詳細については、Amazon EC2 の
IAM ロール (p. 1442) を参照してください。
• [Hostname type] (ホスト名タイプ): インスタンスのゲスト OS ホスト名をリソース名または IP 名に含め
るかどうかを選択します。詳細については、Amazon EC2 インスタンスのホスト名のタイプ (p. 1193)
を参照してください。
• [DNS Hostname] (DNS ホスト名): リソース名または IP 名への DNS クエリが、([Hostname type] (ホス
ト名タイプ) に何を選択したのかによって) IPv4 アドレス (A レコード)、IPv6 アドレス (AAAA レコー
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ド)、またはその両方で応答するかどうかを決定します。詳細については、Amazon EC2 インスタンスの
ホスト名のタイプ (p. 1193) を参照してください。
• [Shutdown behavior]: シャットダウン時にインスタンスを停止するか終了するかを選択します。詳細に
ついては、インスタンスによって起動されたシャットダウン動作の変更 (p. 583) を参照してくださ
い。
• [Stop - Hibernate behavior] (停止 – 休止動作): 休止を有効にするには、[Enable] (有効) を選択します。こ
のフィールドは、休止の前提条件を満たすインスタンスにのみ有効です。詳細については、オンデマン
ドの Windows インスタンスを休止状態にする (p. 564) を参照してください。
• [Termination protection] (終了の保護): 偶発的な終了を防ぐには、[Enable] (有効) を選択します。詳細に
ついては、「削除保護の有効化 (p. 582)」を参照してください。
• 停止保護: 偶発的な停止を防ぐには、[Enable] (有効化) を選択します。詳細については、「停止保護を有
効にします (p. 561)」を参照してください。
• [Detailed CloudWatch monitoring] (詳細な CloudWatch モニタリング): Amazon CloudWatch によるイン
スタンスの詳細モニタリングを許可する場合、[Enable] (有効) を選択します。別途 料金がかかります。
詳細については、CloudWatch を使用したインスタンスのモニタリング (p. 1118) を参照してください。
• [Elastic GPU]: インスタンスにアタッチする Elastic Graphics アクセラレーターを選択します。Elastic
Graphics をサポートしないインスタンスタイプもあります。詳細については、Amazon Elastic
Graphics (p. 1068) を参照してください。
• [Elastic inference]: EC2 CPU インスタンスにアタッチする Elastic Inference アクセラレータ。詳細につ
いては、Amazon Elastic Inference デベロッパーガイドの「Working with Amazon Elastic Inference の使
用」を参照してください。
• [Credit specification] (クレジット指定): アプリケーションがベースラインを越えて必要なだけバーストで
きることを有効にするには、[Unlimited] (無制限) を選択します。このフィールドは、T インスタンスで
のみ有効です。追加料金が適用される場合があります。詳細については、バーストパフォーマンスイン
スタンス (p. 218) を参照してください。
• [プレイスメントグループ名]: インスタンスを起動する先のプレイスメントグループを指定します。既存
のプレイスメントグループを選択するか、新しいプレイスメントグループを作成することができます。
すべてのインスタンスタイプがプレイスメントグループ内で起動できるわけではありません。詳細につ
いては、プレイスメントグループ (p. 1286) を参照してください。
• [EBS-optimized instance] (EBS 最適化インスタンス): Amazon EBS I/O 専用の追加キャパシティーを利
用する場合は、[Enable] (有効) を選択します。すべてのインスタンスタイプがこの機能をサポートして
いるわけではありません。別途 料金がかかります。詳細については、Amazon EBS 最適化インスタンス
を使用する (p. 1738) を参照してください。
• [Capacity Reservation] (キャパシティ予約): インスタンスを起動するキャパシティ予約を指定します。
任意のキャパシティ予約 ([Open] (オープン))、特定のキャパシティ予約 ([Target by ID] (ID を対象とす
る))、またはキャパシティ予約グループ ([Target by group] (グループを対象とする)) のいずれかから選択
します。キャパシティ予約を使用しないように指定するには、[None] (なし) を選択します。詳細につい
ては、既存の キャパシティーの予約 へのインスタンスの起動 (p. 478) を参照してください。
• [テナンシー]: インスタンスを共有ハードウェア ([共有])、独立した専有ハードウェア ([専有])、あるい
は Dedicated Host ([Dedicated host (専有ホスト)])で実行するかを選択します。Dedicated Host でインス
タンスを起動する場合は、インスタンスをホストリソースグループ内で起動するかどうかを指定できま
す。または、特定の Dedicated Host をターゲットとして設定できます。追加料金が適用される場合があ
ります。詳細については、「Dedicated Instances (p. 466)」および「Dedicated Hosts (p. 429)」を参
照してください。
• [RAM disk ID] (RAM ディスク ID): (準仮想化 (PV) AMI に対してのみ有効) インスタンスの RAM ディス
クを選択します。カーネルを選択した場合は、サポートするドライバーと共に特定の RAM ディスクを
選択しなければならない可能性があります。
• [Kernel ID] (カーネル ID): (準仮想化 (PV) AMI に対してのみ有効) インスタンスのカーネルを選択しま
す。
• [Nitro Enclaves]: Amazon EC2 インスタンスから、エンクレーブと呼ばれる分離された実行環境を作成
することを許可します。AWS Nitro Enclaves のインスタンスを有効にするには、[Enable] (有効) を選択
します。詳細については、「AWS Nitro Enclaves ユーザーガイド」の「AWS Nitro Enclaves とは」を参
照してください。
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• [ライセンス設定]: 指定したライセンス設定に対してインスタンスを起動して、ライセンスの使用状
況を追跡できます。詳細については、AWS License Manager ユーザーガイドの「Create a license
configuration」(ライセンス設定の作成) を参照してください。
• [Specify CPU options] (CPU オプションを指定): 起動中に [Specify CPU options] をクリックすること
で、vCPU 数をカスタムで指定します。CPU コアの数とコアごとのスレッド数を設定します。詳細につ
いては、CPU オプションの最適化 (p. 754) を参照してください。
• メタデータトランスポート: インスタンスの IP アドレスの種類（IPv4、IPv6、または IPv4 と IPv6）に
基づいて、この EC2 インスタンスで使用できるインスタンスメタデータサービスへのアクセス方法を有
効または無効にすることができます。詳細については、インスタンスメタデータの取得 (p. 804) を参
照してください。
• [Metadata accessible]: インスタンスメタデータへのアクセスを有効または無効にできます。詳細につい
ては、新規インスタンスのインスタンスメタデータオプションの設定 (p. 799) を参照してください。
• [Metadata version]: インスタンスメタデータへのアクセスを有効にする場合、インスタンスメタデータ
をリクエストするときに インスタンスメタデータサービスバージョン 2 の使用を必須にすることができ
ます。詳細については、新規インスタンスのインスタンスメタデータオプションの設定 (p. 799) を参
照してください。
• [メタデータレスポンスのホップ制限]: インスタンスメタデータを有効にする場合、メタデータトークン
に許容されるネットワークホップ数を設定できます。詳細については、新規インスタンスのインスタン
スメタデータオプションの設定 (p. 799) を参照してください。
• [Allow tags in metadata] (メタデータ内のタグを許可する): [Enable] (有効) を選択した場合、インスタン
スはメタデータ内のすべてのタグへのアクセスを許可します。テンプレートにこの設定を含めない場
合、インスタンスのメタデータに含まれるタグへのアクセスは、デフォルトで無効になります。詳細に
ついては、インスタンスメタデータのタグへのアクセスを許可する (p. 1887) を参照してください。
• [ユーザーデータ]: 起動時にインスタンスを設定するユーザーデータ、または設定スクリプトを実行する
ユーザーデータを指定できます。詳細については、「Windows インスタンスでの起動時のコマンドの実
行 (p. 786)」を参照してください。

概要
Summary (概要) パネルから起動テンプレートの設定を確認した上で、起動テンプレートを作成します。
• 起動テンプレートの詳細を確認し、必要な変更を加えます。[Summary] (サマリー) パネルのリンクを選
択すると、セクションに直接移動することができます。
• 起動テンプレートを作成する準備ができたら、[Create launch template] (起動テンプレートの作成) をク
リックします。

AWS CLI
起動テンプレートを作成する際には、そのテンプレートの名と、少なくとも 1 つのインスタンス設定パラ
メーターを指定する必要があります。

AWS CLI を使用して起動テンプレートを作成するには
•

create-launch-template コマンドを使用します。次の例では、以下を指定する起動テンプレートを作成
します。
• 起動テンプレートの名前 (TemplateForWebServer)
• 起動テンプレートの説明 (WebVersion1)
• 起動テンプレートのタグ (purpose=production)
• JSON ファイルで指定された、インスタンス設定のデータ。
• 起動するインスタンスタイプ (r4.4xlarge) と AMI (ami-8c1be5f6)
• 合計 8 vCPU (4 コア x 2 スレッド) のコア数 (4) とコアごとのスレッド数 (2)
• インスタンスを起動するサブネット (subnet-7b16de0c)
544

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
起動する

• インスタンスに割り当てられる、パブリック IP アドレスおよび IPv6 アドレス
• インスタンスに付けるタグ (Name=webserver)

aws ec2 create-launch-template \
--launch-template-name TemplateForWebServer \
--version-description WebVersion1 \
--tag-specifications 'ResourceType=launchtemplate,Tags=[{Key=purpose,Value=production}]' \
--launch-template-data file://template-data.json

インスタンスを設定するための起動テンプレートデータを含む、JSON ファイルの例を以下に示しま
す。
{

}

"NetworkInterfaces": [{
"AssociatePublicIpAddress": true,
"DeviceIndex": 0,
"Ipv6AddressCount": 1,
"SubnetId": "subnet-7b16de0c"
}],
"ImageId": "ami-8c1be5f6",
"InstanceType": "r4.4xlarge",
"TagSpecifications": [{
"ResourceType": "instance",
"Tags": [{
"Key":"Name",
"Value":"webserver"
}]
}],
"CpuOptions": {
"CoreCount":4,
"ThreadsPerCore":2
}

以下は出力例です。
{

}

"LaunchTemplate": {
"LatestVersionNumber": 1,
"LaunchTemplateId": "lt-01238c059e3466abc",
"LaunchTemplateName": "TemplateForWebServer",
"DefaultVersionNumber": 1,
"CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:root",
"CreateTime": "2017-11-27T09:13:24.000Z"
}

既存の起動テンプレートからの起動テンプレートの作成
既存の起動テンプレートをクローンして、新しい起動テンプレートを作成するようにパラメータを調整で
きます。ただし、これを行えるのは、Amazon EC2 コンソールを使用している場合のみです。AWS CLI
は、テンプレートのクローンをサポートしていません。
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Console

コンソールを使用して既存の起動テンプレートから起動テンプレートを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[起動テンプレート]、[起動テンプレートの作成] の順に選択します。

3.

[起動テンプレート名] に、起動テンプレートのわかりやすい名前を入力します。

4.

[Template version description] (テンプレートバージョンの説明) に、起動テンプレートバージョン
の短い説明を入力します。

5.

作成時に起動テンプレートにタグを付けるには、[Template tags] を展開し、[タグの追加] を選択
して、タグキーと値のペアを入力します。

6.

[Source template] (ソーステンプレート) を展開し、[Launch template name] (起動テンプレート
名) で、新しい起動テンプレートのベースとなる起動テンプレートを選択します。

7.

[Source template version] (ソーステンプレートのバージョン) で、新しい起動テンプレートのベー
スとなる起動テンプレートのバージョンを選択します。

8.

必要に応じて起動パラメータを調整し、[起動テンプレートの作成] を選択します。

インスタンスからの起動テンプレートの作成
Console

コンソールを使用してインスタンスから起動テンプレートを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選び、[Actions (アクション)]、[Create Template from Instance (インスタンスから
テンプレートを作成)] の順に選択します。

4.

名前、説明、およびタグを入力し、必要に応じて起動パラメータを調整します。

Note
インスタンスから起動テンプレートを作成するとき、そのインスタンスのネットワーク
インターフェイス ID と IP アドレスはテンプレートに含まれません。
5.

[起動テンプレートの作成] を選択します。

AWS CLI
AWS CLI を使用して既存のインスタンスから起動テンプレートを作成するには、まずインスタンスか
ら起動テンプレートデータを取得し、次に起動テンプレートデータを使用して起動テンプレートを作
成します。

AWS CLI を使用してインスタンスから起動テンプレートデータを取得するには
•

get-launch-template-data コマンドを使用して、インスタンス ID を指定します。出力をベースと
して使用して、新しい起動テンプレートや起動テンプレートのバージョンを作成できます。デ
フォルトでは、起動テンプレートデータで指定できない最上位レベルの LaunchTemplateData
オブジェクトが出力に含まれています。このオブジェクトを除外するには、--query オプション
を使用します。
aws ec2 get-launch-template-data \
--instance-id i-0123d646e8048babc \
--query "LaunchTemplateData"

出力例を次に示します。
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{

}

"Monitoring": {},
"ImageId": "ami-8c1be5f6",
"BlockDeviceMappings": [
{
"DeviceName": "/dev/xvda",
"Ebs": {
"DeleteOnTermination": true
}
}
],
"EbsOptimized": false,
"Placement": {
"Tenancy": "default",
"GroupName": "",
"AvailabilityZone": "us-east-1a"
},
"InstanceType": "t2.micro",
"NetworkInterfaces": [
{
"Description": "",
"NetworkInterfaceId": "eni-35306abc",
"PrivateIpAddresses": [
{
"Primary": true,
"PrivateIpAddress": "10.0.0.72"
}
],
"SubnetId": "subnet-7b16de0c",
"Groups": [
"sg-7c227019"
],
"Ipv6Addresses": [
{
"Ipv6Address": "2001:db8:1234:1a00::123"
}
],
"PrivateIpAddress": "10.0.0.72"
}
]

出力を次のようにファイルに直接書き込むことができます。
aws ec2 get-launch-template-data \
--instance-id i-0123d646e8048babc \
--query "LaunchTemplateData" >> instance-data.json

起動テンプレートデータを使用して起動テンプレートを作成するには
create-launch-template コマンドを使用して、前の手順の出力を使用して起動テンプレートを作成しま
す。AWS CLI を使用した起動テンプレートの作成の詳細については、「定義したパラメータを使用し
た新しい起動テンプレートの作成 (p. 536)」を参照してください。

起動テンプレートの変更 (起動テンプレートのバージョンの管理)
起動テンプレートは変更不可能です。起動テンプレートを作成したら、それを変更することはできませ
ん。代わりに、必要な変更を含む新しいバージョンの起動テンプレートを作成できます。
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起動テンプレートの別のバージョンの作成、デフォルトバージョンの設定、起動テンプレートバージョン
の説明、不要になったバージョンの削除を行うことができます。
タスク
• 起動テンプレートのバージョンの作成 (p. 548)
• デフォルトの起動テンプレートのバージョンの設定 (p. 548)
• 起動テンプレートのバージョンの説明 (p. 549)
• 起動テンプレートのバージョンの削除 (p. 550)

起動テンプレートのバージョンの作成
起動テンプレートのバージョンを作成する際、新しいバージョンに新しい起動パラメータを指定するか、
または既存のバージョンをベースとして使用できます。起動パラメーターの詳細については、「起動テン
プレートの作成 (p. 536)」を参照してください。
Console

コンソールを使用して起動テンプレートのバージョンを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Launch Templates] を選択します。

3.

起動テンプレートを選択し、[アクション]、[Modify template (Create new version)] の順に選択し
ます。

4.

[Template version description] (テンプレートバージョンの説明) に、起動テンプレートバージョン
についての説明を入力します。

5.

(オプション) [Source template] (ソーステンプレート) を展開し、新しい起動テンプレートバー
ジョンのベースとして使用する起動テンプレートのバージョンを選択します。新しい起動テンプ
レートバージョンは、この起動テンプレートバージョンから起動パラメータを継承します。

6.

必要に応じて起動パラメータを変更し、[起動テンプレートの作成] を選択します。

AWS CLI

AWS CLIを使用して起動テンプレートのバージョンを作成するには
•

create-launch-template-version コマンドを使用します。新しいバージョンのベースとなるソース
バージョンを指定できます。新しいバージョンはこのバージョンの起動パラメータを継承し、-launch-template-data を使用してパラメータを上書きできます。次の例では、起動テンプ
レートのバージョン 1 に基づいて新しいバージョンを作成し、異なる AMI ID を指定します。
aws ec2 create-launch-template-version \
--launch-template-id lt-0abcd290751193123 \
--version-description WebVersion2 \
--source-version 1 \
--launch-template-data "ImageId=ami-c998b6b2"

デフォルトの起動テンプレートのバージョンの設定
起動テンプレートにデフォルトバージョンを設定できます。起動テンプレートからインスタンスを起動
し、バージョンを指定しない場合、インスタンスはデフォルトバージョンのパラメータを使用して起動さ
れます。
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Console

コンソールを使用してデフォルトの起動テンプレートのバージョンを設定するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Launch Templates] を選択します。

3.

起動テンプレートを選択し、[アクション]、[デフォルトバージョンの設定] を選択します。

4.

[テンプレートバージョン] で、デフォルトバージョンとして設定するバージョン番号を選択し、
[デフォルトバージョンとして設定] を選択します。

AWS CLI

AWS CLIを使用してデフォルトの起動テンプレートのバージョンを設定するには
•

modify-launch-template コマンドを使用して、デフォルトとして設定するバージョンを指定しま
す。
aws ec2 modify-launch-template \
--launch-template-id lt-0abcd290751193123 \
--default-version 2

起動テンプレートのバージョンの説明
コンソールを使用して、選択した起動テンプレートのすべてのバージョンを表示したり、特定のバージョ
ン番号と一致する最新バージョンやデフォルトバージョンの起動テンプレートを一覧表示したりできま
す。AWS CLI を使用すると、指定した起動テンプレートのすべてのバージョン、各バージョン、特定範囲
のバージョンを表示できます。また、アカウント内にあるすべての起動テンプレートについて、すべての
最新バージョンを表示したり、すべてのデフォルトバージョンを表示したりすることもできます。
Console

コンソールを使用して起動テンプレートのバージョンを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Launch Templates] を選択します。

3.

特定の起動テンプレートのバージョンを表示したり、特定のバージョン番号と一致する最新バー
ジョンやデフォルトバージョンの起動テンプレートを一覧表示したりできます。
•

起動テンプレートのバージョンを表示するには、起動テンプレートを選択します。[バージョ
ン] タブの [バージョン] から、詳細を表示するバージョンを選択します。

•

特定のバージョン番号と一致する最新バージョンの起動テンプレートを一覧表示するには、
検索バーから [最新バージョン] を選択し、バージョン番号を選択します。

•

特定のバージョン番号と一致するデフォルトバージョンの起動テンプレートを一覧表示する
には、検索バーから [デフォルトバージョン] を選択し、バージョン番号を選択します。

AWS CLI

AWS CLI を使用して起動テンプレートのバージョンを表示するには
•

delete-launch-template-versions コマンドを使用して、バージョン番号を指定します。次の例で
は、バージョン 1 と 3 を指定しています。
aws ec2 describe-launch-template-versions \
--launch-template-id lt-0abcd290751193123 \
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アカウント内にある起動テンプレートのすべての最新バージョンやデフォルトバージョンを
AWS CLI で表示するには
•

delete-launch-template-versions コマンドを使用し、$Latest または $Default を指定するか、
両方を指定します。呼び出しでは、起動テンプレートの ID と名前を省略する必要があります。
バージョン番号を指定することはできません。
aws ec2 describe-launch-template-versions \
--versions "$Latest,$Default"

起動テンプレートのバージョンの削除
起動テンプレートのバージョンが不要になった場合には、それを削除することができます。削除後にバー
ジョン番号を置き換えることはできません。起動テンプレートのデフォルトバージョンは削除できませ
ん。まずデフォルトとして別のバージョンを割り当てる必要があります。
Console

コンソールを使用して起動テンプレートのバージョンを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Launch Templates] を選択します。

3.

起動テンプレートを選択し、[アクション]、[テンプレートのバージョンの削除] を選択します。

4.

削除するバージョンを選択し、[削除] を選択します。

AWS CLI

AWS CLIを使用して起動テンプレートのバージョンを削除するには
•

delete-launch-template-versions コマンドを使用して、削除するバージョン番号を指定します。
aws ec2 delete-launch-template-versions \
--launch-template-id lt-0abcd290751193123 \
--versions 1

起動テンプレートからのインスタンスの起動
起動テンプレートに含まれているパラメータを使用してインスタンスを起動できます。インスタンスを起
動する前に、オプションで起動パラメータを上書きまたは追加できます。
起動テンプレートを使用して起動されたインスタンスには、aws:ec2launchtemplate:id と
aws:ec2launchtemplate:version のキーを使用して自動的に 2 つのタグが割り当てられます。これ
らのタグを削除したり、編集することはできません。
Console

コンソールを使用して起動テンプレートからインスタンスを起動するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Launch Templates] を選択します。
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3.

起動テンプレートを選択し、[アクション]、[テンプレートからインスタンスを起動する] を選択し
ます。

4.

[Source template version] (ソーステンプレートのバージョン) で、使用する起動テンプレートの
バージョンを選択します。

5.

[Number of instances] で、起動するインスタンスの数を指定します。

6.

(オプション) [インスタンスの詳細] セクションでパラメータを変更または追加すると、起動テン
プレートパラメータを上書きまたは追加することができます。

7.

[テンプレートからインスタンスを起動する] を選択します。

AWS CLI

AWS CLIを使用して起動テンプレートからインスタンスを起動するには
• run-instances コマンドを使用して --launch-template パラメータを指定します。オプション
で、使用する起動テンプレートのバージョンを指定します。バージョンを指定しない場合は、デ
フォルトバージョンが使用されます。
aws ec2 run-instances \
--launch-template LaunchTemplateId=lt-0abcd290751193123,Version=1

• 起動テンプレートパラメータを上書きするには、run-instances コマンドでパラメータを指定しま
す。次の例では、起動テンプレートで指定されたインスタンスタイプを上書きします (ある場合)。
aws ec2 run-instances \
--launch-template LaunchTemplateId=lt-0abcd290751193123 \
--instance-type t2.small

• 複雑な構造の一部である入れ子状のパラメータを指定した場合、インスタンスは、起動テンプレー
トで指定された複雑な構造および、指定した入れ子状の追加パラメータを使用して起動されます。
次の例で、インスタンスは、タグ Owner=TeamA および起動テンプレートで指定された他のタグを
使用して起動されます。起動テンプレートに既存の Owner のキーのタグがある場合、値は TeamA
に置き換えられます。
aws ec2 run-instances \
--launch-template LaunchTemplateId=lt-0abcd290751193123 \
--tag-specifications "ResourceType=instance,Tags=[{Key=Owner,Value=TeamA}]"

次の例で、インスタンスは、/dev/xvdb という名前のデバイス名を持つボリューム、および起動
テンプレートで指定された他のブロックデバイスマッピングを使用して起動されます。起動テンプ
レートに /dev/xvdb 用に定義された既存のボリュームがある場合、値は指定された値で置き換え
られます。
aws ec2 run-instances \
--launch-template LaunchTemplateId=lt-0abcd290751193123 \
--block-device-mappings "DeviceName=/dev/xvdb,Ebs={VolumeSize=20,VolumeType=gp2}"

インスタンスが起動しないか、状態が running ではなくすぐに terminated になる場合は、「イン
スタンスの起動に関する問題のトラブルシューティング (p. 1904)」を参照してください。

Amazon EC2 Auto Scaling での起動テンプレートの使用
Auto Scaling グループを作成して、グループに使用する起動テンプレートを指定できます。Auto Scalingグ
ループ内で Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスを起動する際、関連する起動テンプレートで定義さ
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れた起動パラメータが使用されます。詳細については、『Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド』の
「起動テンプレートを使用した Auto Scaling グループの作成 」を参照してください。
起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成するには、Auto Scaling グループのインスタン
スの起動に必要なパラメータを含む起動テンプレート (AMI の ID など) を作成する必要があります。コン
ソールには、Auto Scaling で使用できるテンプレートの作成に役立つガイダンスが用意されています。

コンソールを使用して Auto Scaling で使用する起動テンプレートを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[起動テンプレート]、[起動テンプレートの作成] の順に選択します。

3.

[起動テンプレート名] に、起動テンプレートのわかりやすい名前を入力します。

4.

[Template version description] (テンプレートバージョンの説明) に、起動テンプレートバージョンの短
い説明を入力します。

5.

[Auto Scaling guidance] (Auto Scaling ガイダンス) でチェックボックスをオンにすると、Auto Scaling
で使用するテンプレートの作成に役立つガイダンスが Amazon EC2 により表示されるようになりま
す。

6.

必要に応じて起動パラメータを変更します。Auto Scaling ガイダンスを選択したため、一部のフィー
ルドは必須で、一部のフィールドは使用できません。起動テンプレートの作成時に留意する考慮事項
と、Auto Scaling の起動パラメータの設定方法については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイ
ドの「Creating a launch template for an Auto Scaling group」を参照してください。

7.

[起動テンプレートの作成] を選択します。

8.

(オプション) この起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成するには、[Next steps]
ページで [Create Auto Scaling group] を選択します。

AWS CLI により起動テンプレートを使用して、Amazon EC2 Auto Scaling グループを作成または
更新するには
•

create-auto-scaling-group または update-auto-scaling-group コマンドを使用して --launchtemplate パラメータを指定します。

EC2 フリート での起動テンプレートの使用
EC2 フリート リクエストを作成して、インスタンス設定で起動テンプレートを指定できます。Amazon
EC2 は、EC2 フリート リクエストを満たす際、関連する起動テンプレートで定義された起動パラメータ
を使用します。起動テンプレートで指定されたパラメータの一部を上書きすることができます。
詳細については、EC2 フリートの作成 (p. 943) を参照してください。

AWS CLI により起動テンプレートを使用して、EC2 フリートを作成するには
•

create-fleet コマンドを使用します。--launch-template-configs パラメータを使用して、起動テ
ンプレートと起動テンプレートの上書きを指定します。

スポットフリートで起動テンプレートを使用する
スポットフリートリクエストを作成して、インスタンス設定で起動テンプレートを指定できま
す。Amazon EC2 は、スポットフリートリクエストを処理する際、関連する起動テンプレートで定義され
た起動パラメータを使用します。起動テンプレートで指定されたパラメータの一部を上書きすることがで
きます。
詳細については、スポットフリートのリクエストタイプ (p. 954) を参照してください。
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AWS CLI により起動テンプレートを使用して、スポットフリートリクエストを作成するには
•

request-spot-fleet コマンドを使用します。LaunchTemplateConfigs パラメータを使用して、起動
テンプレートと起動テンプレートの上書きを指定します。

起動テンプレートの削除
起動テンプレートが不要になった場合には、それを削除することができます。起動テンプレートを削除す
ると、すべてのバージョンが削除されます。
Console

起動テンプレートを削除するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[Launch Templates] を選択します。
起動テンプレートを選択し、[アクション]、[テンプレートの削除] を選択します。

4.

Delete と入力して削除を確認し、[Delete (削除)] を選択します。

AWS CLI

起動テンプレートを削除するには (AWS CLI)
•

delete-launch-template (AWS CLI) コマンドを使用して、起動テンプレートを指定します。
aws ec2 delete-launch-template --launch-template-id lt-01238c059e3466abc

既存のインスタンスのパラメータを使用したインスタンスの起動
Amazon EC2 コンソールには、現在のインスタンスを他のインスタンスを起動するためのベースとして使
用可能にする、[Launch More Like This] (同様のインスタンスをさらに起動) オプションが用意されていま
す。このオプションでは、Amazon EC2 インスタンス起動ウィザードで、選択されたインスタンスから自
動的に特定の設定が入力されます。

Note
[Launch More Like This] (同様のインスタンスをさらに起動) オプションでは、選択されたインス
タンスは複製されません。一部の設定が複製されるのみです。インスタンスのコピーを作成する
には、最初にインスタンスから AMI を作成して、AMI からさらに多くのインスタンスを起動しま
す。
または、インスタンスの起動パラメータを格納するための 起動テンプレート (p. 534) を作成し
ます。
次の設定詳細は、選択されたインスタンスからインスタンス起動ウィザードにコピーされます。
•
•
•
•

AMI ID
インスタンスタイプ
アベイラビリティーゾーン、または選択されたインスタンスがある VPC とサブネット
パブリック IPv4 アドレス。選択されたインスタンスの IPv4 アドレスが現在パブリック IPv4 アドレス
の場合、選択されたインスタンスのパブリック IPv4 アドレスのデフォルト設定に関係なく、新しいイ
ンスタンスはパブリック IPv4 アドレスを受け取ります。パブリック IPv4 アドレスの詳細については、
「パブリック IPv4 アドレス (p. 1177)」を参照してください。
• プレイスメントグループ (該当する場合)
• 該当する場合は、インスタンスに関連付けられた IAM ロール

553

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
起動する

• シャットダウン動作の設定（停止または終了）
• 終了保護設定（true または false）
• CloudWatch モニタリング（有効または無効）
• Amazon EBS 最適化設定 (true または false)
• VPC（共有または専用）に起動する場合は、テナンシー設定
• 該当する場合は、カーネル ID および RAM ディスク ID
• ユーザーデータ (指定された場合)
• 該当する場合は、インスタンスに関連付けられたタグ
• インスタンスに関連付けられたセキュリティグループ
• 関連付け情報。選択したインスタンスが設定ファイルに関連付けられている場合、同じファイルが自動
的に新しいインスタンスに関連付けられます。設定ファイルに結合ドメインの設定が含まれる場合は、
新しいインスタンスが同じドメインに結合されます。ドメインの結合の詳細については、AWS Directory
Service 管理ガイドの「Windows EC2 インスタンスをシームレスに結合する」を参照してください。
次の設定の詳細は、選択したインスタンスからはコピーされません。代わりに、ウィザードはデフォルト
の設定または動作を適用します。
• ネットワークインターフェイスの数: デフォルトでは、1 つのネットワークインターフェイス、つまりプ
ライマリネットワークインターフェイス (eth0) です。
• ストレージ: デフォルトのストレージ設定は AMI およびインスタンスタイプによって決まります。
New console

現在のインスタンスをテンプレートとして使用するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

使用するインスタンスを選択し、[Actions (アクション)]、[Images and templates (イメージとテン
プレート)]、[Launch more like this (同様のインスタンスをさらに起動)] の順に選択します。

4.

インスタンス起動ウィザードが開きます。この画面で別のオプションを選択して、インスタンス
設定に必要な変更を加えることができます。
インスタンスを起動する準備ができたら、[Launch instance] (インスタンスの起動) を選択しま
す。

5.

インスタンスが起動しないか、状態が running ではなくすぐに terminated になる場合は、
「インスタンスの起動に関する問題のトラブルシューティング (p. 1904)」を参照してください。

Old console

現在のインスタンスをテンプレートとして使用するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

使用するインスタンスを選択し、[Actions (アクション)]、[Launch More Like This (同様のインス
タンスをさらに起動)] の順に選択します。

4.

[Review Instance Launch] ページで launch wizard が開きます。必要な変更を行うには、適切な
[編集] リンクを選択します。
準備ができたら、[Launch] を選択してキーペアを選択し、インスタンスを起動します。

5.

インスタンスが起動しないか、状態が running ではなくすぐに terminated になる場合は、
「インスタンスの起動に関する問題のトラブルシューティング (p. 1904)」を参照してください。
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AWS Marketplace インスタンスの起動
AWS Marketplace 製品をサブスクライブすると、Amazon EC2 起動ウィザードを使用して、当該製品の
AMI からインスタンスを起動できるようになります。有料の AMI の詳細については、有料 AMI (p. 131) を
参照してください。起動後に受信登録をキャンセルするには、初めに受信登録から、実行されているすべ
てのインスタンスを削除する必要があります。詳細については、AWS Marketplace サブスクリプションを
管理する (p. 134) を参照してください。
New console

launch wizardを使用して AWS Marketplace からインスタンスを起動するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

Amazon EC2 コンソールダッシュボードで、[インスタンスを起動] を選択します。

3.

(オプション) [Names and tags] (名前とタグ) における [Name] (名前) では、インスタンス用にわ
かりやすい名前を入力します。

4.

[Application and OS Images (Amazon Machine Image)] (アプリケーションおよび OS イメー
ジ (Amazon マシンイメージ)) で、[Browse more AMIs] (さらに AMI を参照) を選択し、[AWS
Marketplace AMIs] タブを選択します。カテゴリを参照するか、検索機能を使用して適切な AMI
を見つけます。製品を選択するには、[Select] (選択) を選択します。

5.

選択した製品の概要とともに、ダイアログボックスが開きます。価格情報と、ベンダーが提供し
たその他の情報を表示できます。準備が完了したら、[Continue] を選択します。

Note
AMI でインスタンスを起動するまで、製品の使用料は発生しません。インスタンスタイ
プを選択する際に、サポートされている各インスタンスタイプの料金を書き留めておい
てください。追加の税金が製品に適用される場合があります。
6.

[Instance type] (インスタンスタイプ) で、インスタンスのインスタンスタイプを選択します。イ
ンスタンスタイプは、起動するインスタンスのハードウェア設定とサイズを定義します。

7.

[Key pair (login)] (キーペア (ログイン)) の [Key pair name] (キーペア名) で、既存のキーペアを選
択するか、新しいキーペアを作成します。

8.

[Network settings] (ネットワーク設定) の [Firewall (security groups)] (ファイアウォール (セキュ
リティグループ)) で、製品のベンダーの仕様に従って作成された新しいセキュリティグループを
書き留めます。セキュリティグループには、Linux の SSH (ポート 22) または Windows の RDP
(ポート 3389) ですべての IPv4 アドレス (0.0.0.0/0) を許可するルールが含まれる場合がありま
す。これらのルールを調整して、特定のアドレスまたはアドレスの範囲のみが、これらのポート
経由でインスタンスにアクセスできるようにすることをお勧めします。

9.

画面上の他のフィールドを使用して、インスタンスの設定、ストレージの追加、およびタグの追
加を行うことができます。設定できるさまざまなオプションの詳細については、「定義済みのパ
ラメータを使用したインスタンスの起動 (p. 519)」を参照してください。

10. [Summary] (概要) パネルの [Software Image (AMI)] (ソフトウェアイメージ (AMI)) で、インスタン
スを起動しようとしている AMI の詳細を確認します。また、指定した他の設定の詳細も確認しま
す。インスタンスを起動する準備ができたら、[Launch instance] (インスタンスの起動) を選択し
ます。
11. 受信登録した製品によっては、インスタンスの起動には数分以上かかります。インスタンスが起
動する前に、まず製品に登録されます。クレジットカードの詳細に問題がある場合は、アカウン
トの詳細を更新するように求められます。起動確認ページが表示されたら、[View all instances]
(すべてのインスタンスを表示) を選択して [Instances] (インスタンス) ページに移動します。

Note
インスタンスが running 状態である限り、アイドル状態であっても、受信登録費用が
発生します。インスタンスが停止している場合でも、ストレージに対して課金されるこ
とがあります。
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12. インスタンスの状態が [running] の場合、そのインスタンスに接続することができます。これ
を実行するには、リストでインスタンスを選択し、[Connect] (接続) を選択して、接続オプショ
ンを選択します。インスタンスへの接続の詳細については、「Windows インスタンスに接続す
る (p. 590)」を参照してください。

Important
インスタンスに接続するには、特定のユーザー名を使用しなければならない場合がある
ため、ベンダーの使用手順を慎重に確認してください。受信登録の詳細へのアクセスに
ついては、AWS Marketplace サブスクリプションを管理する (p. 134) を参照してくださ
い。
13. インスタンスが起動しないか、状態が running ではなくすぐに terminated になる場合は、
「インスタンスの起動に関する問題のトラブルシューティング (p. 1904)」を参照してください。
Old console

launch wizardを使用して AWS Marketplace からインスタンスを起動するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

Amazon EC2 ダッシュボードから、[インスタンスの作成] を選択します。

3.

[Choose an Amazon Machine Image (AMI)] ページで、左の [AWS Marketplace] カテゴリを選択し
ます。カテゴリを参照するか、検索機能を使用して適切な AMI を見つけます。[Select] を選択し
て製品を選択します。

4.

ダイアログに、選択した製品の概要が表示されます。価格情報と、ベンダーが提供したその他の
情報を表示できます。準備が完了したら、[Continue] を選択します。

Note
AMI でインスタンスを起動するまで、製品の使用料は発生しません。ウィザードの次の
ページでは、インスタンスタイプの選択が求められるため、サポートされているインス
タンスタイプの料金をメモしておいてください。追加の税金が製品に適用される場合が
あります。
5.

[Choose an Instance Type] ページで、起動するインスタンスのハードウェア設定とサイズを選択
します。終了したら、[Next: Configure Instance Details] を選択します。

6.

ウィザードの次のページでは、インスタンスの設定、ストレージの追加、およびタグの追加を
行うことができます。設定できるさまざまなオプションの詳細については、古いインスタンス
起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する (p. 527) を参照してください。[Configure
Security Group] ページが表示されるまで、[Next] を選択します。
製品に関するベンダーの仕様にしたがって、新しいセキュリティグループが作成されます。セ
キュリティグループには、Linux の SSH (ポート 22) または Windows の RDP (ポート 3389) です
べての IPv4 アドレス (0.0.0.0/0) を許可するルールが含まれる場合があります。これらのルー
ルを調整して、特定のアドレスまたはアドレスの範囲のみが、これらのポート経由でインスタン
スにアクセスできるようにすることをお勧めします。
準備ができたら、[Review and Launch] を選択します。

7.

[Review Instance Launch] ページで、インスタンスを起動しようとしている AMI の詳細と、ウィ
ザードでセットアップするその他の設定の詳細をチェックします。準備ができたら、[Launch] を
選択してキーペアを選択または作成し、インスタンスを起動します。

8.

受信登録した製品によっては、インスタンスの起動には数分以上かかります。インスタンスが起
動する前に、まず製品に登録されます。クレジットカードの詳細に問題がある場合は、アカウン
トの詳細を更新するように求められます。起動確認のページが表示されたら、[View Instances] を
選択して [Instances] ページに移動します。
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Note
インスタンスが実行されている限り、アイドル状態であっても、受信登録費用が発生し
ます。インスタンスが停止している場合でも、ストレージに対して課金されることがあ
ります。
9.

インスタンスの状態が [running] の場合、そのインスタンスに接続することができます。その
ためには、一覧でインスタンスを選択し、[Connect] (接続) を選択します。ダイアログの指示
にしたがいます。インスタンスへの接続の詳細については、「Windows インスタンスに接続す
る (p. 590)」を参照してください。

Important
インスタンスにログインするには、特定のユーザー名を使用しなければならない場合が
あるため、ベンダーの使用手順を慎重に確認してください。受信登録の詳細へのアクセ
スについては、AWS Marketplace サブスクリプションを管理する (p. 134) を参照してく
ださい。
10. インスタンスが起動しないか、状態が running ではなくすぐに terminated になる場合は、
「インスタンスの起動に関する問題のトラブルシューティング (p. 1904)」を参照してください。

API と CLI を使用した AWS Marketplace AMI インスタンスの起動
API またはコマンドラインツールを使用して、AWS Marketplace 製品からインスタンスを起動するには、
まず製品に登録していることを確認します。次の方法を使用して、製品の AMI ID でインスタンスを起動で
きます。
方法

ドキュメント

AWS CLI

run-instances コマンドを使用するか、詳細について「インスタンスの
起動」を参照してください。

AWS Tools for Windows
PowerShell

New-EC2Instance コマンドを使用するか、詳細についてWindows
PowerShell を使用した Amazon EC2 インスタンスの起動を参照して
ください。

クエリ API

RunInstancesリクエストを使用します。

インスタンスの停止と起動
インスタンスにルートデバイスとして Amazon EBS ボリュームがある場合、そのインスタンスを停止して
起動できます。インスタンスにはそのインスタンス ID が保持されますが、「概要 (p. 558)」セクション
で述べられているように変更される可能性があります。
ユーザーがインスタンスを停止すると、インスタンスはシャットダウンされます。停止しているインスタ
ンスの使用料またはデータ転送料は課金されませんが、Amazon EBS ボリュームのストレージに対して
は課金されます。停止したインスタンスを再起動するたびに、1 分間分の最低料金が課金されます。1 分
経過した後は、使用した秒数のみ課金されます。例えば、インスタンスを 20 秒間実行して停止した場合
は、1 分間分課金されます。インスタンスを 3 分 40 秒実行した場合は、ちょうど 3 分 40 秒間分課金され
ます。
インスタンスが停止している間、他のボリュームと同様にそのルートボリュームを扱い、変更することが
できます (ファイルシステムの問題を修復したり、ソフトウェアを更新したりするなど)。停止しているイ
ンスタンスからボリュームを接続解除し、それを実行中のインスタンスに接続して、変更を行い、実行中
のインスタンスから接続解除して、停止しているインスタンスに再接続します。インスタンスのブロック
デバイスマッピングにルートデバイスとして指定されたストレージデバイス名を使用して、ボリュームを
接続解除していることを確認します。
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インスタンスが必要なくなったら、終了することができます。インスタンスの状態が shutting-down ま
たは terminated に変わったら、そのインスタンスへの課金は停止します。詳細については、インスタン
スの終了 (p. 579) を参照してください。インスタンスを休止する場合は、「オンデマンドの Windows イ
ンスタンスを休止状態にする (p. 564)」を参照してください。詳細については、再起動、停止、休止、削
除の違い (p. 514) を参照してください。
目次
• 概要 (p. 558)
• インスタンスを停止するとどうなるか (p. 558)
• インスタンスを起動するとどうなるか (p. 559)
• インスタンスの停止と起動 (p. 559)
• スケジュール上のインスタンスを停止および起動する (p. 561)
• 停止保護を有効にします (p. 561)
• 停止したインスタンスの変更 (p. 563)
• インスタンスの停止に関するトラブルシューティング (p. 564)

概要
以下のインスタンスの属性は停止されると、変更できます。
• インスタンスタイプ
• ユーザーデータ
• Kernel
• RAM ディスク
インスタンスの実行中にこれらの属性を変更しようとすると、Amazon EC2 が
IncorrectInstanceState エラーを返します。

インスタンスを停止するとどうなるか
StopInstances API を使用して (例えば、Amazon EC2 コンソールで [Instance state] (インスタンスの状態)
や [Stop instance] (インスタンスの停止) を選択するか、または stop-instances AWS CLI コマンドを使用し
て) EC2 インスタンスを停止すると、次のものが OS レベルで登録されます。
• API リクエストは、ボタンのクリックイベントをゲストに送信します。
• ボタンのクリックイベントの結果として、さまざまなシステムサービスが停止します。適切なシャット
ダウンは、ハイパーバイザーからの ACPI シャットダウンボタンのクリックイベントによってトリガー
されます。
• ACPI シャットダウンが開始されます。
• このインスタンスは、適切なシャットダウンプロセスが終了したときにシャットダウンされます。設定
可能な OS シャットダウン時間はありません。
• インスタンス OS が数分以内に正常にシャットダウンされない場合は、ハードシャットダウンが実行さ
れます。
• インスタンスが実行を停止します。
• インスタンスのステータスが stopping になり、その後 stopped になります。
• (Auto Scaling グループ) インスタンスが Auto Scaling グループにある場合、Amazon EC2 Auto Scaling
サービスはインスタンスを異常と判断して停止し、場合によってはそれを終了して代わりのインスタン
スを起動します。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Auto Scaling イ
ンスタンスのヘルスチェック」を参照してください。
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• (Windows) Windows インスタンスを停止して起動すると、アタッチされた Amazon EBS ボリュームの
ドライブ文字の変更などのタスクが EC2Config サービスによりインスタンスで実行されます。これら
のデフォルトおよび変更方法については、「」を参照してください。EC2Config サービスを使用した
Windows インスタンスの設定 (p. 700)
• (ClassicLink) ClassicLink インスタンスを停止すると、今までリンクされていた VPC とのリンクが解除
されます。インスタンスを起動した後に再び VPC にリンクする必要があります。ClassicLink の詳細に
ついては、「ClassicLink (p. 1355)」を参照してください。
デフォルトでは、Amazon EBS-backed インスタンスからシャットダウンを開始すると、インスタンスが
停止します。この動作を変更して、インスタンスの停止ではなく終了させることができます。詳細につい
ては、インスタンスによって起動されたシャットダウン動作の変更 (p. 583) を参照してください。

インスタンスを停止すると、次のものが失われます。
• RAM に保存されているデータ。
• インスタンスストアボリュームに保存されているデータは失われます。
• 起動時または開始時に Amazon EC2 がインスタンスに自動的に割り当てられたパブリック IPv4 アド
レス。(パブリック IPv4 アドレスに変更を加えないようにするには、インスタンスに Elastic IP アドレ
ス (p. 1223)を関連付けます。)
• (EC2-Classic) EC2-Classic では、Elastic IP アドレスとインスタンスとの関連付けが解除されます。詳
細については、EC2-Classic (p. 1349) を参照してください。

インスタンスを停止しても、次のものは保持されます。
• Amazon EBS ボリュームに保存されているデータ。EBS ボリュームは、インスタンスにアタッチされた
ままになります。
• プライベート IPv4 アドレス。
• IPv6 アドレス。
• インスタンスに関連付けられた Elastic IP アドレス。インスタンスが停止すると、関連する Elastic IP ア
ドレスに対する課金が始まります (p. 1223)。
詳細については、「再起動、停止、休止、削除の違い (p. 514)」を参照してください。

インスタンスを起動するとどうなるか
StartInstances API を使用して (例えば、Amazon EC2 コンソールで [Instance state] (インスタンスの状
態)、[Start instance] (インスタンスの起動) を選択したり、start-instances AWS CLI コマンドを使用したり
して) EC2 インスタンスを起動すると、次のようになります。
• ほとんどの場合、基盤となる新しいホストコンピュータにインスタンスが移行します (ただし、現在の
ホストに残ることもあります)。
• パブリック IPv4 アドレスを受信するようにインスタンスが設定されている場合、Amazon EC2 は新し
いパブリック IPv4 アドレスをインスタンスに割り当てます。(パブリック IPv4 アドレスに変更を加えな
いようにするには、インスタンスに Elastic IP アドレス (p. 1223)を関連付けます。)
詳細については、「再起動、停止、休止、削除の違い (p. 514)」を参照してください。

インスタンスの停止と起動
コンソールまたはコマンドラインを使用して、Amazon EBS-Backed インスタンスを起動および停止でき
ます。
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New console

コンソールを使用して Amazon EBS-Backed インスタンスを停止および起動するには
1.

インスタンスを停止すると、インスタンスストアボリューム上のデータは消去されます。インス
タンスを停止する前に、必要なデータをインスタンスストアボリュームから永続的ストレージ
(Amazon EBS や Amazon S3 など) にコピーしていることを確認します。

2.

ナビゲーションペインで [Instances] を選択し、インスタンスを選択します。

3.

[Instance state (インスタンスの状態)]、[Stop instance (インスタンスの停止)] の順に選択します。
このオプションが無効になっている場合は、インスタンスが既に停止しているか、またはルート
ボリュームがインスタンスストアボリュームです。

4.

確認を求められたら、[Stop] を選択します。インスタンスが停止するまで、数分かかる場合があ
ります。

5.

(オプション) インスタンスが停止されている間、特定のインスタンス属性を変更できます。詳細
については、modify-stopped-instance を参照してください。

6.

停止されているインスタンスを開始するには、インスタンスを選択後、[Instance state (インスタ
ンスの状態)]、[Start instance (インスタンスの開始)] の順に選択します。

7.

インスタンスが running 状態になるまで、数分かかる場合があります。

Old console

コンソールを使用して Amazon EBS-Backed インスタンスを停止および起動するには
1.

インスタンスを停止すると、インスタンスストアボリューム上のデータは消去されます。インス
タンスを停止する前に、必要なデータをインスタンスストアボリュームから永続的ストレージ
(Amazon EBS や Amazon S3 など) にコピーしていることを確認します。

2.

ナビゲーションペインで [Instances] を選択し、インスタンスを選択します。

3.

[Actions]、[Instance State]、[Stop] の順に選択します。このオプションが無効になっている場
合は、インスタンスが既に停止しているか、またはルートボリュームがインスタンスストアボ
リュームです。

4.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Yes, Stop] を選択します。インスタンスが停止するま
で、数分かかる場合があります。

5.

(オプション) インスタンスが停止されている間、特定のインスタンス属性を変更できます。詳細
については、modify-stopped-instance を参照してください。

6.

停止されているインスタンスを再起動するには、インスタンスを選択後、[Actions (アクショ
ン)]、[インスタンスの状態]、[Start (起動)] の順に選択します。

7.

確認ダイアログボックスで [Yes, Start] を選択します。インスタンスが running 状態になるま
で、数分かかる場合があります。

コマンドラインを使用して Amazon EBS-Backed インスタンスを停止および起動するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• stop-instances および start-instances (AWS CLI)
• Stop-EC2Instance および Start-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell)
制御された故障注入実験を実行するには
インスタンスが停止後に起動された場合のアプリケーションの応答をテストするには、AWS Fault
Injection Simulator を使用します。詳細については、AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイドを参照
してください。
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スケジュール上のインスタンスを停止および起動する
EC2 インスタンスの停止と開始をスケジュールすることができます。このプロセスを設定するための 2 つ
のオプションを以下に示します。
AWS でインスタンススケジューラを使用する
インスタンススケジューラを AWS で使用して、EC2 インスタンスの開始と停止を自動化することがで
きます。詳細については、「CloudFormation で Instance Scheduler を使用して EC2 インスタンスをスケ
ジュールするにはどうすればよいですか?」を参照してください。追加料金が適用されることに注意してく
ださい。
AWS Lambda および Amazon EventBridge ルールを使用する
Lambda と EventBridge ルールを使用して、スケジュール上のインスタンスを停止および開始することが
できます。詳細については、「Lambda を使用して、Amazon EC2 インスタンスを一定の間隔で停止およ
び起動するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

停止保護を有効にします
デフォルトでは、Amazon EC2 コンソール、コマンドラインインターフェイス、または API を使用してイ
ンスタンスを停止できます。インスタンスが誤って停止するのを防ぐために、インスタンスに対する停止
保護を有効にすることができます。停止保護は、インスタンスを偶発的な終了からも保護します。
DisableApiStop属性は、Amazon EC2 コンソール、AWS CLI、または API を使用してインスタンスを
停止できるかどうかを制御します。この属性の値は、インスタンスの起動時、インスタンスの実行中、ま
たはインスタンスの停止時に設定できます。
DisableApiStop 属性は、インスタンスからシャットダウンを開始することによってインスタンスを停
止することを妨げません (システムシャットダウンのオペレーティングシステムコマンドを使用)。

考慮事項
• 停止保護を有効にしても、インスタンスにインスタンスを停止する [scheduled event] (p. 1095) (予定さ
れたイベント) がある場合、AWSがインスタンスを停止するのを防ぐことはできません。
• 停止保護は、インスタンスが誤って停止するのを防ぐだけでなく、コンソール、AWS CLI、または API
を使用して誤って終了するのを防ぎます。ただし、DisableApiTermination 属性は自動的に変更さ
れません。DisableApiStop属性が false に設定されている場合、DisableApiTermination属性は
コンソール、AWS CLI、API を使用してインスタンスを終了できるかどうかを判断するために使用され
ることに注意してください。
• 停止保護を有効にしても、インスタンスが異常な場合やスケールインイベント中にAmazon EC2 Auto
Scaling がインスタンスを終了するのを防ぐことはできません。
• インスタンスストアでバックアップされたインスタンスの停止保護を有効にすることはできません。
• スポットインスタンスの停止保護を有効にすることはできません。
• 停止保護を有効または無効にすると、Amazon EC2 API は最終的な整合性モデルに従います。詳細につ
いては、「Amazon EC2 API Referenc」(Amazon EC2 API レファレンス) の「Eventual consistency」
(結果整合性) を参照してください。

起動時にインスタンスに対する停止保護を有効にします
次のいずれかの方法を使用して、インスタンスを起動するときにインスタンスに対する停止保護を有効に
できます。
New console

起動時にインスタンスに対する停止保護を有効にするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

ダッシュボードで、[Launch Instance (インスタンスの起動)] を選択します。

3.

[new launch instance wizard] (p. 517) (新しいインスタンス起動ウィザード) でインスタンスを設
定します。
停止保護を有効にするには、[Stop protection] (保護停止) のために [Advanced details] (高度な詳
細) にある [Enable] (有効化) を選択します。

Old console

起動時にインスタンスに対する停止保護を有効にするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ダッシュボードで、[Launch Instance (インスタンスの起動)] を選択します。

3.

[old launch instance wizard] (p. 527) (古いインスタンス起動ウィザード) でインスタンスを設定
します。
停止保護を無効にするには、[Enable stop protection] (停止保護の有効化) のために [Configure
Instance Details] (インスタンスの詳細設定) ページで、[Protect against accidental stoppage] (偶発
的な停止から保護) のチェックボックスを選択します。

AWS CLI
起動時にインスタンスに対する停止保護を有効にするには
run-instancesAWS CLIコマンドを使用して、インスタンスを起動し、disable-api-stopパラメー
タを指定します。
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-a1b2c3d4e5example \
--instance-type t3.micro \
--key-name MyKeyPair \
--disable-api-stop \
...

実行中または停止したインスタンスに対する停止保護を有効にします
次のいずれかの方法を使用して、インスタンスが実行中または停止したときにインスタンスに対する停止
保護を有効にできます。[old] (古い) [instances] (インスタンス) コンソールは、実行中または停止したイン
スタンスに対する停止保護の有効化をサポートしていないことに注意してください。
New console

実行中または停止中のインスタンスの停止保護を有効にするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

左のナビゲーターで、[Instances] (インスタンス) を選択します。

3.

インスタンスを選択してから、[Actions] (アクション)、[Instance Settings] (インスタンスの設
定)、[Change Stop Protection] (停止保護の変更) を選択します。

4.

[Enable] (有効化) チェックボックスを選択し、[Save] (保存) を選択します。

AWS CLI
実行中または停止中のインスタンスの停止保護を有効にするには
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modify-instance-attributeAWS CLIコマンドを使用して、disable-api-stopパラメターを指定しま
す。
aws ec2 modify-instance-attribute \
--instance-id i-1234567890abcdef0 \
--disable-api-stop

実行中または停止したインスタンスに対する停止保護を無効にします
次のいずれかの方法を使用して、実行中または停止したインスタンスに対する停止保護を無効にすること
ができます。[old] (古い) [instances] (インスタンス) コンソールは、実行中または停止したインスタンスに
対する停止保護の無効化をサポートしていないことに注意してください。
New console

実行中または停止中のインスタンスの停止保護を無効にするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

左のナビゲーターで、[Instances] (インスタンス) を選択します。

3.

インスタンスを選択してから、[Actions] (アクション)、[Instance Settings] (インスタンスの設
定)、[Change Stop Protection] (停止保護の変更) を選択します。

4.

[Enable] (有効化) チェックボックスをオフにして、[Save] (保存) を選択します。

AWS CLI
実行中または停止中のインスタンスの停止保護を無効にするには
modify-instance-attributeAWS CLIコマンドを使用して、no-disable-api-stopパラメターを指定し
ます。
aws ec2 modify-instance-attribute \
--instance-id i-1234567890abcdef0 \
--no-disable-api-stop

停止したインスタンスの変更
AWS Management Consoleまたはコマンドラインインターフェイスを使用して、停止されているイ
ンスタンスのインスタンスタイプ、ユーザーデータ、および EBS 最適化属性を変更できます。AWS
Management Consoleを使用して、DeleteOnTermination、カーネル、または RAM ディスクの属性を
変更することはできません。

インスタンス属性を変更するには
• インスタンスタイプを変更するには、「インスタンスタイプを変更する (p. 306)」を参照してくださ
い。
• インスタンスのユーザーデータを変更するには、「インスタンスユーザーデータの使用 (p. 813)」を参
照してください。
• インスタンスの EBS 最適化を有効または無効にするには、「EBS 最適化の変更 (p. 1760)」を参照して
ください。
• インスタンスのルートボリュームの DeleteOnTermination 属性を変更するには、「実行中のインス
タンスのブロックデバイスマッピングの更新 (p. 1830)」を参照してください。この属性を変更するため
にインスタンスを停止する必要はありません。
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コマンドラインを使用してインスタンス属性を変更するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細については、
「Amazon EC2 へのアクセス (p. 3)」を参照してください。
• modify-instance-attribute (AWS CLI)
• Edit-EC2InstanceAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)

インスタンスの停止に関するトラブルシューティング
Amazon EBS-Backed インスタンスを停止し、stopping 状態に "stuck" が表示されている場合、イン
スタンスを強制終了できます。詳細については、インスタンスの停止に関するトラブルシューティン
グ (p. 1935) を参照してください。

オンデマンドの Windows インスタンスを休止状態に
する
インスタンスを休止すると、Amazon EC2 によってオペレーティングシステムに休止の実行 (suspend-todisk) が指示されます。休止状態に入ると、インスタンスメモリ (RAM) に置かれていた内容が、Amazon
Elastic Block Store (Amazon EBS) のルートボリュームに保存されます。インスタンスの EBS ルートボ
リュームとアタッチされた EBS データボリュームは、Amazon EC2 により保持されます。インスタンス
を再起動すると、以下のようになります。
• EBS ルートボリュームは前の状態に復元されます。
• RAM の内容が再ロードされます。
• インスタンスで以前に実行されていたプロセスが再開されます。
• 以前にアタッチされていたデータボリュームが再アタッチされ、インスタンスがそのインスタンス ID を
保持します。
インスタンスは、休止が有効になっており (p. 568)、休止の前提条件 (p. 566)を満たしている場合の
み、休止状態にすることができます。
インスタンスまたはアプリケーションが、ブートストラップし、メモリフットプリントを構築して完全に
生産性を発揮するのに時間がかかる場合は、休止を使用してインスタンスを事前ウォーミングできます。
インスタンスを事前ウォーミングするには、次の操作を行います。
1. 休止を有効にしてインスタンスを起動します。
2. インスタンスを必要な状態に移行させます。
3. 休止状態にして、必要なときにいつでも望ましい状態に回復されるようにします。
休止したインスタンスが stopped 状態にある場合、インスタンスの使用量に対して料金は発生しませ
ん。RAM の内容が EBS ルートボリュームに転送されて、インスタンスが stopping 状態にある間は、イ
ンスタンスの使用量に対して料金が発生します。(この点は、休止せずにインスタンスを停止 (p. 557)し
た場合と異なります。) データ転送に対して料金は発生しません。ただし、EBS ボリュームのストレージ
に対しては、RAM の内容のストレージも含めて、料金が発生します。
インスタンスが必要なくなった場合、stopped (休止) 状態にある場合を含め、いつでも終了することがで
きます。詳細については、インスタンスの終了 (p. 579) を参照してください。

Note
Linux インスタンスでの休止の使用については、「Linux インスタンスの休止」 （Linux インスタ
ンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) を参照してください。
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このトピックは、オンデマンドインスタンス (リザーブドインスタンスまたは容量予約によってカ
バーされる可能性のあるものを含む) を休止状態にする方法について説明します。スポットインス
タンス の休止の詳細については、「中断した スポットインスタンス の休止 (p. 406)」を参照して
ください。
コンテンツ
• 休止の概要 (p. 565)
• 休止の前提条件 (p. 566)
• 制約事項 (p. 568)
• インスタンスの休止の有効化 (p. 568)
• インスタンスの休止 (p. 572)
• 休止したインスタンスの起動 (p. 574)
• 休止のトラブルシューティング (p. 575)

休止の概要
次の図は、休止処理の基本的な概要を示しています。

実行中のインスタンスを休止すると、次の処理が実行されます。
• 休止プロセスを開始すると、インスタンスは stopping 状態に移行します。Amazon EC2 が、オペレー
ティングシステムに対して休止処理 (suspend-to-disk) を指示します。休止に伴ってすべてのプロセスが
フリーズされ、RAM の内容が EBS ルートボリュームに保存されます。その後に、通常のシャットダウ
ンが実行されます。
• シャットダウンプロセスが完了した後、インスタンスは stopped 状態に移行します。
• EBS ボリュームはインスタンスにアタッチされたままとなり、保存された RAM の内容も含めて、デー
タは保持されます。
• Amazon EC2 インスタンスストアボリュームはインスタンスにアタッチされたままになりますが、イン
スタンスストアボリューム上のデータは失われます。
• 殆どの場合、インスタンスは基盤となる新しいホストコンピュータが起動したときに移行されます。こ
れは、インスタンスを停止して起動した場合と同じです。
• インスタンスを起動すると、インスタンスのブートアッププロセスが実行され、オペレーティングシス
テムが EBS ルートボリュームから RAM の内容を読み取ります。次に、プロセスのフリーズが解除され
て以前の状態が回復されます。
• インスタンスのプライベート IPv4 アドレスとすべての IPv6 アドレスは保持されます。インスタンスを
起動すると、インスタンスは引き続きプライベート IPv4 アドレスとすべての IPv6 アドレスを保持しま
す。
• Amazon EC2 はパブリック IPv4 アドレスを解放します。インスタンスを開始すると、Amazon EC2 は
新しいパブリック IPv4 アドレスをインスタンスに割り当てます。
• インスタンスには関連付けられた Elastic IP アドレスが保持されます。休止状態のインスタンスに関
連付けられた Elastic IP アドレスに対して課金されます。EC2-Classic を利用した場合、インスタンス
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を休止すると、Elastic IP アドレスとインスタンスの関連付けが解除されます。詳細については、EC2Classic (p. 1349) を参照してください。
• ClassicLink インスタンスを休止すると、今までリンクされていた VPC とのリンクが解除さ
れます。インスタンスを起動した後に再び VPC にリンクする必要があります。詳細について
は、ClassicLink (p. 1355) を参照してください。
休止と再起動、停止、および終了の違いについては、「再起動、停止、休止、削除の違い (p. 514)」を参
照してください。

休止の前提条件
オンデマンドインスタンスを休止するには、以下の前提条件を設定する必要があります。
• サポートされる Windows AMI (p. 566)
• サポートされるインスタンスファミリー (p. 566)
• インスタンスサイズ (p. 567)
• インスタンスの RAM サイズ (p. 567)
• ルートボリュームタイプ (p. 567)
• EBS ルートボリュームサイズ (p. 567)
• サポートされている EBS ボリュームタイプ (p. 567)
• EBS ルートボリュームの暗号化 (p. 567)
• 起動時に休止状態を有効にする (p. 568)
• 購入オプション (p. 568)

サポートされる Windows AMI
休止状態をサポートする HVM AMI である必要があります:
• Windows Server 2012 AMI (2019 年 9 月 11 日以降にリリース)
• Windows Server 2012 R2 AMI (2019 年 9 月 11 日以降にリリース)
• Windows Server 2016 AMI (2019 年 9 月 11 日以降にリリース)
• Windows Server 2019 AMI (2019 年 9 月 11 日以降にリリース)
サポートされているLinuxAMI については、サポートされている Linux AMIのLinux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイドを参照してください。

サポートされるインスタンスファミリー
• Xen: C3、C4、I3、M3、M4、R3、R4、T2
• Nitro: C5、C5d、M5、M5a、M5ad、M5d、R5、R5a、R5ad、R5d、T3*、T3a*
* 休止状態では、最低 1 GB の RAM を持つ T3 または T3a インスタンスを使用することをお勧めしま
す。
特定のリージョンで休止状態をサポートする利用可能なインスタンスタイプを表示するには
利用可能なインスタンスタイプは、リージョンごとに異なります。リージョンで 休止状態 をサポートし
ている利用可能なインスタンスタイプを確認するには、describe-instance-types コマンドを --region パ
ラメータとともに使用します。結果の範囲を、休止状態をサポートするインスタンスタイプに設定するた
めに --filters パラメータをインクルードし、出力の範囲を InstanceType の値に設定するために -query パラメータをインクルードします。
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aws ec2 describe-instance-types --filters Name=hibernation-supported,Values=true --query
"InstanceTypes[*].[InstanceType]" --output text | sort

出力例
c3.2xlarge
c3.4xlarge
c3.8xlarge
c3.large
c3.xlarge
c4.2xlarge
c4.4xlarge
c4.8xlarge
...

インスタンスサイズ
ベアメタル インスタンスはサポートされていません。

インスタンスの RAM サイズ
最大 16 GB です。

ルートボリュームタイプ
インスタンスストアボリュームではなく EBS ボリュームにする必要があります。

EBS ルートボリュームサイズ
RAM の内容を保存し、OS やアプリケーションなどの予想される使用量に対応できる容量にする必要があ
ります。休止を有効にすると、RAM を保存するために起動時にルートボリュームでスペースが割り当てら
れます。

サポートされている EBS ボリュームタイプ
• 汎用 SSD （gp2 および gp3）
• プロビジョンド IOPS SSD （io1 および io2）
Provisioned IOPS SSD ボリュームタイプを選択した場合、休止状態の最適なパフォーマンスを実現するに
は、適切な IOPS で EBS ボリュームをプロビジョニングする必要があります。詳細については、Amazon
EBS ボリュームの種類 (p. 1506) を参照してください。

EBS ルートボリュームの暗号化
休止を使用するには、休止時にメモリ内にある機密性の高いコンテンツを保護するためにルートボリュー
ムを暗号化する必要があります。RAM データを EBS ルートボリュームに移動する場合は、常に暗号化し
ます。ルートボリュームの暗号化は、インスタンスの起動時に適用されます。
ルートボリュームが暗号化された EBS ボリュームであることを確認するには、次の 3 つのオプションの
いずれかを使用します。
• デフォルトでの EBS 暗号化: EBS 暗号化をデフォルトで有効にして、AWS アカウントで作成されたす
べての新しい EBS ボリュームを暗号化できます。この方法では、インスタンスの起動時に暗号化のイ
ンテントを指定することなく、インスタンスの休止を有効にすることができます。詳細については、デ
フォルトでの暗号化 (p. 1723) を参照してください。
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• EBS の「シングルステップ」暗号化: 暗号化されていない AMI から暗号化された EBS-Backed EC2 イン
スタンスを起動し、同時に休止状態を有効にすることができます。詳細については、EBS-backed AMI
での暗号化の利用 (p. 176) を参照してください。
• 暗号化された AMI: 暗号化された AMI を使用してインスタンスを起動することで、EBS 暗号化を有効に
することができます。暗号化されたルートスナップショットが AMI にない場合は、それを新しい AMI
にコピーして暗号化をリクエストできます。詳細については、「コピー時に暗号化されていないイメー
ジを暗号化する (p. 179)」および「AMI のコピー (p. 152)」を参照してください。

起動時に休止状態を有効にする
既存のインスタンス (実行中または停止状態) で休止を有効にすることはできません。詳細については、イ
ンスタンスの休止の有効化 (p. 568) を参照してください。

購入オプション
この機能はオンデマンドインスタンスでのみ使用できます。これには、リザーブドインスタンスの請求の
割引が適用されているインスタンスも含まれます。スポットインスタンス では使用できません。スポット
インスタンス の休止の詳細については、「中断した スポットインスタンス の休止 (p. 406)」を参照してく
ださい。

制約事項
• インスタンスを休止すると、インスタンスストアボリューム上のデータは失われます。
• RAM が 16 GB を超えるインスタンスを休止することはできません。
• 休止状態になっている、または休止機能が有効になっているインスタンスからスナップショットまたは
AMI を作成した場合、その AMI (あるいは、そのスナップショットから作成した AMI) から起動した新し
いインスタンスに接続できないことがあります。
• 休止状態が有効になっているインスタンスのインスタンスタイプまたはサイズを変更することはできま
せん。
• Auto Scaling グループ内のインスタンス、または Amazon ECS が使用しているインスタンスを休止す
ることはできません。インスタンスが Auto Scaling グループにあり、そのインスタンスを休止しよう
としている場合、Amazon EC2 Auto Scaling サービスは停止したインスタンスを異常と判断し、そのイ
ンスタンスを終了して代わりのインスタンスを起動する場合があります。詳細については、『Amazon
EC2 Auto Scaling ユーザーガイド』の「Auto Scaling インスタンスのヘルスチェック」を参照してくだ
さい。
• UEFI モードで起動するように設定されているインスタンスを休止することはできません。
• キャパシティーの予約では、キャパシティーの予約 で起動されたインスタンスを休止状態にする場合、
そのインスタンスを再開しても、休止した時点の状態が維持されることを保証していません。
• 60 日間以上にわたる休止はサポートしていません。60 日より長くインスタンスを保持するには、休止
したインスタンスを起動し、停止して、また起動する必要があります。
• 当社では、継続的にプラットフォームをアップグレードやセキュリティパッチで更新しており、休止さ
れている既存のインスタンスと競合する可能性があります。シャットダウンまたは再起動を実行して必
要なアップグレードとセキュリティパッチを適用できるように、休止されているインスタンスの起動が
必要になる重要な更新については、通知を受け取ります。

インスタンスの休止の有効化
インスタンスを休止するには、まずインスタンスを起動するときに休止を有効にする必要があります。

Important
インスタンスの起動後に、そのインスタンスの休止を有効または無効にすることはできません。
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New console

コンソールを使用して休止を有効にするには
1.

手順に従ってインスタンスを起動 (p. 519)しますが、次のステップを完了して休止状態を有効に
するまでインスタンスを起動しないでください。

2.

休止状態を有効にするには、インスタンス起動ウィザードで次のフィールドを設定します。
a.

[Application and OS Images (Amazon Machine Image)] (アプリケーションおよび OS イメー
ジ (Amazon マシンイメージ)) で、休止状態をサポートする AMI を選択します。詳細につい
ては、「サポートされる Windows AMI (p. 566)」を参照してください。

b.

[Instance type] (インスタンスタイプ) で、サポートされているインスタンスタイプを選択し
ます。詳細については、「 サポートされるインスタンスファミリー (p. 566)」を参照して
ください。

c.

[Configure storage] (ストレージを設定) で、[Advanced] (高度) (右側) を選択し、ルートボ
リュームに関する次の情報を指定します。
• [サイズ (GiB)] に、EBS ルートボリュームのサイズを入力します。ボリュームは、RAM の
内容を格納して予想使用量に対応できるだけのサイズにする必要があります。
• [Volume type] (ボリュームタイプ) で、サポートされている EBS ボリュームタイプである
汎用 SSD (gp2 および gp3) またはプロビジョンド IOPS SSD (io1 および io2) を選択し
ます。
• [Encrypted] (暗号化) で、[Yes] (はい) を選択します。この AWS リージョンでデフォルトで
暗号化を有効にした場合、[Yes] (はい) が選択されます。
• [KMS key] (KMS キー) で、ボリュームの暗号化キーを選択します。この AWS リージョン
でデフォルトで暗号化を有効にした場合、デフォルトの暗号化キーが選択されます。
ルートボリュームの前提条件の詳細については、「休止の前提条件 (p. 566)」を参照してく
ださい。

d.
3.

[Advanced details] (高度な詳細) を展開し、[Stop - Hibernate behavior] (停止 - 休止状態の動
作) で [Enable] (有効にする) を選択します。

[Summary] (概要) パネルでインスタンスの設定を確認し、[Launch instance] (インスタンスを起
動) を選択します。詳細については、「新しいインスタンス起動ウィザードを使用してインスタン
スを起動する (p. 517)」を参照してください。

Old console

コンソールを使用して休止を有効にするには
1.

「」の手順に従います。古いインスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動す
る (p. 527)

2.

[Amazon マシンイメージ (AMI)] ページで、休止をサポートする AMI を選択します。サポート対
象の AMI の詳細については、「休止の前提条件 (p. 566)」を参照してください。

3.

[インスタンスタイプの選択] ページで、サポート対象のインスタンスタイプを選択し、[次の手順:
インスタンスの詳細の設定] を選択します。サポート対象のインスタンスタイプの詳細について
は、「休止の前提条件 (p. 566)」を参照してください。

4.

[インスタンスの詳細設定] ページの [Stop - Hibernate Behavior (停止 - 休止動作)] で、[Enable
hibernation as an additional stop behavior (追加の停止動作として休止を有効にする)] チェック
ボックスをオンにします。

5.

[ストレージの追加] ページで、ルートボリュームに関する次の情報を指定します。
• [サイズ (GiB)] に、EBS ルートボリュームのサイズを入力します。ボリュームは、RAM の内容
を格納して予想使用量に対応できるだけのサイズにする必要があります。
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• [ボリュームタイプ] で、サポートされている EBS ボリュームタイプである汎用 SSD (gp2 およ
び gp3) またはプロビジョンド IOPS SSD (io1 および io2) を選択します。
• [暗号化] で、ボリュームの暗号化キーを選択します。この AWS リージョンでデフォルトで暗
号化を有効にした場合、デフォルトの暗号化キーが選択されます。
ルートボリュームの前提条件の詳細については、「休止の前提条件 (p. 566)」を参照してくださ
い。
6.

ウィザードに従って続行します。[Review Instance Launch] (インスタンス作成の確認) ページで
オプションの確認が終了したら、[Launch] (起動) を選択します。詳細については、古いインスタ
ンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する (p. 527) を参照してください。

AWS CLI
AWS CLI を使用して休止を有効にするには
run-instances コマンドを使用して、インスタンスを起動します。--block-device-mappings
file://mapping.json パラメータを使用して EBS ルートボリュームのパラメータを指定し、-hibernation-options Configured=true パラメータを使用して休止状態を有効にします。
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--instance-type m5.large \
--block-device-mappings file://mapping.json \
--hibernation-options Configured=true \
--count 1 \
--key-name MyKeyPair

mapping.json で、以下を指定します。
[

]

{

}

"DeviceName": "/dev/xvda",
"Ebs": {
"VolumeSize": 30,
"VolumeType": "gp2",
"Encrypted": true
}

Note
DeviceName の値は、AMI に関連付けられているルートデバイス名と一致する必要があり
ます。ルートデバイス名を確認するには、次のように describe-images コマンドを使用しま
す。
aws ec2 describe-images --image-id ami-0abcdef1234567890

この AWS リージョンで暗号化をデフォルトで有効にした場合は、"Encrypted": true を
省略できます。
PowerShell
AWS Tools for Windows PowerShell を使用して休止を有効にするには
New-EC2Instance コマンドを使用してインスタンスを起動します。EBS ルートボリュームを指定しま
す。最初にブロックデバイスマッピングを定義し、次に -BlockDeviceMappings パラメータを使用
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してそれをコマンドに追加します。-HibernationOptions_Configured $true パラメータを使
用して休止を有効にします。
PS
PS
PS
PS
PS
PS

C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>

$ebs_encrypt = New-Object Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$ebs_encrypt.DeviceName = "/dev/xvda"
$ebs_encrypt.Ebs = New-Object Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebs_encrypt.Ebs.VolumeSize = 30
$ebs_encrypt.Ebs.VolumeType = "gp2"
$ebs_encrypt.Ebs.Encrypted = $true

PS C:\> New-EC2Instance `
-ImageId ami-0abcdef1234567890 `
-InstanceType m5.large `
-BlockDeviceMappings $ebs_encrypt `
-HibernationOptions_Configured $true `
-MinCount 1 `
-MaxCount 1 `
-KeyName MyKeyPair

Note
DeviceName の値は、AMI に関連付けられているルートデバイス名と一致する必要がありま
す。ルートデバイス名を確認するには、次のように Get-EC2Image コマンドを使用します。
Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890

この AWS リージョンで暗号化をデフォルトで有効にした場合は、ブロックデバイスマッピ
ングから Encrypted = $true を省略できます。

New console

コンソールを使用して、インスタンスで休止が有効かどうかを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
インスタンスを選択し、[Details (詳細)] タブの [Instance details (インスタンスの詳細)] セクショ
ンで、[Stop-hibernate behavior (停止 - 休止動作)] を確認します。[有効] は、インスタンスが休止
に対して有効であることを示します。

Old console

コンソールを使用して、インスタンスで休止が有効かどうかを表示するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、詳細ペインの [Stop - Hibernation behavior (停止 - 休止動作)] を確認しま
す。[有効] は、インスタンスが休止に対して有効であることを示します。

AWS CLI
AWS CLI を使用して、インスタンスで休止が有効になっていることを確認するには
describe-instances コマンドを使用し、--filters "Name=hibernationoptions.configured,Values=true" パラメータを指定して、休止が有効になっているインスタ
ンスをフィルタリングします。
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aws ec2 describe-instances \
--filters "Name=hibernation-options.configured,Values=true"

次の出力フィールドは、インスタンスで休止が有効になっていることを示しています。
"HibernationOptions": {
"Configured": true
}

PowerShell
AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、インスタンスで休止が有効になっていることを確認
するには
Get-EC2Instance コマンドを使用し、-Filter @{ Name="hibernationoptions.configured"; Value="true"} パラメータを指定して、休止が有効になっているイン
スタンスをフィルタリングします。
Get-EC2Instance `
-Filter @{ Name="hibernation-options.configured"; Value="true"}

休止が有効になっている EC2 インスタンスが出力に一覧表示されます。

インスタンスの休止
インスタンスは、休止が有効になっており (p. 568)、休止の前提条件 (p. 566)を満たしている場合に、
休止することができます。インスタンスを休止できない場合、通常のシャットダウンが実行されます。
New console

コンソールを使用して Amazon EBS-Backed インスタンスを休止するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[Instance state (インスタンスの状態)]、[Hibernate instance (インスタン
スの休止)] の順に選択します。[Hibernate instance (インスタンスの休止)] が無効になっている場
合は、インスタンスが既に休止または停止しているか、休止できません。詳細については、休止
の前提条件 (p. 566) を参照してください。
確認を求めるメッセージが表示されたら、[休止] を選択します。インスタンスが休止するまで、
数分かかる場合があります。インスタンスの状態は、最初に停止中に変化し、インスタンスが休
止状態になったときに停止に変化します。

4.

Old console

コンソールを使用して Amazon EBS-Backed インスタンスを休止するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
インスタンスを選択し、[操作]、[インスタンスの状態]、[停止] の順に選択します。[Stop Hibernate (停止 - 休止)] が無効になっている場合は、インスタンスが既に休止または停止してい
るか、休止できません。詳細については、休止の前提条件 (p. 566) を参照してください。
確認ダイアログボックスで [Yes, Stop - Hibernate (停止する - 休止)] を選択します。インスタンス
が休止するまで、数分かかる場合があります。インスタンスの状態は、最初に停止中に変化し、
インスタンスが休止状態になったときに停止に変化します。

4.
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AWS CLI
AWS CLI を使用して Amazon EBS-Backed インスタンスを休止するには
stop-instances コマンドを使用して --hibernate パラメータを指定します。
aws ec2 stop-instances \
--instance-ids i-1234567890abcdef0 \
--hibernate

PowerShell
AWS Tools for Windows PowerShell を使用して Amazon EBS-Backed インスタンスを休止するには
Stop-EC2Instance コマンドを使用して、-Hibernate $true パラメータを指定します。
Stop-EC2Instance `
-InstanceId i-1234567890abcdef0 `
-Hibernate $true

New console

コンソールを使用して、インスタンスで休止が開始されたかどうかを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[Details (詳細)] タブの [Instance Details (インスタンスの
詳細)] セクションで、[State transition message (状態遷移メッセージ)] を確認しま
す。Client.UserInitiatedHibernate: User initiated hibernate というメッセージは、インスタンスで
休止が開始されたことを示します。

Old console

コンソールを使用して、インスタンスで休止が開始されたかどうかを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、詳細ペインの [状態遷移の理由メッセージ] を確認しま
す。Client.UserInitiatedHibernate: User initiated hibernate というメッセージは、インスタンスで
休止が開始されたことを示します。

AWS CLI
AWS CLI を使用して、インスタンスで休止が開始されたかどうかを表示するには
describe-instances コマンドを使用して、state-reason-code フィルターを指定し、休止が開始さ
れたインスタンスを確認します。
aws ec2 describe-instances \
--filters "Name=state-reason-code,Values=Client.UserInitiatedHibernate"

出力の次のフィールドは、そのインスタンスで休止が開始されたことを示しています。
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"StateReason": {
"Code": "Client.UserInitiatedHibernate"
}

PowerShell
AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、インスタンスで休止が開始されたかどうかを表示す
るには
Get-EC2Instance コマンドを使用し、state-reason-code フィルタを指定して休止が開始されたイ
ンスタンスを確認します。
Get-EC2Instance `
-Filter @{Name="state-reason-code";Value="Client.UserInitiatedHibernate"}

休止が開始された EC2 インスタンスが出力に一覧表示されます。

休止したインスタンスの起動
休止したインスタンスは、停止したインスタンスを起動するのと同じ方法で起動します。
New console

コンソールを使用して、休止したインスタンスを起動するには
1.
2.
3.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
休止したインスタンスを選択し、[Instance state (インスタンスの状態)]、[Start instance (インス
タンスの開始)] の順に選択します。インスタンスが running 状態になるまで、数分かかる場合が
あります。この間、インスタンスの ステータスチェック (p. 1087) では、インスタンスが起動す
るまで、インスタンスは失敗状態にあるように表示されます。

Old console

コンソールを使用して、休止したインスタンスを起動するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
休止したインスタンスを選択し、[操作]、[インスタンスの状態]、[開始] の順に選択します。イン
スタンスが running 状態になるまで、数分かかる場合があります。この間、インスタンスの ス
テータスチェック (p. 1087) では、インスタンスが起動するまで、インスタンスは失敗状態にあ
るように表示されます。

AWS CLI
AWS CLI を使用して、休止したインスタンスを起動するには
start-instances コマンドを使用します。
aws ec2 start-instances \
--instance-ids i-1234567890abcdef0

PowerShell
AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、休止したインスタンスを起動するには
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Start-EC2Instance コマンドを使用します。
Start-EC2Instance `
-InstanceId i-1234567890abcdef0

休止のトラブルシューティング
次の情報を使用して、インスタンスを休止するときに発生する可能性がある問題の診断や修復を行いま
す。

起動直後に休止できません
インスタンスの起動後にすぐ休止しようとすると、エラーが発生します。
起動後、休止するまで約 5 分待つ必要があります。

stopping から stopped への移行に時間がかかりすぎ、起動後にメモリ状態が
復元されません
休止しているインスタンスが stopping 状態から stopped に移行するのに時間がかかり過ぎ、メモリの
状態が起動後に復元されない場合は、休止が正しく設定されていない可能性があります。

Windows Server 2016 以降
EC2 起動ログをチェックして、休止に関連するメッセージを探します。EC2 起動ログにアクセスするに
は、インスタンスに接続 (p. 590)し、テキストエディタで C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows
\Launch\Log\Ec2Launch.log ファイルを開きます。

Note
Windows では、デフォルトで C:\ProgramData 以下のファイルとフォルダは非表示になりま
す。EC2 起動ディレクトリおよびファイルを表示するには、Windows エクスプローラーにパスを
入力するか、フォルダのプロパティを変更して非表示のファイルおよびフォルダを表示します。
休止に関するログ行を見つけます。ログ行が失敗を示している場合、またはログ行がない場合、起動時に
休止の設定に失敗している可能性が高いと思われます。
たとえば、メッセージ「Message: Failed to enable hibernation.」は休止の設定に失敗したこ
とを示しています。
ログ行に HibernationEnabled: true が含まれている場合、休止は正常に設定されています。
Windows Server 2012 R2 以前
EC2 設定ログをチェックして、休止に関連するメッセージを探します。EC2 設定ログにアクセス
するには、インスタンスに接続 (p. 590)し、テキストエディタで C:\Program Files\Amazon
\Ec2ConfigService\Logs\Ec2ConfigLog.txt ファイルを開きます。SetHibernateOnSleep のロ
グ行を見つけます。ログ行が失敗を示している場合、またはログ行がない場合、起動時に休止の設定に失
敗している可能性が高いと思われます。
例えば、メッセージ「SetHibernateOnSleep: Failed to enable hibernation: Hibernation
failed with the following error: There is not enough space on the disk.」は、イン
スタンスのルートボリュームの大きさが十分ではないことを示しています。
ログ行が SetHibernateOnSleep: HibernationEnabled: true である場合、休止は正常に設定され
ています。
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これらのプロセスで何もログが表示されない場合、AMI が休止をサポートしていない可能性があります。
サポート対象の AMI の詳細については、「休止の前提条件 (p. 566)」を参照してください。
インスタンスサイズ
1 GB 未満の RAM を持つ T3 または T3A インスタンスを使用している場合は、インスタンスのサイズを少
なくとも 1 GB の RAM に増加してみてください。

インスタンスの stopping 状態での停止
インスタンスを休止し、stopping 状態で止まったように見える場合は、インスタンスを強制終了できま
す。詳細については、インスタンスの停止に関するトラブルシューティング (p. 1935) を参照してくださ
い。

インスタンスの再起動
インスタンスの再起動は、オペレーティングシステムの再起動と同等です。ほとんどの場合、インスタン
スの再起動には数分しかかかりません。インスタンスを再起動すると、インスタンスのパブリック DNS
名 (IPv4)、プライベートおよびパブリックの IPv4 アドレス、IPv6 アドレス (使用している場合)、および
インスタンスストアボリューム上のすべてのデータが、元の状態に復帰します。
インスタンスの停止および開始 (p. 557)の場合とは異なり、インスタンスを再起動しても、インスタンス
の (1 分間分の最低料金が発生する) 課金期間が新しく開始されることはありません。
再起動を必要とする更新の適用など、必要なメンテナンスのために、インスタンスの再起動を予定する場
合があります。ユーザーが操作する必要はありません。予定されている時間帯に自動的に行われる再起動
まで待つことをお勧めします。詳細については、インスタンスの予定されたイベント (p. 1095) を参照し
てください。
インスタンスからオペレーティングシステムの再起動コマンドを実行する代わりに、Amazon EC2 コン
ソール、コマンドラインツール、または Amazon EC2 API を使用してインスタンスを再起動することをお
勧めします。Amazon EC2 コンソール、コマンドラインツール、または Amazon EC2 API を使用してイン
スタンスを再起動する場合、インスタンスが数分以内に完全にシャットダウンしないと、ハードリブート
が実行されます。AWS CloudTrail を使用しながら、Amazon EC2 によりインスタンスを再起動した場合
は、インスタンスがいつ再起動されたかについての API レコードが作成されます。
Windows でインスタンスに更新ファイルをインストールする場合は、すべての更新ファイルがインストー
ルされるまで、Amazon EC2 コンソールやコマンドラインを使用してインスタンスを再起動またはシャッ
トダウンしないでください。Amazon EC2 コンソールやコマンドラインを使用してインスタンスを再起動
またはシャットダウンすると、インスタンスがハードリブートされる恐れがあります。更新ファイルのイ
ンストール中にハードリブートされると、インスタンスが不安定な状態になることがあります。
New console

コンソールを使用してインスタンスを再起動するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択してから、[Instance state] (インスタンス状態)、[Reboot instance] (インスタ
ンスの再起動) の順に選択します。
または、インスタンスを選択して、[Actions] (アクション)、[Manage instance state] (インスタン
ス状態の管理) の順に選択します。表示される画面で、[Reboot] (再起動)、[Change state] (状態の
変更) の順に選択します。

4.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Yes, Reboot (再起動する)] を選択します。
インスタンスは running 状態を維持します。
576

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
リタイア

Old console

コンソールを使用してインスタンスを再起動するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
インスタンスを選び、[Actions]、[Instance State]、[Reboot] の順に選択します。

4.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Yes, Reboot] を選択します。
インスタンスは running 状態を維持します。

コマンドラインを使用してインスタンスを再起動するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• reboot-instances (AWS CLI)
• Restart-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell)
制御された故障注入実験を実行するには
AWS Fault Injection Simulator を使用して、インスタンスが再起動されたときのアプリケーションの応答を
テストできます。詳細については、AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイドを参照してください。

インスタンスのリタイア
インスタンスをホストしている基盤のハードウェアで回復不可能な障害が検出されると、AWS によって
インスタンスのリタイアが予定されます。予定されたリタイア日になると、インスタンスは AWS によっ
て停止またはされます。インスタンスのルートデバイスが Amazon EBS ボリュームである場合、インスタ
ンスは停止されますが、その後いつでも再び起動できます。停止したインスタンスを開始すると、新しい
ハードウェアに移行されます。
インスタンスイベントのタイプの詳細については、「インスタンスの予定されたイベント (p. 1095)」を参
照してください。
コンテンツ
• リタイアが予定されているインスタンスの特定 (p. 577)
• リタイアが予定されている インスタンスに対して実行するアクション (p. 578)

リタイアが予定されているインスタンスの特定
インスタンスのリタイアが予定された場合、イベントの前に、当該のインスタンス ID とリタイア日を記載
したメールが送信されます。Amazon EC2 コンソールまたはコマンドラインを使用して、リタイアが予定
されているインスタンスを確認することもできます。

Important
インスタンスのリタイアが予定されている場合は、インスタンスが到達不能になる可能性があ
るため、できるだけ早くアクションを実行することをお勧めします (受信した E メール通知で
は、「このパフォーマンスの低下により、インスタンスはすでに到達不能になっている可能性が
あります」と通知されます)。実行が推奨されるアクションの詳細については、「Check if your
instance is reachable」を参照してください。
リタイアが予定されているインスタンスを特定する方法
• E メール通知 (p. 578)
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• コンソールの識別 (p. 578)

E メール通知
インスタンスのリタイアが予定された場合、イベントの前に、当該のインスタンス ID とリタイア日を記載
したメールが送信されます。
この電子メールは、プライマリアカウントの所有者とオペレーション担当の連絡先に送信されます。詳細
については、 AWS Billing ユーザーガイドの、「代替連絡先の追加、変更、または削除」を参照してくだ
さい。

コンソールの識別
インスタンスのリタイア通知を定期的に確認しないメールアカウントを使用している場合は、Amazon
EC2 コンソールまたはコマンドラインを使用して、いずれかのインスタンスにリタイアが予定されている
かどうかを判断できます。

コンソールを使用してリタイアが予定されているインスタンスを特定するには
1.

Amazon EC2 コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[EC2 ダッシュボード] を選択します。[スケジュールされたイベント]
に、Amazon EC2 インスタンスおよびボリュームに関連付けられたイベントが、リージョン別に整理
されて表示されます。

3.

インスタンスに予定されたイベントが表示されている場合は、リージョン名の下のリンクを選択して
[Events] ページにアクセスします。
[Events (イベント)] ページには、すべてのリソースとそれに関連付けられたイベントが一覧表示さ
れます。リタイアが予定されているインスタンスを表示するには、1 つ目のフィルタリストから
[Instance resources] を選択し、2 つ目のフィルタリストから [Instance stop or retirement] を選択しま
す。
フィルタの結果にインスタンスのリタイアが予定されていることが表示されたら、当該のインスタン
スを選択し、詳細ペインの [Start time] フィールドの日時を書き留めます。これがインスタンスのリタ
イア日です。

4.

5.

コマンドラインを使用してリタイアが予定されているインスタンスを特定するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• describe-instance-status (AWS CLI)
• Get-EC2InstanceStatus (AWS Tools for Windows PowerShell)

リタイアが予定されている インスタンスに対して実行するアク
ション
リタイアが予定されているインスタンスのデータを保持するには、次のいずれかのアクションを実行でき
ます。予期しないダウンタイムやデータ消失を防ぐために、インスタンスのリタイア日より前にこのアク
ションを実行することが重要です。
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インスタンスが到達可能かどうかを確認する
インスタンスのリタイアが予定されていることが通知された場合は、できるだけ早く以下のアクションを
実行することをお勧めします。
• インスタンスに接続 (p. 590)するか、インスタンスに ping を実行して、インスタンスが到達可能かど
うかを確認します。
• インスタンスに到達可能な場合は、スケジュールされたリタイア日の前の適切なタイミングで、その影
響が最小限であるときにインスタンスを停止/開始するよう計画する必要があります。インスタンスの停
止と開始、インスタンスを停止したときに予想される影響 (インスタンスに関連付けられたパブリック
IP アドレス、プライベート IP アドレス、および Elastic IP アドレスへの影響など) の詳細については、
「インスタンスの停止と起動 (p. 557)」を参照してください。インスタンスを停止して起動すると、イ
ンスタンスストアボリュームのデータが失われることに注意してください。
• インスタンスに到達できない場合は、直ちにアクションを実行し、停止/開始 (p. 557)を実行してイン
スタンスを復元する必要があります。
• または、インスタンスを削除 (p. 579)する場合は、できるだけ早く削除するよう計画し、インスタンス
の料金が発生しないようにしてください。
インスタンスのバックアップを作成する
バックアップが作成されるように、インスタンスから EBS-Backed AMI を作成します。データの整合性を
確保するには、AMI を作成する前にインスタンスを停止します。予定されたリタイア日を待つことができ
ます。その日になるとインスタンスが停止できます。または、リタイア日の前に自分でインスタンスを停
止します。インスタンスはいつでも再開できます。詳細については、「カスタム Windows AMI を作成す
る (p. 135)」を参照してください。
代わりのインスタンスを起動する
インスタンスから AMI を作成した後、AMI を使用して代替インスタンスを起動できます。Amazon EC2 コ
ンソールから、新しい AMI を選択して、[Actions (アクション)]、[Launch (起動)] の順に選択します。ウィ
ザードに従って、インスタンスを起動します。ウィザードの各ステップの詳細については、「新しいイン
スタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する (p. 517)」を参照してください。

インスタンスの終了
不要になったインスタンスは削除できます。これは、インスタンスの削除 と呼ばれます。インスタンスの
状態が shutting-down または terminated に変わったら、そのインスタンスへの課金は停止します。
インスタンスを削除した後に、接続または起動することはできません。ただし、同じ AMI から別のイン
スタンスを起動することができます。インスタンスを停止および起動するか、または休止する場合は、
「インスタンスの停止と起動 (p. 557)」または「オンデマンドの Windows インスタンスを休止状態にす
る (p. 564)」を参照してください。詳細については、再起動、停止、休止、削除の違い (p. 514) を参照
してください。
コンテンツ
• インスタンスの削除 (p. 580)
• 終了保護を使用してアベイラビリティーゾーン全体で複数のインスタンスを終了する (p. 580)
• インスタンスを削除するとどうなるか (p. 581)
• インスタンスの終了 (p. 581)
• 削除保護の有効化 (p. 582)
• インスタンスによって起動されたシャットダウン動作の変更 (p. 583)
• インスタンスの終了時の Amazon EBS ボリュームの保持 (p. 584)
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インスタンスの削除
インスタンスの削除後、インスタンスはしばらくの間コンソールに表示されたままですが、エントリは自
動的に削除されます。終了したインスタンスのエントリを自分で削除することはできません。インスタン
スを削除すると、タグやボリュームなどのリソースはインスタンスから徐々に関連付けが解除され、しば
らくすると削除されたインスタンスでこれらのリソースが表示されなくなる可能性があります。
インスタンスが終了すると、そのインスタンスに関連付けられたすべてのインスタンスストアボリューム
のデータが削除されます。
デフォルトでは、インスタンスの削除時に Amazon EBS のルートデバイスボリュームが自動的に削除され
ます。ただし、起動時にアタッチした追加の EBS ボリューム、または既存のインスタンスにアタッチした
EBS ボリュームがある場合、デフォルトでは、インスタンスの削除後もそれらのボリュームは保持されま
す。この動作はボリュームの DeleteOnTermination 属性によって制御されますが、変更できます。詳
細については、インスタンスの終了時の Amazon EBS ボリュームの保持 (p. 584) を参照してください。
AWS Management Console、CLI、および API を使用している他のユーザーによって、誤ってインスタ
ンスを終了されないようにできます。この機能は、Amazon EC2 instance store-backed インスタンスと
Amazon EBS-backed インスタンスの両方で使用できます。各インスタンスには、デフォルト値の false
である DisableApiTermination 属性があります (インスタンスは Amazon EC2 によって終了される場
合があります)。インスタンスの実行中または停止中に、このインスタンス属性を変更できます (Amazon
EBS-backed インスタンスの場合)。詳細については、削除保護の有効化 (p. 582) を参照してください。
システムをシャットダウンするオペレーティングシステムコマンドを使用して、インスタンスからシャッ
トダウンが開始されたときに、インスタンスを停止または終了するかどうかを制御できます。詳細につい
ては、インスタンスによって起動されたシャットダウン動作の変更 (p. 583) を参照してください。
インスタンスの終了時にスクリプトを実行した場合は、シャットダウンスクリプトの実行を保証する方法
がないため、終了処理が正常に行われない可能性があります。Amazon EC2 は、必要なシステムシャット
ダウンスクリプトを実行し、インスタンスを正常にシャットダウンしようと試みます。ただし、特定のイ
ベント (ハードウェア障害など) ではシステムシャットダウンスクリプトが実行されないことがあります。

終了保護を使用してアベイラビリティーゾーン全体で複数のイン
スタンスを終了する
複数のアベイラビリティーゾーンで複数のインスタンスを同時に終了する場合、指定した中に終了保護が
有効になっているインスタンスが 1 つ以上存在すると、そのリクエストは失敗し次のような結果が返され
ます。
• 保護されたインスタンスと同じアベイラビリティーゾーンにあるインスタンスは終了されません。
• 保護されたインスタンスが他に存在しないアベイラビリティーゾーンでは、特定のインスタンスを正常
に終了することができます。
例えば、以下のようなインスタンスを考えます。
インスタンス

アベイラビリティーゾーン

終了保護

インスタンス A

us-east-1a

Disabled

インスタンス B
インスタンス C

Disabled
us-east-1b

インスタンス D

Enabled
Disabled
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これらのインスタンスすべてを、同じリクエストで終了しようとすると、そのリクエストは次のような結
果とともに失敗します。
• us-east-1a 内で指定されたインスタンスのいずれも終了保護が有効化されていないので、インスタン
ス A およびインスタンス B は正常に終了します。
• インスタンス C およびインスタンス D は終了に失敗します。これは、us-east-1b 内で指定したイン
スタンスのうち少なくとも 1 つ(インスタンスC) で、終了保護が有効化されているためです。

インスタンスを削除するとどうなるか
terminate-instances コマンドを使用して EC2 インスタンスが削除された場合、OS レベルで以下が
登録されています。
• API リクエストは、ボタンのクリックイベントをゲストに送信します。
• ボタンのクリックイベントの結果、さまざまなシステムサービスが停止されます。systemd はシステ
ムの適切なシャットダウンを処理します。適切なシャットダウンは、ハイパーバイザーからの ACPI
シャットダウンボタンのクリックイベントによってトリガーされます。
• ACPI のシャットダウンが開始されます。
• このインスタンスは、適切なシャットダウンプロセスが終了したときにシャットダウンされます。設定
可能な OS シャットダウン時間はありません。

インスタンスの終了
インスタンスは AWS Management Console またはコマンドラインを使用して終了できます。
デフォルトでは、Amazon EBS-backed インスタンスからシャットダウンを開始すると (shutdown または
poweroff コマンドを使用)、インスタンスが停止します。halt コマンドはシャットダウンを開始しません。
使用した場合、インスタンスは終了しません。代わりに、CPU が HLT 状態になり、インスタンスは実行
されたままになります。
New console

コンソールを使用してインスタンスを終了するには
1.

インスタンスを終了する前に、終了時に Amazon EBS ボリュームが削除されることと、必要な
データすべてをインスタンスストアボリュームから永続的ストレージ (Amazon EBS や Amazon
S3 など) にコピーしていることを確認して、データが失われないことを確認します。

2.
3.
4.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
インスタンスを選択し、[インスタンスの状態]、[インスタンスの終了] の順に選択します。

5.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Terminate (終了)] を選択します。

Old console

コンソールを使用してインスタンスを終了するには
1.
2.
3.

インスタンスを終了する前に、終了時に Amazon EBS ボリュームが削除されることと、必要な
データすべてをインスタンスストアボリュームから永続的ストレージ (Amazon EBS や Amazon
S3 など) にコピーしていることを確認して、データが失われないことを確認します。
Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

4.
5.

該当インスタンスを選択し、[Actions]、[Instance State]、[Terminate] の順に選択します。
確認を求めるメッセージが表示されたら、[Yes, Terminate] を選択します。
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AWS CLI

コマンドラインを使用してインスタンスを削除するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• terminate-instances (AWS CLI)
• Remove-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell)
制御された故障注入実験を実行するには
AWS Fault Injection Simulator を使用すると、インスタンスが終了した場合のアプリケーションの応答をテ
ストできます。詳細については、AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイドを参照してください。

削除保護の有効化
デフォルトでは、Amazon EC2 コンソール、コマンドラインインターフェイス、または API を使用して、
インスタンスを終了できます。Amazon EC2 を使用してインスタンスを誤って終了できないようにするに
は、インスタンスの削除保護を有効にできます。DisableApiTermination 属性は、インスタンスがコ
ンソール、CLI、または API を使用して終了できるかどうかを制御します。デフォルトでは、インスタン
スの削除保護は無効になっています。インスタンスが実行中またはインスタンスが停止中に、インスタン
スを起動する際に、この属性の値を設定できます (Amazon EBS-backed インスタンスの場合)。
DisableApiTermination 属性が設定された場合、InstanceInitiatedShutdownBehavior 属性は
インスタンスからシャットダウンを開始して (システムシャットダウン用のオペレーティングシステムコ
マンドを使用)、インスタンスを終了できます。詳細については、インスタンスによって起動されたシャッ
トダウン動作の変更 (p. 583) を参照してください。
制約事項
スポットインスタンスでは、削除保護を有効にすることはできません。スポットインスタンスは、スポッ
ト料金がそのインスタンスで許容できる支払金額を超えると終了します。しかし、スポットインスタンス
の中断を処理するようにアプリケーションを構成することは可能です。詳細については、スポットインス
タンスの中断。 (p. 403) を参照してください。
DisableApiTermination 属性では、Amazon EC2 Auto Scaling によるインスタンスの終了は防止さ
れません。Auto Scaling グループ内のインスタンスについては、Amazon EC2 の終了の防止ではなく
Amazon EC2 Auto Scaling の次の機能を使用します。
• Auto Scaling グループ内のインスタンスがスケールイン時に終了されないようにするには、インスタン
スのスケールイン保護を使用します。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」
の「インスタンスのスケールイン保護の使用」を参照してください。
• Amazon EC2 Auto Scaling による異常なインスタンスの終了を防止するには、ReplaceUnhealthy プ
ロセスを停止します。詳細については、『Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド』の「スケーリン
グプロセスの中断と再開」を参照してください。
• Amazon EC2 Auto Scaling によってどのインスタンスを最初に終了するかを指定するには、終了ポリ
シーを選択します。詳細については、「終了ポリシーのカスタマイズ」 (Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド) を参照してください。

起動時にインスタンスに対する終了保護を有効にするには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ダッシュボードで、[Launch Instance] を選択し、ウィザードの指示に従います。

3.

[Configure Instance Details] ページで、[Enable termination protection] チェックボックスをオンにしま
す。
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実行中または停止中のインスタンスの削除保護を有効にするには
1.
2.

インスタンスを選択してから、[Actions (アクション)]、[インスタンスの設定]、[削除保護の変更] の順
に選択します。
[はい、有効化する] を選択します。

実行中または停止中のインスタンスの削除保護を無効にするには
1.

インスタンスを選択してから、[Actions (アクション)]、[インスタンスの設定]、[削除保護の変更] の順
に選択します。

2.

[Yes, Disable] を選択します。

コマンドラインを使用して終了保護を有効または無効にするには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• modify-instance-attribute (AWS CLI)
• Edit-EC2InstanceAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)

インスタンスによって起動されたシャットダウン動作の変更
デフォルトでは、Amazon EBS-backed インスタンスからシャットダウンを開始すると (shutdown や
poweroff などのコマンドを使用)、インスタンスが停止します (halt を使用しても、poweroff コマン
ドは実行されません。使用した場合も、インスタンスは終了しません。代わりに、CPU が HLT 状態
になり、インスタンスは実行されたままになります)。代わりに終了できるように、インスタンスの
InstanceInitiatedShutdownBehavior 属性を使用して、この動作を変更できます。インスタンスの
実行中または停止中に、この属性を更新できます。
InstanceInitiatedShutdownBehavior 属性は Amazon EC2 コンソールまたはコマンドラインを使
用して更新できます。InstanceInitiatedShutdownBehavior 属性は、インスタンス自体のオペレー
ティングシステムからシャットダウンを実行する場合にのみ適用されます。これは StopInstances API
または Amazon EC2 コンソールを使用してインスタンスを停止する場合には適用されません。
Console

コンソールを使用してインスタンスのシャットダウン動作を変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
インスタンスを選択します。

4.

[Actions (アクション)]、[Instance settings (インスタンスの設定)]、[Change shutdown behavior
(シャットダウン動作の変更)] の順に選択します 現在の動作が選択されます。

5.

動作を変更するには、[Shutdown behavior (シャットダウン動作)] から [Stop (停止)] または
[Terminate (終了)] を選択し、[Apply (適用)] を選択します。

AWS CLI

コマンドラインを使用してインスタンスのシャットダウン動作を変更するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• modify-instance-attribute (AWS CLI)
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• Edit-EC2InstanceAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)

インスタンスの終了時の Amazon EBS ボリュームの保持
インスタンスが終了すると、Amazon EC2 はアタッチされた各 Amazon EBS ボリュームの
DeleteOnTermination 属性の値を使用して、ボリュームを保持するか削除するかを決定します。
DeleteOnTermination 属性のデフォルト値は、ボリュームがインスタンスのルートボリュームである
か、インスタンスにアタッチされているルート以外のボリュームであるかによって異なります。
ルートボリューム
デフォルトでは、インスタンスのルートボリュームの DeleteOnTermination 属性は true に設定
されます。したがって、デフォルトではインスタンスの終了時に、インスタンスのルートボリュー
ムが削除されます。DeleteOnTermination 属性は、AMI の作成者とインスタンスを起動するユー
ザーが設定できます。AMI の作成者またはインスタンスを起動したユーザーによって属性が変更され
た場合、元の AMI のデフォルト設定は新しい設定に上書きされます。AMI でインスタンスを起動した
ら、DeleteOnTermination 属性のデフォルト設定を確認することをお勧めします。
ルート以外のボリューム
デフォルトでは、インスタンスにルート以外の EBS ボリュームをアタッチする (p. 1530)とき
は、DeleteOnTermination 属性が false に設定されます。したがって、デフォルトではこれらの
ボリュームが保持されます。インスタンスが終了したら、保持されたボリュームのスナップショット
を作成するか、別のインスタンスにアタッチできます。不要な料金の発生を防ぐために、ボリューム
を削除する必要があります。詳細については、Amazon EBS ボリュームの削除 (p. 1554) を参照して
ください。
使用中の EBS ボリュームの DeleteOnTermination 属性の値を確認するには、インスタンスのブロック
デバイスマッピングを参照します。詳細については、インスタンスブロックデバイスマッピングの EBS ボ
リュームの表示 (p. 1830) を参照してください。
インスタンスの起動時またはインスタンスの実行中に、ボリュームの DeleteOnTermination 属性の値
を変更できます。
例
• コンソールを使用して起動時にルートボリュームが存続するように変更する (p. 584)
• コマンドラインを使用して起動時にルートボリュームが存続するように変更する (p. 585)
• コマンドラインを使用して実行中のインスタンスのルートボリュームが存続するように変更す
る (p. 585)

コンソールを使用して起動時にルートボリュームが存続するように変更する
コンソールを使用して、インスタンスの起動時に DeleteOnTermination 属性を変更できます。実行中
のインスタンスのこの属性を変更するには、コマンドラインを使用する必要があります。

コンソールを使用して、起動時にインスタンスのルートボリュームが存続するように変更するに
は
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

コンソールダッシュボードで、[Launch Instance] を選択します。

3.

[Choose an Amazon Machine Image (AMI)] ページで、AMI を選択し、[Select] を選択します。

4.

ウィザードにしたがって [Choose an Instance Type] ページと [Configure Instance Details] ページを設
定します。
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5.

[Add Storage] ページで、ルートボリュームの [Delete On Termination] チェックボックスの選択を解除
します。

6.

ウィザードの残りのページを完了した後、[Launch ] を選択します。

新しいコンソールエクスペリエンスでは、インスタンスの詳細ペインでルートデバイスボリュームの詳細
を表示することにより、設定を確認できます。ブロックデバイスの下にある、ストレージタブを右にス
クロールしてボリュームの終了時に削除設定を確認します。デフォルトでは、[Delete on termination] は
[Yes] です。デフォルトの動作を変更した場合は、[Delete on termination] が [No] になっています。
新しいコンソールエクスペリエンスでは、インスタンスの詳細ペインでルートデバイスボリュームの詳細
を表示することにより、設定を確認できます。[Block devices] の隣にあるルートデバイスボリュームのエ
ントリを選択します。デフォルトでは、[Delete on termination] は [True] です。デフォルトの動作を変更
した場合は、[Delete on termination] が [False] になっています。

コマンドラインを使用して起動時にルートボリュームが存続するように変更する
EBS-backed インスタンスの起動時に、次のコマンドのいずれかを使用して、ルートデバイスボリューム
が存続するように変更することができます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• run-instances (AWS CLI)
• New-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell)
永続化するボリュームのブロックデバイスマッピングで、--DeleteOnTermination を含め、false を
指定します。
例えば、ボリュームを永続化するには、run-instances コマンドに次のオプションを追加します。
--block-device-mappings file://mapping.json

mapping.json では、デバイス名を指定し (例: /dev/sda1 または /dev/xvda)、-DeleteOnTermination で false を指定します。
[

]

{

}

"DeviceName": "device_name",
"Ebs": {
"DeleteOnTermination": false
}

コマンドラインを使用して実行中のインスタンスのルートボリュームが存続する
ように変更する
次のいずれかのコマンドを使用して、実行中の EBS-backed インスタンスのルートデバイスボリュームを
永続化するように変更できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細については、Amazon
EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• modify-instance-attribute (AWS CLI)
• Edit-EC2InstanceAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)
例えば、以下のコマンドを使用します。
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aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --block-device-mappings
file://mapping.json

mapping.json では、デバイス名を指定し (例: /dev/sda1 または /dev/xvda)、-DeleteOnTermination で false を指定します。
[

]

{

}

"DeviceName": "device_name",
"Ebs": {
"DeleteOnTermination": false
}

インスタンスの復旧
システムステータスチェックが失敗した際にインスタンスを自動的に復旧するには、インスタンスのデ
フォルト設定を使用するか、Amazon CloudWatch アラームを作成できます。基盤となるハードウェアの
障害、または修復に AWS の関与が必要である問題が原因でインスタンスが到達不能になった場合、イン
スタンスは自動的に復旧します。
復旧されたインスタンスは、インスタンス ID、プライベート IP アドレス、Elastic IP アドレス、すべての
インスタンスメタデータを含め、元のインスタンスと同じです。正常に機能していないインスタンスにパ
ブリック IPv4 アドレスが割り当てられている場合は、そのインスタンスの復旧後も、パブリック IPv4 ア
ドレスは保持されます。障害のあるインスタンスがプレイスメントグループ内にある場合、回復されたイ
ンスタンスはそのプレイスメントグループ内で実行されます。インスタンスの復元中、再起動処理の一部
としてそのインスタンスの移行が行われ、メモリ内にあるデータは失われます。
インスタンスの復元が必要となる障害の例を以下に示します。
• ネットワーク接続の喪失
• システム電源の喪失
• 物理ホストのソフトウェアの問題
• ネットワーク到達可能性に影響する、物理ホスト上のハードウェアの問題
トピック
• インスタンス構成に基づく簡易自動復旧 (p. 586)
• Amazon CloudWatch アクションに基づく復旧 (p. 589)
• インスタンスの復旧の失敗のトラブルシューティング (p. 589)

インスタンス構成に基づく簡易自動復旧
簡易自動復旧をサポートするインスタンスでは、障害が発生した場合のインスタンスの復元が、デフォル
トで設定されています。デフォルト設定は、起動する新しいインスタンスおよび以前に起動した既存の
インスタンスに適用されます。簡易自動復旧をサポートするインスタンスでは、障害が発生した場合のイ
ンスタンスの復元が、デフォルトで設定されています。簡易自動復旧は、Service Health Dashboard のイ
ベントや、基盤となるハードウェアに影響するその他のイベント中は実行されません。詳細については、
「the section called “インスタンスの復旧の失敗のトラブルシューティング” (p. 589)」を参照してくださ
い。
簡易自動復旧のイベントが成功すると、AWS Health Dashboard のイベントで通知されます。簡易自動
復旧のイベントが失敗すると、AWS Health Dashboard のイベントと E メールで通知されます。Amazon
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EventBridge ルールを使用して、次のイベントコードを使って簡易自動復旧のイベントをモニタリングす
ることもできます。
• AWS_EC2_SIMPLIFIED_AUTO_RECOVERY_SUCCESS ― 成功したイベント
• AWS_EC2_SIMPLIFIED_AUTO_RECOVERY_FAILURE ― 失敗したイベント
詳細については、「Amazon EventBridge ルール」を参照してください。

要件
以下の特性を持つインスタンスが、簡易自動復旧をサポートします。
• default または dedicated のインスタンステナンシーを使用している。
• Elastic Fabric Adaptor は使用していない。
• 以下のインスタンスタイプのいずれかを使用している。
• 汎用: A1 | M4 | M5 | M5a | M5n | M5zn | M6a | M6g | M6i | T1 | T2 | T3 | T3a | T4g
• コンピューティングの最適化: C4 | C5 | C5a | C5n | C6a | C6g | C6gn | C6i | Hpc6a |
• メモリ最適化: R4 | R5 | R5a | R5b | R5n | R6a | R6g | R6i | high memory (u-*)、仮想化のみ
• 高速コンピューティング: G3 | G5g | Inf1 | P2 | P3 | VT1
• インスタンスストアボリュームがない場合は、以下のインスタンスタイプのいずれかを使用します。
• 汎用: M3
• コンピューティング最適化: C3
• メモリ最適化: R3 | X1 | X1e

制約事項
• インスタンスストアボリュームを持ちメタルインスタンスタイプを使用するインスタンスでは、簡易自
動復旧はサポートしていません。
• ヘルスチェックを有効にした Auto Scaling グループに属するインスタンスの場合、障害が発生すると、
そのインスタンスは別のインスタンスに置き換えられます。Auto Scaling グループ内のインスタンスの
場合、自動復旧は開始されません。
• 簡易自動復旧は、計画外のイベントにのみ適用されます。スケジュールされたイベントには適用されま
せん。
• 終了または停止したインスタンスは復旧できません。

復旧動作を確認する
AWS Management Console または AWS CLI を使用すると、簡易自動復旧をサポートするインスタンスタ
イプを表示できます。
Console

簡易自動復旧をサポートするインスタンスタイプを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

左のナビゲーションペインで、[Instance Types] (インスタンスタイプ) を選択します。

3.

フィルターバーに「Auto Recovery support: true」と入力します。あるいは、この文字列を入力し
ていくと該当するフィルター名が表示されるので、そのフィルターを選択できます。
[Instance types] (インスタンスタイプ) テーブルに、簡易自動復旧をサポートするすべてのインス
タンスタイプが表示されます。
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AWS CLI
簡易自動復旧をサポートするインスタンスタイプを表示するには
describe-instance-types コマンドを使用します。
aws ec2 describe-instance-types --filters Name=auto-recovery-supported,Values=true
--query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" --output text | sort

復旧の動作を設定する
インスタンスの起動中または起動後に、自動復旧の動作を [disabled] または [default] に設定できま
す。簡易自動復旧をサポートしていないインスタンスタイプでは、デフォルトを設定してもこの機能は有
効化されません。
Console

インスタンスの起動中に簡易自動復旧を無効にするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Instances] (インスタンス)、[Launch instance] (インスタンスの起動)
の順に選択します。

3.

[Advanced details] (高度な詳細) セクションの [Instance auto-recovery] (インスタンスの自動復旧)
で、[Disabled] (無効) を選択します。

4.

必要に応じて残りのインスタンスの起動設定を設定し、インスタンスを起動します。

実行中または停止中のインスタンスの簡易自動復旧を無効にするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

[Actions (アクション)]、[Instance settings (インスタンスの設定)]、[Change shutdown behavior
(自動復旧動作を変更)] の順に選択します 現在の動作が選択されます。

4.

[Off] (オフ) を選択した上で、[Save] (保存) をクリックします。

実行中または停止中のインスタンスの自動復旧動作を default に設定するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

[Actions (アクション)]、[Instance settings (インスタンスの設定)]、[Change shutdown behavior
(自動復旧動作を変更)] の順に選択します 現在の動作が選択されます。

4.

[Default] (デフォルト) を選択した上で、[Save] (保存) をクリックします。

AWS CLI
起動時に簡易自動復旧を無効にするには
run-instances コマンドを使用します。
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-1a2b3c4d \
--instance-type t2.micro \
--key-name MyKeyPair \
--maintenance-options AutoRecovery=Disabled \
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実行中または停止中のインスタンスの簡易自動復旧を無効にするには
modify-instance-maintenance-options コマンドを使用します。
aws ec2 modify-instance-maintenance-options \
--instance-id i-0abcdef1234567890 \
--auto-recovery disabled

実行中または停止中のインスタンスの自動復旧動作を default に設定するには
modify-instance-maintenance-options コマンドを使用します。
aws ec2 modify-instance-maintenance-options \
--instance-id i-0abcdef1234567890 \
--auto-recovery default

Amazon CloudWatch アクションに基づく復旧
インスタンスを復旧するタイミングをカスタマイズする場合は、Amazon CloudWatch アクションに基づ
く復旧を使用します。
StatusCheckFailed_System アラームがトリガーされ復旧アクションが開始されると、アラームの作
成時に選択し復旧アクションに関連付けてある Amazon SNS トピックから、通知が送信されます。復旧ア
クションが完了すると、その情報が、アラームに設定された Amazon SNS トピックに対し発行されます。
この Amazon SNS トピックをサブスクライブしているすべてのユーザーが、復旧処理のステータスと以降
の手順が記載された通知を、E メールで受け取ります。復旧アクションの最後のステップとして、復旧さ
れたインスタンスの再起動が行われます。
簡易自動復旧を利用できるすべてのインスタンスタイプは、CloudWatch アクションに基づく復旧も
サポートします。詳細については、the section called “要件” (p. 587) を参照してください。Amazon
CloudWatch アクションに基づく復旧は、以下のインスタンスタイプを除き、インスタンスストアボ
リュームを持つインスタンスではサポートされません。インスタンスにインスタンスストアボリュームが
アタッチされている場合、そのデータは復旧処理中に失われます。
• 汎用: M3
• コンピューティング最適化: C3
• メモリ最適化: R3 | X1 | X1e | X2idn | X2iedn
Amazon CloudWatch アクションに基づく復旧は、Amazon EC2 Dedicated Hosts テナンシーがあるインス
タンスとメタルインスタンスの復旧をサポートしていません。
簡易自動復旧が無効になっていなくても、Amazon CloudWatch アラームを使用してインスタンスを復
旧できます。Amazon CloudWatch アラームを作成してインスタンスを復旧する方法の詳細については、
「Amazon CloudWatch アラームへの復旧アクションの追加 (p. 1149)」を参照してください。

インスタンスの復旧の失敗のトラブルシューティング
インスタンスの復旧に失敗する場合、以下のような原因が考えられます。
• Service Health Dashboard イベントまたは基盤ラックに影響を与えるイベント。このようなイベン
ト中、簡易自動復旧ではインスタンスの復旧が行われません。これらのイベントが原因で復旧が失
敗しても、その通知は送信されません。また、Service Health Dashboard イベントが進行中である
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と、Amazon CloudWatch アクションに基づく復旧が、インスタンスを正常に回復できない場合があり
ます。サービスの可用性に関する最新情報については、http://status.aws.amazon.com/ を参照してくだ
さい。
• 代替ハードウェアの一時的な容量不足。
• インスタンスにインスタンスストアストレージがアタッチされていますが、自動インスタンス復旧の設
定がサポートされていません。
• インスタンスが、1 日に許可されている 3 回の復旧試行回数に達しました。
自動復旧プロセスは、1 日で 3 回まで別個のエラーについてインスタンスの復旧を試みます。インスタン
スのシステムステータスチェックの失敗が続く場合は、インスタンスを手動で停止および開始することを
お勧めします。詳細については、インスタンスの停止と起動 (p. 557) を参照してください。
自動復旧が失敗し、元のシステムステータスチェックの失敗の根本原因がハードウェアの機能低下である
と判断された場合、対象のインスタンスが使用停止になることがあります。

接続
インスタンスを起動したら、インスタンスに接続できます。また、インスタンスを別の AWS リソースに
接続することもできます。
トピック
• Windows インスタンスに接続する (p. 590)
• EC2 インスタンスを AWS リソースに接続する (p. 605)

Windows インスタンスに接続する
ほとんどの Windows Amazon マシンイメージ (AMI) から作成された Amazon EC2 インスタンスは、リ
モートデスクトップを使用して接続することができます。リモートデスクトップは、Remote Desktop
Protocol (RDP) を使用して接続でき、目の前のコンピュータ (ローカルコンピュータ) を使用するのと同じ
方法でインスタンスを使用します。これは、Windows のほとんどのエディションで使用でき、Mac OS で
も利用できます。
Windows Server オペレーティング システムのライセンスでは、2 つの同時リモート接続を管理目的で使
用できます。Windows Server のライセンスは、Windows インスタンスの価格に含まれています。同時リ
モート接続が 3 つ以上必要な場合は、リモートデスクトップサービス (RDS) ライセンスを購入する必要が
あります。3 番目の接続を試みると、エラーが発生します。
AWS Nitro System で構築されたインスタンスの起動、ネットワーク構成、および他の問題をトラブル
シューティングするためにインスタンスに接続する必要がある場合は、Windows インスタンス用 EC2 シ
リアルコンソール (p. 1962) を使用できます。
Linux インスタンスに接続する方法については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド の
「Linux インスタンスへの接続」を参照してください。
目次
• 前提条件 (p. 591)
• RDP を使用した Windows インスタンスへの接続 (p. 591)
• Fleet Manager を使用して Windows インスタンスに接続する (p. 597)
• IPv6 アドレスを使用して Windows インスタンスに接続する (p. 598)
• Session Manager を使用して Windows インスタンスに接続する (p. 600)
• アカウントの設定 (p. 600)
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• Windows インスタンスにファイルを転送する (p. 601)

前提条件
RDP を使用して接続するには
• RDP クライアントのインストール
• [Windows] Windows にはデフォルトで RDP クライアントが搭載されています。確認するには、コマ
ンドプロンプトウィンドウで mstsc と入力します。お使いのコンピュータがこのコマンドを認識しな
い場合は、Windows ホームページを参照し、「Microsoft リモートデスクトップアプリ」を検索して
ダウンロードしてください。
• [Mac OS X] Mac App Store から Microsoft リモートデスクトップアプリをダウンロードします。
• [Linux] Remmina を使用します。
• [プライベートキーを見つける]
インスタンスの起動時に指定したキーペアの .pem ファイルの、コンピュータ上の場所への完全修飾パ
スを取得します。詳細については、「 (起動時に指定されたキーペアの特定)」「Identify the public key
specified at launch (起動時に指定されたキーペアの特定)」を参照してください。プライベートキーファ
イルが見つからない場合は、「プライベートキーを紛失しました。Windows インスタンスに接続するに
はどうすればよいですか?
• IP アドレスからインスタンスへのインバウンド RDP トラフィックを有効にする
インスタンスに関連付けられているセキュリティグループで、IP アドレスからの受信 RDP トラフィッ
ク (port 3389) が許可されることを確認します。デフォルトのセキュリティグループでは、受信 SSH
トラフィックはデフォルトでは許可されません。詳細については、「Windows インスタンス用のインバ
ウンドトラフィックの承認 (p. 1453)」を参照してください。

Note
Fleet Manager を使用して接続する場合は、IP アドレスからの着信 RDP トラフィックを特に許
可する必要はありません。Fleet Manager が処理します。
Fleet Manager を使用して接続するには
前提条件については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「リモートデスクトップを使用した
接続」を参照してください。

RDP を使用した Windows インスタンスへの接続
Windows インスタンスに接続するには、初期管理者パスワードを取得し、リモートデスクトップを使用し
てインスタンスに接続するときにこのパスワードを入力する必要があります。インスタンスの起動後、パ
スワードが利用可能になるまでに数分かかります。
管理者アカウントの名前は、オペレーティングシステムで使用する言語によって異なります。例え
ば、英語の場合は Administrator、フランス語の場合は Administrateur、ポルトガル語の場合
は Administrador となります。詳細については、Microsoft TechNet Wiki の「Localized Names for
Administrator Account in Windows」を参照してください。
インスタンスをドメインに参加させている場合は、AWS Directory Service で定義したドメインの認
証情報を使用して、インスタンスに接続できます。リモートデスクトップのログイン画面で、ロー
カルコンピュータ名と生成されたパスワードを使用する代わりに、管理者の完全修飾ユーザー名
(例:corp.example.com\Admin) と、そのアカウントのパスワードを入力します。
インスタンスの接続でエラーが発生した場合は、「リモートデスクトップからリモートコンピュータに接
続できません (p. 1908)」を参照してください。
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New console

RDP クライアントを使用して Windows インスタンスに接続
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。そのインスタンスを選択してから、
[Connect] (接続) を選択します。

3.

[Connect to instance] (インスタンスへの接続) ページで、[RDP client] (RDP クライアント) タブ、
[Get password] (パスワードの取得) の順に選択します。

4.

[Browse] (参照) を選択し、インスタンスの起動時に作成したプライベートキー (.pem) ファイル
を探します。ファイルを選択した上で、[Open] (開く) を選択して、ファイルの内容をすべてウィ
ンドウにコピーします。

5.

[Decrypt Password] (パスワードを復号化) を選択します。インスタンスのデフォルトの管理者パ
スワードが、コンソール上の [Password] (パスワード) の下に表示されます。前に表示されていた
[Get Password] (パスワードを取得) のリンクは削除されます。パスワードを安全な場所に保存し
ます。このパスワードはインスタンスに接続するのに必要です。
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6.

[リモートデスクトップファイルのダウンロード] を選択します。ブラウザで、RDP ショートカッ
トファイルを開くか、保存するかを尋ねられます。ファイルのダウンロードが完了したら、[キャ
ンセル] を選択し、インスタンスページに戻ります。
• RDP ファイルを開くと、[Remote Desktop Connection] (リモート デスクトップ接続) ダイアロ
グボックスが表示されます。
• RDP ファイルが保存済みの場合は、そのダウンロード先のディレクトリに移動し RDP ファイ
ルを開くと、このダイアログボックスが表示されます。

7.

リモート接続の発行元が不明であるという警告が表示される場合があります。[接続] を選択して
インスタンスへの接続を続けます。
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8.

デフォルトでは、管理者アカウントが選択されています。以前に保存したパスワードをコピーし
て貼り付けます。

Tip
「Password Failed」というエラーが発生した場合は、パスワードを手動で入力してくだ
さい。この情報をコピーおよび貼り付けすると、データが破損することがあります。
9.

自己署名証明書の性質上、セキュリティ証明書を認証できなかったという警告が表示される場合
があります。以下の手順を使用してリモートコンピュータの身元を確認します。または、証明書
を信頼している場合は、単純に [はい] (Windows) または [続行] (Mac OS X) を選択します。
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a.

Windows コンピュータから [リモートデスクトップ接続] を使用している場合は、[証明書を
表示する] を選択します。Mac で [Microsoft Remote Desktop] を使用している場合は、[Show
Certificate] を選択します。

b.

[詳細] タブを選択し、[サムプリント] (Windows) または [SHA1 フィンガープリント] (Mac OS
X) までスクロールダウンします。これはリモートコンピュータのセキュリティ証明書の一意
の識別子です。

c.

Amazon EC2 コンソールで、インスタンスを選択してから [アクション]、[モニタリングとト
ラブルシューティング]、[システムログの取得] の順に選択します。

d.

システムログの出力で、RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT を探します。この値が証明書のサ
ムプリントまたはフィンガープリントと一致していれば、リモートコンピュータの身元を確
認できたことになります。

e.

Windows コンピュータから [リモートデスクトップ接続] を使用している場合は、[証明書] ダ
イアログボックスに戻り、[OK] を選択します。Mac で [Microsoft Remote Desktop] を使用し
ている場合は、[Verify Certificate] に戻り、[Continue] を選択します。

f.

[Windows] [リモートデスクトップ接続] ウィンドウの [はい] を選択してインスタンスに接続
します。
[Mac OS X] ログインのプロンプトが表示されたら、先に記録またはコピーしてあるデフォル
トの管理者アカウント、およびデフォルトの管理者パスワードを使用して、インスタンスに
ログインします。ログイン画面を表示するには、操作スペースの切り替えが必要になる場合
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があることに注意してください。詳細については、「スペースの追加と切り替え」を参照し
てください。
Old console

RDP クライアントを使用して Windows インスタンスに接続
1.

Amazon EC2 コンソールで、インスタンスを選択し、[接続] を選択します。

2.

[Connect To Your Instance] ダイアログボックスで、[Get Password] を選択します（インスタンス
が起動してからパスワードが使用できるようになるまで数分かかります）。

3.

[Browse] (参照) を選択し、インスタンスの起動時に作成したプライベートキー (.pem) ファイルを
探します。ファイルを選択し、[Open] (開く) を選択して、ファイルの内容全体を[Contents] (コン
テンツ) フィールドにコピーします。

4.

[Decrypt Password] (パスワードを復号化) を選択します。インスタンスのデフォルトの管理者パ
スワードが [Connect To Your Instance] ダイアログボックスに表示されます。前に表示されてい
た [Get Password] リンクの代わりに、実際のパスワードが表示されます。

5.

デフォルトの管理者パスワードをレコードするか、クリップボードにコピーします。このパス
ワードはインスタンスに接続するのに必要です。

6.

[Download Remote Desktop File] (リモートデスクトップファイルのダウンロード) を選択しま
す。ブラウザから .rdp ファイルを開くか、保存するかを確認するメッセージが表示されます。ど
ちらのオプションでも構いません。終了したら、[Close] を選択して [Connect To Your Instance]
ダイアログボックスを閉じます。
• .rdp ファイルを開くと、[リモート デスクトップ接続] ダイアログボックスが表示されます。
• .rdp ファイルが保存済みの場合は、そのダウンロード先のディレクトリに移動し.rdp ファイル
を開くと、このダイアログボックスが表示されます。

7.

リモート接続の発行元が不明であるという警告が表示される場合があります。インスタンスへの
接続を続行できます。

8.

プロンプトが表示されたら、オペレーティングシステムの管理者アカウントと、以前にレコード
またはコピーしたパスワードを使用して、インスタンスにログインします。リモートデスクトッ
プ接続 にすでに管理者アカウントが設定されている場合は、別のアカウントを使用する オプショ
ンを選択し、ユーザー名とパスワードを手動で入力する必要がある場合があります。

Note
コンテンツをコピーして貼り付けると、データが破損する場合があります。ログイン時
に「パスワードが失敗しました」というエラーが発生した場合は、パスワードを手動で
入力してみてください。
9.

自己署名証明書の性質上、セキュリティ証明書を認証できなかったという警告が表示される場合
があります。以下の手順を使用してリモートコンピュータのアイデンティティを確認するか、証
明書を信頼する場合は、[Yes] (はい) または [Continue] (続行) を選択して続行します。
a.

Windows PC から リモートデスクトップ接続 を使用している場合は、[View certificate] (証
明書の表示) を選択します。Mac で Microsoft リモートデスクトップ を使用している場合
は、[Show Certificates] (証明書の表示) を選択します。

b.

詳細 タブを選択し、Windows PC の場合は 拇印 エントリまで、Mac の場合は SHA1 指紋 エ
ントリまで下にスクロールします。これは、リモートコンピュータのセキュリティ証明書の
一意の識別子です。

c.

Amazon EC2 コンソールで、インスタンスを選択し、[Action] (アクション) を選択してか
ら、[Get System Log] (システムログを取得する) を選択します。

d.

システムログ出力で、RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT というラベルの付いたエントリを探
します。この値が証明書の拇印または指紋と一致する場合は、リモートコンピュータのアイ
デンティティを確認しています。
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e.

Windows PC から リモートデスクトップ接続 を使用している場合は、証明書 ダイアログ
ボックスに戻り、[OK] を選択します。Mac で Microsoft リモートデスクトップ を使用してい
る場合は、[Verify Certificate] (証明書の確認) に戻り、[Continue] (続行) を選択します。

f.

[Windows] [リモートデスクトップ接続] ウィンドウの [Yes] を選択してインスタンスに接続し
ます。
[Mac OS] ログインのプロンプトが表示されたら、前に記録またはコピーしたデフォルトの管
理者アカウントとデフォルトの管理者パスワードを使ってインスタンスにログインします。
ログイン画面を表示するには、操作スペースの切り替えが必要になる場合があることに注意
してください。操作スペースの詳細については、support.apple.com/en-us/HT204100 を参照
してください。

g.

インスタンスの接続でエラーが発生した場合は、「リモートデスクトップからリモートコン
ピュータに接続できません (p. 1908)」を参照してください。

Fleet Manager を使用して Windows インスタンスに接続する
AWS Systems Manager の機能である Fleet Manager を使用すると、Remote Desktop Protocol (RDP)
を使用して Windows インスタンスに接続し、AWS Management Console の同じページに最大 4 つの
Windows インスタンスを表示できます。次のように、Amazon EC2 コンソールの [Instances] (インスタン
ス) ページから Fleet Manager Remote Desktop の最初のインスタンスに直接接続できます。

Fleet Manager で RDP を使用してインスタンスに接続するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインから [Instances] (インスタンス) を選択します。

3.

対象のインスタンスを選択し、[Connect] (接続) をクリックします。

4.

[Connect to instance] (インスタンスに接続) ページで、[Connect using Fleet Manager] (Fleet Manager
を使用して接続) オプションを選択し、[Fleet Manager Remote Desktop] (Fleet Manager リモート
デスクトップ) を選択します。これにより、AWS Systems Manager コンソールで [Fleet Manager
Remote Desktop] (Fleet Manager リモートデスクトップ) ページが開きます。
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[Fleet Manager Remote Desktop] (Fleet Manager リモートデスクトップ) ページから Windows インスタ
ンスに接続する方法の詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「リモートデスク
トップを使用した接続」を参照してください。

IPv6 アドレスを使用して Windows インスタンスに接続する
VPC を IPv6 に対して有効にし、Windows インスタンスに IPv6 アドレスを割り当て (p. 1183)た場合
は、RDP クライアントから、パブリック IPv4 アドレスまたはパブリック DNS ホスト名を使用する代わり
に IPv6 アドレスを使用して (例えば、2001:db8:1234:1a00:9691:9503:25ad:1761)、インスタンス
に接続できます。

Windows インスタンスに IPv6 アドレスを使用して接続するには
1.

RDP を使用した Windows インスタンスへの接続 (p. 591) の説明に従って、インスタンスの初期管
理者パスワードを取得します。このパスワードは、インスタンスに接続する際に必要です。

2.

[Windows] Windows コンピュータの RDP クライアントを開き、[Show Options] (オプションを表示)
を選択し、以下の操作を行います。
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• [Computer] に、Windows インスタンスの IPv6 アドレスを入力します。
• [ユーザー名] に、[Administrator] と入力します。
• [接続] を選択します。
• プロンプトが表示されたら、以前に保存したパスワードを入力します。
[Mac OS X] コンピュータで RDP クライアントを開き、次の操作を行います。
• [新規作成] を選択します。
• [PC Name] に、Windows インスタンスの IPv6 アドレスを入力します。
• [ユーザー名] に、[Administrator] と入力します。
• ダイアログを閉じます。[My Desktops] で接続を選択してから、[Start] を選択します。
• プロンプトが表示されたら、以前に保存したパスワードを入力します。
3.

自己署名証明書の性質上、セキュリティ証明書を認証できなかったという警告が表示される場合
があります。証明書を信頼する場合は、[Yes] または [Continue] を選択できます。それ以外の場合
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は、RDP を使用した Windows インスタンスへの接続 (p. 591) の説明に従って、リモートコン
ピュータの ID を確認できます。

Session Manager を使用して Windows インスタンスに接続する
Session Manager はフルマネージド型の AWS Systems Manager 機能です。ブラウザベースのイン
タラクティブなワンクリックシェルまたは AWS CLI を介して Amazon EC2 インスタンスを管理しま
す。Session Manager を使用して、アカウント内のインスタンスとのセッションを開始できます。セッ
ションの開始後、他の接続タイプと同様、PowerShell コマンドを実行できます。Session Manager の詳細
については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「AWS Systems Manager Session Manager」を参
照してください。
Session Manager を使用してインスタンスに接続する前に、必要な設定手順が完了していることを確認し
てください。詳細については、「Session Manager のセットアップ」を参照してください。

Amazon EC2 コンソールで Session Manager を使用して Windows インスタンスに接続するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[接続] を選択します。

4.

[Connection method (接続方法)] で、[Session Manager] を選択します。

5.

[接続] を選択します。

Tip
1 つ以上の Systems Manager アクション (ssm:command-name) の実行を承認されていない
というエラーが表示された場合は、Amazon EC2 コンソールからセッションを開始できるよ
うにポリシーを更新する必要があります。詳細と手順については、「AWS Systems Manager
ユーザーガイドユーザーガイド」の「Session Manager のデフォルトの IAM ポリシーのク
イックスタート」を参照してください。

アカウントの設定
接続したら、次の操作を実行することをお勧めします。
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• 管理者パスワードをデフォルト値から変更します。Windows Server を実行しているコンピュータと同
様、パスワードの変更は、インスタンス自体にログインした状態で行うことができます。
• インスタンスに管理者権限を持つユーザーアカウントをもう 1 つ作成します。これは、管理者パスワー
ドを忘れた場合や、管理者アカウントで問題が発生した場合の安全策です。新しいユーザーアカウント
には、インスタンスにリモートからアクセスするための許可が必要です。[システムのプロパティ] を開
くには、Windows デスクトップまたはエクスプローラーで [This PC] アイコンを右クリックして [プロパ
ティ] を選択します。[リモートの設定]、ユーザーの選択] の順に選択して、[リモートデスクトップユー
ザー] グループにユーザーを追加します。

Windows インスタンスにファイルを転送する
Windows インスタンスの使い方は、通常の Windows Server と同じです。例えば、Microsoft リモートデス
クトップ接続ソフトウェアのローカルファイル共有機能を使用して Windows インスタンスとローカルのコ
ンピュータの間でファイルを転送できます。例えば、ハードディスクドライブ、DVD ドライブ、ポータブ
ルメディアドライブ、およびマップされたネットワークドライブ上のローカルファイルにアクセスするこ
とができます。
Windows インスタンスからローカルファイルにアクセスするには、リモートセッションドライブをロー
カルドライブにマッピングして、ローカルファイル共有機能を有効にする必要があります。この手順は、
ローカルコンピュータのオペレーティングシステムが Windows または macOS X のどちらであるかによっ
て若干異なります。

601

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスへの接続

Windows

リモートセッションドライブをローカル Windows コンピュータのローカルドライブにマップ
するには
1.

リモートデスクトップ接続クライアントを開きます。

2.

[Show Options] を選択します。

3.

次のように、インスタンスのホスト名を [Computer] (コンピュータ) フィールドに追加し、ユー
ザー名を [User name] (ユーザー名) フィールドに追加します。
a.

[Connection settings] (接続設定) で、[Open...] (...を開く) を選択し、Amazon EC2 コンソール
からダウンロードした RDP ショートカットファイルを参照します。このファイルには、イ
ンスタンスを識別するパブリック IPv4 DNS ホスト名と、管理者ユーザー名が含まれます。

b.

ファイルを選択し、[Open] (開く) を選択します。[Computer] (コンピュータ) フィールドと
[User name] (ユーザー名) フィールドには、RDP ショートカットファイルの値が入力されま
す。

c.

[Save] を選択します。

4.

[ローカルリソース] タブを選択します。

5.

[Local devices and resources] (ローカルデバイスとリソース) で、[More...] (詳細...) を選択しま
す。

6.

[ドライブ] を開き、Windows インスタンスにマッピングするローカルドライブを選択します。

7.

[OK] を選択します。
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8.

[接続] を選択して Windows インスタンスに接続します。

macOS X

ローカルの macOS X コンピュータのローカルフォルダにリモートセッションドライブをマッ
ピングするには
1.

リモートデスクトップ接続クライアントを開きます。

2.

Amazon EC2 コンソール (インスタンスへの初回接続時) からダウンロードした RDP ファイルを
参照し、Remote Desktop Connection クライアントにドラッグします。

3.

RDP ファイルを右クリックし、[Edit] (編集) を選択します。

4.

[Folders] (フォルダ) タブを選択し、[Redirect folders] (フォルダにリダイレクト) のチェックボッ
クスをオンにします。
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5.

左下の + アイコンを選択し、マッピングするフォルダを参照して、[Open] (開く) を選択します。
マッピングする各フォルダについて、この手順を繰り返します。

6.

[Save] を選択します。

7.

[接続] を選択して Windows インスタンスに接続します。パスワードを入力するよう求められま
す。

8.

インスタンスのファイルエクスプローラーで [This PC] (この PC) を展開し、ローカルファイルに
アクセスできる共有フォルダを見つけます。次のスクリーンショットでは、ローカルコンピュー
タのデスクトップフォルダがインスタンスのリモートセッションドライブにマッピングされてい
ます。
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Mac コンピュータのリモートセッションでローカルデバイスを使用できるようにする方法の詳細につ
いては、「Get started with the macOS client」(macOS の開始方法) を参照してください。

EC2 インスタンスを AWS リソースに接続する
インスタンスを起動したら、そのインスタンスを 1 つまたは複数の AWS リソースに接続できます。
現時点では、このページでは、Amazon EC2 インスタンスを Amazon RDS データベースに自動的に接続
する方法のみを説明しています。将来的には、このページで他のリソースをインスタンスに接続する方法
についても説明する予定です。

EC2 インスタンスを RDS データベースに自動的に接続する
Amazon EC2 コンソールの自動接続機能を使用して、1 つ以上の EC2 インスタンスを RDS データベース
にすばやく接続し、これらの間のトラフィックを許可することができます。
詳細については、「接続が自動的に構成される方法 (p. 610)」を参照してください。EC2 インスタンス
と RDS データベースを接続する他の方法を含めた詳細な手順については、チュートリアル: Amazon RDS
データベースに Amazon EC2 インスタンスを接続する (p. 610) を参照してください。
トピック
• コスト (p. 605)
• 前提条件 (p. 605)
• インスタンスとデータベースを自動的に接続する (p. 605)
• 接続が自動的に構成される方法 (p. 610)

コスト
EC2 インスタンスを RDS データベースに自動的に接続するのには料金はかかりませんが、基盤となる
サービスには課金されます。EC2 インスタンスと RDS データベースが異なるアベイラビリティーゾーン
にある場合は、データ転送料金がかかります。データ転送料金の詳細については、「Amazon EC2 オンデ
マンド料金」ページの「データ転送」を参照してください。

前提条件
EC2 インスタンスを RDS データベースに自動的に接続する前に、以下を確認してください。
• EC2 インスタンスは [Running] (実行中) 状態である必要があります。EC2 インスタンスが別の状態にあ
る場合は、接続できません。
• EC2 インスタンスと RDS データベースが同じ仮想プライベートクラウド (VPC) 内に存在する必要があ
ります。EC2 インスタンスと RDS データベースが異なる VPC にある場合、自動接続機能はサポートさ
れません。

インスタンスとデータベースを自動的に接続する
インスタンスを起動した直後、または起動後に、自動的に EC2 インスタンスを RDS データベースに接続
できます。

起動直後に自動的に接続する
EC2 インスタンスを起動した直後に EC2 インスタンスを RDS データベースに自動的に接続するには、次
のステップを使用します。
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これらの手順のアニメーションを見る場合は、「アニメーションを表示: 新しく起動した EC2 インスタン
スを RDS データベースに自動的に接続する (p. 607)」を参照してください。

EC2 コンソールを使用して、新しく起動した EC2 インスタンスを RDS データベースに自動的に
接続する場合
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

コンソールダッシュボードで [Launch instance] (インスタンスを起動する) を選択し、その後ステップ
をに従ってインスタンスを起動します (p. 519)。

3.

インスタンスの起動確認ページで、[Connect an RDS database] (RDS データベースに接続) を選択し
ます。

4.

[Connect RDS Database] (RDS データベースに接続) ダイアログボックスで、次を実行します。
a.

[Database role] (データベースロール) には、[Cluster] (クラスター) または [Instance] (インスタン
ス) のいずれかを選択します。

b.

RDS データベースの場合は、接続するデータベースを選択します。

Note
EC2 インスタンスと RDS データベースが相互に接続するには、同じ VPC 内にある必要
があります。
c.

[Connect] (接続) を選択します。
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アニメーションを表示: 新しく起動した EC2 インスタンスを RDS データベースに自動的に接続す
る
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既存のインスタンスに自動的に接続する
既存の EC2 インスタンスを RDS データベースに自動的に接続するには、次のステップを使用します。
これらの手順のアニメーションを見る場合は、「アニメーションを表示: 既存の EC2 インスタンスを RDS
データベースに自動的に接続する (p. 609)」を参照してください。

EC2 コンソールを使用して、既存の EC2 インスタンスを RDS データベースに自動的に接続する
場合
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

RDS データベースに接続する 1 つ以上の EC2 インスタンスを選択し、[Actions] (アクショ
ン)、[Networking] (ネットワーク)、[Connect RDS database] (RDS データベースに接続) を選択しま
す。
[Connect RDS database] (RDS データベースに接続) を選択できない場合は、EC2 インスタンスが
[Running] (実行中) 状態であり、同じ VPC 内にあることを確認します。

4.

[Connect RDS Database] (RDS データベースに接続) ダイアログボックスで、次を実行します。
a.

[Database role] (データベースロール) には、[Cluster] (クラスター) または [Instance] (インスタン
ス) のいずれかを選択します。

b.

RDS データベースの場合は、接続するデータベースを選択します。

Note
EC2 インスタンスと RDS データベースが相互に接続するには、同じ VPC 内にある必要
があります。
c.

[Connect] (接続) を選択します。
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アニメーションを表示: 既存の EC2 インスタンスを RDS データベースに自動的に接続する
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Amazon RDS コンソールを使用して EC2 インスタンスを RDS データベースに自動的に接続する方法につ
いては、Amazon RDS ユーザーガイドにある「EC2 インスタンスで自動ネットワーク接続を設定する」を
参照してください。

接続が自動的に構成される方法
EC2 コンソールを使用して EC2 インスタンスと RDS データベース間のトラフィックを許可するように自
動的に接続を設定すると、接続はセキュリティグループ (p. 1469)が設定します。
次のように、セキュリティグループは自動的に作成され、EC2 インスタンスと RDS データベースに追加
されます。
• Amazon EC2 は ec2-rds-x という名前のセキュリティグループを作成し、それを EC2 インスタンスに追
加します。rds-ec2-x (データベースのセキュリティグループ) を送信先として指定することでデータベー
スへのトラフィックを許可するアウトバウンドルールが 1 つあります。
• Amazon RDS は rds-ec2-x という名前のセキュリティグループを作成し、それをデータベースに追加し
ます。ec2-rds-x (EC2 インスタンスのセキュリティグループ) をソースとして指定することで EC2 イン
スタンスからのトラフィックを許可するインバウンドルールが 1 つあります。
セキュリティグループはお互いを送信先および送信元として参照し、データベースポート上でのみトラ
フィックを許可します。これらのセキュリティグループは再利用して、rds-ec2-x セキュリティグループが
含まれる任意のデータベースが、ec2-rds-x セキュリティグループが含まれる任意の EC2 インスタンスと
通信できるようにすることができます。
セキュリティグループ名はパターンに従った名前です。Amazon EC2 によって作成されたセキュリティグ
ループの場合、パターンは ec2-rds-x であり、Amazon RDS によって作成されたセキュリティグループの
場合、パターンは rds-ec2-x になります。x は数値で、新しいセキュリティグループが自動的に作成され
るたびに 1 ずつ増加します。

チュートリアル: Amazon RDS データベースに Amazon EC2 イ
ンスタンスを接続する
チュートリアルの目的
このチュートリアルでは、AWS Management Console を使用して、Amazon EC2 インスタンスと
Amazon RDS データベース間のセキュア接続を設定する方法について説明します。
接続を設定する方法は複数あります。このチュートリアルでは、以下の 3 つのオプションについて説明し
ます。
• オプション 1: EC2 コンソールを使用して EC2 インスタンスを RDS データベースに自動的に接続す
る (p. 613)
EC2 コンソールの自動接続機能を使用して、EC2 インスタンスと RDS データベース間のトラフィック
を許可するように EC2 インスタンスと RDS データベース間の接続を自動的に設定します。
• オプション 2: RDS コンソールを使用して EC2 インスタンスを RDS データベースに自動的に接続す
る (p. 625)
RDS コンソールの自動接続機能を使用して、EC2 インスタンスと RDS データベース間のトラフィック
を許可するように EC2 インスタンスと RDS データベース間の接続を自動的に設定します。
• オプション 3: 自動接続機能を模倣して EC2 インスタンスを RDS データベースに手動で接続す
る (p. 635)
EC2 インスタンスと RDS データベース間の接続を設定するには、セキュリティグループを手動で設定
してから、セキュリティグループを割り当てて、オプション 1 とオプション 2 で使用する自動接続機能
が自動作成する設定を再現します。
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Context
EC2 インスタンスと RDS データベース間の接続を設定する理由の背景として、次のシナリオを考えてみ
ましょう。ウェブサイトにユーザーに入力してもらうフォームがあるとします。フォームデータをデータ
ベースに取り込む必要があります。ウェブサーバーとして設定された EC2 インスタンスでウェブサイトを
ホストし、フォームデータを RDS データベースに取得できます。フォームデータを EC2 インスタンスか
ら RDS データベースに送信するには、EC2 インスタンスと RDS データベースを相互接続する必要があり
ます。このチュートリアルでは、その接続を構成する方法について説明します。なお、これは EC2 インス
タンスと RDS データベースを接続するユースケースの一例にすぎません。

アーキテクチャ
次の図は、このチュートリアルのすべてのステップを完了することで作成されるリソースと、そのアーキ
テクチャ構成を示しています。

図は、作成する以下のリソースを示しています。
• 同じ AWS リージョン、VPC、およびアベイラビリティーゾーンに EC2 インスタンスと RDS データ
ベースを作成します。
• パブリックサブネットに EC2 インスタンスを作成します。
• プライベートサブネットに RDS データベースを作成します。
RDS コンソールを使用して RDS データベースを作成し、自動的に EC2 インスタンスに接続する
と、VPC、DB サブネットグループ、およびデータベースのパブリックアクセス設定が自動的に選択さ
れます。RDS データベースは、EC2 インスタンスと同じ VPC 内のプライベートサブネットに自動的に
作成されます。
• インターネットユーザーは、SSH または HTTP/HTTPS を使用して、インターネットゲートウェイ経由
で EC2 インスタンスに接続できます。
• インターネットユーザーは RDS データベースに直接接続することはできません。EC2 インスタンスの
みが RDS データベースに接続されます。
• 自動接続機能を使用して EC2 インスタンスと RDS データベース間のトラフィックを許可すると、次の
セキュリティグループが自動的に作成および追加されます。
• セキュリティグループ ec2-rds-x が作成され、EC2 インスタンスに追加されます。rds-ec2-x セキュ
リティグループを送信先として参照するアウトバウンドルールが 1 つ存在します。このルールによ
り、EC2 インスタンスからのトラフィックが rds-ec2-x セキュリティグループのある RDS データ
ベースに到達できるようになります。
• セキュリティグループ rds-ec2-x が作成され、RDS データベースに追加されます。ec2-rds-x セキュ
リティグループを送信元として参照するインバウンドルールが 1 つ存在します。このルールによ
り、ec2-rds-x セキュリティグループを持つ EC2 インスタンスからのトラフィックが RDS データ
ベースに到達できるようになります。
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個別のセキュリティグループ (EC2 インスタンス用と RDS データベース用にそれぞれ 1 つずつ) を使
用することで、インスタンスとデータベースのセキュリティをより適切に管理できます。インスタンス
とデータベースの両方で同じセキュリティグループを使用し、例えばデータベースのみと合うようにセ
キュリティグループを変更した場合、その変更はインスタンスとデータベースの両方に影響します。言
い換えると、1 つのセキュリティグループを使用した場合、セキュリティグループがアタッチされてい
ることを忘れてしまい、リソース (インスタンスまたはデータベース) のセキュリティを意図せず変更し
てしまう可能性があることになります。
また、自動的に作成されるセキュリティグループは最小特権に従っており、ワークロード固有のセキュ
リティグループペアを作成することで、データベースポート上のこのワークロードに対する相互接続の
みを許可します。

考慮事項
このチュートリアルのステップを実行する際には、次の点を考慮してください。
• 2 つのコンソール — このチュートリアルでは、次の 2 つのコンソールを使用します。
• Amazon EC2 コンソール — EC2 コンソールを使用してインスタンスを起動したり、EC2 インスタン
スを RDS データベースに自動的に接続したり、手動オプションのときにはセキュリティグループを
作成して接続を設定します。
• Amazon RDS コンソール — RDS コンソールを使用して RDS データベースを作成したり、EC2 イン
スタンスを RDS データベースに自動的に接続します。
• 1 つの VPC — 自動接続機能を使用するには、EC2 インスタンスと RDS データベースが同じ VPC 内に
ある必要があります。
EC2 インスタンスと RDS データベース間の接続を手動で設定する場合、VPC で EC2 インスタンスを
起動して、別の VPC で RDS データベースを起動することができますが、追加のルーティングと VPC
設定を設定する必要があります。このシナリオについては、このチュートリアルでは説明しません。
• 1 つの AWS リージョン — EC2 インスタンスと RDS データベースは同じリージョンにある必要があり
ます。
• 2 つのセキュリティグループ — EC2 インスタンスと RDS データベース間の接続は、EC2 インスタン
スのセキュリティグループと RDS データベースのセキュリティグループという 2 つのセキュリティグ
ループが設定します。
EC2 コンソールまたは RDS コンソールの自動接続機能を使用して接続を設定する場合 (このチュートリ
アルのオプション 1 とオプション 2)、セキュリティグループは自動的に作成され、EC2 インスタンスと
RDS データベースに割り当てられます。
自動接続機能を使用しない場合、セキュリティグループを手動で作成して割り当てる必要があります。
このチュートリアルのオプション 3 で行います。

チュートリアル完了までの時間
30 分
チュートリアルの全過程を 1 回で完了することも、1 つのタスクずつに分けて完了することもできます。

コスト
このチュートリアルを完了すると、作成する AWS リソースのコストが発生する可能性があります。
AWS アカウントの使用開始から 12 か月未満で、無料利用枠の要件に従ってリソースを設定している場合
は、Amazon EC2 の無料利用枠を利用できます。
EC2 インスタンスと RDS データベースが異なるアベイラビリティーゾーンにある場合は、データ転送料
金が発生します。これらの料金の発生を回避するには、EC2 インスタンスと RDS データベースが同じア
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ベイラビリティーゾーンにある必要があります。データ転送料金の詳細については、「Amazon EC2 オン
デマンド料金」ページの「データ転送」を参照してください。
チュートリアル完了後にコストが発生するのを避けるため、不要になったリソースは必ず削除してくださ
い。リソースを削除するステップについては、「クリーンアップ (p. 643)」を参照してください。

オプション 1: EC2 コンソールを使用して EC2 インスタンスを RDS データベー
スに自動的に接続する
目的
オプション 1 では、EC2 コンソールの自動接続機能を使用して、EC2 インスタンスと RDS データベース
間のトラフィックを許可するように EC2 インスタンスと RDS データベース間の接続を自動的に設定しま
す。オプション 3 では、この接続を手動で設定する方法について説明します。

開始する前に
このチュートリアルを完了するには、以下が必要です。
• EC2 インスタンスと同じ VPC にある RDS データベース。既存の RDS データベースを使用するか、タ
スク 1 のステップに従って新しい RDS データベースを作成することができます。
• RDS データベースと同じ VPC にある EC2 インスタンス。既存の EC2 インスタンスを使用するか、タ
スク 2 のステップに従って新しい EC2 インスタンスを作成することができます。
• 次の操作を呼び出すアクセス許可:
• ec2:AssociateRouteTable
• ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress
• ec2:CreateRouteTable
• ec2:CreateSecurityGroup
• ec2:CreateSubnet
• ec2:DescribeInstances
• ec2:DescribeNetworkInterfaces
• ec2:DescribeRouteTables
• ec2:DescribeSecurityGroups
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute
• ec2:RevokeSecurityGroupEgress

オプション 1 を完了するためのタスク
• タスク 1: RDS データベースを作成する — オプション (p. 613)
• タスク 2: EC2 インスタンスを起動する – オプション (p. 617)
• タスク 3: EC2 インスタンスを RDS データベースに自動的に接続する (p. 620)
• タスク 4: 接続設定を検証する (p. 622)

タスク 1: RDS データベースを作成する — オプション
Note
Amazon RDS データベースの作成については、このチュートリアルでカバーしません。RDS
データベースがすでにあり、このチュートリアルで使用する場合は、このタスクをスキップでき
ます。
613

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスをリソースに接続する

タスクの目標
このタスクでは、RDS データベースを作成して、EC2 インスタンスと使用する RDS データベース間の接
続を設定するタスク 3 を完了できるようにします。使用できる RDS データベースがある場合は、このタ
スクをスキップできます。

Important
既存の RDS データベースを使用する場合は、自動接続機能を使用できるように、その RDS デー
タベースが EC2 インスタンスと同じ VPC 内にあることを確認してください。

RDS データベースを作成するためのステップ
次のステップに従って RDS データベースを作成します。
これらの手順のアニメーションを見る場合は、「アニメーションを表示: RDS データベースの作
成 (p. 616)」を参照してください。

RDS データベースの設定
このタスクのステップでは、RDS データベースを次のように設定します。
• エンジンタイプ: MySQL
• テンプレート: 無料利用枠
• DB インスタンス識別子: tutorial-database-1
• DB インスタンスクラス: db.t3.micro

Important
本稼働環境では、具体的なニーズに合わせて、データベースを設定する必要があります。

MySQL RDS データベースを作成するには
1.

Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。

2.

リージョンセレクター (右上) から、AWS リージョン を選択します。EC2 コンソールの自動接続機能
を使用するには、データベースと EC2 インスタンスが同じリージョンにある必要があります。

3.

ダッシュボード で、[Create database] (データベースの作成) を選択します。

4.

[Choose a database creation method] (データベース作成方法を選択) で [Standard Create] (スタン
ダード作成) が選択されていることを確認します。[Easy create] (簡易作成) を選択した場合、VPC セ
レクターは利用できません。EC2 コンソールの自動接続機能を使用するには、データベースが EC2
インスタンスと同じ VPC 内にあることを確認する必要があります。

5.

[Engine options] (エンジンオプション) にある [Engine type] (エンジンタイプ) で MySQL を選択しま
す。

6.

[Templates] (テンプレート) では、ニーズに合うサンプルテンプレートを選択します。このチュートリ
アルでは、[Free tier] (無料利用枠) を選択してデータベースを無料で作成します。ただし、無料利用枠
は、アカウントが 12 か月未満の場合にのみご利用いただけるので注意してください。その他の制限
が適用されます。詳細については、[Free tier] (無料利用枠) ボックスにある [Info] (情報) リンクを選択
してください。

7.

[設定] で、次のいずれかを実行します。
a.

[DB instance identifier] (DB インスタンス識別子) に、データベースの名前を入力します。この
チュートリアルでは、tutorial-database-1 と入力します。

b.

[Master username] (マスターユーザー名) は、デフォルトの名前である admin のままにします。
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c.

[Master password] (マスターパスワード) に、このチュートリアルに使用する記録できるパスワー
ドを入力し、[Confirm password] (パスワードの確認) にパスワードをもう一度入力します。

8.

[Instance configuration] (インスタンス設定) の [DB instance class] (DB インスタンスクラス) は、デ
フォルトの db.t3.micro のままにします。アカウントが 12 か月未満の場合は、このデータベースクラ
スを無料で使用できます。その他の制限が適用されます。詳細については、AWS 無料利用枠を参照し
てください。

9.

[Connectivity] (接続) では、[Compute resource] (コンピュートリソース) に [Don't connect to an EC2
compute resource] (EC2 コンピュートリソースに接続しない) を選択します。EC2 インスタンスと
RDS データベースは、タスク 3 の後半で接続するからです。
(後ほど、このチュートリアルのオプション 2 で、[Connect to an EC2 compute resource] (EC2 コン
ピュートリソースに接続) を選択して RDS コンソールの自動接続機能を試します。)

10. [Virtual private cloud (VPC)] (仮想プライベートクラウド (VPC)) には VPC を選択します。VPC には
DB サブネットグループが必要です。自動接続機能を使用するには、EC2 インスタンスと RDS データ
ベースが同じ VPC 内にある必要があります。
11. このページの他のフィールドについては、すべてのデフォルト値をそのまま使用します。
12. [データベースの作成] を選択します。
[Databases] (データベース) 画面では、データベースが使用可能になるまで、新しいデータベースの
[Status] (ステータス) は [Creating] (作成中) になります。ステータスが [Available] (使用可能) に変わっ
たら、データベースに接続できます。データベースクラスとストレージ量によっては、新しいデータ
ベースが使用可能になるまで最長 20 分かかることがあります。
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アニメーションを表示: RDS データベースの作成
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これで、「タスク 2: EC2 インスタンスを起動する – オプション (p. 617)」を行う準備ができました。

タスク 2: EC2 インスタンスを起動する – オプション
Note
インスタンスの起動は、このチュートリアルの焦点ではありません。Amazon EC2 インスタンス
がすでにあり、このチュートリアルで使用する場合は、このタスクをスキップできます。

タスクの目標
このタスクでは、EC2 インスタンスを起動して、EC2 インスタンスと使用する Amazon RDS データベー
ス間の接続を設定するタスク 3 を完了できるようにします。使用できる EC2 インスタンスがある場合は、
このタスクをスキップできます。

Important
既存の EC2 インスタンスを使用する場合は、自動接続機能を使用できるように、その EC2 イン
スタンスが RDS データベースと同じ VPC 内にあることを確認してください。

EC2 インスタンスを起動するためのステップ
以下のステップに従って、このチュートリアル用に EC2 インスタンスを起動します。
これらの手順のアニメーションを見る場合は、「アニメーションを表示: EC2 インスタンスを起動す
る (p. 619)」を参照してください。

EC2 インスタンスの設定
このタスクのステップでは、EC2 インスタンスを次のように設定します。
• インスタンス名: tutorial-instance-1
• AMI: Amazon Linux 2
• インスタンスタイプ: t2.micro
• パブリック IP の自動割り当て: 有効
• 次の 3 つのルールを持つセキュリティグループ:
• IP アドレスからの SSH を許可
• 任意の場所からの HTTPS トラフィックを許可
• 任意の場所からの HTTP トラフィックを許可

Important
本稼働環境では、具体的なニーズに合わせて、インスタンスを設定する必要があります。

EC2 インスタンスを起動するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

リージョンセレクター (右上) から、AWS リージョン を選択します。EC2 コンソールの自動接続機能
を使用するには、インスタンスと RDS データベースが同じリージョンにある必要があります。

3.

[EC2 Dashboard] (EC2 ダッシュボード) で、[Launch instance] (インスタンスの作成) を選択します。

4.

[Names and tags] (名前とタグ) にある [Name] (名前) には、インスタンスを識別するための名前を入
力します。このチュートリアルでは、インスタンス名は「tutorial-instance-1」にします。イン
スタンス名は必須ではありませんが、EC2 コンソールでインスタンスを選択するときに、名前がある
と識別しやすくなります。

5.

[Application and OS Images] (アプリケーションと OS イメージ) で、ウェブサーバーのニーズに合う
AMI を選択します。このチュートリアルでは Amazon Linux 2 を使用します。
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6.

[Instance type] (インスタンスタイプ) にある [Instance type] (インスタンスタイプ) には使用して
いるウェブサーバーのニーズに合ったインスタンスタイプを選択します。このチュートリアルで
は、t2.micro を使用します。

Note
AWS アカウントの使用開始から 12 か月未満で、t2.micro インスタンスタイプ (または
t2.micro を利用できないリージョンでは t3.micro) を選択している場合は、Amazon EC2
の無料利用枠を利用できます。
7.

[Key pair (login)] (キーペア (ログイン)) にある[Key pair name] (キーペア名) には、使用するキーペア
を選択します。

8.

[Network settings] (ネットワーク設定) で、次の操作を行います：
a.

[Network] (ネットワーク) と [Subnet] (サブネット) では、デフォルトの VPC またはサブネットに
変更を加えていない場合は、デフォルトの設定をそのまま使用できます。
デフォルトの VPC またはサブネットに変更を加えた場合は、以下を確認してください。

b.

i.

自動接続機能を使用するには、インスタンスと RDS データベースが同じ VPC 内にある必要
があります。デフォルトでは、VPC は 1 つのみです。

ii.

インスタンスを起動する VPC には、インターネットからウェブサーバーにアクセスできるよ
うに、インターネットゲートウェイがアタッチされている必要があります。デフォルト VPC
はインターネットゲートウェイで自動的に設定されます。

iii.

インスタンスがパブリック IP アドレスを受け取れるように、[Auto-assign Public IP] (自動割
り当てパブリック IP) で [Enable] (有効) が選択されていることを確認します。[Disable ] (無
効) が選択されている場合は、[Edit] (編集) ([Network Settings] (ネットワーク設定) の右側) を
選択し、その後 [Auto-assign public IP]] (パブリック IP の自動割り当て) で [Enable] (有効) を
選択します。

SSH を使用してインスタンスに接続するには、コンピュータのパブリック IPv4 アドレスからの
SSH (Linux) または RDP (Windows) トラフィックを許可するセキュリティグループのルールが必
要です。デフォルトでは、インスタンスを起動すると、任意の場所からのインバウンド SSH トラ
フィックを許可するルールが含まれる新しいセキュリティグループが作成されます。
使用する IP アドレスのみがインスタンスに接続できるようにするには、[Firewall (security
groups)] (ファイアウォール (セキュリティグループ)) にある [Allow SSH traffic from] (SSH トラ
フィックを許可する送信元) チェックボックスの横にあるドロップダウンリストから [My IP] (マイ
IP) を選択します。

c.

インターネットからインスタンスへのトラフィックを許可するには、次のチェックボックスを選
択します。
• [Allow HTTPs traffic from the internet] (インターネットからの HTTPs トラフィックを許可する)
• [Allow HTTP traffic from the internet] (インターネットからの HTTP トラフィックを許可する)

9.

[Summary] (概要) パネルでインスタンスの設定を確認し、[Launch instance] (インスタンスを起動す
る) を選択します。

10. 確認ページは開いたままにします。次のタスクで、インスタンスをデータベースに自動的に接続する
ときに必要になります。
インスタンスが起動しないか、状態が running ではなくすぐに terminated になる場合は、「イン
スタンスの起動に関する問題のトラブルシューティング (p. 1904)」を参照してください。
インスタンスの起動方法の詳細については、「新しいインスタンス起動ウィザードを使用してインスタン
スを起動する (p. 517)」を参照してください。
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これで、「タスク 3: EC2 インスタンスを RDS データベースに自動的に接続する (p. 620)」を行う準備
ができました。

タスク 3: EC2 インスタンスを RDS データベースに自動的に接続する
タスクの目標
このタスクでは、EC2 コンソールの自動接続機能を使用して、EC2 インスタンスと RDS データベース間
の接続を自動的に設定します。

EC2 インスタンスと RDS データベースを接続するステップ
次のステップを使用して、EC2 コンソールの自動機能を使用して EC2 インスタンスと RDS データベース
を接続します。
これらの手順のアニメーションを見る場合は、「アニメーションを表示: 新しく起動した EC2 インスタン
スを RDS データベースに自動的に接続する (p. 621)」を参照してください。

EC2 コンソールを使用して、EC2 インスタンスを RDS データベースに自動的に接続する場合
1.

インスタンスの起動確認ページ (前述のタスク実行時に開いたままにしている) で、[Connect an RDS
database] (RDS データベースに接続) を選択します。
確認ページを閉じてしまった場合は、次の手順に従ってください。
a.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

b.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

c.

先ほど作成した EC2 インスタンスを選択し、[Actions] (アクション)、[Networking] (ネットワー
ク)、[Connect RDS database] (RDS データベースを接続) の順に選択します。
[Connect RDS database] (RDS データベースに接続) を選択できない場合は、EC2 インスタンス
が [Running] (実行中) の状態であることを確認します。

2.

[Database role] (データベースロール) で [Instance] (インスタンス) を選択します。この場合のインス
タンスは、データベースインスタンスを指しています。

3.

RDS データベースの場合は、タスク 1 で作成した RDS データベースを選択します。

Note
EC2 インスタンスと RDS データベースが相互接続するためは、同じ VPC 内にある必要があ
ります。
4.

[Connect] (接続) を選択します。

620

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスをリソースに接続する

アニメーションを表示: 新しく起動した EC2 インスタンスを RDS データベースに自動的に接続す
る
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これで、「タスク 4: 接続設定を検証する (p. 622)」を行う準備ができました。

タスク 4: 接続設定を検証する
タスクの目標
このタスクでは、2 つのセキュリティグループが作成され、インスタンスとデータベースに割り当てられ
ていることを確認します。
EC2 コンソールの自動接続機能を使用して接続を設定する場合、セキュリティグループは自動的に作成さ
れ、次のように、EC2 インスタンスと RDS データベースに割り当てられます。
• セキュリティグループ rds-ec2-x が作成され、RDS データベースに追加されます。ec2-rds-x セキュリ
ティグループを送信元として参照するインバウンドルールが 1 つ存在します。このルールにより、ec2rds-x セキュリティグループを持つ EC2 インスタンスからのトラフィックが RDS データベースに到達
できるようになります。
• セキュリティグループ ec2-rds-x が作成され、EC2 インスタンスに追加されます。rds-ec2-x セキュ
リティグループを送信先として参照するアウトバウンドルールが 1 つ存在します。このルールによ
り、EC2 インスタンスからのトラフィックが rds-ec2-x セキュリティグループのある RDS データベー
スに到達できるようになります。

接続構成を確認するためのステップ
接続構成を確認するには、次のステップを実行します。
これらの手順のアニメーションを見る場合は、「アニメーションを表示: 接続設定を確認する (p. 624)」
を参照してください。

コンソールを使用して接続構成を確認する場合
1.

Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。

2.

ナビゲーションページで、[Databases] (データベース) を選択します。

3.

このチュートリアル用に作成した RDS データベースを選択します。

4.

[Connectivity & security] (接続とセキュリティ) タブの [Security] (セキュリティ) と [VPC security
groups] (VPC セキュリティグループ) に、rds-ec2-x という名前のセキュリティグループが表示されて
いることを確認します。

5.

rds-ec2-x セキュリティグループを選択します。EC2 コンソールにある [Security Groups] (セキュリ
ティグループ) 画面が開きます。

6.

rds-ec2-x セキュリティグループを選択して開きます。

7.

[Inbound rules] (インバウンドルール) タブを開きます。

8.

次のセキュリティグループルールが存在することを確認します。
• タイプ: MYSQL/Aurora
• ポート範囲: 3306
• ソース: sg-0987654321example / ec2-rds-x – これは、前述の手順で検証した EC2 インスタンス
に割り当てられているセキュリティグループです。
• 説明: sg-1234567890example が添付された EC2 インスタンスからの接続を許可するルール

9.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

10. ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
11. 前述のタスクで RDS データベースに接続するために選択した EC2 インスタンスを選択し、[Security]
(セキュリティ) タブを選択します。
12. [Security details] (セキュリティの詳細) の [Security groups] (セキュリティグループ) にあるリストの中
に、ec2-rds-x という名前のセキュリティグループが含まれていることを確認します。x は数字です。
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13. ec2-rds-x セキュリティグループを選択して開きます。
14. [Outbound rules] (アウトバウンドルール) タブを選択します。
15. 次のセキュリティグループルールが存在することを確認します。
• タイプ: MYSQL/Aurora
• ポート範囲: 3306
• 送信先: sg-1234567890example / rds-ec2-x
• 説明: このセキュリティグループがアタッチされている任意のインスタンスからの databasetutorial への接続を許可するルール
これらのセキュリティグループとセキュリティグループルールが存在し、この手順の記述にあるように
RDS データベースと EC2 インスタンスに割り当てられていることを確認することで、自動接続機能を使
用して接続が自動的に設定されたことを確認できます。
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アニメーションを表示: 接続設定を確認する

624

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスをリソースに接続する

これで、このチュートリアルのオプション 1 が完了しました。これで、RDS コンソールを使用して EC2
インスタンスを RDS データベースに自動的に接続する方法について説明するオプション 2 を完了する
か、オプション 1 で自動的に作成されたセキュリティグループを手動で設定する方法について説明するオ
プション 3 を完了することができます。

オプション 2: RDS コンソールを使用して EC2 インスタンスを RDS データベー
スに自動的に接続する
目的
オプション 2 では、RDS コンソールの自動接続機能を使用して、EC2 インスタンスと RDS データベース
間のトラフィックを許可するように EC2 インスタンスと RDS データベース間の接続を自動的に設定しま
す。オプション 3 では、この接続を手動で設定する方法について説明します。

開始する前に
このチュートリアルを完了するには、以下が必要です。
• RDS データベースと同じ VPC にある EC2 インスタンス。既存の EC2 インスタンスを使用すること
も、タスク 1 のステップに従って新しいインスタンスを作成することもできます。
• 次の操作を呼び出すアクセス許可:
• ec2:AssociateRouteTable
• ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress
• ec2:CreateRouteTable
• ec2:CreateSecurityGroup
• ec2:CreateSubnet
• ec2:DescribeInstances
• ec2:DescribeNetworkInterfaces
• ec2:DescribeRouteTables
• ec2:DescribeSecurityGroups
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute
• ec2:RevokeSecurityGroupEgress

オプション 2 を完了するためのタスク
• タスク 1: EC2 インスタンスを起動する – オプション (p. 625)
• タスク 2: RDS データベースを作成し、それを EC2 インスタンスに自動的に接続する (p. 629)
• タスク 3: 接続設定を検証する (p. 632)

タスク 1: EC2 インスタンスを起動する – オプション
Note
インスタンスの起動は、このチュートリアルの焦点ではありません。Amazon EC2 インスタンス
がすでにあり、このチュートリアルで使用する場合は、このタスクをスキップできます。

タスクの目標
このタスクでは、EC2 インスタンスを起動して、EC2 インスタンスと使用する Amazon RDS データベー
ス間の接続を設定するタスク 2 を完了できるようにします。使用できる EC2 インスタンスがある場合は、
このタスクをスキップできます。
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EC2 インスタンスを起動するためのステップ
以下のステップに従って、このチュートリアル用に EC2 インスタンスを起動します。
これらの手順のアニメーションを見る場合は、「アニメーションを表示: EC2 インスタンスを起動す
る (p. 628)」を参照してください。

EC2 インスタンスの設定
このタスクのステップでは、EC2 インスタンスを次のように設定します。
• インスタンス名: tutorial-instance-2
• AMI: Amazon Linux 2
• インスタンスタイプ: t2.micro
• パブリック IP の自動割り当て: 有効
• 次の 3 つのルールを持つセキュリティグループ:
• IP アドレスからの SSH を許可
• 任意の場所からの HTTPS トラフィックを許可
• 任意の場所からの HTTP トラフィックを許可

Important
本稼働環境では、具体的なニーズに合わせて、インスタンスを設定する必要があります。

EC2 インスタンスを起動するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

[EC2 Dashboard] (EC2 ダッシュボード) で、[Launch instance] (インスタンスの作成) を選択します。

3.

[Names and tags] (名前とタグ) にある [Name] (名前) には、インスタンスを識別するための名前を入
力します。このチュートリアルでは、インスタンス名は「tutorial-instance-2」にします。イン
スタンス名は必須ではありませんが、RDS コンソールでインスタンスを選択するときに、名前がある
と識別しやすくなります。

4.

[Application and OS Images] (アプリケーションと OS イメージ) で、ウェブサーバーのニーズに合う
AMI を選択します。このチュートリアルでは Amazon Linux を使用します。

5.

[Instance type] (インスタンスタイプ) にある [Instance type] (インスタンスタイプ) には使用して
いるウェブサーバーのニーズに合ったインスタンスタイプを選択します。このチュートリアルで
は、t2.micro を使用します。

Note
AWS アカウントの使用開始から 12 か月未満で、t2.micro インスタンスタイプ (または
t2.micro を利用できないリージョンでは t3.micro) を選択している場合は、Amazon EC2
の無料利用枠を利用できます。
6.

[Key pair (login)] (キーペア (ログイン)) にある[Key pair name] (キーペア名) には、使用するキーペア
を選択します。

7.

[Network settings] (ネットワーク設定) で、次の操作を行います：
a.

[Network] (ネットワーク) と [Subnet] (サブネット) では、デフォルトの VPC またはサブネットに
変更を加えていない場合は、デフォルトの設定をそのまま使用できます。
デフォルトの VPC またはサブネットに変更を加えた場合は、以下を確認してください。
i.

自動接続設定を使用するには、インスタンスが RDS データベースと同じ VPC 内に存在して
いる必要があります。デフォルトでは、VPC は 1 つのみです。
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b.

ii.

インスタンスを起動する VPC には、インターネットからウェブサーバーにアクセスできるよ
うに、インターネットゲートウェイがアタッチされている必要があります。デフォルト VPC
はインターネットゲートウェイで自動的に設定されます。

iii.

インスタンスがパブリック IP アドレスを受け取れるように、[Auto-assign Public IP] (自動割
り当てパブリック IP) で [Enable] (有効) が選択されていることを確認します。[Disable ] (無
効) が選択されている場合は、[Edit] (編集) ([Network Settings] (ネットワーク設定) の右側) を
選択し、その後 [Auto-assign public IP]] (パブリック IP の自動割り当て) で [Enable] (有効) を
選択します。

SSH を使用してインスタンスに接続するには、コンピュータのパブリック IPv4 アドレスからの
SSH (Linux) または RDP (Windows) トラフィックを許可するセキュリティグループのルールが必
要です。デフォルトでは、インスタンスを起動すると、任意の場所からのインバウンド SSH トラ
フィックを許可するルールが含まれる新しいセキュリティグループが作成されます。
使用する IP アドレスのみがインスタンスに接続できるようにするには、[Firewall (security
groups)] (ファイアウォール (セキュリティグループ)) にある [Allow SSH traffic from] (SSH トラ
フィックを許可する送信元) チェックボックスの横にあるドロップダウンリストから [My IP] (マイ
IP) を選択します。

c.

インターネットからインスタンスへのトラフィックを許可するには、次のチェックボックスを選
択します。
• [Allow HTTPs traffic from the internet] (インターネットからの HTTPs トラフィックを許可する)
• [Allow HTTP traffic from the internet] (インターネットからの HTTP トラフィックを許可する)

8.

[Summary] (概要) パネルでインスタンスの設定を確認し、[Launch instance] (インスタンスを起動す
る) を選択します。

9.

[View all instances] (すべてのインスタンスの表示) を選択して確認ページを閉じ、コンソールに戻り
ます。インスタンスは最初 pending 状態になり、その後 running 状態になります。
インスタンスが起動しないか、状態が running ではなくすぐに terminated になる場合は、「イン
スタンスの起動に関する問題のトラブルシューティング (p. 1904)」を参照してください。

インスタンスの起動方法の詳細については、「新しいインスタンス起動ウィザードを使用してインスタン
スを起動する (p. 517)」を参照してください。
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これで、「タスク 2: RDS データベースを作成し、それを EC2 インスタンスに自動的に接続す
る (p. 629)」を行う準備ができました。

タスク 2: RDS データベースを作成し、それを EC2 インスタンスに自動的に接続する
タスクの目標
このタスクでは、RDS データベースを作成して RDS コンソールの自動接続機能を使用し、EC2 インスタ
ンスと RDS データベース間の接続を自動的に設定します。

RDS データベースを作成するためのステップ
次のステップで RDS データベースを作成し、RDS コンソールの自動機能を使用して EC2 インスタンスに
接続します。
これらの手順のアニメーションを見る場合は、「アニメーションを表示: RDS データベースを作成し
て、EC2 インスタンスに自動的に接続する (p. 631)」を参照してください。

DB インスタンスの設定
このタスクのステップでは、DB インスタンスを次のように設定します。
• エンジンタイプ: MySQL
• テンプレート: 無料利用枠
• DB インスタンス識別子: tutorial-database
• DB インスタンスクラス: db.t3.micro

Important
本稼働環境では、具体的なニーズに合わせて、インスタンスを設定する必要があります。

RDS データベースを作成して自動的に EC2 インスタンスに接続する
1.

Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。

2.

リージョンセレクター (右上) から、EC2 インスタンスを作成した AWS リージョン を選択しま
す。EC2 インスタンスと RDS データベースは同じリージョンにある必要があります。

3.

ダッシュボード で、[Create database] (データベースの作成) を選択します。

4.

[Choose a database creation method] (データベース作成方法を選択) で [Standard Create] (スタン
ダード作成) が選択されていることを確認します。[Easy create] (簡易作成) を選択した場合、自動接
続機能は使用できません。

5.

[Engine options] (エンジンオプション) にある [Engine type] (エンジンタイプ) で MySQL を選択しま
す。

6.

[Templates] (テンプレート) では、ニーズに合うサンプルテンプレートを選択します。このチュートリ
アルでは、[Free tier] (無料利用枠) を選択して RDS データベースを無料で作成できます。ただし、無
料利用枠は、アカウントが 12 か月未満の場合にのみご利用いただけるので注意してください。その
他の制限が適用されます。詳細については、[Free tier] (無料利用枠) ボックスにある [Info] (情報) リン
クを選択してください。

7.

[設定] で、次のいずれかを実行します。
a.

[DB instance identifier] (DB インスタンス識別子) に、データベースの名前を入力します。この
チュートリアルでは、tutorial-database と入力します。

b.

[Master username] (マスターユーザー名) は、デフォルトの名前である admin のままにします。

c.

[Master password] (マスターパスワード) に、このチュートリアルに使用する記録できるパスワー
ドを入力し、[Confirm password] (パスワードの確認) にパスワードをもう一度入力します。
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8.

[Instance configuration] (インスタンス設定) の [DB instance class] (DB インスタンスクラス) は、デ
フォルトの db.t3.micro のままにします。アカウントが 12 か月未満の場合は、このインスタンスを無
料で使用できます。その他の制限が適用されます。詳細については、AWS 無料利用枠を参照してくだ
さい。

9.

[Connectivity] (接続) にある [Compute resource] (コンピューティングリソース) で、[Connect to an
EC2 compute resource] (EC2 コンピューティングリソースに接続する) を選択します。これは RDS コ
ンソールの自動接続機能です。

10. [EC2 instance] (EC2 インスタンス) で、接続先のインスタンスを選択します。このチュートリアル
では、前のタスクで作成して tutorial-instance と名付けたインスタンスを選択することも、
別の既存のインスタンスを選択することもできます。リストにインスタンスが表示されない場合
は、[Connectivity] (接続) の右にある更新アイコンを選択します。
自動接続機能を使用すると、この EC2 インスタンスにセキュリティグループが追加され、RDS デー
タベースに別のセキュリティグループが追加されます。セキュリティグループは、EC2 インスタンス
と RDS データベース間のトラフィックを許可するように自動的に設定されます。次のタスクでは、
セキュリティグループが作成され、EC2 インスタンスと RDS データベースに割り当てられているこ
とを確認します。
11. [データベースの作成] を選択します。
[Databases] (データベース) 画面では、データベースが使用可能になるまで、新しいデータベースの
[Status] (ステータス) は [Creating] (作成中) になります。ステータスが [Available] (使用可能) に変わっ
たら、データベースに接続できます。データベースクラスとストレージ量によっては、新しいデータ
ベースが使用可能になるまで最長 20 分かかることがあります。
詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「EC2 インスタンスとの自動ネットワーク接続を設定す
る」を参照してください。
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アニメーションを表示: RDS データベースを作成して、EC2 インスタンスに自動的に接続する
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これで、「タスク 3: 接続設定を検証する (p. 632)」を行う準備ができました。

タスク 3: 接続設定を検証する
タスクの目標
このタスクでは、2 つのセキュリティグループが作成され、インスタンスとデータベースに割り当てられ
ていることを確認します。
RDS コンソールの自動接続機能を使用して接続を設定する場合、セキュリティグループは自動的に作成さ
れ、次のように、インスタンスとデータベースに割り当てられます。
• セキュリティグループ rds-ec2-x が作成され、RDS データベースに追加されます。ec2-rds-x セキュリ
ティグループを送信元として参照するインバウンドルールが 1 つ存在します。このルールにより、ec2rds-x セキュリティグループを持つ EC2 インスタンスからのトラフィックが RDS データベースに到達
できるようになります。
• セキュリティグループ ec2-rds-x が作成され、EC2 インスタンスに追加されます。rds-ec2-x セキュ
リティグループを送信先として参照するアウトバウンドルールが 1 つ存在します。このルールによ
り、EC2 インスタンスからのトラフィックが rds-ec2-x セキュリティグループのある RDS データベー
スに到達できるようになります。

接続構成を確認するためのステップ
接続構成を確認するには、次のステップを実行します。
これらの手順のアニメーションを見る場合は、「アニメーションを表示: 接続設定を確認する (p. 634)」
を参照してください。

コンソールを使用して接続構成を確認する場合
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

前述のタスクで RDS データベースに接続するために選択した EC2 インスタンスを選択し、[Security]
(セキュリティ) タブを選択します。

4.

[Security details] (セキュリティの詳細) の [Security groups] (セキュリティグループ) にあるリストの中
に、ec2-rds-x という名前のセキュリティグループが含まれていることを確認します。x は数字です。

5.

ec2-rds-x セキュリティグループを選択して開きます。

6.

[Outbound rules] (アウトバウンドルール) タブを選択します。

7.

次のセキュリティグループルールが存在することを確認します。
• タイプ: MYSQL/Aurora
• ポート範囲: 3306
• 送信先: sg-1234567890example / rds-ec2-x
• 説明: このセキュリティグループがアタッチされている任意のインスタンスからの databasetutorial への接続を許可するルール

8.

Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。

9.

ナビゲーションページで、[Databases] (データベース) を選択します。

10. このチュートリアル用に作成した RDS データベースを選択します。
11. [Connectivity & security] (接続とセキュリティ) タブの [Security] (セキュリティ) と [VPC security
groups] (VPC セキュリティグループ) に、rds-ec2-x という名前のセキュリティグループが表示されて
いることを確認します。
12. rds-ec2-x セキュリティグループを選択します。EC2 コンソールにある [Security Groups] (セキュリ
ティグループ) 画面が開きます。
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13. rds-ec2-x セキュリティグループを選択して開きます。
14. [Inbound rules] (インバウンドルール) タブを開きます。
15. 次のセキュリティグループルールが存在することを確認します。
• タイプ: MYSQL/Aurora
• ポート範囲: 3306
• ソース: sg-0987654321example / ec2-rds-x – これは、前述の手順で検証した EC2 インスタンス
に割り当てられているセキュリティグループです。
• 説明: sg-1234567890example が添付された EC2 インスタンスからの接続を許可するルール
これらのセキュリティグループとセキュリティグループルールが存在し、この手順の記述にあるよう
に EC2 インスタンスと RDS データベースに割り当てられていることを確認することで、自動接続機
能を使用して接続が自動的に設定されたことを確認できます。
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アニメーションを表示: 接続設定を確認する
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これで、このチュートリアルのオプション 2 が完了しました。これで、オプション 2 で自動的に作成され
たセキュリティグループを手動で設定する方法を説明するオプション 3 を完了することもできます。

オプション 3: 自動接続機能を模倣して EC2 インスタンスを RDS データベース
に手動で接続する
目的
オプション 3 では、自動接続機能の設定を手動で再現することで、EC2 インスタンスと RDS データベー
ス間の接続を手動で設定する方法を説明します。

開始する前に
このチュートリアルを完了するには、以下が必要です。
• RDS データベースと同じ VPC にある EC2 インスタンス。既存の EC2 インスタンスを使用すること
も、タスク 1 のステップに従って新しいインスタンスを作成することもできます。
• EC2 インスタンスと同じ VPC にある RDS データベース。既存の RDS データベースを使用すること
も、タスク 2 のステップに従って新しいデータベースを作成することもできます。
• 次の操作を呼び出すアクセス許可。このチュートリアルのオプション 1 を完了している場合、すでにこ
れらのアクセス許可を持っています。
• ec2:AssociateRouteTable
• ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress
• ec2:CreateRouteTable
• ec2:CreateSecurityGroup
• ec2:CreateSubnet
• ec2:DescribeInstances
• ec2:DescribeNetworkInterfaces
• ec2:DescribeRouteTables
• ec2:DescribeSecurityGroups
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute
• ec2:RevokeSecurityGroupEgress

オプション 3 を完了するためのタスク
• タスク 1: EC2 インスタンスを起動する – オプション (p. 635)
• タスク 2: RDS データベースを作成する — オプション (p. 639)
• タスク 3: セキュリティグループを作成してインスタンスに割り当てることで、EC2 インスタンスを
RDS データベースに手動で接続する (p. 642)

タスク 1: EC2 インスタンスを起動する – オプション
Note
インスタンスの起動は、このチュートリアルの焦点ではありません。Amazon EC2 インスタンス
がすでにあり、このチュートリアルで使用する場合は、このタスクをスキップできます。

タスクの目標
このタスクでは、EC2 インスタンスを起動して、EC2 インスタンスと使用する Amazon RDS データベー
ス間の接続を設定するタスク 3 を完了できるようにします。
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EC2 インスタンスを起動するためのステップ
以下のステップに従って、このチュートリアル用に EC2 インスタンスを起動します。
これらの手順のアニメーションを見る場合は、「アニメーションを表示: EC2 インスタンスを起動す
る (p. 638)」を参照してください。

EC2 インスタンスの設定
このタスクのステップでは、EC2 インスタンスを次のように設定します。
• インスタンス名: tutorial-instance
• AMI: Amazon Linux 2
• インスタンスタイプ: t2.micro
• パブリック IP の自動割り当て: 有効
• 次の 3 つのルールを持つセキュリティグループ:
• IP アドレスからの SSH を許可
• 任意の場所からの HTTPS トラフィックを許可
• 任意の場所からの HTTP トラフィックを許可

Important
本稼働環境では、具体的なニーズに合わせて、インスタンスを設定する必要があります。

EC2 インスタンスを起動するには
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

[EC2 Dashboard] (EC2 ダッシュボード) で、[Launch instance] (インスタンスの作成) を選択します。

3.

[Names and tags] (名前とタグ) にある [Name] (名前) には、インスタンスを識別するための名前を入
力します。このチュートリアルでは、インスタンス名は「tutorial-instance-manual-1」にしま
す。インスタンス名は必須ではありませんが、名前があると識別しやすくなります。

4.

[Application and OS Images] (アプリケーションと OS イメージ) で、ウェブサーバーのニーズに合う
AMI を選択します。このチュートリアルでは Amazon Linux を使用します。

5.

[Instance type] (インスタンスタイプ) にある [Instance type] (インスタンスタイプ) には使用して
いるウェブサーバーのニーズに合ったインスタンスタイプを選択します。このチュートリアルで
は、t2.micro を使用します。

Note
AWS アカウントの使用開始から 12 か月未満で、t2.micro インスタンスタイプ (または
t2.micro を利用できないリージョンでは t3.micro) を選択している場合は、Amazon EC2
の無料利用枠を利用できます。
6.

[Key pair (login)] (キーペア (ログイン)) にある[Key pair name] (キーペア名) には、使用するキーペア
を選択します。

7.

[Network settings] (ネットワーク設定) で、次の操作を行います：
a.

[Network] (ネットワーク) と [Subnet] (サブネット) では、デフォルトの VPC またはサブネットに
変更を加えていない場合は、デフォルトの設定をそのまま使用できます。
デフォルトの VPC またはサブネットに変更を加えた場合は、以下を確認してください。
i.

インスタンスは、RDS データベースと同じ VPC 内に存在する必要があります。デフォルト
では、VPC は 1 つのみです。
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b.

ii.

インスタンスを起動する VPC には、インターネットからウェブサーバーにアクセスできるよ
うに、インターネットゲートウェイがアタッチされている必要があります。デフォルト VPC
はインターネットゲートウェイで自動的に設定されます。

iii.

インスタンスがパブリック IP アドレスを受け取れるように、[Auto-assign Public IP] (自動割
り当てパブリック IP) で [Enable] (有効) が選択されていることを確認します。[Disable ] (無
効) が選択されている場合は、[Edit] (編集) ([Network Settings] (ネットワーク設定) の右側) を
選択し、その後 [Auto-assign public IP]] (パブリック IP の自動割り当て) で [Enable] (有効) を
選択します。

SSH を使用してインスタンスに接続するには、コンピュータのパブリック IPv4 アドレスからの
SSH (Linux) または RDP (Windows) トラフィックを許可するセキュリティグループのルールが必
要です。デフォルトでは、インスタンスを起動すると、任意の場所からのインバウンド SSH トラ
フィックを許可するルールが含まれる新しいセキュリティグループが作成されます。
使用する IP アドレスのみがインスタンスに接続できるようにするには、[Firewall (security
groups)] (ファイアウォール (セキュリティグループ)) にある [Allow SSH traffic from] (SSH トラ
フィックを許可する送信元) チェックボックスの横にあるドロップダウンリストから [My IP] (マイ
IP) を選択します。

c.

インターネットからインスタンスへのトラフィックを許可するには、次のチェックボックスを選
択します。
• [Allow HTTPs traffic from the internet] (インターネットからの HTTPs トラフィックを許可する)
• [Allow HTTP traffic from the internet] (インターネットからの HTTP トラフィックを許可する)

8.

[Summary] (概要) パネルでインスタンスの設定を確認し、[Launch instance] (インスタンスを起動す
る) を選択します。

9.

[View all instances] (すべてのインスタンスの表示) を選択して確認ページを閉じ、コンソールに戻り
ます。インスタンスは最初 pending 状態になり、その後 running 状態になります。
インスタンスが起動しないか、状態が running ではなくすぐに terminated になる場合は、「イン
スタンスの起動に関する問題のトラブルシューティング (p. 1904)」を参照してください。

インスタンスの起動方法の詳細については、「新しいインスタンス起動ウィザードを使用してインスタン
スを起動する (p. 517)」を参照してください。
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アニメーションを表示: EC2 インスタンスを起動する
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これで、「タスク 2: RDS データベースを作成する — オプション (p. 639)」を行う準備ができました。

タスク 2: RDS データベースを作成する — オプション
Note
RDS データベースの作成については、このチュートリアルでカバーしません。RDS データベー
スがすでにあり、このチュートリアルで使用する場合は、このタスクをスキップできます。

タスクの目標
このタスクでは、RDS データベースを作成します。このインスタンスは、EC2 インスタンスに接続するタ
スク 3 で使用します。

RDS データベースを作成するためのステップ
次のステップを使用して、このチュートリアルのオプション 3 用に RDS データベースを作成します。
これらの手順のアニメーションを見る場合は、「アニメーションを表示: DB インスタンスの作
成 (p. 641)」を参照してください。

RDS データベースの設定
このタスクのステップでは、RDS データベースを次のように設定します。
• エンジンタイプ: MySQL
• テンプレート: 無料利用枠
• DB インスタンス識別子: tutorial-database-manual
• DB インスタンスクラス: db.t3.micro

Important
本稼働環境では、具体的なニーズに合わせて、インスタンスを設定する必要があります。

MySQL DB インスタンスを作成するには
1.

Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。

2.

リージョンセレクター (右上) から、EC2 インスタンスを作成した AWS リージョン を選択しま
す。EC2 インスタンスと DB インスタンスは同じリージョンに存在する必要があります。

3.

ダッシュボード で、[Create database] (データベースの作成) を選択します。

4.

[Choose a database creation method] (データベース作成方法を選択) で [Easy Create] (簡易作成) を選
択します。このオプションを選択すると、接続を自動的に構成する自動接続機能は使用できません。

5.

[Engine options] (エンジンオプション) にある [Engine type] (エンジンタイプ) で MySQL を選択しま
す。

6.

[DB インスタンスサイズ] で、[無料利用枠] を選択します。

7.

[DB instance identifier] (DB インスタンス識別子) に、RDS データベースの名前を入力します。この
チュートリアルでは、tutorial-database-manual と入力します。

8.

[Master username] (マスターユーザー名) は、デフォルトの名前である admin のままにします。

9.

[Master password] (マスターパスワード) に、このチュートリアルに使用する記録できるパスワードを
入力し、[Confirm password] (パスワードの確認) にパスワードをもう一度入力します。

10. [データベースの作成] を選択します。
[Databases] (データベース) 画面では、DB インスタンスが使用可能な状態になるまで、新しい DB イ
ンスタンスの [Status] (ステータス) は [Creating] (作成中) になります。ステータスが [Available] (利用
639

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスをリソースに接続する

可能) に変わったら、DB インスタンスに接続できます。DB インスタンスクラスとストレージの合計
によっては、新しいインスタンスを使用できるようになるまで最長 20 分かかることがあります。
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アニメーションを表示: DB インスタンスの作成
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これで、「タスク 3: セキュリティグループを作成してインスタンスに割り当てることで、EC2 インスタン
スを RDS データベースに手動で接続する (p. 642)」を行う準備ができました。

タスク 3: セキュリティグループを作成してインスタンスに割り当てることで、EC2 インスタンス
を RDS データベースに手動で接続する
タスクの目標
このタスクでは、次の手順を手動で実行して、自動接続機能の接続設定を再現します: 新しいセキュリティ
グループを 2 つ作成し、それぞれのセキュリティグループを EC2 インスタンスと RDS データベースに追
加します。

新しいセキュリティグループを作成してインスタンスに追加するためのステップ
次のステップを使用して、2 つの新しいセキュリティグループを作成し、EC2 インスタンスを RDS デー
タベースに接続します。次に、EC2 インスタンスと RDS データベースにそれぞれセキュリティグループ
を追加します。

2 つの新しいセキュリティグループを作成し、それぞれを EC2 インスタンスと RDS データベー
スに割り当てるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

まずは、EC2 インスタンスに追加するセキュリティグループを次のように作成します:

3.

a.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

b.

[セキュリティグループの作成] を選択します。

c.

[Security group name] (セキュリティグループ名) には、分かりやすいセキュリティグループ名を
入力します。このチュートリアルでは、ec2-rds-manual-configuration と入力します。

d.

[Description] (説明) に、簡単な説明を入力します。このチュートリアルでは、EC2 instance
security group to allow EC2 instance to securely connect to RDS database
と入力します。

e.

[セキュリティグループの作成] を選択します。RDS データベースのセキュリティグループを作成
したら、このセキュリティグループに戻ってアウトバウンドルールを追加します。

次に、以下の操作を行い、RDS データベースに追加するセキュリティグループを作成します。
a.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

b.

[セキュリティグループの作成] を選択します。

c.

[Security group name] (セキュリティグループ名) には、分かりやすいセキュリティグループ名を
入力します。このチュートリアルでは、rds-ec2-manual-configuration と入力します。

d.

[Description] (説明) に、簡単な説明を入力します。このチュートリアルでは、RDS database
security group to allow EC2 instance to securely connect to RDS database
と入力します。

e.

[Inbound rules] (インバウンドルール) タブで [Add rule] (ルールの追加) を選択し、以下の操作を行
います。

f.
4.

i.

[Type] (タイプ) では MySQL/Aurora を選択します。

ii.

[Source] (ソース) には、この手順のステップ 2 で作成した EC2 インスタンスのセキュリティ
グループ ec2-rds-manual-configuration を選択します。

[セキュリティグループの作成] を選択します。

次のように、EC2 インスタンスのセキュリティグループを編集して、アウトバウンドルールを追加し
ます。
a.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

b.

EC2 インスタンスのセキュリティグループ (ec2-rds-manual-configuration と名前を付け
たもの) を選択し、[Outbound rules] (アウトバウンドルール) タブを選択します。
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c.

[Edit outbound rules] (アウトバウンドルールの編集) を選択します。

d.

[Add rule] (ルールの追加) を選択し、次の操作を行います。
i.

[Type] (タイプ) では MySQL/Aurora を選択します。

ii.

[Source] (ソース) には、この手順のステップ 3 で作成した RDS データベースのセキュリ
ティグループ rds-ec2-manual-configuration を選択します。
[Save Rules] (ルールの保存) を選択します。

iii.
5.

6.

EC2 インスタンスのセキュリティグループを、次のように EC2 インスタンスに追加します:
a.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

b.

EC2 インスタンスを選択し、[Actions] (アクション)、[Security] (セキュリティ)、[Change security
groups] (セキュリティグループの変更) の順に選択します。

c.

[Associated security groups] (関連するセキュリティグループ) で [Select security groups] (セキュ
リティグループの選択) フィールドを選択し、先程作成した ec2-rds-manual-configuration を選択
して、[Add security group] (セキュリティグループの追加) を選択します。

d.

[Save] を選択します。

以下の操作を行い、RDS データベースのセキュリティグループを RDS データベースに追加します。
a.

Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。

b.

ナビゲーションペインで [Databases] (データベース) を選択してから、使用するデータベースを
選択します。

c.

変更を選択します。

d.

[Connectivity] (接続) にある [Security group] (セキュリティグループ) では、先程作成した rdsec2-manual-configuration を選択し、[Continue] (続行) を選択します。

e.

[Scheduling of modifications] (変更のスケジュール) で [Apply immediately] (すぐに適用) を選択し
ます。

f.

[DB インスタンスの変更] を選択します。

これで、自動接続機能を使用した場合に発生する自動のステップを模倣した手動によるステップが完
了しました。
これで、このチュートリアルのオプション 3 が完了しました。オプション 1、2、3 を完了し、このチュー
トリアルで作成したリソースが不要になった場合は、不要なコストが発生しないように、それらを削除す
る必要があります。詳細については、「クリーンアップ (p. 643)」を参照してください。

クリーンアップ
チュートリアルを完了したので、使用しなくなったリソースをすべてクリーンアップ (削除) することをお
すすめします。AWS リソースをクリーンアップすることで、アカウントに追加料金が発生するのを防ぐこ
とができます。
トピック
• EC2 インスタンスを終了する (p. 643)
• RDS データベースを削除するには (p. 644)

EC2 インスタンスを終了する
このチュートリアル専用に EC2 インスタンスを起動した場合、そのインスタンスを終了することで、それ
に関連した料金が発生するのを防ぐことができます。

コンソールを使用してインスタンスを終了するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

このチュートリアルで作成したインスタンスを選択し、[Instance state] (インスタンスの状
態)、[Terminate instance] (インスタンスの終了) の順に選択します。

4.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Terminate (終了)] を選択します。

RDS データベースを削除するには
このチュートリアル専用に RDS データベースを作成した場合、削除することで、それに関連した料金が
発生するのを防ぐことができます。

コンソールを使用して RDS データベースを削除するには
1.

Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[データベース] を選択します。

3.

このチュートリアル用に作成した RDS データベースを選択し、[Actions] (アクション)、[Delete] (削
除) を選択します。

4.

ボックスに delete me を入力し、[Delete] (削除) をクリックします。

Windows インスタンスの設定
Windows インスタンスは、クラウドの Windows Server を実行する仮想サーバーです。
インスタンスを正常に起動してインスタンスにログインすると、特定のアプリケーションのニーズを満た
すように設定を変更することができます。ここでは、初めて作業するユーザー向けに一般的なタスクにつ
いて説明します。
コンテンツ
• EC2Launch v2 を使用した Windows インスタンスの設定 (p. 644)
• EC2Launch を使用した Windows インスタンスの設定 (p. 690)
• EC2Config サービスを使用した Windows インスタンスの設定 (p. 700)
• Windows インスタンス用 Paravirtual ドライバー (p. 729)
• AWS Windows インスタンス用 NVMe ドライバー (p. 750)
• CPU オプションの最適化 (p. 754)
• Windows インスタンスの時刻の設定 (p. 772)
• Windows インスタンスのパスワードの設定 (p. 777)
• インストールメディアを使用した Windows コンポーネントの追加 (p. 778)
• Windows インスタンスのセカンダリプライベート IPv4 アドレスの設定 (p. 781)
• Windows インスタンスでの起動時のコマンドの実行 (p. 786)
• インスタンスメタデータとユーザーデータ (p. 794)
• EC2 での SQL Server クラスタリングに関するベストプラクティスと推奨事項 (p. 848)

EC2Launch v2 を使用した Windows インスタンスの
設定
Windows Server 2022 を実行している Amazon EC2 でサポートされるすべてのインスタンスに
は、EC2Launch v2 起動エージェント (EC2Launch.exe) がデフォルトで含まれています。また、デ
フォルトの起動エージェントとして EC2Launch v2 がインストールされた、Windows Server 2016 お
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よび 2019 AMI も提供されています。これらの AMI は、EC2Launch v1 を含む Windows Server 2016
および 2019 AMI に追加して提供されています。デフォルトで EC2Launch v2 を含む Windows AMI を
検索するには、Amazon EC2 コンソールの AMI ページで、次のプレフィクスを入力して検索を行いま
す。EC2LaunchV2-Windows_Server-*
EC2Launch v2 により、インスタンスの起動時にタスクが実行されます。加えて、インスタンスが停止後
に起動された場合、または再起動された場合にもタスクが実行されます。EC2Launch v2 では、オンデマ
ンドでタスクを実行させることもできます。タスクには自動的に有効化されるものもありますが、手動で
有効化しなければならないものもあります。EC2Launch v2 サービスは、EC2Config と EC2Launch のす
べての機能をサポートしています。
このサービスは、設定ファイルを使用してオペレションを制御します。設定ファイルを更新するには、グ
ラフィカルツールを使用するか、これを単一の .yml ファイル (agent-config.yml) として直接編集でき
ます。サービスバイナリは %ProgramFiles%\Amazon\EC2Launch ディレクトリにあります。
EC2Launch v2 から発行される Windows イベントログを、エラーのトラブルシューティングやトリガーの
設定に使用できます。詳細については、Windows イベントログ (p. 682) を参照してください。

サポートされるオペレーティングシステム
• Windows Server 2022
• Windows Server 2019 (長期サービスチャネルおよび半期チャネル)
• Windows Server 2016
• Windows Server 2012 および 2012 R2
• Windows Server 2008 SP2 および 2008 R2
EC2Launch v2 セクションの内容
• EC2Launch v2 の概要 (p. 645)
• EC2Launch v2 の最新バージョンのインストール (p. 649)
• EC2Launch v2 への移行 (p. 651)
• EC2Launch v2 を停止、再起動、削除、アンインストールする (p. 652)
• EC2Launch v2 のバージョンを検証する (p. 653)
• EC2Launch v2 サービスの通知へのサブスクライブ (p. 654)
• EC2Launch v2 の設定 (p. 654)
• EC2Launch v2 のトラブルシューティング (p. 678)
• EC2Launch v2 のバージョン履歴 (p. 687)

EC2Launch v2 の概要
EC2Launch v2 は、インスタンスの起動時、またはインスタンスが停止後に起動された場合、または再起
動された場合にタスクを実行するサービスです。

Note
IMDSv2 で EC2Launch を使用するには、バージョンは 1.3.2002730 以降でなければなりませ
ん。
概要のトピック
• Amazon EC2 起動サービスの比較 (p. 646)
• EC2Launch v2 の概念 (p. 646)
• EC2Launch v2 のタスク (p. 647)
• テレメトリ (p. 648)
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Amazon EC2 起動サービスの比較
次の表に、EC2Config、EC2Launch v1、EC2Launch v2 の機能の主な相違点を示します。
機能

EC2Config

EC2Launch v1

EC2Launch v2

として実行

Windows サービス

PowerShell スクリプト

Windows サービス

サポート対象

Windows 2003

Windows 2016

Windows 2008

Windows 2008

Windows 2019 (LTSCと
SAC)

Windows 2008 R2

Windows 2008 R2

Windows 2012

Windows 2012

Windows 2012 R2

Windows 2012 R2

Windows 2016
Windows 2019 (LTSCと
SAC)
Windows 2022

設定ファイル

XML

XML

YAML

管理者のユーザー名を
設定

いいえ

いいえ

はい

ユーザーデータサイズ

16 KB

16 KB

60 KB (圧縮)

AMI で作成されたロー
カルユーザーデータ

いいえ

いいえ

はい、設定可能です

ユーザーデータでのタ
スク設定

いいえ

いいえ

はい

設定可能な壁紙

いいえ

いいえ

はい

タスクの実行順序のカ
スタマイズ

いいえ

いいえ

はい

設定可能なタスク

15

9

20 (起動時)

Windows イベント
ビューワーのサポート

はい

いいえ

はい

イベントビューワーの
イベントタイプの数

2

0

30

EC2Launch v2 の概念
次に示す各概念は、EC2Launch v2 の使用を考慮する際の理解に役立ちます。
タスク
タスクを呼び出して、インスタンスに対してアクションを実行できます。EC2Launch v2 で使用可能なタ
スクの完全なリストについては、「EC2Launch v2 のタスク (p. 647)」を参照してください。各タスクに
は、タスクを実行できるステージ、定義された頻度、入力が含まれます。タスクは、agent-config ファ
イルまたは user-data で設定できます。
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ステージ
ステージとは、サービスによって実行されるタスクの論理的なグループです。一部のタスクは、特定のス
テージでのみ実行できます。その他は複数のステージで実行できます。ローカルデータを使用する場合
は、タスクを実行するステージを指定する必要があります。ユーザーデータを使用する場合、ステージは
暗黙で指定されます。
次のリストは、各ステージを実行順に示しています。
1. Boot
2. Network
3. PreReady
4. PostReady
5. UserData
[Frequency] (頻度)
タスク頻度は、ブートコンテキストに応じて、いつタスクを実行するかをスケジュールするために使用し
ます。
次の頻度を指定できます。
• 1 回 — タスクは、AMI の初回起動時 (Sysprep の終了時) に 1 回実行されます。
• 常時 — タスクは起動エージェントが実行されるたびに実行されます。起動エージェントは、以下の場合
に実行されます。
• インスタンスの起動または再起動
• EC2Launch サービスの実行
• EC2Launch.exe run の呼び出し
agent-config
agent-config ファイルは、EC2Launch v2 の設定フォルダに置かれています。これに
は、Boot、Network、PreReady、PostReady の各ステージの設定が含まれます。このファイルを使用し
て、AMI の初回起動時または後続の起動時に実行するタスクのインスタンスの設定を指定します。
デフォルトでは、EC2Launch v2 のインストール時にインストールされる agent-config ファイル
に、標準の Amazon Windows AMI で使用される推奨設定が含まれています。設定ファイルを修正する
と、EC2Launch v2 が指定する AMI での、デフォルトのブート処理を変更できます。
ユーザーデータ
ユーザーデータは、インスタンスの起動時に設定できるデータです。ユーザーデータを更新して、カスタ
ム AMI やクイックスタート AMI の設定を動的に変更できます。EC2Launch v2 は、60 KB のユーザーデー
タの入力長をサポートします。ユーザーデータに含まれるのは UserData ステージのみであるため、ユー
ザーデータは agent-config ファイルの後に実行されます。インスタンスの起動ウィザードを使用して
インスタンスを起動するときにユーザーデータを入力することも、EC2 コンソールからユーザーデータを
変更することもできます。ユーザーデータの操作方法の詳細については、「Windows インスタンスでの起
動時のコマンドの実行 (p. 786)」を参照してください。

EC2Launch v2 のタスク
EC2Launch v2 では、ブートが行われるたびに、次のタスクを実行できます。
• インスタンスに関する情報をレンダリングする新しい壁紙を設定し、必要に応じてカスタマイズしま
す。
• ローカルマシンに作成される管理者アカウントの属性を設定します。
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• 検索サフィックスのリストに DNS サフィックスを追加します。まだ存在しないサフィックスのみがリ
ストに追加されます。
• 追加ボリュームのドライブ文字を設定し、これらを拡張して使用可能な領域を使用します。
• インターネットまたは設定からファイルをディスクに書き込みます。設定からのコンテンツは、base64
でデコードまたはエンコードできます。インターネットからのコンテンツは解凍できます。
• インターネットまたは設定からスクリプトを実行します。設定からのスクリプトは、base64 でデコード
できます。インターネットからのスクリプトは解凍できます。
• 指定された引数でプログラムを実行します。
• コンピュータ名を設定します。
• インスタンス情報を Amazon EC2 コンソールに送信します。
• RDP 証明書のサムプリントを EC2 コンソールに送信します。
• オペレーティングシステムパーティションを動的に拡張して、未使用の領域が含まれるようにします。
• ユーザーデータを実行します。ユーザーデータを指定する方法については、「EC2Launch v2 タスクの
設定 (p. 667)」を参照してください。
• メタデータサービスと AWS KMS サーバーに到達するように、非永続的な静的ルートを設定します。
• 非ブートパーティションを MBR または GPT に設定します。
• Sysprep 後に Systems Manager (SSM) サービスを開始します。
• ENA 設定を最適化します。
• 新しい Windows バージョンで OpenSSH を有効にします。
• ジャンボフレームを有効にします。
• EC2Launch v2 で実行するように Sysprep を設定します。
• Windows イベントログを発行します。

テレメトリ
テレメトリは、AWSを使用して、要件の理解を深め、問題を診断し、AWSのサービスのユーザーエクスペ
リエンスを向上するのに役立つ追加情報です。
EC2Launch v2 バージョン2.0.592 およびそれ以降のバージョンは、使用状況指標やエラーなどのテレメ
トリを収集します。このデータは、EC2Launch v2 が実行される Amazon EC2 インスタンスから収集され
ます。これには、AWSによって所有されるすべての Windows AMI が含まれます。
EC2Launch v2 では、以下のテレメトリを収集しています。
• 使用状況の情報— エージェントのコマンド、インストール方法、スケジュールされた実行頻度。
• エラーと診断情報— エージェントのインストールと実行エラーコード。
収集されるデータの例：
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15

21:44:12Z:
21:44:12Z:
21:44:12Z:
21:44:12Z:
21:44:12Z:
21:44:12Z:

EC2LaunchTelemetry:
EC2LaunchTelemetry:
EC2LaunchTelemetry:
EC2LaunchTelemetry:
EC2LaunchTelemetry:
EC2LaunchTelemetry:

IsAgentScheduledPerBoot=true
IsUserDataScheduledPerBoot=true
AgentCommandCode=1
AgentCommandErrorCode=5
AgentInstallCode=2
AgentInstallErrorCode=0

テレメトリーはデフォルトでは有効になっています。テレメトリ収集はいつでも無効にできます。テレメ
トリが有効な場合、EC2Launch v2 は、追加の顧客通知なしでテレメトリデータを送信します。
テレメトリー可視性
テレメトリが有効な場合、Amazon EC2 コンソールの出力に次のように表示されます。
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2021/07/15 21:44:12Z: Telemetry: <Data>

インスタンスでのテレメトリの無効化
1 つのインスタンスのテレメトリを無効にするには、システム環境変数を設定するか、MSI を使用してイ
ンストールを変更します。
システム環境変数を設定してテレメトリを無効にするには、管理者として次のコマンドを実行します。
setx /M EC2LAUNCH_TELEMETRY 0

MSI を使用してテレメトリを無効にするには、MSIをダウンロード (p. 649)した後で、以下のコマンドを
実行します：
msiexec /i ".\AmazonEC2Launch.msi" Remove="Telemetry" /q

EC2Launch v2 の最新バージョンのインストール
現在 EC2Launch v2 は、ダウンロードによるか、SSM ディストリビューターからインストールする
か、EC2 Image Builder コンポーネントとしてインストールすることで使用でき、すべてのサポートされ
ている Windows AMI が利用可能です。
ダウンロード
最新バージョンの EC2Launch v2 をインストールするには、以下の場所からインストーラーをダウンロー
ドします。

Warning
AmazonEC2Launch.msi は、EC2Launch (v1) や EC2Config などの以前のバージョンの EC2 起動
サービスをアンインストールします。

Note
32 ビットのインストールリンクは廃止の予定です。EC2Launch v2 をインストールするとき
は、64 ビットのインストールリンクを使用することが推奨されます。32 ビットの起動エージェ
ントが必要な場合は、EC2Config (p. 700) をご使用ください。
• 64Bit — https://s3.amazonaws.com/amazon-ec2launch-v2/windows/amd64/latest/
AmazonEC2Launch.msi
• 32Bit — https://s3.amazonaws.com/amazon-ec2launch-v2/windows/386/latest/AmazonEC2Launch.msi
AWS SSM ディストリビューターからインストールする
AWSEC2Launch-Agent パッケージは、AWS SSM ディストリビューターからインストールできま
す。SSM ディストリビューターからパッケージをインストールする手順については、AWS SSM ユーザー
ガイドの「パッケージをインストールまたは更新する」を参照してください。
EC2 Image Builder コンポーネントとしてインストールする
EC2 Image Builder でカスタムイメージをビルドするときに、ec2launch-v2-windows コンポーネン
トをインストールできます。EC2 Image Builder でカスタムイメージをビルドする方法については、EC2
Image Builder ユーザーガイドの「Create an image pipeline using the EC2 Image Builder console wizard」
を参照してください。
PowerShell を使用して最新バージョンの EC2Launch v2 をダウンロードしてインストールするには
AmazonEC2Launch.msi は、EC2Launch (v1) や EC2Config などの以前のバージョンの EC2 起動サービス
をアンインストールします。
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PowerShell を使用して EC2Launch v2 の最新バージョンをインストールするには、PowerShell ウィンド
ウから次のコマンドを実行します。
mkdir $env:USERPROFILE\Desktop\EC2Launchv2

64 ビット
$Url = "https://s3.amazonaws.com/amazon-ec2launch-v2/windows/amd64/latest/
AmazonEC2Launch.msi"

32 ビット

Note
32 ビットのインストールリンクは廃止の予定です。EC2Launch v2 をインストールするとき
は、64 ビットのインストールリンクを使用することが推奨されます。32 ビットの起動エージェ
ントが必要な場合は、EC2Config (p. 700) をご使用ください。
$Url = "https://s3.amazonaws.com/amazon-ec2launch-v2/windows/386/latest/
AmazonEC2Launch.msi"

$DownloadFile = "$env:USERPROFILE\Desktop\EC2Launchv2\" + $(Split-Path -Path $Url -Leaf)
Invoke-WebRequest -Uri $Url -OutFile $DownloadFile
msiexec /i "$DownloadFile"

インストールウィザードが開きます。C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch をチェックしてインス
トールを確認します。
プリインストール済みの EC2Launch v2 で AMI を使用する
EC2Launch v2 は、以下の Windows Server 2022 AMI に加えて UEFI AMI にもデフォルトでプリインス
トールされています。
• Windows_Server-2022-English-Full-Base
• Windows_Server-2022-English-Core-Base
• Windows_Server-2022-English-Full-Containers
• その他すべての言語の Windows Server 2022 AMI
• SQL がインストールされた Windows Server 2022 AMI
EC2Launch は以下の Windows Server AMI にもプリインストールされています。これらの AMI は
Amazon EC2 コンソールに表示することができます。また、検索プレフィクス (EC2LaunchV2-) を使用し
ながら AWS Command Line Interface により検索することも可能です。
• EC2LaunchV2-Windows_Server-2019-English-Full-Base
• EC2LaunchV2-Windows_Server-2016-English-Full-Base
• EC2LaunchV2-Windows_Server-2012_R2_RTM-English-Full-Base
• EC2LaunchV2-Windows_Server-2019-English-Core-Base
• EC2LaunchV2-Windows_Server-2016-English-Core-Base
• EC2LaunchV2-Windows_Server-2019-English-Full-ContainersLatest
• EC2LaunchV2-Windows_Server-2012_RTM-English-Full-Base
EC2Launch プレビュー AMI は、2021 年 12 月に非推奨となる予定です。
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インストールオプション
EC2Launch v2 をインストールまたはアップグレードしても、%ProgramData%/Amazon/EC2Launch/
config/agent-config.yml にある既存の設定は置き換えられません。最新バージョンを使用するに
は、クリーンインストールを実行して、既存の設定を上書きします。
EC2Launch v2 インターフェイスまたはコマンドラインを使用して、クリーンインストールを実行できま
す。
EC2Launch v2 ユーザーインターフェイスを使用してクリーンインストールを実行する
EC2Launch v2 をインストールするときは、デフォルト設定のオプション基本的なインストール。

コマンドラインを使用してクリーンインストールを実行する
コマンドラインを使用して EC2Launch v2 のクリーンインストールを実行するには、次の Windows コマ
ンドを実行します。
msiexec /i "C:\Users\Administrator\Desktop\EC2Launchv2\AmazonEC2Launch.msi"
ADDLOCAL="Basic,Clean" /q

EC2Launch v2 への移行
EC2Launch 移行ツールは、インストールされている起動エージェント (EC2Config および EC2Launch v1)
をアンインストールして EC2Launch v2 をインストールすることによって、起動エージェントをアップ
グレードします。以前の起動サービスに適用されていた設定は、自動的に新しいサービスに移行されま
す。移行ツールは、EC2Launch v1 スクリプトにリンクされているスケジュールされたタスクを検出しな
いため、EC2Launch v2 のタスクは自動的にセットアップされません。タスクを設定するには、agentconfig.yml (p. 667) ファイルを編集するか、EC2Launch v2 設定ダイアログボックス (p. 655)を使
用します。例えば、インスタンスのタスクが InitializeDisks.ps1 を実行するようにスケジュール
されている場合は、移行ツールを実行した後、EC2Launch v2 の設定ダイアログボックスで、初期化する
ボリュームを指定する必要があります。EC2Launch v2 設定ダイアログボックスを使用して設定を変更す
る (p. 655) の手順については、ステップ 6 を参照してください。
移行ツールをダウンロードするか、SSM RunCommand ドキュメントを使用してインストールできます。
このツールは次の場所からダウンロードできます。

Note
32 ビットの移行ツールのリンクは、廃止の予定です。EC2Launch v2 に移行するときは、64
ビットのリンクを使用することが推奨されます。32 ビットの起動エージェントが必要な場合
は、EC2Config (p. 700) をご使用ください。
• 64Bit — https://s3.amazonaws.com/amazon-ec2launch-v2-utils/MigrationTool/windows/amd64/latest/
EC2LaunchMigrationTool.zip
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• 32Bit — https://s3.amazonaws.com/amazon-ec2launch-v2-utils/MigrationTool/windows/386/latest/
EC2LaunchMigrationTool.zip

Note
EC2Launch v2 移行ツールを管理者として実行する必要があります。EC2Launch v2 は、移行ツー
ルの実行後にサービスとしてインストールされます。すぐには実行されません。デフォルトで
は、インスタンスの起動中に実行され、インスタンスが停止して後で起動または再起動された場
合に実行されます。
SSM Run Command を使用して最新の EC2Launch バージョンに移行するには、AWSEC2LaunchRunMigration SSM ドキュメントを参照してください。ドキュメントにパラメータは不要です。SSM
Run Command の使用の詳細については、「AWS Systems Manager Run Command」を参照してくださ
い。
移行ツールは、EC2Config の次の設定を EC2Launch v2 に対し適用します。
• Ec2DynamicBootVolumeSize が false に設定されている場合は、EC2Launch v2 の boot ステージ
は削除されます。
• Ec2SetPassword が Enabled に設定されている場合は、EC2Launch v2 のパスワードタイプは
random に設定されます。
• Ec2SetPassword が Disabled に設定されている場合は、EC2Launch v2 のパスワードタイプは
donothing に設定されます。
• SetDnsSuffixList が false に設定されている場合は、EC2Launch v2 の setDnsSuffix タスクは
削除されます。
• EC2SetComputerName が true に設定されている場合は、EC2Launch v2 の setHostName タスクが
yaml 設定に追加されます
移行ツールは、EC2Launch v1 の次の設定をEC2Launch v2 に適用します。
• ExtendBootVolumeSize が false に設定されている場合は、EC2Launch v2 の boot ステージは削
除されます。
• AdminPasswordType が Random に設定されている場合は、EC2Launch v2 のパスワードタイプは
random に設定されます。
• AdminPasswordType が Specify に設定されている場合は、EC2Launch v2 のパスワードタイプが
static に設定され、パスワードデータは AdminPassword で指定されたパスワードに設定されます。
• SetWallpaper が false に設定されている場合は、EC2Launch v2 の setWallpaper タスクは削除
されます。
• AddDnsSuffixList が false に設定されている場合は、EC2Launch v2 の setDnsSuffix タスクは
削除されます。
• SetComputerName が true に設定されている場合は、EC2Launch v2 の setHostName タスクが追加
されます。

EC2Launch v2 を停止、再起動、削除、アンインストールする
EC2Launch v2 サービスは、他の Windows サービスと同じように管理することが可能です。
EC2Launch v2 はブート時に 1 回実行され、設定されたすべてのタスクを実行します。タスクの実行後
に、サービスは停止状態になります。サービスを再起動すると、サービスはすべての設定済みタスクを再
度実行し、停止状態に戻ります。
更新した設定をインスタンスに適用するには、サービスをいったん停止してから再起動しま
す。EC2Launch v2 を手動でインストールする場合は、まずサービスを停止する必要があります。
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EC2Launch v2 サービスを停止するには
1.

Windows インスタンスを起動して接続します。

2.
3.

[スタート] メニューで、[管理ツール] を選択し、[サービス] を開きます。
サービスのリストで、[Amazon EC2Launch] を右クリックし、[停止] をクリックします。

EC2Launch v2 サービスを再起動するには
1.

Windows インスタンスを起動して接続します。

2.

[スタート] メニューで、[管理ツール] を選択し、[サービス] を開きます。

3.

サービスのリストで、[Amazon EC2Launch] を右クリックし、[再起動] をクリックします。

構成設定を更新する必要がない場合、独自の AMI を作成する必要がない場合、または AWS Systems
Manager を使用する必要がない場合は、このサービスは削除してアンインストールできます。サービスを
削除するとレジストリのサブキーも削除されます。サービスをアンインストールすると、ファイル、レジ
ストリのサブキー、サービスへのショートカットが削除されます。

EC2Launch v2 サービスを削除するには
1.

コマンドプロンプトウィンドウを起動します。

2.

次のコマンドを実行します。
sc delete EC2Launch

EC2Launch v2 をアンインストールするには
1.
2.

Windows インスタンスを起動して接続します。
[スタート] メニューで、[コントロールパネル] をクリックします。

3.
4.

[プログラムと機能] を開きます。
プログラムのリストで、[Amazon EC2Launch v2]、[アンインストール] の順にクリックします。

EC2Launch v2 のバージョンを検証する
インスタンスにインストールされている EC2Launch v2 のバージョンを検証するには、次のいずれかの手
順を使用します。

コマンドを使用して、インストールされている EC2Launch v2 のバージョンを検証するには
1.
2.

AMI からインスタンスを起動して接続します。
PowerShell で以下のコマンドを実行して、インストールされている EC2Launch v2 のバージョンを検
証します。
& "C:\Program Files\Amazon\EC2Launch\EC2Launch.exe" version

コントロールパネルで、インストールされている EC2Launch v2 のバージョンを検証するには
インストールされたプログラムのリストで Amazon EC2Launch を探します。バージョン番号は [Version]
列に表示されています。
1.

AMI からインスタンスを起動して接続します。
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2.

コントロールパネルから [Program and Features] を選択します。

3.

インストールされたプログラムのリストで Amazon EC2Launch を探します。バージョン番号は
[Version] 列に表示されています。

Windows AMI に含まれる EC2Launch v2 のバージョン情報については、「AWS Windows AMI (p. 32)」を
参照してください。
EC2Launch v2 の最新バージョンについては、「EC2Launch v2 のバージョン履歴 (p. 687)」を参照して
ください。
最新バージョンの EC2Launch v2 移行ツールについては、「EC2Launch v2 移行ツールのバージョン履
歴 (p. 689)」を参照してください。
EC2Launch v2 サービスの新しいバージョンがリリースされた際には、通知を受け取ることができます。
詳細については、EC2Launch v2 サービスの通知へのサブスクライブ (p. 654) を参照してください。

EC2Launch v2 サービスの通知へのサブスクライブ
EC2Launch v2 サービスの新しいバージョンがリリースされた際に、Amazon SNS から通知を受け取るこ
とができます。このような通知をサブスクライブするには、以下の手順を使用します。

EC2Launch v2 通知へのサブスクライブ
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon SNS コンソール (https://
console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。

2.

ナビゲーションバーで、必要に応じて、リージョンを [米国東部 (バージニア北部)] に変更します。サ
ブスクライブする SNS 通知がこのリージョンで作成されているため、このリージョンを選択する必要
があります。

3.

ナビゲーションペインで [Subscriptions] を選択します。

4.

[Create subscription] を選択します。

5.

[サブスクリプションの作成] ダイアログボックスで、次の操作を行います。

6.

a.

[トピック ARN] で、Amazon リソースネーム (ARN) として arn:aws:sns:useast-1:309726204594:amazon-ec2launch-v2 を使用します。

b.

[Protocol] で [Email] を選択します。

c.

[Endpoint] に、通知を受信するために使用できる E メールアドレスを入力します。

d.

[Create subscription] を選択します。

サブスクリプションの確認を求める E メールが届きます。E メールを開き、指示に従ってサブスクリ
プションを完了します。

サブスクライバには、EC2Launch v2 サービスの新しいバージョンがリリースされるたびに、通知が送信
されます。通知が不要になった場合は、次の手順で受信登録を解除します。
1.

Amazon SNS コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Subscriptions] を選択します。

3.

サブスクリプションを選択し、[アクション]、[サブスクリプションの削除] を選択します。確認を求め
るメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。

EC2Launch v2 の設定
このセクションでは、EC2Launch v2 の設定を構成する方法について説明します。
トピックは以下のとおりです。
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• EC2Launch v2 設定ダイアログボックスを使用して設定を変更する (p. 655)
• EC2Launch v2 のディレクトリ構造 (p. 661)
• CLI を使用した EC2Launch v2 の設定 (p. 662)
• EC2Launch v2 タスクの設定 (p. 667)
• EC2Launch v2 の終了コードと再起動 (p. 677)
• EC2Launch v2 とSysprep (p. 678)

EC2Launch v2 設定ダイアログボックスを使用して設定を変更する
次の手順では、EC2Launch v2 設定ダイアログボックスを使用して、設定を有効または無効にする方法を
示します。

Note
agent-config.yml ファイルでカスタムタスクを正しく設定した場合、Amazon EC2Launch 設定
ダイアログボックスを開こうとすると、エラーが発生します。スキーマの例については、「例:
agent-config.yml (p. 676)」を参照してください。
1.

Windows インスタンスを起動して接続します。

2.

[スタート] メニューから、[すべてのプログラム] を選択し、[EC2Launch 設定] に移動します。
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3.

[EC2Launch 設定] ダイアログボックスの [全般] タブで、次の設定を有効または無効にすることができ
ます。
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a.

コンピュータ名の設定
この設定を有効にすると (デフォルトでは無効になっています)、ブートごとに現在のホスト名が
希望するホスト名と比較されます。ホスト名が一致しない場合、ホスト名はリセットされ、シス
テムは必要に応じて再起動して、新しいホスト名を取得します。カスタムホスト名が指定されて
いない場合は、16 進形式のプライベート IPv4 アドレスを使用して生成されます。例えば、ipAC1F4E6 などです。既存のホスト名が変更されないようにするには、この設定を有効にしないで
ください。

b.

ブートボリュームの拡張
この設定は、Disk 0/Volume 0 を動的に拡張し、未使用の領域を含めます。独自のサイズを指
定したルートデバイスボリュームからインスタンスを起動するときに便利です。

c.

管理者アカウントの設定
有効にすると、ローカルマシンに作成される管理者アカウントのユーザー名とパスワードの属性
を設定できます。この機能を有効にしないと、Sysprep 後に管理者アカウントがシステムに作成
されません。adminPasswordtype が Specify である場合のみ、adminPasswordにパスワー
ドを入力します。
パスワードの種類は次のとおりです。
i.

Random
EC2Launch は、ユーザーのキーを使用してパスワードを生成し、暗号化します。この設定は
インスタンス起動後に無効になるため、インスタンスを再起動したり、停止して起動した場
合でもパスワードは保持されます。

ii.

Specify
EC2Launch は、adminPassword で指定したパスワードを使用します。指定したパスワー
ドがシステム要件を満たさない場合は、代わりに EC2Launch によってランダムなパスワー
ドが生成されます。このパスワードはクリアテキストとして agent-config.yml に保存さ
れ、Sysprep で管理者パスワードが設定されると削除されます。EC2Launch は、ユーザーの
キーを使用してパスワードを暗号化します。

iii.

DoNothing
EC2Launch は、unattend.xml ファイルで指定したパスワードを使用します。unattend.xml で
パスワードを指定しないと、管理者アカウントは無効になります。

d.

SSM サービスの開始
選択された Systems Manager サービスの起動が Sysprep の後に有効化されます。EC2Launch v2
は前述 (p. 647)のすべてのタスクを実行し、SSM Agent は Run Command やステートマネー
ジャーなどの Systems Manager 機能に対するリクエストを処理します。
Run Command を使用して既存のインスタンスをアップグレードすることで、最新バージョン
の EC2Launch v2 サービスや SSM Agent を使用できるようになります。詳細については、AWS
Systems Manager ユーザーガイドの「Run Command を使用した SSM Agent の更新」を参照し
てください。

e.

ENA の最適化
選択すると、ENA の受信側のスケーリングおよび受信キューの深さの設定を AWS 用に最適
化するように ENA 設定が設定されます。詳細については、RSS CPU アフィニティを設定す
る (p. 1283) を参照してください。

f.

SSH の有効化
この設定では、より新しいバージョンの Windows で OpenSSH を有効にし、リモートシステム
管理を許可できます。
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g.

ジャンボフレームの有効化
ジャンボフレームを有効にする場合は、これを選択します。ジャンボフレームは、ネットワーク
通信に意図しない影響を及ぼす可能性があるため、ジャンボフレームがシステムに与える影響を
よく理解した上で有効にしてください。ジャンボフレームの詳細については、「ジャンボフレー
ム (9001 MTU) (p. 1300)」を参照してください。

h.

イメージングの準備
EC2 インスタンスのシャットダウンに Sysprep を使用するかしないかを選択しま
す。EC2Launch v2 で Sysprep を実行する場合は、[Sysprep でシャットダウン] を選択します。

4.

[DNS サフィックス] タブで、完全修飾ドメイン名を指定せずに、EC2 で実行されているサーバーの
DNS 解決用に DNS サフィックスのリストを追加するかどうかを選択できます。DNS サフィックスに
は、$REGION 変数と $AZ 変数を含めることができます。まだ存在しないサフィックスのみがリスト
に追加されます。

5.

[壁紙] タブで、選択したインスタンスの詳細を壁紙に表示できます。また、カスタムイメージを選択
することもできます。詳細は、ログインするたびに生成されます。壁紙からインスタンスの詳細を削
除するには、チェックボックスをオフにします。
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6.

[ボリューム] タブで、インスタンスにアタッチされているボリュームを初期化するかどうかを選択し
ます。有効にすると、追加ボリュームのドライブ文字が設定され、使用可能な領域を使用するように
ドライブ文字が拡張されます。[すべて] を選択すると、すべてのストレージボリュームが初期化され
ます。[デバイス] を選択すると、リストで指定されているデバイスのみが初期化されます。初期化す
るデバイスごとに、デバイスを入力する必要があります。EC2 コンソールにリストされているデバ
イス (xvdb や /dev/nvme0n1 など) を使用します。ドロップダウンリストには、インスタンスにア
タッチされているストレージボリュームが表示されます。インスタンスにアタッチされていないデバ
イスを入力するには、テキストフィールドに入力します。
[名前]、[文字]、[パーティション] は、オプションのフィールドです。[パーティション] に値を指定し
ないと、2 TB より大きいストレージボリュームは GPT パーティションタイプで初期化され、2 TB よ
り小さいストレージボリュームは MBR パーティションタイプで初期化されます。デバイスが設定済
みで、NTFS 以外のデバイスにパーティションテーブルが含まれているか、ディスクの最初の 4 KB に
データが含まれている場合、ディスクはスキップされ、アクションがログに記録されます。
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EC2Launch ダイアログに入力した設定から作成される設定 YAML ファイルの例を次に示します。
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version: 1.0
config:
- stage: boot
tasks:
- task: extendRootPartition
- stage: preReady
tasks:
- task: activateWindows
inputs:
activation:
type: amazon
- task: setDnsSuffix
inputs:
suffixes:
- $REGION.ec2-utilities.amazonaws.com
- task: setAdminAccount
inputs:
password:
type: random
- task: setWallpaper
inputs:
path: C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\wallpaper\Ec2Wallpaper.jpg
attributes:
- hostName
- instanceId
- privateIpAddress
- publicIpAddress
- instanceSize
- availabilityZone
- architecture
- memory
- network
- stage: postReady
tasks:
- task: startSsm

EC2Launch v2 のディレクトリ構造
EC2Launch v2 は、次のような構成のディレクトリにインストールする必要があります。
• サービスバイナリ: %ProgramFiles%\Amazon\EC2Launch
• サービスデータ (設定、ログファイル、状態ファイル): %ProgramData%\Amazon\EC2Launch

Note
Windows では、デフォルトで C:\ProgramData 以下のファイルとフォルダは非表示になりま
す。EC2Launch v2 のディレクトリとファイルを表示するには、Windows エクスプローラーにパ
スを入力するか、フォルダのプロパティを変更して非表示のファイルとフォルダを表示する必要
があります。
%ProgramFiles%\Amazon\EC2Launch ディレクトリには、バイナリとサポートライブラリが含まれま
す。次のサブディレクトリが含まれます。
• settings
• EC2LaunchSettingsUI.exe - agent-config.yml ファイルを修正するためのユーザーインター
フェース
• YamlDotNet.dll - ユーザーインターフェイスでいくつかのオペレーションをサポートするための
DLL
• tools
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• ebsnvme-id.exe - インスタンスで EBS ボリュームのメタデータを調べるためのツール
• AWSAcpiSpcrReader.exe - 使用する正しい COM ポートを決定するためのツール
• EC2LaunchEventMessage.dll - EC2Launch の Windows イベントログ記録をサポートするための
DLL。
• service
• EC2LaunchService.exe — 起動エージェントがサービスとして実行されたときに起動する
Windows サービスの実行可能ファイル。
• EC2Launch.exe - メインの EC2Launch 実行可能ファイル
• EC2LaunchAgentAttribution.txt - EC2 Launch 内で使用されるコードの属性
%ProgramData%\Amazon\EC2Launch ディレクトリには以下のサブディレクトリがあります。ログ、設
定、状態など、サービスによって生成されたすべてのデータは、このディレクトリに保存されます。
• config - 設定
サービス設定ファイルは、このディレクトリに agent-config.yml として保存されます。このファイ
ルを更新し、サービスによってデフォルトで実行されるタスクを変更、追加、削除できます。このディ
レクトリにファイルを作成する権限は、権限の昇格を防ぐために、管理者アカウントに制限されていま
す。
• log - インスタンスログ
サービスのログ (agent.log)、コンソールのログ (console.log)、パフォーマンスのログ
(bench.log)、エラーのログ (error.log) は、このディレクトリに保存されます。ログファイルは、
サービスの以降の実行時に追加されます。
• state - サービスの状態データ
実行するタスクを決定するためにサービスで使用する状態がここに保存されます。Sysprep 後にサービ
スが実行済みであるかどうかを示す .run-once ファイルがあり、これにより、頻度が 1 回のタスク
は次の実行でスキップされます。このサブディレクトリには、各タスクのステータスを追跡するための
previous-state.json と state.json があります。
• sysprep - Sysprep
このディレクトリ内のファイルを使用して、再利用可能なカスタマイズされた Windows AMI の作成時
に Sysprep で実行するオペレーションを決定します。

CLI を使用した EC2Launch v2 の設定
コマンドラインインターフェイス (CLI) を使用して、EC2Launch の設定を構成し、サービスを管理できま
す。以下のセクションでは、EC2Launch v2 の管理に使用できる CLI コマンドを説明し、その使用方法を
示します。
コマンド
• collect-logs (p. 663)
• get-agent-config (p. 663)
• list-volumes (p. 664)
• reset (p. 664)
• run (p. 664)
• ステータス (p. 665)
• sysprep (p. 665)
• validate (p. 666)
• バージョン (p. 666)
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• 壁紙 (p. 667)

collect-logs
EC2Launch のログファイルを収集し、これらのファイルを圧縮して、指定先のディレクトリに配置しま
す。
例
ec2launch collect-logs -o C:\Mylogs.zip

使用方法
ec2launch collect-logs [flags]
Flags
-h, --help
collect-logs に関するヘルプ
-o, --output string
圧縮された出力ログファイルへのパス

get-agent-config
agent-config.yml を指定された形式 (JSON または YAML) で印刷します。書式が指定されていない場
合、agent-config.yml は以前に指定された書式で印刷されます。
例
ec2launch get-agent-config -f json

例2
以下の PowerShell コマンドは、agent-config ファイルを JSON 形式で編集および保存する方法を示し
ています。
$config = ec2launch get-agent-config --format json | ConvertFrom-Json
$jumboFrame =@"
{
"task": "enableJumboFrames"
}
"@
$config.config | %{if($_.stage -eq 'postReady'){$_.tasks += (ConvertFrom-Json -InputObject
$jumboFrame)}}
$config | ConvertTo-Json -Depth 6 | Out-File -encoding UTF8 $env:ProgramData/Amazon/
EC2Launch/config/agent-config.yml

使用方法
ec2launch get-agent-config [flags]
Flags
-h, --help
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get-agent-config に関するヘルプ
-f, --format string
agent-config ファイルの出力形式: json、yaml

list-volumes
エフェメラルボリュームや EBS ボリュームなど、インスタンスにアタッチされているすべてのストレージ
ボリュームを一覧表示します。
例
ec2launch list-volumes

使用方法
ec2launch list-volumes
Flags
-h, --help
list-volumes に関するヘルプ

reset
.run-once ファイルを削除し、1 回実行するように指定されたタスクが次の実行時に実行されるようにし
ます。必要に応じて、サービスログと sysprep ログを削除します。
例
ec2launch reset -c

使用方法
ec2launch reset [flags]
Flags
-b, --block
サービスを停止するまでresetコマンドをブロックします。reset コマンドを、executeScriptタスクの
一部として--blockフラグとともに実行するには、detach引数を true に設定する必要があります。詳細
は、executeScript (p. 670)の下の例 4 を参照してください。
-c, --clean
reset 前にインスタンスログを消去する
-h, --help
reset に関するヘルプ

run
EC2Launch v2 を実行します。
例
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ec2launch run

使用方法
ec2launch run [flags]
Flags
-h, --help
run に関するヘルプ

ステータス
EC2Launch サービスのステータスを取得します。オプションで、サービスが終了するまでプロセスをブ
ロックします。プロセスの終了コードは、以下のように、サービスの状態を決定します。
• 0 — サービスは実行され、成功しました。
• 1 — サービスが実行され、失敗しました。
• 2 — サービスはまだ実行中です。
• 3— サービスの状態が不明です。サービス状態が実行されていないか、停止していません。
• 4— サービス状態を取得しようとしたときにエラーが発生しました。
• 5— サービスが実行されておらず、最後に既知の実行の状態が不明です。これは、次のいずれかの 1 つ
を意味します。
• state.jsonおよびprevious-state.jsonの両方がが削除されます。
• previous-state.jsonは破損している。
これは、reset (p. 664)コマンドを実行した後のサービスの状態です。
例:
ec2launch status -b

使用方法
ec2launch status [flags]
Flags
-b,--block
は、サービスの実行が終了するまでプロセスをブロックする
-h,--help
status に関するヘルプ

sysprep
サービスの状態のリセット、unattend.xml の更新、RDP の無効化、Sysprep の実行を行います。
例:
ec2launch sysprep
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使用方法
ec2launch sysprep [flags]
Flags
-b,--block
サービスを停止するまでsysprepコマンドをブロックします。reset コマンドを、executeScriptタスク
の一部として--blockフラグとともに実行するには、detach引数を true に設定する必要があります。詳
細は、executeScript (p. 670)の下の例 4 を参照してください。
-c,--clean
sysprep 前にインスタンスログを消去する
-h,--help
Sysprep に関するヘルプ
-s,--shutdown
sysprep の後にインスタンスをシャットダウンする

validate
agent-config ファイル C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\config\agent-config.yml を検
証します。
例
ec2launch validate

使用方法
ec2launch validate [flags]
Flags
-h 、--help
validate に関するヘルプ

バージョン
実行可能なバージョンを取得します。
例
ec2launch version

使用方法
ec2launch version [flags]
Flags
-h, --help
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version に関するヘルプ

壁紙
指定した壁紙パス (.jpg ファイル) に新しい壁紙を設定し、選択したインスタンスの詳細を表示します。
例

ec2launch wallpaper ^
--path="C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\wallpaper\Ec2Wallpaper.jpg" ^
-attributes=hostName,instanceId,privateIpAddress,publicIpAddress,instanceSize,availabilityZone,architect

使用方法
ec2launch wallpaper [flags]
Flags
--attributes strings
wallpaper 属性
-h, --help
wallpaper に関するヘルプ
-p, --path string
wallpaper ファイルパス

EC2Launch v2 タスクの設定
このセクションでは、agent-config.ymlとユーザーデータの設定スキーマ、タスク、詳細、および例が
含まれます。
タスクと例
• スキーマ：agent-config.yml (p. 668)
• スキーマ：ユーザーデータ (p. 668)
• activateWindows (p. 669)
• enableJumboFrames (p. 669)
• enableOpenSsh (p. 669)
• executeProgram (p. 670)
• executeScript (p. 670)
• extendRootPartition (p. 672)
• initializeVolume (p. 672)
• optimizeEna (p. 673)
• setAdminAccount (p. 673)
• setDnsSuffix (p. 674)
• setHostName (p. 674)
• setWallpaper (p. 675)
• startSsm (p. 675)
• sysprep (p. 675)
• writeFile (p. 676)
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• 例: agent-config.yml (p. 676)
• 例: ユーザーデータ (p. 677)

スキーマ：agent-config.yml
agent-config.yml ファイルの構造を以下に示します。同じステージでタスクを繰り返すことはできな
いことに注意してください。タスクのプロパティについては、次のタスクの説明を参照してください。
JSON
{

}

"version": "1.0",
"config": [
{
"stage": "string",
"tasks": [
{
"task": "string",
"inputs": {
...
}
},
...
]
},
...
]

YAML
version: 1.0
config:
- stage: string
tasks:
- task: string
inputs:
...
...
...

スキーマ：ユーザーデータ
以下に、ユーザデータの構造を示します。tasksリストは、agent-config.yml (p. 668)ファイルにあ
るtasksリストと同じように解析と実行されます。タスクを繰り返すことはできません。タスクのプロパ
ティについては、次のタスクの説明を参照してください。
JSON
{

"version": "1.0",
"tasks": [
{
"task": "string",
"inputs": {
...
},
},
...
]
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}

YAML
version: 1.0
tasks:
- task: string
inputs:
...
...

activateWindows
AWS KMS サーバーのセットに対して Windows をアクティブ化します。
Frequency - 1 回
AllowedStages - [PreReady]
Inputs activation: (マップ)
type: (文字列) 使用するアクティベーションタイプ、amazon に設定
例
task: activateWindows
inputs:
activation:
type: amazon

enableJumboFrames
ジャンボフレームを有効にします。これにより、ネットワークアダプターの最大送信単位 (MTU) が増加し
ます。詳細については、ジャンボフレーム (9001 MTU) (p. 1300) を参照してください。
Frequency - 常に
AllowedStages - [PostReady, UserData]
Inputs - なし
例
task: enableJumboFrames

enableOpenSsh
Windows OpenSSH を有効にし、インスタンスのパブリックキーを認証済みキーフォルダに追加します。
Frequency - 1 回
AllowedStages - [PreReady, UserData]
Inputs - なし
例
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次の例は、インスタンスで OpenSSH を有効にし、インスタンスのパブリックキーを認証済みキーフォル
ダーに追加する方法を示しています。この設定は、Windows Server 2019 以降のバージョンを実行してい
るインスタンスでのみ機能します。
task: enableOpenSsh

executeProgram
オプションの引数と指定された頻度でプログラムを実行します。
Frequency - Inputs を参照
AllowedStages - [PostReady, UserData]
Inputs frequency: (文字列) once または always のいずれか
path: (文字列) 実行可能ファイルへのパス
arguments: (文字列のリスト) 実行可能ファイルに渡す文字列引数のリスト
runAs: (文字列) localSystem に設定要
例
次の例は、インスタンスに既に存在する実行可能ファイルを実行する方法を示しています。
task: executeProgram
inputs:
- frequency: always
path: C:\Users\Administrator\Desktop\setup.exe
arguments: [‘—quiet']

例2
次の例は、インスタンスに既に存在する実行可能ファイルを実行する方法を示しています。この設定で
は、インスタンスの .exe ドライブに存在する VLC C: ファイルをインストールします。/L=1033 と /S
は、VLC .exe ファイルと共に文字列リストとして渡される VLC 引数です。
task: executeProgram
inputs:
- frequency: always
path: C:\vlc-3.0.11-win64.exe
arguments: ['/L=1033','/S']
runAs: localSystem

executeScript
オプションの引数と指定された頻度でスクリプトを実行します。
Frequency - Inputs を参照
AllowedStages - [PostReady, UserData]
Inputs frequency: (文字列) once または always のいずれか
type: (文字列) batch または powershell のいずれか
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arguments: (文字列のリスト) シェルに渡す文字列引数のリスト。type が batch に設定されている場
合、このパラメータはサポートされません。
content: (文字列) スクリプトの内容
runAs: (文字列) admin または localSystem のいずれか
detach: (ブール値) デフォルトでは false スクリプトをデタッチモードで実行する場合は、これを true
に設定します。EC2Launch は他のタスクと同時にスクリプトを実行します。detach に true が設定され
ている場合、スクリプトの終了コード (3010 など) は効果がなくなります。
例
task: executeScript
inputs:
- frequency: always
type: powershell
content: |
Get-Process | Out-File -FilePath .\Process.txt
runAs: localSystem
- frequency: always
type: batch
content: |
systeminfo

例2
次の例は、EC2 インスタンスで PowerShell スクリプトを実行する方法を示しています。この設定で
は、C: ドライブにテキストファイルを作成します。
task: executeScript
inputs:
- frequency: always
type: powershell
runAs: admin
content: |New-Item -Path 'C:\PowerShellTest.txt' -ItemType File
Set-Content 'C:\PowerShellTest.txt' "hello world"

例3
次の例は、インスタンスを複数回再起動するべき等スクリプトを示しています。
task: executeScript
inputs:
- frequency: always
type: powershell
runAs: localSystem
content: |$name = $env:ComputerName
if ($name -ne $desiredName) {
Rename-Computer -NewName $desiredName
exit 3010
}
$domain = Get-ADDomain
if ($domain -ne $desiredDomain)
{
Add-Computer -DomainName $desiredDomain
exit 3010
}
$telnet = Get-WindowsFeature -Name Telnet-Client
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if (-not $telnet.Installed)
{
Install-WindowsFeature -Name "Telnet-Client"
exit 3010
}

例4
スクリプトの一部として EC2Launch v2 CLI コマンドを実行できます。resetおよびsysprepコマンドに
は、--blockフラグを含む必要があります。それらのコマンドは、エージェントが最初に終了することに
依存するためです。--blockフラグが使用されている場合、detach引数を true に設定する必要がありま
す。--blockフラグを非デタッチスクリプトで使用すると、デッドロックを引き起こします。コマンド
は、潜在的なデッドロックを検出し、エラーで終了します。次の例は、エージェントの実行終了後にエー
ジェントの状態をリセットするスクリプトを示しています。
task: executeScript
inputs:
- frequency: always
type: powershell
runAs: localSystem
detach: true
content: |& 'C:\Program Files\Amazon\EC2Launch\ec2launch.exe' reset -c -b

extendRootPartition
ルートボリュームを拡張して、ディスクのすべての使用可能な領域を使用します。
Frequency - 1 回
AllowedStages - [Boot]
Inputs - なし
例
task: extendRootParitition

initializeVolume
インスタンスにアタッチされたボリュームを初期化して、アクティブ化およびパーティション化できるよ
うにします。空でないことが検出されたボリュームは初期化されません。ボリュームの最初の 4 KiB が空
の場合、またはボリュームに Windows を認識できるドライブレイアウトがない場合、ボリュームは空と
見なされます。ボリューム letter フィールドは、ドライブがすでに初期化されているかどうかを問わ
ず、このタスクの実行時に常に適用されます。
Frequency - 常に
AllowedStages - [PostReady, UserData]
Inputs initialize: (文字列) 使用する初期化戦略のタイプ、all または devices のいずれか
devices: (マップのリスト)
device: インスタンスの作成時に使用されるデバイス識別子 (例: xvdb、xvdf、/dev/nvme0n1)
name: (文字列) 割り当てるドライブ名
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letter: (文字列) 割り当てるドライブ文字
partition: (文字列) 使用するパーティション分割タイプ、mbr または gpt のいずれか
例1
次の例は、選択したボリュームを初期化するように設定するための InitializeVolume タスクの入力を
示しています。
task: initializeVolume
inputs:
initialize: devices
devices:
- device: xvdb
name: MyVolumeOne
letter: D
partition: mbr
- device: /dev/nvme0n1
name: MyVolumeTwo
letter: E
partition: gpt

例2
次の例は、インスタンスにアタッチされている EBS ボリュームを初期化する方法を示しています。この設
定では、インスタンスにアタッチされているすべての空の EBS ボリュームを初期化します。ボリュームが
空でない場合、ボリュームは初期化されません。
task: initializeVolume
inputs:
initialize: all

optimizeEna
現在のインスタンスタイプに基づいて ENA 設定を最適化します。インスタンスは再起動される場合があり
ます。
Frequency - 常に
AllowedStages - [PostReady, UserData]
Inputs - なし
例
task: optimizeEna

setAdminAccount
ローカルマシンに作成されるデフォルトの管理者アカウントの属性を設定します。
Frequency - 1 回
AllowedStages - [PreReady]
Inputs name: (文字列) 管理者アカウントの名前
password: (マップ)
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type: (文字列) パスワードを設定する戦略 (static、random、doNothing のいずれかとして設定)
data: (文字列) type フィールドが静的な場合にデータを保存
例
task: setAdminAccount
inputs:
name: Administrator
password:
type: random

setDnsSuffix
検索サフィックスのリストに DNS サフィックスを追加します。まだ存在しないサフィックスのみがリス
トに追加されます。
Frequency - 常に
AllowedStages - [PreReady]
Inputs suffixes: (文字列のリスト) 1 つ以上の有効な DNS サフィックスのリスト (有効な代替変数は $REGION
と $AZ)
例
task: setDnsSuffix
inputs:
suffixes:
- $REGION.ec2-utilities.amazonaws.com

setHostName
コンピュータのホスト名を、カスタム文字列に設定します。また、hostName が指定されていない場合
は、プライベート IPv4 アドレスに設定します。
Frequency - 常に
AllowedStages - [PostReady, UserData]
Inputs hostName: (文字列) オプションのホスト名。次のようにフォーマットする必要があります。
• 15 文字以下にする必要があります
• 英数字 (a～z、A～Z、0～9) とハイフン (-) のみを使用する必要があります。
• 数字だけで構成することはできません。
reboot: (ブール値) ホスト名の変更時に再起動を許可するかどうかを示す
例
task: setHostName
inputs:
reboot: true
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setWallpaper
既存の (Default User を除く) 各ユーザーのスタートアップフォルダ内に、ショートカットファイル
setwallpaper.lnk を作成します。このショートカットファイルは、ユーザーがインスタンスの起動後
に初めてログインしたときに実行されます。インスタンス属性を表示するカスタム壁紙があるインスタン
スが設定されます。
ショートカットパスは次のとおりです。
$env:SystemDrive/Users/<user>/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/
Startup/setwallpaper.lnk

setWallpaper タスクを消去しても、このショートカットファイルは削除されないことに注意してくださ
い。詳細については、setWallpaper タスクは有効になっていないものの、再起動時にウォールペーパー
がリセットされる (p. 680) を参照してください。
Frequency - 常に
AllowedStages - [PreReady, UserData]
Inputs path: (文字列) 壁紙イメージとして使用するローカル .jpgファイルへのパス

attributes: (文字列のリスト) 壁紙に追加する属性のリスト
(hostName、instanceId、privateIpAddress、publicIpAddress、instanceSize、availabilityZone、ar
のいずれか)
例
task: setWallpaper
inputs:
path: C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\wallpaper\Ec2Wallpaper.jpg
attributes:
- hostName
- instanceId
- privateIpAddress
- publicIpAddress

startSsm
Sysprep に続けて Systems Manager (SSM) サービスを開始します。
Frequency - 常に
AllowedStages - [PostReady, UserData]
Inputs - なし
例
task: startSsm

sysprep
サービスの状態のリセット、unattend.xml の更新、RDP の無効化、Sysprep の実行を行います。この
タスクは、他のすべてのタスクが完了した後にのみ実行されます。
Frequency - 1 回
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AllowedStages - [UserData]
Inputs clean: (ブール) Sysprep を実行する前にインスタンスログを消去する
shutdown: (ブール) Sysprep を実行した後にインスタンスをシャットダウンする
例
task: sysprep
inputs:
clean: true
shutdown: true

writeFile
ファイルを送信先に書き込みます。
Frequency - Inputs を参照
AllowedStages - [PostReady, UserData]
Inputs frequency: (文字列) once または always のいずれか
destination: (文字列) コンテンツを書き込む先のパス
content: (文字列) 送信先に書き込むテキスト
例
task: writeFile
inputs:
- frequency: once
destination: C:\Users\Administrator\Desktop\booted.txt
content: Windows Has Booted

例: agent-config.yml
次の例は、agent-config.yml 設定ファイルの設定を示しています。
version: 1.0
config:
- stage: boot
tasks:
- task: extendRootPartition
- stage: preReady
tasks:
- task: activateWindows
inputs:
activation:
type: amazon
- task: setDnsSuffix
inputs:
suffixes:
- $REGION.ec2-utilities.amazonaws.com
- task: setAdminAccount
inputs:
password:
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type: random
- task: setWallpaper
inputs:
path: C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\wallpaper\Ec2Wallpaper.jpg
attributes:
- hostName
- instanceId
- privateIpAddress
- publicIpAddress
- instanceSize
- availabilityZone
- architecture
- memory
- network
- stage: postReady
tasks:
- task: startSsm

例: ユーザーデータ
ユーザーデータの詳細については、「Windows インスタンスでの起動時のコマンドの実行 (p. 786)」を
参照してください。
次の例は、ユーザーデータの設定を示しています。
version: 1.0
tasks:
- task: executeScript
inputs:
- frequency: always
type: powershell
runAs: localSystem
content: |New-Item -Path 'C:\PowerShellTest.txt' -ItemType File

次のフォーマットは、このサービスの旧バージョンと互換性があります。これは、UserDataステージ
のexecuteScriptタスクとして実行されます。以前のバージョンの動作を模倣するために、分離された
プロセスとして実行するように設定されます。
<powershell>
$file = $env:SystemRoot + "\Temp" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<persist>true</persist>

EC2Launch v2 の終了コードと再起動
EC2Launch v2 を使用して、スクリプトによる終了コードの処理方法を定義できます。デフォルトでは、
スクリプトで最後に実行されたコマンドの終了コードは、スクリプト全体の終了コードとしてレポートさ
れます。例えば、スクリプトに 3 つのコマンドが含まれており、最初のコマンドが失敗したが、次のコマ
ンドが成功した場合、実行ステータスは、最後のコマンドが成功したために success として報告されま
す。
スクリプトでインスタンスを再起動する場合、再起動がスクリプトの最後のステップで実行されるように
なっていても、そのスクリプト内で exit 3010 を指定する必要があります。exit 3010 は、インスタ
ンスを再起動し、さらに 3010 以外の終了コードが返されるか再起動が最大回数に達するまで、スクリプ
トを再度呼び出すように EC2Launch v2 に指示します。EC2Launch v2 では、タスクごとに最大 5 回の再
起動が許可されます。Restart-Computer などの別のメカニズムを使用してスクリプトからインスタン
スを再起動しようとすると、スクリプトの実行ステータスは矛盾します。例えば、再起動ループで停止し
たり、再起動を実行しなかったりすることがあります。
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古いエージェントと互換性のある XML ユーザーデータ形式を使用している場合、ユーザーデータは意図
した回数よりも多く実行されることがあります。詳細については、トラブルシューティングセクションの
「サービスはユーザーデータを複数回実行する (p. 679)」を参照してください。

EC2Launch v2 とSysprep
EC2Launch v2 サービスは Sysprep という Microsoft ツールを実行します。このツールを利用すると、再
利用可能でカスタマイズされた Windows AMI を作成できます。EC2Launch v2 は、Sysprep を呼び出す
際、%ProgramData%\Amazon\EC2Launch にあるファイルを使用して実行する操作を決定します。これ
らのファイルは、[EC2Launch 設定] ダイアログボックスを使用して間接的に編集したり、YAML エディタ
やテキストエディタを使用して直接編集したりできます。ただし、一部の高度な設定は [EC2Launch 設定]
ダイアログボックスで利用できないため、これらのエントリは直接編集する必要があります。
インスタンスの設定を更新した後で、そのインスタンスから AMI を作成した場合、その AMI から起動さ
れるすべてのインスタンスには、更新後の新しい設定が適用されます。AMI の作成の詳細については、
「カスタム Windows AMI を作成する (p. 135)」を参照してください。

EC2Launch v2 のトラブルシューティング
このセクションでは、EC2Launch v2 での一般的なトラブルシューティングシナリオ、Windows イベント
ログの表示に関する情報、およびコンソールログの出力とメッセージについて説明します。
トラブルシューティングのトピック
• 一般的なトラブルシューティングのシナリオ (p. 678)
• Windows イベントログ (p. 682)
• EC2Launch v2 コンソールログ出力 (p. 685)

一般的なトラブルシューティングのシナリオ
このセクションでは、一般的なトラブルシューティングのシナリオと解決手順を示します。
シナリオ
• サービスで壁紙を設定できない (p. 678)
• サービスでユーザーデータを実行できない (p. 679)
• サービスはタスクを 1 回だけ実行する (p. 679)
• サービスでタスクを実行できない (p. 679)
• サービスはユーザーデータを複数回実行する (p. 679)
• EC2Launch v2 への移行後、EC2Launch v1 のスケジュールされたタスクが実行されない (p. 680)
• 空ではない EBS ボリュームがサービスによって初期化される (p. 680)
• setWallpaper タスクは有効になっていないものの、再起動時にウォールペーパーがリセットされ
る (p. 680)
• サービスは実行中ステータスでスタックしています (p. 681)
• 無効なagent-config.ymlは EC2Launch v2 設定ダイアログボックスが開くことを防止します (p. 681)
• task:executeScript should be unique and only invoked once (p. 682)

サービスで壁紙を設定できない
解像度
1.

%AppData%\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
\setwallpaper.lnk が存在することを確認します。
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2.

%ProgramData%\Amazon\EC2Launch\log\agent.log をチェックし、エラーが発生したかどう
かを確認します。

サービスでユーザーデータを実行できない
考えられる原因: ユーザーデータを実行する前にサービスが失敗した可能性があります。

解像度
1.

%ProgramData%\Amazon\EC2Launch\state\previous-state.json をチェックします。

2.

boot、network、preReady、postReadyLocalData のすべてが成功とマークされているかどうか
を確認します。

3.

いずれかのステージが失敗した場合は、特定のエラーの %ProgramData%\Amazon\EC2Launch
\log\agent.log を確認します。

サービスはタスクを 1 回だけ実行する
解像度
1.

タスクの頻度を確認します。

2.

サービスが Sysprep 後に実行済みであり、タスクの頻度が once に設定されている場合、タスクは再
度実行されません。

3.

EC2Launch v2 が実行されるたびにタスクを実行する場合は、タスクの頻度を always に設定しま
す。

サービスでタスクを実行できない
解像度
1.

%ProgramData%\Amazon\EC2Launch\log\agent.log の最新のエントリを確認します。

2.

エラーが発生しなかった場合は、"%ProgramFiles%\Amazon\EC2Launch\EC2Launch.exe" run
からサービスを手動で実行し、タスクが成功するかどうかを確認します。

サービスはユーザーデータを複数回実行する
解像度
ユーザーデータは、EC2Launch v1 と EC2Launch v2 では異なる方法で処理されます。persist が true
に設定されている場合、EC2Launch v1 はユーザーデータをインスタンスでスケジュールされたタスクと
して実行します。persist が false に設定されている場合、タスクが再起動して終了したり、実行中に
中断された場合でも、タスクはスケジュールされません。
EC2Launch v2 は、ユーザーデータをエージェントタスクとして実行し、実行状態を追跡します。ユー
ザーデータがコンピュータの再起動を発行した場合、または実行中にユーザーデータが中断された場合、
実行状態は pending として持続し、ユーザーデータは次回のインスタンスの起動時に再び実行されま
す。ユーザーデータスクリプトが複数回実行されないようにするには、スクリプトをべき等にします。
次のべき等スクリプト例では、コンピュータ名を設定し、ドメインに参加します。
<powershell>
$name = $env:computername
if ($name -ne $desiredName) {
Rename-Computer -NewName $desiredName
}
$domain = Get-ADDomain
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if ($domain -ne $desiredDomain)
{
Add-Computer -DomainName $desiredDomain
}
$telnet = Get-WindowsFeature -Name Telnet-Client
if (-not $telnet.Installed)
{
Install-WindowsFeature -Name "Telnet-Client"
}
</powershell>
<persist>false</persist>

EC2Launch v2 への移行後、EC2Launch v1 のスケジュールされたタスクが実行されない
解像度
移行ツールは、EC2Launch v1 スクリプトにリンクされているスケジュールされたタスクを検出しない
ため、EC2Launch v2 のタスクは自動的にセットアップされません。タスクを設定するには、agentconfig.yml (p. 667) ファイルを編集するか、EC2Launch v2 設定ダイアログボックス (p. 655)を使
用します。例えば、インスタンスのタスクが InitializeDisks.ps1 を実行するようにスケジュール
されている場合は、移行ツールを実行した後、EC2Launch v2 の設定ダイアログボックスで、初期化する
ボリュームを指定する必要があります。EC2Launch v2 設定ダイアログボックスを使用して設定を変更す
る (p. 655) の手順については、ステップ 6 を参照してください。

空ではない EBS ボリュームがサービスによって初期化される
解像度
ボリュームが初期化される前に、EC2Launch v2 は、そのボリュームにデータがないこと確認します。ボ
リュームが空でない場合、初期化はスキップされます。空でないことが検出されたボリュームは初期化さ
れません。ボリュームの最初の 4 KiB が空の場合、またはボリュームに Windows を認識できるドライブ
レイアウトがない場合、ボリュームは空と見なされます。Linux システムで初期化およびフォーマットさ
れたボリュームには、Windows を認識できるドライブレイアウト (MBR や GPT など) がありません。し
たがって、それは空とみなされ、初期化されます。このデータを保持する場合、EC2Launch v2 による空
ドライブの検出には頼らないでください。代わりに、EC2Launch v2 設定ダイアログボックス (p. 655)
(ステップ 6 を参照) または agent-config.yml (p. 672) で、初期化するボリュームを指定します。

setWallpaper タスクは有効になっていないものの、再起動時にウォールペーパーがリセットさ
れる
setWallpaper タスクは、既存の (Default User を除く) 各ユーザーのスタートアップフォルダ内に、
ショートカットファイル setwallpaper.lnk を作成します。このショートカットファイルは、ユーザー
がインスタンスの起動後に初めてログインしたときに実行されます。インスタンス属性を表示するカス
タム壁紙があるインスタンスが設定されます。この setWallpaper タスクを削除しても、このショート
カットファイルは削除されません。このファイルは手動で削除するか、スクリプトを使用して削除する必
要があります。
ショートカットパスは次のとおりです。
$env:SystemDrive/Users/<user>/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/
Startup/setwallpaper.lnk

解像度
このファイルを手動で削除するか、スクリプトを使用して削除します。
ショートカットファイルを削除する PowerShell スクリプトの例
foreach ($userDir in (Get-ChildItem "C:\Users" -Force -Directory).FullName)
{
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$startupPath = Join-Path $userDir -ChildPath "AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
Menu\Programs\Startup"
if (Test-Path $startupPath)
{
$wallpaperSetupPath = Join-Path $startupPath -ChildPath "setwallpaper.lnk"
if (Test-Path $wallpaperSetupPath)
{
Remove-Item $wallpaperSetupPath -Force -Confirm:$false
}
}

}

サービスは実行中ステータスでスタックしています
説明
• sysprep (p. 665) や reset (p. 664) など、ブロッキングモードで実行されるコマンドは、以下のよう
な出力によりブロックされます。
PS C:\Program Files\Amazon\EC2Launch> .\EC2Launch.exe sysprep -c -s
'sysprep' command running in blocking mode.
service is still running...checking again in '5.000000' seconds
service is still running...checking again in '5.000000' seconds
service is still running...checking again in '5.000000' seconds
service is still running...checking again in '5.000000' seconds

• EC2Launch は、以下のようなログ (agent.log) でブロックされます。
2022-02-24 08:08:58 Info:
*****************************************************************************************
2022-02-24 08:08:58 Info: EC2Launch Service starting
2022-02-24 08:08:58 Info: Windows event custom log exists: Amazon EC2Launch
2022-02-24 08:08:58 Info: ACPI SPCR table not supported. Bailing Out
2022-02-24 08:08:58 Info: Serial port is in use. Waiting for Serial Port...
2022-02-24 08:09:00 Info: ACPI SPCR table not supported. Bailing Out
2022-02-24 08:09:02 Info: ACPI SPCR table not supported. Bailing Out
2022-02-24 08:09:04 Info: ACPI SPCR table not supported. Bailing Out
2022-02-24 08:09:06 Info: ACPI SPCR table not supported. Bailing Out

考えられる原因
SAC が有効化され、シリアルポートを使用しています。詳細については、「SAC を使用して Windows イ
ンスタンスをトラブルシューティングする」を参照してください。
解像度
この問題を解決するには、以下の手順を実行します。
• このシリアルポートを使用しているサービスを、無効にします。
• サービスでこのシリアルポートを引き続き使用する場合は、起動エージェントタスクを実行するカスタ
ムスクリプトを作成し、スケジュールされたタスクとして起動します。

無効なagent-config.ymlは EC2Launch v2 設定ダイアログボックスが開くことを防止します
説明
EC2Launch v2 設定は、ダイアログボックスを開く前に agent-config.yml ファイルの解析を試みま
す。YAML 設定ファイルがサポートされているスキーマに準拠しない場合、ダイアログボックスに次のエ
ラーが表示されます。
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Unable to parse configuration file agent-config.yml. Review configuration file.
Exiting application.

解像度
1.

設定ファイルが [supported schema] (p. 668) (サポートされているスキーマ) に準拠していることを
検証します。

2.

最初から始めたい場合は、デフォルトの設定ファイルを agent-config.yml にコピーします。「タ
スク設定セクション」に提供されている サンプル agent-config.yml (p. 676) を使用できます。

3.

agent-config.yml を削除して最初からやり直すこともできます。EC2Launch v2 設定は空の設定
ファイルを生成します。

task:executeScript should be unique and only invoked once
説明
同じステージでタスクを繰り返すことはできません。
解像度
一部のタスクは、executeScript (p. 670) と executeProgram (p. 670) などの配列として入力する必要が
あります。スクリプトを配列として書き込む方法の一例については、executeScript (p. 670)を参照してく
ださい。

Windows イベントログ
EC2Launch v2 は、サービスの開始、Windows の準備完了、さらにタスクの成否などの重要なイベントに
関する Windows イベントログを発行します。イベント識別子は、特定のイベントを一意に識別します。各
イベントには、ステージ、タスク、レベル情報、説明が含まれます。イベント識別子を使用して、特定の
イベントのトリガーを設定できます。
イベント識別子は、イベントに関する情報を提供し、いくつかのイベントを一意に識別します。イベント
ID の最下位桁は、イベントの重大度を示します。
イベント

最下位桁

Success

. . .0

Informational

. . .1

Warning

. . .2

Error

. . .3

サービスの開始時または停止時に生成されるサービスに関するイベントには、1 桁のイベント識別子が含
まれます。
イベント

1 桁の識別子

Success

0

Informational

1

Warning

2

Error

3
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EC2LaunchService.exe イベントのイベントメッセージは、Service: から始まりま
す。EC2Launch.exe イベントのイベントメッセージは、Service: で始まるものではありません。
4 桁のイベント ID には、イベントのステージ、タスク、重大度に関する情報が含まれます。
トピック
• イベント ID 形式 (p. 683)
• イベント ID の例 (p. 683)
• Windows イベントログのスキーマ (p. 684)

イベント ID 形式
次の表に EC2Launch v2 でのイベント識別子の形式を示します。
3

21

0

S

T

L

表内の文字と数字は、次のイベントタイプと定義を表します。
イベントタイプ

定義

S (ステージ)

0 - サービスレベルのメッセージ
1 - Boot
2 - Network
3 - PreReady
5 - Windows is Ready
6 - PostReady
7 - User Data

T (タスク)

対応する 2 つの値で表されるタスクは、ステージ
ごとに異なります。イベントの詳細なリストを表
示するには、「Windows イベントログのスキー
マ (p. 684)」を参照してください。

L (イベントのレベル)

0 - 成功
1 - 情報
2 - 警告
3 - エラー

イベント ID の例
イベント ID の例を次に示します。
• 5000 - Windows の使用準備完了
• 3010 - PreReady ステージの Windows のアクティブ化タスクが成功しました
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• 6013 - PostReady ローカルデータステージの壁紙の設定タスクでエラーが発生しました

Windows イベントログのスキーマ
メッセージ ID/イベント ID

イベントメッセージ

. . .0

Success

. . .1

Informational

. . .2

Warning

. . .3

Error

x

EC2Launch service-level logs

0

EC2Launch service exited successfully

1

EC2Launch service informational logs

2

EC2Launch service warning logs

3

EC2Launch service error logs

10

Replace state.json with previousstate.json

100

Serial Port

200

Sysprep

300

PrimaryNic

400

Metadata

x000

Stage (1 digit), Task (2 digits),
Status (1 digit)

1000

Boot

1010

Boot - extend_root_partition

2000

Network

2010

Network - add_routes

3000

PreReady

3010

PreReady - activate_windows

3020

PreReady - install_egpu_manager

3030

PreReady - set_monitor_on

3040

PreReady - set_hibernation

3050

PreReady - set_admin_account

3060

PreReady - set_dns_suffix

3070

PreReady - set_wallpaper
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メッセージ ID/イベント ID

イベントメッセージ

3080

PreReady - set_update_schedule

3090

PreReady - output_log

3100

PreReady - enable_open_ssh

5000

Windows is Ready to use

6000

PostReadyLocalData

7000

PostReadyUserData

6010/7010

PostReadyLocal/UserData set_wallpaper

6020/7020

PostReadyLocal/UserData set_update_schedule

6030/7030

PostReadyLocal/UserData - set_hostname

6040/7040

PostReadyLocal/UserData execute_program

6050/7050

PostReadyLocal/UserData execute_script

6060/7060

PostReadyLocal/UserData manage_package

6070/7070

PostReadyLocal/UserData initialize_volume

6080/7080

PostReadyLocal/UserData - write_file

6090/7090

PostReadyLocal/UserData - start_ssm

7100

PostReadyUserData - enable_open_ssh

6110/7110

PostReadyLocal/UserData enable_jumbo_frames

EC2Launch v2 コンソールログ出力
このセクションには、サンプルの EC2Launch v2 コンソールログ出力が含まれており、EC2Launch v2 コ
ンソールログエラーメッセージのうち、問題のトラブルシューティングに役立つものを一覧表示していま
す。
出力
• EC2Launch v2 コンソールログ出力 (p. 685)
• EC2Launch v2 コンソールログメッセージ (p. 686)

EC2Launch v2 コンソールログ出力
以下に示しているのは、サンプルの EC2Launch v2 コンソールログ出力です。
2020/08/13 17:25:12Z: Windows is being configured. SysprepState=IMAGE_STATE_UNDEPLOYABLE
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2020/08/13 17:27:44Z: Windows is being configured. SysprepState=IMAGE_STATE_UNDEPLOYABLE
2020/08/13 17:28:02Z: Windows sysprep configuration complete.
2020/08/13 17:28:03Z: Message: Waiting for meta-data accessibility...
2020/08/13 17:28:03Z: Message: Meta-data is now available.
2020/08/13 17:28:03Z: AMI Origin Version: 2020.07.15
2020/08/13 17:28:03Z: AMI Origin Name: EC2LaunchV2_Preview-Windows_Server-2012_R2_RTMEnglish-Full-Base
2020/08/13 17:28:03Z: OS: Microsoft Windows NT 6.3.9600
2020/08/13 17:28:03Z: OsVersion: 6.3
2020/08/13 17:28:03Z: OsProductName: Windows Server 2012 R2 Standard
2020/08/13 17:28:03Z: OsBuildLabEx: 9600.19761.amd64fre.winblue_ltsb.200610-0600
2020/08/13 17:28:03Z: OsCurrentBuild: 9600
2020/08/13 17:28:03Z: Language: en-US
2020/08/13 17:28:03Z: TimeZone: GMT
2020/08/13 17:28:03Z: Offset: UTC +0000
2020/08/13 17:28:03Z: Launch: EC2 Launch v2.0.0
2020/08/13 17:28:03Z: AMI-ID: ami-1a2b3c4d
2020/08/13 17:28:03Z: Instance-ID: i-1234567890abcdef0
2020/08/13 17:28:03Z: Instance Type: t2.nano
2020/08/13 17:28:07Z: Driver: AWS PV Driver Package v8.3.3
2020/08/13 17:28:07Z: RDPCERTIFICATE-SUBJECTNAME: EC2AMAZ-A1B2C3D
2020/08/13 17:28:07Z: RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT: A1B2C3D4E5
2020/08/13 17:28:12Z: SSM: Amazon SSM Agent v2.3.842.0
2020/08/13 17:28:13Z: Username: Administrator
2020/08/13 17:28:13Z: Password: <Password>
A1B2C3D4E5F6G7H8I9J10K11L12M13N14O15P16Q17
</Password>
2020/08/13 17:28:13Z: Message: Windows is Ready to use

EC2Launch v2 コンソールログメッセージ
以下に示しているのは、すべての EC2Launch v2 コンソールログメッセージのリストです。
Message: Error EC2Launch service is stopping. {error message}
Error setting up EC2Launch agent folders
See instance logs for detail
Error stopping service
Error initializing service
Message: Windows sysprep configuration complete
Message: Invalid administrator username: {invalid username}
Message: Invalid administrator password
Username: {username}
Password: <Password>{encrypted password}</Password>
AMI Origin Version: {amiVersion}
AMI Origin Name: {amiName}
Microsoft Windows NT {currentVersion}.{currentBuildNumber}
OsVersion: {currentVersion}
OsProductName: {productName}
OsBuildLabEx: {buildLabEx}
OsCurrentBuild: {currentBuild}
OsReleaseId: {releaseId}
Language: {language}
TimeZone: {timeZone}
Offset: UTC {offset}
Launch agent: EC2Launch {BuildVersion}
AMI-ID: {amiId}
Instance-ID: {instanceId}
Instance Type: {instanceType}
RDPCERTIFICATE-SUBJECTNAME: {certificate subject name}
RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT: {thumbprint hash}
SqlServerBilling: {sql billing}
SqlServerInstall: {sql patch leve, edition type}
Driver: AWS NVMe Driver {version}
Driver: Inbox NVMe Driver {version}

686

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EC2Launch v2
Driver: AWS PV Driver Package {version}
Microsoft-Hyper-V is installed.
Unable to get service status for vmms
Microsoft-Hyper-V is {status}
SSM: Amazon SSM Agent {version}
AWS VSS Version: {version}
Message: Windows sysprep configuration complete
Message: Windows is being configured. SysprepState is {state}
Windows is still being configured. SysprepState is {state}
Message: Windows is Ready to use
Message: Waiting for meta-data accessibility...
Message: Meta-data is now available.
Message: Still waiting for meta-data accessibility...
Message: Failed to find primary network interface...retrying...

EC2Launch v2 のバージョン履歴
バージョン履歴
• EC2Launch v2 のバージョン履歴 (p. 687)
• EC2Launch v2 移行ツールのバージョン履歴 (p. 689)

EC2Launch v2 のバージョン履歴
次の表で、EC2Launch v2 のリリース済みバージョンについて説明します。
バージョン

詳細

リリース日

2.0.982

• RDP 情報を取得するために再試行ロジックを追加します。

2022 年 10 月
31 日

• d2.8xlarge インスタンスのボリューム初期化中のエラーを修正
します。
• 再起動後に間違ったネットワークアダプターを選択できる問題を
修正します。
• ACPI SPCR が使用できない場合の誤ったアラームエラーメッセー
ジを削除します。
2.0.863

• IMDS 待機ロジックを、IMDSv2 リクエストのみを行うように更新
しています。

2022 年 7 月 6
日

• 既に初期化されているが、マウントされていないボリュームに、
ドライブ文字を割り当てるロジックを追加します。
• キーペアのタイプがサポートされていない場合は、より具体的な
エラーメッセージを出力します。
• 3010 リブートコードのバグを修正しました。
• base64 エンコード後の、無効なユーザーデータのチェックを追加
します。
2.0.698

• スクリプト実行時のログ出力での入力ミスを修正しました。

2022 年 1 月 30
日

2.0.674

• テレメトリは、有効/無効のプライバシーコントロールをアップ
ロードします。

2021 年 11 月
15 日

• index out of bounds バグの修正。
• sysprep 中に壁紙のショートカットを削除します。
2.0.651

• EC2Launch v2 のインストール中にレガシーエージェントをアン
インストールするための、ロジックを追加。
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バージョン

詳細

リリース日

• ルートボリュームがボリューム 0 としてリストされていない場合
に list-volume (CLI) で発生する問題を修正。
2.0.592

• ステージのステータスを正しく報告するようにバグを修正しまし
た。

2021 年 8 月 31
日

• ログファイルが閉じられたときに、誤ったエラーメッセージを削
除します。
• テレメトリーを追加します。
2.0.548

• 16 進数の IP ホスト名の先頭にゼロを追加します。
• enableOpenSsh タスクのファイル許可を修正しました。
• sysprep コマンドのクラッシュが修正されました。

2.0.470

• ネットワークステージで、DHCP がインスタンスに IP を割り当て
るのを待つようバグを修正しました。

2021 年 8 月 4
日

2021 年 7 月 20
日

• SearchList のレジストリキーが存在しない場合の
setDnsSuffix のバグを修正しました。
• setDnsSuffix の DNS デボリューションロジックのバグを修正
しました。
• 中間リブート後にネットワークルートを追加します。
• 既存のボリュームを再レターすることを initializeVolume に
許可します。
• バージョンサブコマンドから余分な情報を削除します。
2.0.285

• デタッチ済みのプロセスでユーザースクリプトを実行するオプ
ションを追加します。

2021 年 3 月 8
日

• レガシーユーザーデータ (XML ユーザーデータ) はここでデタッチ
済みのプロセスで実行し、これは以前の起動エージェントと同様
の挙動です。
• CLI フラグを sysprep および reset コマンドに追加します。こ
れにより、サービスが停止するまでブロックを許可できます。
• config フォルダのアクセス許可を制限します。
2.0.207

• setHostName タスクにオプションの hostName フィールドを追
加します。

2021 年 2 月 2
日

• 再起動のバグを修正します。executeScript タスクを再起動
し、executeProgram が実行中としてマークされます。
• status コマンドにリターンコードを追加します。
• t2.nano インスタンスタイプで実行する場合、スタートアップの
問題を修正するブートストラップサービスを追加します。
• クリーンインストールモードを修正し、インストーラによって追
跡されないファイルを削除します。
2.0.160

• 無効なステージ名を検出する validate コマンドを修正しまし
た。
• addroutesタスクに w32tm resync コマンドを追加しました。
• DNS サフィックスの検索順序が変わる問題を修正しました。
• チェック条件を追加して、無効なユーザーデータをより適切に報
告できるようにしました。
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バージョン

詳細

リリース日

2.0.153

UserData に Sysprep 機能を追加しました。

2020 年 11 月
3日

2.0.146

• 英語以外の AMI での RootExtend の問題を修正します。

2020 年 10 月
6日

• ユーザーグループにログファイルへの書き込みアクセス許可を付
与します。
• GPT ボリューム用の MS 予約済みパーティションを作成します。
• Amazon EC2Launch 設定に list-volumes コマンドとボリュームド
ロップダウンを追加します。
• agent-config.yml ファイルを yaml または json 形式で出力する getagent-config コマンドを追加します。
• パブリックキーが検出されない場合に静的パスワードを消去しま
す。
2.0.124

• 壁紙に OS バージョンを表示するオプションを追加します。
• 暗号化された EBS ボリュームを初期化します。
• ローカル DNS 名のない VPC のルートを追加します。

2.0.104

• DNS サフィックス検索リストが存在しなければ作成します。
• 休止が必要なければスキップします。

2.0.0

初回リリース。

2020 年 9 月 10
日

2020 年 8 月 12
日
2020 年 6 月 30
日

EC2Launch v2 移行ツールのバージョン履歴
次の表に、EC2Launch v2 移行ツールのリリース済みバージョンを示します。
バージョン

詳細

リリース日

1.0.218

• インスタンスメタデータから取得したリージョン値を検証しま
す。

2022 年 9 月 3
日

• 言語パックの移行失敗のバグを修正しました。
• EC2Launch エージェントのバージョン番号を 2.0.863 に上げま
す。
1.0.162

• レガシーエージェントを削除するためのロジックを、EC2Launch
v2 MSI に移動させます。

2022 年 3 月 18
日

• EC2Launch エージェントのバージョン番号を 2.0.698 に上げま
す。
1.0.136

EC2Launch エージェントのバージョン番号を 2.0.651 に上げます。

2021 年 10 月
13 日

1.0.130

EC2Launch エージェントのバージョン番号を 2.0.548 に上げます。

2021 年 8 月 5
日

1.0.113

IMDSv1 の代わりに IMDSv2 を使用する。

2021 年 6 月 4
日

1.0.101

EC2Launch エージェントのバージョン番号を 2.0.285 に上げます。

2021 年 3 月 12
日

689

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EC2Launch

バージョン

詳細

リリース日

1.0.86

EC2Launch エージェントのバージョン番号を 2.0.207 に上げます。

2021 年 2 月 3
日

1.0.76

EC2Launch エージェントのバージョン番号を 2.0.160 に上げます。

2020 年 12 月
4日

1.0.69

EC2Launch エージェントのバージョン番号を 2.0.153 に上げます。

2020 年 11 月
5日

1.0.65

EC2Launch エージェントのバージョン番号を 2.0.146 に上げます。

2020 年 10 月
9日

1.0.60

EC2Launch エージェントのバージョン番号を 2.0.124 に上げます。

2020 年 9 月 10
日

1.0.54

• エージェントがインストールされていなければ EC2Launch v2 を
インストールします。

2020 年 8 月 12
日

• EC2Launch エージェントのバージョン番号を 2.0.104 に上げま
す。
• SSM Agent を疎結合化します。
1.0.50

NuGet の依存関係を削除します。

2020 年 8 月 10
日

1.0.0

初回リリース。

2020 年 6 月 30
日

EC2Launch を使用した Windows インスタンスの設定
EC2Launch は、Windows Server 2016 および 2019の AMI で EC2Config サービスを置き換えた
Windows PowerShell スクリプトのセットです。Windows Server 2022 は、すべてのサポートされている
Windows Server バージョンの最新の起動サービスである EC2Launch v2 (p. 644) を使用します。これ
は、EC2Config と EC2Launch の両方を置き換えます。
目次
• EC2Launch タスク (p. 690)
• テレメトリ (p. 691)
• EC2Launch の最新バージョンのインストール (p. 692)
• EC2Launch のバージョンを確認します。 (p. 693)
• EC2Launch のディレクトリ構造 (p. 693)
• EC2Launch の設定 (p. 693)
• EC2Launch バージョン履歴 (p. 696)

EC2Launch タスク
EC2Launch は最初のインスタンスの起動中に、デフォルトで以下のタスクを実行します。
• インスタンスに関する情報をレンダリングする新しい壁紙を設定します。
• コンピュータ名を設定します。
• Amazon EC2 コンソールにインスタンス情報を送信します。
• EC2 コンソールに RDP 証明書のサムプリントを送信します。
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• 管理者アカウントに、ランダムなパスワードを設定します。
• DNS サフィックスを追加します。
• オペレーティングシステムパーティションを動的に拡張して、未使用の領域が含まれるようにします。
• ユーザーデータを実行します (指定された場合)。ユーザーデータを指定する方法については、「インス
タンスユーザーデータの使用 (p. 813)」を参照してください。
• メタデータサービスと AWS KMS サーバーに到達するために永続的な静的ルートを設定します。

Important
このインスタンスからカスタム AMI を作成している場合、これらのルートは OS 設定の一部と
してキャプチャされます。また、AMI から起動された新しいインスタンスは、サブネットの位
置に関係なく、同じルートを保持します。ルートを更新するには、「カスタム AMI の起動時に
Server 2016 以降のメタデータ/KMS ルートを更新する (p. 146)」を参照してください。
以下のタスクは、EC2Config サービスとの下位互換性を維持するために役立ちます。また、起動中にこれ
らのタスクを実行するように EC2Launch を設定することもできます。
• セカンダリ EBS ボリュームを初期化します。
• EC2 コンソールのログに Windows イベントログを送信します。
• Windows の使用準備ができている旨のメッセージを EC2 コンソールに送信します。
Windows Server 2019 の詳細については、Microsoft.com にある「Compare Features in Windows Server
Versions (Windows Server 各バージョンの機能の比較)」を参照してください。

テレメトリ
テレメトリは、AWSを使用して、要件の理解を深め、問題を診断し、AWSのサービスのユーザーエクスペ
リエンスを向上するのに役立つ追加情報です。
EC2Launch バージョン 1.3.2003498 およびそれ以降のバージョンは、使用状況指標やエラーなどのテ
レメトリを収集します。このデータは、EC2Launch が実行される Amazon EC2 インスタンスから収集さ
れます。これには、AWSによって所有されるすべての Windows AMI が含まれます。
EC2Launch では、以下のテレメトリを収集しています。
• 使用状況の情報— エージェントのコマンド、インストール方法、スケジュールされた実行頻度。
• エラーと診断情報— エージェントのインストールと実行エラーコード。
収集されるデータの例：
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15

21:44:12Z:
21:44:12Z:
21:44:12Z:
21:44:12Z:
21:44:12Z:
21:44:12Z:

EC2LaunchTelemetry:
EC2LaunchTelemetry:
EC2LaunchTelemetry:
EC2LaunchTelemetry:
EC2LaunchTelemetry:
EC2LaunchTelemetry:

IsAgentScheduledPerBoot=true
IsUserDataScheduledPerBoot=true
AgentCommandCode=1
AgentCommandErrorCode=5
AgentInstallCode=2
AgentInstallErrorCode=0

テレメトリーはデフォルトでは有効になっています。テレメトリ収集はいつでも無効にできます。テレメ
トリが有効な場合、EC2Launch は、追加の顧客通知なしでテレメトリデータを送信します。
テレメトリを有効または無効にするかの選択が収集されます。
テレメトリの収集は、オプトインまたはオプトアウトできます。テレメトリのオプトインまたはオプトア
ウトの選択は、ユーザーのテレメトリオプションを確実に遵守するために収集されます。
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テレメトリー可視性
テレメトリが有効な場合、Amazon EC2 コンソールの出力に次のように表示されます。
2021/07/15 21:44:12Z: Telemetry: <Data>

インスタンスでのテレメトリの無効化
システム環境変数を設定してテレメトリを無効にするには、管理者として次のコマンドを実行します。
setx /M EC2LAUNCH_TELEMETRY 0

インストール中にテレメトリを無効にするには、次のように install.ps1 を実行します。
. .\install.ps1 -EnableTelemetry:$false

EC2Launch の最新バージョンのインストール
インスタンスで最新バージョンの EC2Launch をダウンロードしてインストールするには、次の手順を使
用します。

最新バージョンの EC2Launch をダウンロードしてインストールするには
1.

2.

インスタンスで EC2Launch をすでにインストールして設定している場合は、EC2Launch 設定ファ
イルのバックアップを作成します。インストールプロセスでは、このファイルに変更内容が保存さ
れません。デフォルトでは、このファイルは C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch
\Config ディレクトリにあります。
EC2-Windows-Launch.zip をインスタンス上のディレクトリにダウンロードします。

3.

install.ps1 を EC2-Windows-Launch.zip のダウンロード先と同じディレクトリにダウンロードしま
す。

4.

install.ps1 を実行する

5.

EC2Launch 設定ファイルのバックアップを作成する場合は、同ファイルを C:\ProgramData
\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config ディレクトリにコピーします。

PowerShell を使用して最新バージョンの EC2Launch をダウンロードしてインストールするには
インスタンスで EC2Launch をすでにインストールして設定している場合は、EC2Launch 設定ファイルの
バックアップを作成します。インストールプロセスでは、このファイルに変更内容が保存されません。デ
フォルトでは、このファイルは C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config ディレク
トリにあります。
PowerShell を使用して EC2Launch の最新バージョンをインストールするには、PowerShell ウィンドウか
ら次のコマンドを実行します。
mkdir $env:USERPROFILE\Desktop\EC2Launch
$Url = "https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/EC2Launch/latest/EC2-WindowsLaunch.zip"
$DownloadZipFile = "$env:USERPROFILE\Desktop\EC2Launch\" + $(Split-Path -Path $Url -Leaf)
Invoke-WebRequest -Uri $Url -OutFile $DownloadZipFile
$Url = "https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/EC2Launch/latest/install.ps1"
$DownloadZipFile = "$env:USERPROFILE\Desktop\EC2Launch\" + $(Split-Path -Path $Url -Leaf)
Invoke-WebRequest -Uri $Url -OutFile $DownloadZipFile
& $env:USERPROFILE\Desktop\EC2Launch\install.ps1

C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch をチェックしてインストールを確認します。
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EC2Launch のバージョンを確認します。
インストールされている EC2Launch のバージョンを確認するには、次の Windows PowerShell コマンド
を使用します。
PS C:\> Test-ModuleManifest -Path "C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Module
\Ec2Launch.psd1" | Select Version

EC2Launch のディレクトリ構造
EC2Launch はデフォルトでは、Windows Server 2016 以降の AMI のルートディレクトリ C:
\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch にインストールされます。

Note
Windows では、デフォルトで C:\ProgramData 以下のファイルとフォルダは非表示になりま
す。EC2Launch のディレクトリとファイルを表示するには、Windows エクスプローラーにパス
を入力するか、フォルダのプロパティを変更して、非表示のファイルとフォルダを表示する必要
があります。
Launch ディレクトリには以下のサブディレクトリがあります。
• Scripts — EC2Launch を構成する PowerShell スクリプトが格納されます。
• Module — Amazon EC2 関連するスクリプトを構築するためのモジュールが格納されます。
• Config — カスタマイズ可能なスクリプト設定ファイルが格納されます。
• Sysprep — Sysprep リソースが格納されます。
• Settings — Sysprep グラフィカルユーザーインターフェイスのアプリケーションが格納されます。
• Library - EC2 起動エージェントの共有ライブラリが含まれています。
• Logs — スクリプトによって生成されたログファイルが格納されます。
すべての EC2Launch ディレクトリは、次の例外を除き、C:\ProgramData からアクセス許可を継承しま
す。
• C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Module\Scripts — このフォルダは、作成時に
C:\ProgramData からすべての初期アクセス許可を継承しますが、ディレクトリ内の通常のユーザー
の CreateFiles へのアクセス権は削除されます。

EC2Launch の設定
インスタンスが最初に初期化された後で、EC2Launch を再実行し、別の起動タスクを実行するよう
EC2Launch を設定できます。
タスク
• 初期化タスクの設定 (p. 693)
•
•
•
•

EC2Launch が起動ごとに実行されるようスケジュールします (p. 694)
ドライブの初期化とドライブ文字のマッピング (p. 695)
EC2 コンソールへの Windows イベントログの送信 (p. 696)
正常に起動した後の Windows の準備が完了した旨のメッセージの送信 (p. 696)

初期化タスクの設定
次の初期化タスクを有効または無効にするには、LaunchConfig.json ファイルで設定を指定します。
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• コンピュータ名を設定します。
• モニターを常にオンにするように設定します。
• 新しい壁紙を設定します。
• DNS サフィックス一覧を追加します。
• ブートボリュームサイズを拡大します。
• 管理者パスワードを設定します。

初期設定を行うには
1.

設定するインスタンスで、C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config
\LaunchConfig.json ファイルをテキストエディタで開きます。

2.

必要に応じて次の設定を更新し、変更を保存します。adminPasswordtype が Specify である場合
のみ、adminPasswordにパスワードを入力します。
{

}

"setComputerName": false,
"setMonitorAlwaysOn": true,
"setWallpaper": true,
"addDnsSuffixList": true,
"extendBootVolumeSize": true,
"handleUserData": true,
"adminPasswordType": "Random | Specify | DoNothing",
"adminPassword": "password that adheres to your security policy (optional)"

パスワードの種類は次のとおりです。
Random
EC2Launch は、ユーザーのキーを使用してパスワードを生成し、暗号化します。この設定はイン
スタンス起動後に無効になるため、インスタンスを再起動したり、停止して起動した場合でもパ
スワードは保持されます。
Specify
EC2Launch は、adminPassword で指定したパスワードを使用します。指定したパスワードが
システム要件を満たさない場合は、代わりに EC2Launch によってランダムなパスワードが生成
されます。このパスワードはクリアテキストとして LaunchConfig.json に保存され、Sysprep
で管理者パスワードが設定されると削除されます。EC2Launch は、ユーザーのキーを使用してパ
スワードを暗号化します。
DoNothing
EC2Launch は、unattend.xml ファイルで指定したパスワードを使用します。unattend.xml
でパスワードを指定しない場合、管理者アカウントは無効になります。
3.

Windows PowerShell で次のコマンドを実行し、Windows のスケジュールされたタスクとしてスクリ
プトの実行をスケジュールします。スクリプトは次回の起動時に 1 回のみ実行され、以降、これらの
タスクは再実行されなくなります。
PS C:\> C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 Schedule

EC2Launch が起動ごとに実行されるようスケジュールします
最初の起動だけでなく、起動ごとに実行されるように EC2Launch をスケジュールすることができます。
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EC2Launch を起動ごとに実行するには。
1.

Windows PowerShell を開き、次のコマンドを実行します。
PS C:\> C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 SchedulePerBoot

2.

または、次のコマンドを使用して、実行可能ファイルを実行します。
PS C:\> C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Settings\Ec2LaunchSettings.exe

次に、Run EC2Launch on every boot を選択します。You can specify that your EC2 インスタン
スを Shutdown without Sysprep または Shutdown with Sysprep に指定できます。

Note
起動のたびに EC2Launch が実行されるように設定した場合は、次回 EC2Launch が実行される際
に以下のことが行われます。
• 依然として AdminPasswordType に Random が設定されている場合、EC2Launch は次の起動
時に新しいパスワードを生成します。起動後、AdminPasswordType は自動的に DoNothing
に設定されます。これにより、以後の起動時に EC2Launch が新しいパスワードを生成しない
ようにします。EC2Launch が初回起動時に新しいパスワードを生成しないようにするには、再
起動する前に、AdminPasswordType に DoNothing を手動で設定します。
• ユーザーデータの HandleUserData が false に設定されていない限り、persist は true
に設定されます。ユーザーデータのスクリプトの詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイ
ドの「ユーザーデータスクリプト」を参照してください。

ドライブの初期化とドライブ文字のマッピング
ドライブ文字を EC2 インスタンスのボリュームにマッピングするに
は、DriveLetterMappingConfig.json ファイルで設定を指定します。このスクリプトは、初期化お
よびパーティション化されていないドライブを初期化します。

ドライブ文字をボリュームにマッピングするには
1.
2.

テキストエディタで C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config
\DriveLetterMappingConfig.json ファイルを開きます。
次のボリューム設定を指定し、変更を保存します。
{

}

3.

"driveLetterMapping": [
{
"volumeName": "sample volume",
"driveLetter": "H"
}
]

Windows PowerShell を開き、次のコマンドを使用して、ディスクを初期化する EC2Launch スクリプ
トを実行します。
PS C:\> C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeDisks.ps1

インスタンスが起動するたびにディスクを初期化するには、-Schedule フラグを次のように追加し
ます。
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PS C:\> C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeDisks.ps1 -Schedule

EC2 コンソールへの Windows イベントログの送信
EC2 コンソールログに Windows イベントログを送信するには、EventLogConfig.json ファイルで設定
を指定します。

Windows イベントログを送信するよう設定を指定するには
1.

インスタンスで、C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config
\EventLogConfig.json ファイルをテキストエディタで開きます。

2.

次のログ設定を行い、変更を保存します。
{

}

3.

"events": [
{
"logName": "System",
"source": "An event source (optional)",
"level": "Error | Warning | Information",
"numEntries": 3
}
]

Windows PowerShell で次のコマンドを実行し、Windows のスケジュールされたタスクとして、イン
スタンスが起動されるたびにスクリプトの実行がスケジュールされるようにします。
PS C:\> C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\SendEventLogs.ps1 -Schedule

ログが EC2 コンソールログに表示されるまでには、3 分以上かかる場合があります。

正常に起動した後の Windows の準備が完了した旨のメッセージの送信
EC2Config サービスは、起動するたびに、Windows の準備が完了した旨のメッセージを EC2 コンソール
に送信しました。EC2Launch は最初の起動後に、このメッセージを送信します。EC2Config サービスと
の下位互換性のため、毎回の起動後にこのメッセージを送信するよう EC2Launch をスケジュールできま
す。インスタンスで Windows PowerShell を開き、次のコマンドを実行します。システムは、Windows の
スケジュールされたタスクとして実行するようスクリプトをスケジュールします。
PS C:\> C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\SendWindowsIsReady.ps1 -Schedule

EC2Launch バージョン履歴
Windows Server 2016 で開始する Windows AMI には、EC2Launch と呼ばれる一連の Windows
Powershell スクリプトが含まれます。EC2Launch は最初のインスタンスの起動中にタスクを実行しま
す。Windows AMI に含まれる EC2Launch のバージョンについては、「AWS Windows AMI (p. 32)」を参
照してください。
最新バージョンの EC2Launch をダウンロードしてインストールするには、「EC2Launch の最新バージョ
ンのインストール (p. 692)」を参照してください。
次の表は、EC2Launch のリリース済みバージョンについて説明しています。バージョン 1.3.610 以降の
バージョン形式は変更されていることに注意してください。
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リリース日

1.3.2003857

• プライマリネットワークアダプタが選択された場合に、デフォル
トゲートウェイのあるアダプタを優先します。

2022 年 10 月
3日

• インメモリのパスワード暗号化を拡張しました。
1.3.2003824

• setComputerName 中のエラーを修正しました。
• BYOL 請求コードが検出された場合に Windows のアクティベー
ションをスキップするロジックを追加しました。
• メモリ内パスワードの暗号化を追加しました。
• m6id.4xlarge でのボリューム初期化中のエラーを修正しまし
た。

1.3.2003691

• IMDSv2 リクエストのみを行うように IMDS 待機ロジックを更新
しました。

2022 年 8 月 30
日

2022 年 6 月 21
日

• eGPU のインストールに影響するバグを修正しました。
1.3.2003639

• 初期化前の使用を防ぐため、ネットワークアダプタの待機ロジッ
クを追加しました。

2022 年 5 月 10
日

• 小さな問題を修正しました。
1.3.2003498

• テレメトリが追加されました。
• 設定 UI へのショートカットを追加しました。
• PowerShell スクリプトをフォーマットしました。
• BeforeSysprep.cmd が完了する前にシャットダウンが発生する問
題を修正しました。

2022 年 1 月 31
日

1.3.2003411

パスワード生成ロジックを変更して、複雑さの低いパスワードを除
外するようにしました。

2021 年 8 月 4
日

1.3.2003364

IMDSv2 サポート付の Install-EgpuManager を更新。

2021 年 6 月 2
日

1.3.2003312

• setMonitorAlwaysOn 設定の前後にログ行を追加。

2021 年 5 月 4
日

• コンソールログに AWS Nitro Enclaves パッケージバージョンを追
加。
1.3.2003284

ユーザデータを保存する場所を LocalAppData に更新することで、 2021 年 3 月 23
日
アクセス許可モデルを改善しました。

1.3.2003236

• Set-AdminAccount および RandomizeLocalAdminPassword でのユーザーパスワードの設定方法を更
新しました。
• 書き込み可能に設定する前に、ディスクが読み取り専用に設定さ
れているかどうかをチェックする InitializeDisks を修正しま
した。

2021 年 2 月 11
日

1.3.2003210

install.ps1 のローカライゼーションを修正しました。

2021 年 1 月 7
日

1.3.2003205

%ProgramData%AmazonEC2-WindowsLaunchModuleScripts
ディレクトリのアクセス許可を更新するための install.ps1 に対
するセキュリティ修正。

2020 年 12 月
28 日

1.3.2003189

ルートを追加した後に w32tm resync が追加されました。

2020 年 12 月
4日
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1.3.2003155

インスタンスタイプ情報を更新しました。

2020 年 8 月 25
日

1.3.2003150

コンソール出力に OsCurrentBuild と OsReleaseId を追加しま
した。

2020 年 4 月 22
日

1.3.2003040

IMDS バージョン 1 のフォールバックロジックを修正しました。

2020 年 4 月 7
日

1.3.2002730

IMDS V2 のサポートを追加しました。

2020 年 3 月 3
日

1.3.2002240

小さな問題を修正しました。

2019 年 10 月
31 日

1.3.2001660

Sysprep の初回実行後にパスワードなしのユーザーの自動ログイン
問題を修正しました。

2019 年 7 月 2
日

1.3.2001360

小さな問題を修正しました。

2019 年 3 月 27
日

1.3.2001220

すべての PowerShell スクリプトが署名されています。

2019 年 2 月 28
日

1.3.2001200

InitializeDisks.ps1 で、Microsoft Windows Server フェイルオーバー
クラスタ内のノードでスクリプトを実行すると、ドライブ文字が
ローカルドライブ文字と一致するリモートノード上のドライブが
フォーマットされるという問題を修正しました。

2019 年 2 月 27
日

1.3.2001160

Windows 2019 の壁紙が表示されない問題を修正しました。

2019 年 2 月 22
日

1.3.2001040

• ACPI の問題を解決するためにモニターをオフにしないように設定
するためのプラグインを追加しました。

2019 年 1 月 21
日

• SQL Server のエディションとバージョンがコンソールに書き込ま
れます。
1.3.2000930

ipv6 有効 ENI でメタデータへのルートの追加を修正しました。

2019 年 1 月 2
日

1.3.2000760

• ENA デバイス用の RSS および受信キュー設定のデフォルト設定
を追加しました。

2018 年 12 月
5日

• Sysprep 中の休止状態を無効化しました。
1.3.2000630

• DNS サーバーに ルート 169.254.169.253/32 を追加しました。

2018 年 11 月
9日
• 管理者ユーザー設定のフィルターを追加しました。
• インスタンスを休止状態にするための改善。
• 起動ごとに EC2Launch を実行するようにスケジュールオプション
が追加されました。

1.3.2000430.0

• AMZN タイムサービスにルート 169.254.169.123/32 を追加
• GRID ライセンスにルート 169.254.169.249/32 を追加
• Systems Manager を開始しようとするときのタイムアウト 25 秒
を追加。
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1.3.200039.0

• EBS NVMe ボリュームが一時的なものとしてマークされる問題を
修正。

2018 年 8 月 15
日

• NVME ドライバーのバージョンの追加ログを追加。
1.3.2000080

小さな問題を修正しました。

1.3.610

出力およびエラーがユーザーデータからファイルにリダイレクトさ
れる問題を修正しました。

1.3.590

• 表示されないインスタンスタイプを壁紙に追加しました。
• ドライブ文字のマッピングとディスクの設置に関する問題を修正
しました。

1.3.580

• ウェブのリクエストに対してデフォルトのシステムプロキシ設定
を使用するように Get-Metadata を修正しました。
• ディスクの初期化に NVMe の特殊なケースを追加しました。
• 小さな問題を修正しました。

1.3.550

シャットダウンなしで Sysprep を有効化する -NoShutdown オプ
ションを追加しました。

1.3.540

小さな問題を修正しました。

1.3.530

小さな問題を修正しました。

1.3.521

小さな問題を修正しました。

1.3.0

• コンピュータ名の変更に伴う 16 進数の長さの問題を修正しまし
た。
• コンピュータ名の変更に伴って起こる場合がある再起動ループを
修正しました。
• 壁紙設定の問題を修正しました。

1.2.0

• インストールされているオペレーティングシステム (OS) に関する
情報を EC2 システムログに情報を表示するための更新。
• EC2Launch および SSM Agent のバージョンを EC2 システムログ
に表示するための更新。
• 小さな問題を修正しました。

1.1.2

• ENA ドライバー情報を EC2 システムログに表示するための更
新。
• プライマリ NIC フィルタロジックから Hyper-V を除外するための
更新。
• KMS のアクティブ化のレジストリキー内に AWS KMS サーバーお
よびポートを追加しました。
• 複数のユーザー用に壁紙設定を改善しました。
• 永続的なストアからのルートをクリアするための更新。
• DNS サフィックスリストのアベイラビリティーゾーンから z を削
除するための更新。
• ユーザーデータの <runAsLocalSystem> タグの問題に対処するた
めの更新。

1.1.1

初回リリース。
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EC2Config サービスを使用した Windows インスタン
スの設定
Windows Server 2022 の最新の起動サービスは EC2Launch v2 (p. 644) です。これは、EC2Config と
EC2Launch の両方を置き換えます。
Windows Server 2012 R2 以前用の Windows AMI には、EC2Config サービス (EC2Config.exe) というオ
プションのサービスが含まれています。EC2Config は、インスタンスが起動し、起動時にタスクを実行し
たとき、およびインスタンスを停止または開始するたびに起動します。オンデマンドでタスクを実行させ
ることもできます。タスクには自動的に有効化されるものもありますが、手動で有効化しなければならな
いものもあります。使用は任意ですが、このサービスは他の手段では利用できない高度な機能を提供しま
す。このサービスは LocalSystem アカウントで実行されます。

Note
EC2Launch は Windows Server 2016 および 2019 の Windows AMI の EC2Config を置き換えまし
た。詳細については、EC2Launch を使用した Windows インスタンスの設定 (p. 690) を参照し
てください。すべてのサポートされている Windows Server バージョンの最新の起動サービスは
EC2Launch v2 (p. 644) です。これは、EC2Config と EC2Launch の両方を置き換えます。
EC2Config は設定ファイル群を使って操作を制御します。設定ファイル群に変更を加えるには、GUI
ツールを使うか、XML ファイルを直接編集します。サービスのバイナリおよびその他のファイル
は、%ProgramFiles%\Amazon\EC2ConfigService ディレクトリに格納されています。
コンテンツ
• EC2Config タスク (p. 700)
• EC2Config の最新バージョンのインストール (p. 701)
• EC2Config の停止、再起動、削除、アンインストール (p. 703)
• EC2Config および AWS Systems Manager (p. 704)
• EC2Config と Sysprep (p. 704)
• EC2 サービスプロパティ (p. 704)
• EC2Config の設定ファイル (p. 708)
• EC2Config Service サービスのプロキシ設定の構成 (p. 712)
• EC2Config バージョン履歴 (p. 714)
• EC2Config サービスに関する問題のトラブルシューティング (p. 727)

EC2Config タスク
EC2Config は、インスタンスの初回起動時に複数の初期起動タスクを実行し、その後、それらを無効にし
ます。これらのタスクを再び実行するには、ユーザーが明示的に有効化した後でインスタンスをシャット
ダウンするか、手動で Sysprep を実行する必要があります。初回起動時のタスクには以下のものがありま
す。
• 管理者アカウントに、ランダムに生成した暗号化パスワードを設定する
• リモートデスクトップに使用されるホスト証明書を生成しインストールする
• オペレーティングシステムパーティションを動的に拡張して、未使用の領域が含まれるようにします。
• 指定されたユーザーデータ (および、インストールされていれば Cloud-Init) を実行します。ユーザー
データを指定する方法については、「インスタンスユーザーデータの使用 (p. 813)」を参照してくださ
い。
EC2Config は、インスタンスが起動するたびに次のタスクを実行します。
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• 16 進数表記のプライベート IP アドレスと一致するようにコンピュータのホスト名を変更する (このタス
クはデフォルトでは無効になっているので、このタスクを有効にしてインスタンスの起動時に実行する
必要があります)。
• key management server (AWS KMS) を設定し、Windows アクティベーションのステータスを確認し
て、必要に応じて Windows のアクティベーションを行う。
• すべての Amazon EBS ボリュームおよびインスタンスストアボリュームをマウントし、ボリューム名を
ドライブ文字にマップします。
• イベントログエントリをコンソールに出力し、トラブルシューティングに役立てる (このタスクはデ
フォルトでは無効になっているので、このタスクを有効にしてインスタンスの起動時に実行する必要が
あります)。
• コンソールに Windows の準備が完了した旨の通知を出力する
• 単数または複数の NIC がアタッチされているとき、プライマリネットワークアダプターにカスタムルー
トを追加して、IP アドレス 169.254.169.250、169.254.169.251、および 169.254.169.254 を
有効にします。これらのアドレスは Windows ライセンス認証が使用し、またユーザーがインスタンスの
メタデータにアクセスする際にも使用します。

Note
Windows OS が IPv4 を使用するように設定されている場合は、これらの IPv4 リンクロー
カルアドレスを使用できます。Windows OS が IPv4 ネットワークプロトコルスタックを
無効にし、代わりに IPv6 を使用する場合は、[fd00:ec2::240] と 169.254.169.250
の代わりに 169.254.169.251 を追加します。次に、[fd00:ec2::254] の代わりに
169.254.169.254 を追加します。
EC2Config は、ユーザーがログインするたびに以下のタスクを実行します。
• デスクトップ背景に壁紙情報を表示する
インスタンスの実行中、ユーザーは EC2Config にリクエストを送信して以下のタスクをオンデマンドで実
行させることができます。
• Sysprep を実行し、インスタンスをシャットダウンして、ユーザーがそこから AMI を作成できるよう
にする 詳細については、Sysprep を使用して標準化された Amazon マシンイメージ (AMI) を作成す
る (p. 139) を参照してください。

EC2Config の最新バージョンのインストール
EC2Config サービスは、Windows Server 2016 より前の AMI にデフォルトで含まれています。EC2Config
サービスが更新されると、AWS からの新しい Windows AMI には最新バージョンのサービスが含まれま
す。ただし、EC2Config の最新バージョンを使用して、独自の Windows AMI とインスタンスを更新する
必要があります。

Note
EC2Launch は、Windows Server 2016 および 2019の AMI の EC2Config を置き換えます。詳
細については、EC2Launch を使用した Windows インスタンスの設定 (p. 690) を参照して
ください。すべてのサポートされている Windows Server バージョンの最新の起動サービスは
EC2Launch v2 (p. 644) です。これは、EC2Config と EC2Launch の両方を置き換えます。
EC2Config 更新の通知を受け取る方法については、「EC2Config サービス通知のサブスクライ
ブ (p. 727)」を参照してください。各バージョンの変更については、「EC2Config バージョン履
歴 (p. 714)」を参照してください。

開始する前に
• .NET Framework 3.5 SP1以上を使用していることを確認します。
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• デフォルトでは、セットアップによってインストール時に設定ファイルがデフォルト設定ファイルに置
き換えられ、インストールが完了すると EC2Config サービスが再開されます。EC2Config サービス設定
を変更した場合は、config.xml ディレクトリの %Program Files%\Amazon\Ec2ConfigService
\Settings ファイルをコピーします。EC2Config サービスを更新したら、このファイルを復元して設
定の変更を維持することができます。
• お使いの EC2Config のバージョンが 2.1.19 より前で、バージョン 2.2.12 以前をインストールする場合
は、まずバージョン 2.1.19 をインストールする必要があります。バージョン 2.1.19 をインストールす
るには、EC2Install_2.1.19.zip をダウンロードして解凍した後、EC2Install.exe を実行します。

Note
EC2Config のバージョンがバージョン 2.1.19 よりも古く、2.3.313 もしくはそれより新しい
バージョンをインストールする場合は、最初に バージョン 2.1.19 をインストールせずに直接イ
ンストールできます。

EC2Config のバージョンの確認
インストールされている EC2Config をインスタンスで確認するには、次の手順を使用します。

インストールされている EC2Config のバージョンを確認するには
1.

AMI からインスタンスを起動して接続します。

2.

コントロールパネルから [Program and Features] を選択します。

3.

インストールされたプログラムのリストで Ec2ConfigService を探します。バージョン番号は
[Version] 列に表示されています。

EC2Config の更新
インスタンスで最新バージョンの EC2Config をダウンロードしてインストールするには、次の手順を使用
します。

EC2Config の最新バージョンをダウンロードしてインストールするには
1.

EC2Config インストーラをダウンロードして解凍します。

2.

EC2Install.exe を実行します。オプションの完全なリストについては、EC2Install オプション
を指定して /? を実行してください。デフォルトでは、セットアップによってプロンプトが表示され
ます。プロンプトを表示せずにコマンドを実行するには、/quiet オプションを使用します。

Important
保存した config.xml ファイルのカスタム設定を保持するには、EC2Install オプション
を指定して /norestart を実行し、設定を復元した後、手動で EC2Config サービスを再開
します。
3.

EC2Config バージョン 4.0 以降を実行している場合は、Microsoft サービススナップインからインスタ
ンスの SSM Agent を再起動する必要があります。

Note
更新された EC2Config バージョン情報は、インスタンスを再起動または停止して開始するま
で、インスタンスのシステムログまたは Trusted Advisor チェックに表示されません。
PowerShell を使用して最新バージョンの EC2Config のダウンロードとインストールを行うには
PowerShell を使用して EC2Config の最新バージョンをダウンロード、解凍、インストールするに
は、PowerShell ウィンドウから次のコマンドを実行します。
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$Url = "https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/EC2Config/EC2Install.zip"
$DownloadZipFile = "$env:USERPROFILE\Desktop\" + $(Split-Path -Path $Url -Leaf)
$ExtractPath = "$env:USERPROFILE\Desktop\"
Invoke-WebRequest -Uri $Url -OutFile $DownloadZipFile
$ExtractShell = New-Object -ComObject Shell.Application
$ExtractFiles = $ExtractShell.Namespace($DownloadZipFile).Items()
$ExtractShell.NameSpace($ExtractPath).CopyHere($ExtractFiles)
Start-Process $ExtractPath
Start-Process `
-FilePath $env:USERPROFILE\Desktop\EC2Install.exe `
-ArgumentList "/S"

Ec2ConfigService ディレクトリの C:\Program Files\Amazon\ をチェックしてインストールを確
認します。

EC2Config の停止、再起動、削除、アンインストール
EC2Config は他の通常のサービスと同じように管理できます。
更新した設定をインスタンスに適用するには、サービスをいったん停止してから再起動しま
す。EC2Config を手動でインストールするには、サービスをいったん停止する必要があります。

EC2Config サービスを停止するには
1.

Windows インスタンスを起動して接続します。

2.

[Start] メニューで [Administrative Tools] にカーソルを重ね、[Services] をクリックします。

3.

サービス一覧から EC2Config を右クリックして [Stop] を選択します。

EC2Config サービスを再開するには
1.

Windows インスタンスを起動して接続します。

2.

[Start] メニューで [Administrative Tools] にカーソルを重ね、[Services] をクリックします。

3.

サービス一覧から EC2Config を右クリックして [Restart] を選択します。

構成設定を更新したり、独自の AMI を作成したり、AWS Systems Manager を使用する必要がなければ、
このサービスは削除してアンインストールできます。サービスを削除するとレジストリのサブキーも削除
されます。サービスをアンインストールすると、ファイル、レジストリのサブキー、サービスへのショー
トカット (ある場合) が削除されます。

EC2Config サービスを削除するには
1.

コマンドプロンプトウィンドウを起動します。

2.

次のコマンドを実行します。
sc delete ec2config

EC2Config をアンインストールするには
1.

Windows インスタンスを起動して接続します。

2.

[Start] メニューから [Control Panel] をクリックします。

3.

[Programs and Features] をダブルクリックします。

4.

プログラム一覧から EC2ConfigService を選択して、[Uninstall] をクリックします。
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EC2Config および AWS Systems Manager
EC2Config サービスは、2016 年 11 月以前に発行された Windows Server 2016 より前のバージョンの
Windows Server で AMI から作成されたインスタンスに対する Systems Manager リクエストを処理しま
す。
2016 年 11 月以降に発行された Windows Server 2016 より前のバージョンの Windows Server で AMI か
ら作成されたインスタンスには、EC2Config サービスおよび SSM Agent が含まれます。EC2Config は
前述のすべてのタスクを実行し、SSM Agent は Run Command やステートマネージャーなどの Systems
Manager 機能に対するリクエストを処理します。
Run Command を使用して既存のインスタンスをアップグレードし、最新バージョンの EC2Config サービ
スおよび SSM Agent を使用できます。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「Run
Command を使用した SSM Agent の更新」を参照してください。

EC2Config と Sysprep
EC2Config サービスは Sysprep という Microsoft ツールを実行します。このツールを利用すると、再
利用可能なカスタマイズされた Windows AMI を作成できます。EC2Config は、Sysprep を呼び出す
際、%ProgramFiles%\Amazon\EC2ConfigService\Settings のファイルを使用して、実行する操作
を決定します。このファイル群を編集するには、[Ec2 Service Properties] ダイアログボックスで間接的に
行うか、XML エディタまたはテキストエディタで直接行います。ただし一部の高度な設定は [Ec2 Service
Properties] ダイアログボックスで利用できないため、変更するにはファイルを直接編集する必要がありま
す。
インスタンスの設定を更新した後で、そのインスタンスから AMI を作成した場合、その AMI から起動さ
れるすべてのインスタンスには、更新後の新しい設定が適用されます。AMI の作成の詳細については、
「カスタム Windows AMI を作成する (p. 135)」を参照してください。

EC2 サービスプロパティ
[Ec2 Service Properties] ダイアログボックスを使って各種設定を有効化または無効化する手順を以下に説
明します。

[Ec2 Service Properties] ダイアログボックスを使用して設定を変更するには
1.

Windows インスタンスを起動して接続します。

2.

[Start] メニューから [All Programs] をクリックし、次に [EC2ConfigService Settings] をクリックしま
す。
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3.

[Ec2 Service Properties] ダイアログボックスの [General] タブで、次の設定の有効/無効を切り替える
ことができます。
コンピュータ名の設定
この設定が有効になっている場合 (デフォルトでは無効になっている)、起動のたびにホスト名が
現在の内部 IP アドレスと比較されます。ホスト名と内部 IP アドレスが一致しない場合は、ホス
ト名がリセットされ、ホスト名に内部 IP アドレスが含まれます。その後、システムが再起動して
新しいホスト名が取得されます。独自のホスト名を設定するには、また既存のホスト名が変更さ
れないようにするには、この設定を有効にしないでください。
[User Data]
ユーザーデータの実行により、スクリプトをインスタンスのメタデータに指定できます。デフォ
ルトでは、これらのスクリプトは最初の起動時に実行されます。また、次回の再起動時やインス
タンスの起動時、またはインスタンスの再起動時やインスタンスの起動時に実行するように設定
することもできます。
大きいスクリプトがある場合は、ユーザーデータを使ってスクリプトをダウンロードして実行す
ることをお勧めします。
詳細については、ユーザーデータの実行 (p. 788) を参照してください。
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[Event Log]
この設定を使用して、起動時にイベントログエントリをコンソールに表示し、監視とデバッグを
容易にします。
[Settings] をクリックすると、コンソールに出力するログエントリにフィルタを指定できます。デ
フォルトのフィルタは、システムイベントログから 3 つの最新エラーエントリをコンソールに出
力します。
[Wallpaper Information]
この設定を使用して、システム情報をデスクトップの背景に表示します。以下はデスクトップの
背景に表示される情報のサンプルです。

デスクトップの背景に表示される情報は、設定ファイル (EC2ConfigService\Settings
\WallpaperSettings.xml) で制御されます。
休止を有効にする
この設定を使用して、EC2 からオペレーティングシステムに休止を実行するように通知すること
ができます。
4.

[Storage] タブをクリックします。有効化または無効化できる設定は以下のとおりです。
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[Root Volume]
この設定は、ディスク 0／ボリューム 0 が未使用の領域を含むように、動的に拡張します。独自
のサイズを指定したルートデバイスボリュームからインスタンスを起動するときに便利です。
[Initialize Drives]
この設定は、インスタンスの起動中に、インスタンスにアタッチされた全ボリュームのフォー
マットとマウントを行います。
[Drive Letter Mapping]
システムは、インスタンスにアタッチされたボリュームにドライブ文字をマッピングしま
す。Amazon EBS ボリュームの場合、デフォルトでは D: から Z: のドライブ文字が割り当て
られます。インスタンスストアボリュームの場合、デフォルトはドライバーにより異なりま
す。AWSPV ドライバーと Citrix PV ドライバーは、インスタンスストアボリュームに Z: から A:
の順番でドライブ文字を割り当てます。Red Hat ドライバーは、インスタンスストアボリューム
に D: から Z: の順番でドライブ文字を割り当てます。
ボリュームのドライブ文字を選択するには、[Mappings] をクリックします。[DriveLetterSetting]
ダイアログボックスで、[ボリューム名] と [ドライブ文字] の値をボリュームごとに指定した後、
[適用] をクリックし、[OK] をクリックします。中間付近のアルファベットのドライブ文字など、
使用されている可能性が高いドライブ文字と競合しないドライブ文字を選択することをお勧めし
ます。
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ドライブ文字のマッピングを指定して、指定したボリューム名の 1 つと同じラベルを持つボ
リュームをアタッチすると、EC2Config は指定したドライブ文字をそのボリュームに自動的に割
り当てます。ただし、ドライブ文字がすでに使用されている場合、ドライブ文字のマッピングは
失敗します。EC2Config は、ドライブ文字のマッピングを指定したときにマウント済みだったボ
リュームのドライブ文字を変更しません。
5.

設定をいったん保存して後で作業を再開するには、[OK] をクリックして [Ec2 Service Properties] ダイ
アログボックスを閉じます。インスタンスの設定が終了し、そのインスタンスから AMI を作成する場
合は、Sysprep を使用して標準化された Amazon マシンイメージ (AMI) を作成する (p. 139) を参照し
てください。

EC2Config の設定ファイル
設定ファイルは、EC2Config サービスの操作をコントロールします。これらのファイルは、C:\Program
Files\Amazon\Ec2ConfigService\Settings ディレクトリにあります。
• ActivationSettings.xml - キーマネージメントサーバー (AWS KMS) を使用した製品のアクティブ
化を制御します。
• AWS.EC2.Windows.CloudWatch.json — CloudWatch に送信するパフォーマンスカウンタと
CloudWatch Logs に送信するログを制御します。
• BundleConfig.xml — EC2Config が AMI 作成のために instance store-backed インスタンスを準備す
る方法を制御します。
• Config.xml — 主要な設定を制御します。
• DriveLetterConfig.xml — ドライブ文字のマッピングを制御します。
• EventLogConfig.xml — インスタンスの起動中、コンソールに表示されるイベントログ情報を制御し
ます。
• WallpaperSettings.xml — デスクトップの背景に表示される情報を制御します。

ActivationSettings.xml
このファイルは製品のアクティベーションを制御する設定を含みます。Windows の起動時に、EC2Config
サービスは Windows がライセンス認証済みかどうかを確認します。Windows が既にアクティブ化されて
いる場合、指定された AWS KMS サーバーを探すことで Windows のアクティブ化を試みます。
• SetAutodiscover – AWS KMS を自動検出するかどうかを示します。
• TargetKMSServer - AWS KMS のプライベート IP アドレスを保存します。AWS KMS はユーザーのイ
ンスタンスと同じリージョンに存在する必要があります。
• DiscoverFromZone — 指定された DNS ゾーンで AWS KMS サーバーを探します。
• ReadFromUserData — UserData から AWS KMS サーバーを取得します。
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• LegacySearchZones — 指定された DNS ゾーンで AWS KMS サーバーを探します。
• DoActivate — このセクションで指定された設定を用いてアクティベーションを試みます。この値は
true または false となります。
• LogResultToConsole — 結果をコンソールに出力します。

BundleConfig.xml
このファイルは、EC2Config が AMI 作成のインスタンスを準備する方法を制御する設定を含みます。
• AutoSysprep — Sysprep を自動で使用するかどうかを示します。Sysprep を使用には、値を Yes に変
更します。
• SetRDPCertificate — リモートデスクトップサーバーに自己署名証明書を設定します。これによ
り、RDP で安全にインスタンスに接続できます。新しいインスタンスに証明書が必要な場合は、値を
Yes に変更します。
この設定は、Windows Server 2008 および Windows Server 2012 のインスタンスでは使用されません。
これらのインスタンス自身が証明書を生成できるからです。
• SetPasswordAfterSysprep — 新しく起動したインスタンスにランダムなパスワードを設定し、ユー
ザー起動キーで暗号化し、暗号化されたパスワードをコンソールに出力します。新しいインスタンスに
暗号化されたランダムなパスワードを自動的に設定しない場合は、この設定の値を No に変更します。

Config.xml
プラグイン
• Ec2SetPassword — 暗号化されたランダムなパスワードを、インスタンスを起動するたびに新しく生
成します。この機能は、最初の起動以後デフォルトで無効化されますので、同じインスタンスを再起動
してもユーザーが設定したパスワードが変更されることはありません。引き続きインスタンスを起動す
るたびにパスワードを生成するには、この設定を Enabled に変更します。
インスタンスから AMI を作成する予定がある場合、この設定は重要になります。
• Ec2SetComputerName — インスタンスのホスト名を、インスタンスの IP アドレスに基づく一意の名
前に設定した後、インスタンスを再起動します。独自のホスト名を設定するには、また既存のホスト名
が変更されないようにするには、この設定を無効にする必要があります。
• Ec2InitializeDrives — 起動時にすべてのボリュームの初期化とフォーマットを行います。この機
能は、デフォルトでご利用になれます。
• Ec2EventLog — コンソールにイベントログのエントリを表示します。デフォルトでは、System イベ
ントログから 3 つの最新エラーエントリが表示されます。表示するイベントログのエントリを指定する
には、EventLogConfig.xml ディレクトリにある EC2ConfigService\Settings ファイルを編集
します。このファイル内の設定について詳しくは、MSDN ライブラリの Eventlog Key を参照してくだ
さい。
• Ec2ConfigureRDP — ユーザーがリモートデスクトップを使ってインスタンスに安全にアクセスできる
よう、自己署名証明書を設定します。Windows Server 2008 および Windows Server 2012 では独自の証
明書が生成されるため、これらのインスタンスでは、この機能が無効化されています。
• Ec2OutputRDPCert — ユーザーがサムプリントと照合できるよう、リモートデスクトップの証明書情
報をコンソールに表示します。
• Ec2SetDriveLetter — ユーザーが定義した設定に基づき、ドライブ文字をマウントされたボリュー
ムに割り当てます。デフォルトでは、Amazon EBS ボリュームがインスタンスにアタッチされている場
合、ドライブ文字を使ってそのインスタンスにマウントできます。ドライブ文字のマッピングを指定す
るには、DriveLetterConfig.xml ディレクトリにある EC2ConfigService\Settings ファイルを
編集します。
• Ec2WindowsActivate — プラグインは Windows のライセンス認証を処理します。このプラグインは
Windows がライセンス認証されたかどうかをチェックします。アクティブ化されていない場合は、AWS
KMS クライアントの設定を更新し、Windows をアクティブ化します。

709

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EC2Config サービス

AWS KMS 設定を変更するには、EC2ConfigService\Settings ディレクトリにある
ActivationSettings.xml ファイルを編集します。
• Ec2DynamicBootVolumeSize — ディスク 0/ボリューム 0 が未使用の領域を含むように拡張します。
• Ec2HandleUserData— Sysprep が実行された後初めてインスタンスが起動するときに、ユーザーが作
成したスクリプトを作成し実行します。script タグでラップされたコマンドはバッチファイルに保存さ
れ、PowerShell タグでラップされたコマンドは .ps1 ファイルに保存されます (EC2 サービスの [プロパ
ティ] ダイアログボックスの [User Data] チェックボックスに対応)。
• Ec2ElasticGpuSetup — インスタンスが Elastic GPU に関連付けられている場合は、Elastic GPU ソ
フトウェアパッケージをインストールします。
• Ec2FeatureLogging — Windows の機能のインストールとそのサービスの状態をコンソールに送信し
ます。Microsoft Hyper-V 機能、およびその vmms サービスでのみサポートされます。
グローバル設定
• ManageShutdown — Sysprep の実行中に、instance store-backed AMI から起動したインスタンスが終
了しないようにします。
• SetDnsSuffixList — ネットワークアダプタの DNS サフィックスを Amazon EC2 に設定します。こ
れにより、完全修飾ドメイン名がなくても、Amazon EC2 で実行中のサーバーの DNS 解決が可能にな
ります。
• WaitForMetaDataAvailable — メタデータにアクセスできるようになり、ネットワークが利用可能
になるまで、EC2Config サービスが起動処理を続行しないようにします。これにより、EC2Config はア
クティベーションのメタデータや他のプラグインから情報を取得できるようになります。
• ShouldAddRoutes — 複数の NIC がアタッチされているとき、プライマリネットワークアダプタにカ
スタムルートを追加して、IP アドレス 169.254.169.250、169.254.169.251、および 169.254.169.254 を
有効にする。これらのアドレスは Windows ライセンス認証が使用し、またユーザーがインスタンスのメ
タデータにアクセスする際にも使用します。
• RemoveCredentialsfromSyspreponStartup — 次回のサービスの開始時に Sysprep.xml から管
理者パスワードを削除します。パスワードを保存しておくためには、この設定を編集します。

DriveLetterConfig.xml
このファイルは、ドライブ文字のマッピングを制御する設定を含みます。デフォルトでは、ボリュームに
は使用可能な任意のドライブ文字がマッピングされる可能性があります。次のようにして、ボリュームに
特定のドライブ文字をマウントできます。
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<DriveLetterMapping>
<Mapping>
<VolumeName></VolumeName>
<DriveLetter></DriveLetter>
</Mapping>
. . .
<Mapping>
<VolumeName></VolumeName>
<DriveLetter></DriveLetter>
</Mapping>
</DriveLetterMapping>

• VolumeName — ボリュームラベル。例えば、My Volume と指定します。インスタンスストレージボ
リュームのマッピングを指定するには、Temporary Storage X というラベルを使用します。このと
き、X は 0 ～ 25 の数字です。
• DriveLetter — ドライブ文字。例えば、M: と指定します。ドライブ文字がすでに使用されている場
合はマッピングが失敗します。
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EventLogConfig.xml
このファイルは、インスタンスの起動中、コンソールに表示されるイベントログ情報を制御する設定を含
みます。デフォルトでは、System イベントログから 3 つの最新エラーエントリが表示されます。
• Category — 監視するイベントログキー。
• ErrorType — イベントタイプ (Error、Warning、Information など)。
• NumEntries — このカテゴリに格納されるイベントの数。
• LastMessageTime — 同じメッセージが何度もプッシュされることを防ぐため、サービスがメッセージ
をプッシュするたびにこの値が更新されます。
• AppName — イベントログを記録したイベントソースまたはアプリケーション。

WallpaperSettings.xml
このファイルは、デスクトップの背景に表示される情報を制御する設定を含みます。デフォルトでは、次
の情報が表示されます。
• Hostname — コンピュータ名が表示されます。
• Instance ID — インスタンスの ID を表示します。
• Public IP Address — インスタンスのパブリック IP アドレスを表示します。
• Private IP Address — インスタンスのプライベート IP アドレスを表示します。
• Availability Zone — インスタンスが実行しているアベイラビリティーゾーンを表示します。
• Instance Size — インスタンスのタイプを表示します。
• Architecture — PROCESSOR_ARCHITECTURE 環境変数の設定を表示します。
エントリを削除すると、デフォルトで表示された任意の情報を削除できます。次のようにして、表示する
追加インスタンスメタデータを指定できます。
<WallpaperInformation>
<name>display_name</name>
<source>metadata</source>
<identifier>meta-data/path</identifier>
</WallpaperInformation>

次のようにして、表示する追加システム環境変数を指定できます。
<WallpaperInformation>
<name>display_name</name>
<source>EnvironmentVariable</source>
<identifier>variable-name</identifier>
</WallpaperInformation>

InitializeDrivesSettings.xml
このファイルには、EC2Config によるドライブの初期化方法を制御する設定が含まれています。
デフォルトで、EC2Config はオペレーティングシステムと共にオンライン状態にならなかったドライブを
初期化します。プラグインは次のようにカスタマイズできます。
<InitializeDrivesSettings>
<SettingsGroup>setting</SettingsGroup>
</InitializeDrivesSettings>

ドライブの初期化方法を指定するには、設定グループを使用してください。
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FormatWithTRIM
ドライブのフォーマット中に TRIM コマンドが有効になります。ドライブのフォーマットと初期化が
完了した後、システムは TRIM 設定を復元します。
EC2Config バージョン 3.18 以降、TRIM コマンドはデフォルトでディスクフォーマットの操作中に無
効になります。これにより、フォーマット時間が短縮されます。EC2Config バージョン 3.18 以降の
ディスクフォーマット操作中に TRIM を有効にするには、この設定を使用します。
FormatWithoutTRIM
ドライブのフォーマット時に TRIMを コマンドを無効にして、Windows でのフォーマット時間を短縮
します。ドライブのフォーマットと初期化が完了した後、システムは TRIM 設定を復元します。
DisableInitializeDrives
新しいドライブのフォーマットを無効にします。ドライブを手動で初期化するには、この設定を使用
します。

EC2Config Service サービスのプロキシ設定の構成
EC2Config サービス は、AWS SDK for .NET、system.net 要素、または Microsoft グループポリシーと
Internet Explorer のいずれかを使用してプロキシを介して通信するように設定できます。ユーザー名とパ
スワードを指定できるという点で、AWS SDK for .NET を使用する方法が推奨されます。
方法
• AWS SDK for .NET(優先) を使用したプロキシ設定の構成 (p. 712)
• system.net エレメントを使用したプロキシ設定の構成 (p. 713)
• Microsoft Group Policy と Microsoft Internet Explorer を使用したプロキシ設定の構成 (p. 713)

AWS SDK for .NET(優先) を使用したプロキシ設定の構成
ファイルに proxy エレメントを指定することで、EC2Config サービスのプロキシ設定を構成できま
す。Ec2Config.exe.config詳細については、AWS SDK for .NET の設定ファイルリファレンスをご参
照ください。

Ec2Config.exe.config の proxy エレメントを指定するには
1.

プロキシを介して通信するように EC2Config サービスを構成するインスタンスの
Ec2Config.exe.config ファイルを編集します。デフォルトでは、このファイルは
%ProgramFiles%\Amazon\Ec2ConfigService ディレクトリにあります。

2.

次の aws エレメントを configSections に追加します。これを既存の sectionGroups には追加
しないでください。
EC2Config バージョン 3.17 以前の場合
<configSections>
<section name="aws" type="Amazon.AWSSection, AWSSDK"/>
</configSections>

EC2Config バージョン 3.18 以降の場合
<configSections>
<section name="aws" type="Amazon.AWSSection, AWSSDK.Core"/>
</configSections>
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3.

次の aws エレメントを Ec2Config.exe.config ファイルに追加します。
<aws>
<proxy
host="string value"
port="string value"
username="string value"
password="string value" />
</aws>

4.

変更を保存します。

system.net エレメントを使用したプロキシ設定の構成
ファイルの system.net エレメントにプロキシ設定を指定できます。Ec2Config.exe.config詳細につ
いては、MSDN の「defaultProxy 要素 (ネットワーク設定)」を参照してください。

Ec2Config.exe.config の system.net エレメントを指定するには
1.

プロキシを介して通信するように EC2Config サービスを構成するインスタンスの
Ec2Config.exe.config ファイルを編集します。デフォルトでは、このファイルは
%ProgramFiles%\Amazon\Ec2ConfigService ディレクトリにあります。

2.

defaultProxy エントリを system.net に追加します。詳細については、MSDN の「defaultProxy
要素 (ネットワーク設定)」を参照してください。
例えば、次の設定では、プロキシを迂回するメタデータとライセンストラフィックを除くすべてのト
ラフィックが、現在 Internet Explorer 用に設定されているプロキシを使用するようにルーティングさ
れています。
<defaultProxy>
<proxy usesystemdefault="true" />
<bypasslist>
<add address="169.254.169.250"
<add address="169.254.169.251"
<add address="169.254.169.254"
<add address="[fd00:ec2::250]"
<add address="[fd00:ec2::254]"
</bypasslist>
</defaultProxy>

3.

/>
/>
/>
/>
/>

変更を保存します。

Microsoft Group Policy と Microsoft Internet Explorer を使用したプロキシ設定の
構成
EC2Config サービスは、ローカルシステムのユーザーアカウントで動作します。インスタンスのグループ
ポリシー設定を変更した後で、このアカウントのインスタンス全体のプロキシ設定を Internet Explorer で
指定できます。

グループポリシーと Internet Explorer を使用してプロキシ設定を構成するには
1.

プロキシを介して通信するように EC2Config サービスを構成するインスタンスで、管理者としてコマ
ンドプロンプトを開き、「gpedit.msc」と入力して Enter キーを押します。

2.

ローカル グループ ポリシー エディターで、[ローカル コンピュータ ポリシー] の [コンピュータの構
成]、[管理用テンプレート]、[Windows コンポーネント]、[Internet Explorer] の順に選択します。

3.

右のペインで、[コンピュータ別にプロキシを設定する (ユーザー別ではなく)] を選択し、[ポリシー設
定の編集] を選択します。
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4.

[有効] を選択し、[適用] を選択します。

5.
6.
7.
8.
9.

Internet Explorer を開き、[ツール] ボタンを選択します。
[インターネット オプション] を選択し、[接続] タブを選択します。
[LAN の設定] を選択します。
[プロキシ サーバー] の [LAN にプロキシ サーバーを使用する] を選択します。
アドレスとポート情報を指定し、[OK] を選択します。

EC2Config バージョン履歴
Windows Server 2016 以前の Windows AMI には、Config サービス (EC2Config.exeEC2) というオプ
ションのサービスが含まれています。EC2Config は、インスタンスが起動し、起動時にタスクを実行した
とき、およびインスタンスを停止または開始するたびに起動します。Windows AMI に含まれる EC2Config
のバージョンについては、「AWS Windows AMI (p. 32)」を参照してください。
EC2Config サービスの新しいバージョンがリリースされたときには、通知を受け取ることができます。詳
細については、EC2Config サービス通知のサブスクライブ (p. 727) を参照してください。
次の表は、EC2Config のリリース済みバージョンについて説明しています。SSM Agentの更新の詳細につ
いては、「Systems Manager SSM Agent のリリースノート」を参照してください。
バージョン

詳細

リリース日

4.9.4588

• IMDSv2 リクエストのみを行うように IMDS 待機ロジックを更新
しました。

2022 年 5 月 31
日

• libec2launch.dll 起動エージェント共有ライブラリを追加しまし
た。
• SSM エージェント 3.1.1188.0 の新しいバージョン
4.9.4556

• 使用前の NIC に対し完全な初期化を行うための待機ロジックを追
加しました。

2022 年 3 月 1
日

• 新しいバージョンの Log4Net 2.0.14.0 では、セキュリティパッチ
が取得されます。
• 新しいバージョンの SSM Agent 3.1.1045.0 では、セキュリティ
パッチが取得されます。
4.9.4536

• Temp フォルダがない場合にユーザーデータがクラッシュする問
題を修正しました。

2022 年 1 月 31
日

• SSM Agent の新しいバージョン 3.1.804.0。
4.9.4508

• diskpart スクリプトのパスを正しく計算できるように問題を修正。 2021 年 10 月
6日
• SSM Agent の新しいバージョン 3.1.338.0。

4.9.4500

• IMDS v2 のサポートによってInstall-EgpuManagerConfigを
更新します。

2021 年 9 月 7
日

• httpsを使用するようにWebリンクを更新しました。
• 新しいバージョンの SSM Agent (3.1.282.0)
4.9.4419

• IMDS バージョン 1 のフォールバックロジックを修正しました
• Windows の一時ディレクトリのすべての使用状況を EC2Config 一
時ディレクトリに更新
• SSM Agent の新しいバージョン 3.0.1124.0

4.9.4381

• EC2ConfigUpdater で SSM ドキュメントスキーマバージョン 2.2
のサポートを追加しました
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バージョン

詳細

リリース日

• コンソールログに AWS Nitro Enclaves パッケージバージョンを追
加。
• SSM Agent の新しいバージョン 3.0.529.0
4.9.4326

• 設定 UI のすべてのリンクを削除しました
• Windows Server 2008 をサポートする最後の EC2Config バージョ
ンです。

4.9.4279

• Ec2ConfigMonitor スケジュールされたタスクに関連するセ
キュリティ問題の修正

2021 年 3 月 3
日
2020 年 12 月
11 日

• ドライブ文字マッピングの問題と不正確な一時ディスク数の修正
• コンソール出力への OsCurrentBuild と OsReleaseId の追加
• 新しいバージョンの SSM Agent (2.3.871.0)
4.9.4222

• IMDS バージョン 1 のフォールバックロジックを修正しました
• 新しいバージョンの SSM Agent (2.3.842.0)

4.9.4122

• IMDS v2 のサポートを追加しました
• 新しいバージョンの SSM Agent (2.3.814.0)

4.9.3865

2020 年 4 月 7
日
2020 年 3 月 4
日

• メタルインスタンスの Windows Server 2008 R2 の COM ポートを 2019 年 10 月
検出する問題を修正しました
31 日
• 新しいバージョンの SSM Agent (2.3.722.0)

4.9.3519

• 新しいバージョンの SSM Agent (2.3.634.0)

2019 年 6 月 18
日

4.9.3429

• 新しいバージョンの SSM Agent 2.3.542.0

2019 年 4 月 25
日

4.9.3289

• 新しいバージョンの SSM Agent 2.3.444.0

2019 年 2 月 11
日

4.9.3270

• ACPI の問題を解決するためにモニターをオフにしないように設定
するためのプラグインを追加しました

2019 年 1 月 22
日

• SQL Server のエディションとバージョンがコンソールに書き込ま
れます
• 新しいバージョンの SSM Agent 2.3.415.0
4.9.3230

• 機能に合わせてドライブ文字のマッピングの説明が更新されまし
た

2019 年 1 月 10
日

• 新しいバージョンの SSM Agent 2.3.372.0
4.9.3160

• プライマリ NIC の待機時間の増加
• ENA デバイス用の RSS および受信キュー設定のデフォルト設定
を追加
• Sysprep 中の休止状態を無効化
• 新しいバージョンの SSM Agent 2.3.344.0

2018 年 12 月
15 日

• AWS SDK を 3.3.29.13 にアップグレードしました
4.9.3067

• インスタンスを休止状態にするための改善
• 新しいバージョンの SSM Agent 2.3.235.0
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4.9.3034

• DNS サーバーに ルート 169.254.169.253/32 を追加しました

2018 年 10 月
24 日

• 新しいバージョンの SSM Agent 2.3.193.0
4.9.2986

• すべての EC2Config 関連バイナリに追加された署名
• 新しいバージョンの SSM Agent 2.3.136.0

2018 年 10 月
11 日

4.9.2953

新しいバージョンの SSM Agent (2.3.117.0)

2018 年 10 月
2日

4.9.2926

新しいバージョンの SSM Agent (2.3.68.0)

2018 年 9 月 18
日

4.9.2905

• 新しいバージョンの SSM Agent (2.3.50.0)

2018 年 9 月 17
日

• AMZN タイムサービスにルート 169.254.169.123/32 を追加
• GRID ライセンスにルート 169.254.169.249/32 を追加
• EBS NVMe ボリュームが一時的なものとしてマークされる問題を
修正
4.9.2854

新しいバージョンの SSM Agent (2.3.13.0)

2018 年 8 月 17
日

4.9.2831

新しいバージョンの SSM Agent (2.2.916.0)

2018 年 8 月 7
日

4.9.2818

新しいバージョンの SSM Agent (2.2.902.0)

2018 年 7 月 31
日

4.9.2756

新しいバージョンの SSM Agent (2.2.800.0)

2018 年 6 月 27
日

4.9.2688

新しいバージョンの SSM Agent (2.2.607.0)

2018 年 5 月 25
日

4.9.2660

新しいバージョンの SSM Agent (2.2.546.0)

2018 年 5 月 11
日

4.9.2644

新しいバージョンの SSM Agent (2.2.493.0)

2018 年 4 月 26
日

4.9.2586

新しいバージョンの SSM Agent (2.2.392.0)

2018 年 3 月 28
日

4.9.2565

• 新しいバージョンの SSM Agent (2.2.355.0)

2018 年 3 月 13
日

• M5 および C5 インスタンスの問題を修正しました (PV ドライバー
を見つけられない)
• インスタンスタイプ、最新の PV ドライバ、および NVMe ドライ
バのコンソールでのログ記録を追加しました。
4.9.2549

新しいバージョンの SSM Agent (2.2.325.0)

2018 年 3 月 8
日

4.9.2461

新しいバージョンの SSM Agent (2.2.257.0)

2018 年 2 月 15
日

4.9.2439

新しいバージョンの SSM Agent (2.2.191.0)

2018 年 2 月 6
日
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4.9.2400

新しいバージョンの SSM Agent (2.2.160.0)

2018 年 1 月 16
日

4.9.2327

• 新しいバージョンの SSM Agent (2.2.120.0)

2018 年 1 月 2
日

• Amazon EC2 ベアメタルインスタンスに COM ポート検出を追加
• Amazon EC2 ベアメタルインスタンスに Hyper-V のステータスロ
グを追加
4.9.2294

新しいバージョンの SSM Agent (2.2.103.0)

2017 年 12 月
4日

4.9.2262

新しいバージョンの SSM Agent (2.2.93.0)

2017 年 11 月
15 日

4.9.2246

新しいバージョンの SSM Agent (2.2.82.0)

2017 年 11 月
11 日

4.9.2218

新しいバージョンの SSM Agent (2.2.64.0)

2017 年 10 月
29 日

4.9.2212

新しいバージョンの SSM Agent (2.2.58.0)

2017 年 10 月
23 日

4.9.2203

新しいバージョンの SSM Agent (2.2.45.0)

2017 年 10 月
19 日

4.9.2188

新しいバージョンの SSM Agent (2.2.30.0)

2017 年 10 月
10 日

4.9.2180

• 新しいバージョンの SSM Agent (2.2.24.0)

2017 年 10 月
5日

• GPU インスタンスの Elastic GPU が追加されました
4.9.2143

新しいバージョンの SSM Agent (2.2.16.0)

4.9.2140

新しいバージョンの SSM Agent (2.1.10.0)

4.9.2130

新しいバージョンの SSM Agent (2.1.4.0)

4.9.2106

新しいバージョンの SSM Agent (2.0.952.0)

4.9.2061

新しいバージョンの SSM Agent (2.0.922.0)

4.9.2047

新しいバージョンの SSM Agent (2.0.913.0)

4.9.2031

新しいバージョンの SSM Agent (2.0.902.0)

4.9.2016

• 新しいバージョンの SSM Agent (2.0.879.0)
• Windows Server 2003 の CloudWatch Logs ディレクトリパスを修
正しました。

4.9.1981

• 新しいバージョンの SSM Agent (2.0.847.0)
• EBS ボリュームで生成される important.txt の問題を修正しま
した。

4.9.1964

新しいバージョンの SSM Agent (2.0.842.0)
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4.9.1951

• 新しいバージョンの SSM Agent (2.0.834.0)
• エフェメラルドライブに対して Z からドライブ文字がマッピング
されない問題を修正しました。

4.9.1925

• 新しいバージョンの SSM Agent (2.0.822.0)
• [バグ] このバージョンは、SSM Agent v4.9.1775 の有効な更新
ターゲットではありません。

4.9.1900

新しいバージョンの SSM Agent (2.0.805.0)

4.9.1876

• 新しいバージョンの SSM Agent (2.0.796.0)
• 管理者とユーザーデータ実行の出力/エラーリダイレクトの問題を
修正しました。

4.9.1863

• 新しいバージョンの SSM Agent (2.0.790.0)
• Amazon EC2 インスタンスに複数の EBS ボリュームをアタッチす
る際の問題を修正しました。
• 設定パスを指定し、下位互換性を維持するよう CloudWatch を強
化しました。

4.9.1791

新しいバージョンの SSM Agent (2.0.767.0)

4.9.1775

新しいバージョンの SSM Agent (2.0.761.0)

4.9.1752

新しいバージョンの SSM Agent (2.0.755.0)

4.9.1711

新しいバージョンの SSM Agent (2.0.730.0)

4.8.1676

新しいバージョンの SSM Agent (2.0.716.0)

4.7.1631

新しいバージョンの SSM Agent (2.0.682.0)

4.6.1579

• 新しいバージョンの SSM Agent (2.0.672.0)
• v4.3、v4.4、v4.5 のエージェント更新問題を修正しました

4.5.1534

新しいバージョンの SSM Agent (2.0.645.1)

4.4.1503

新しいバージョンの SSM Agent (2.0.633.0)

4.3.1472

新しいバージョンの SSM Agent (2.0.617.1)

4.2.1442

新しいバージョンの SSM Agent (2.0.599.0)

4.1.1378

新しいバージョンの SSM Agent (2.0.558.0)
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4.0.1343

• Run Command、State Manager、CloudWatch エージェント、
およびドメイン結合のサポートは、SSM Agent と呼ばれる別の
エージェントに移行されました。SSM Agent は、EC2Config アッ
プグレードの一部としてインストールされます。詳細について
は、EC2Config および AWS Systems Manager (p. 704) を参照
してください。
• EC2Config でプロキシをセットアップしてある場合は、アップグ
レードする前に SSM Agent のプロキシ設定を更新する必要があ
ります。プロキシ設定を更新しない場合、Run Command を使用
してインスタンスを管理することはできません。この状態を回避
するためには、新しいバージョンに更新する前に、AWS Systems
Manager ユーザーガイドの「Windows インスタンスでの SSM
Agent のインストールと設定」を確認してください。
• ローカル設定ファイル (AWS.EC2.Windows.CloudWatch.json)
を使用して、既にインスタンスでの CloudWatch 統合を有効にし
ている場合、SSM Agent と連携して動作するように、そのファイ
ルを設定する必要があります。

3.19.1153

• 古い AWS KMS 設定を持つインスタンス用に、アクティブ化のプ
ラグインを再び有効にしました。
• ディスクフォーマットオペレーション中はデフォルトの TRIM 動
作を無効にするよう変更し、InitializeDisks プラグインをユーザー
データで上書きするため FormatWithTRIM を追加しました。

3.18.1118

• プライマリネットワークアダプタに確実にルートを追加するため
の修正。
• AWS サービスのサポートを向上させる更新。

3.17.1032

• フィルタが同じカテゴリに設定された場合に表示される、重複し
たシステムログが修正されます。
• ディスク初期化時のハングを防ぐ修正。

3.16.930

起動時に Windows イベントログに "Windows の使用準備ができてい
る" イベントを記録するサポートを追加しました。

3.15.880

'.' 文字を持つ S3 バケット名への Systems Manager Run Command
出力のアップロードを許可する修正。

3.14.786

InitializeDisks プラグインの設定を上書きするサポートが追加されま
した。例: SSD のディスク初期化を高速化するには、ユーザーデー
タでこれを指定することで TRIM を一時的に無効にすることができ
ます。
<InitializeDrivesSettings><SettingsGroup>FormatWithoutTRIM</
SettingsGroup></InitializeDrivesSettings

3.13.727

Systems Manager RunCommand - Windows の再起動後にコマンド
を確実に処理するための修正。

3.12.649

• コマンド/スクリプトの実行時に再起動を適切に処理するための修
正。
• 実行中のコマンドを確実にキャンセルするための修正。
• Systems Manager Run Command を通じてアプリケーションをイ
ンストールする際に、(オプションで) MSI ログを S3 にアップロー
ドするサポートを追加します。
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3.11.521

• Windows Server 2003 用の RDP サムプリントの生成を有効にする
ための修正。
• EC2Config ログの行にタイムゾーンと UTC オフセットを含めるた
めの修正。
• コマンドを並行して実行するための Systems Manager サポート。
• パーティション分割ディスクをオンライン状態にするための、以
前の変更のロールバック。

3.10.442

• MSI アプリケーションをインストールする際の Systems Manager
設定エラーを修正します。
• ストレージディスクを確実にオンライン状態にするための修正。
• AWS サービスのサポートを向上させる更新。

3.9.359

• Windows アップデートの設定をデフォルト状態のままにす
る、Sysprep 後のスクリプトの修正。
• GPO パスワードポリシーの設定を取得する際の信頼性を向上させ
るパスワード生成プラグインの修正。
• ローカル管理者グループへの EC2Config/SSM ログフォルダのア
クセス許可を制限します。
• AWS サービスのサポートを向上させる更新。

3.8.294

• プライマリドライブ上にないときに、ログがアップロードされな
い CloudWatch の問題を修正しました。
• 再試行ロジックを追加して、ディスクの初期化プロセスを改善し
ました。
• SetPassword プラグインが AMI の作成中に失敗したときのエラー
処理を強化し、追加しました。
• AWS サービスのサポートを向上させる更新。

3.7.308

• インスタンス内の設定のテストとトラブルシューティング用の
ec2config-cli ユーティリティの改良。
• OpenVPN アダプターで AWS KMS とメタデータサービスの静的
ルートを追加できないようにしました。
• ユーザーデータの実行が "永続的な" タグに従わない問題を修正し
ました。
• EC2 コンソールへのログインが利用できないときのエラー処理を
強化しました。
• AWS サービスのサポートを向上させる更新。

3.6.269

• AWS KMS を介した Windows のアクティブ化に最初にリンクロー
カルアドレス 169.254.0.250/251 を使用する、Windows のアク
ティブ化の信頼性の修正
• Systems Manager、Windows アクティベーション、およびドメイ
ン結合のシナリオのプロキシ処理の強化
• 重複した行のユーザーアカウントが Sysprep 応答ファイルに追加
された問題を修正しました

3.5.228

• CloudWatch プラグインが、Windows イベントログの読み取りで
過剰に CPU とメモリを消費するシナリオに対応しました
• EC2Config 設定 UI で CloudWatch 設定ドキュメントへのリンクを
追加しました
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3.4.212

• VM-Import と組み合わせて使用したときの EC2Config の修正。
• WiX インストーラのサービス名変更の問題を修正しました。

3.3.174

• Systems Manager とドメイン結合の失敗の例外処理を強化しまし
た。
• Systems Manager SSM スキーマのバージョニングをサポートする
変更。
• Win2K3 でのエフェメラルディスクのフォーマットを修正しまし
た。
• 2TB 以上のディスクサイズの設定をサポートする変更。
• GC モードをデフォルトに設定して、仮想メモリ使用量を減らしま
した。
• aws:psModule および aws:application プラグインの UNC パ
スからの、アーティファクトのダウンロードをサポート。
• Windows アクティベーションプラグインのログ記録を強化しまし
た。

3.2.97

• Systems Manager SSM アセンブリのロードの遅延によるパフォー
マンスの向上。
• 誤った形式の sysprep2008.xml の例外処理を強化しました。
• Systems Manager の "適用" 設定のコマンドラインのサポート。
• 保留中のコンピュータの名前変更がある場合のドメイン結合のサ
ポートの変更。
• aws:applications プラグインのオプションパラメータのサ
ポート。
• aws:psModule プラグインのコマンド配列のサポート。

3.0.54

• Systems Manager サポートの有効化。
• Systems Manager を介して、EC2 Windows インスタンスを自動
的に AWS ディレクトリに対しドメイン参加させます。
• Systems Manager を介して CloudWatch ログ/メトリクスを設定
し、アップロードします。
• Systems Manager を介して PowerShell モジュールをインストー
ルします。
• Systems Manager を介して MSI アプリケーションをインストール
します。

2.4.233

• サービス起動の障害から EC2Config を復旧するためのスケジュー
ルされたタスクが追加されました。
• コンソールログのエラーメッセージの改良。
• AWS サービスのサポートを向上させる更新。
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2.3.313

• CloudWatch Logs 機能を有効にしたときに、大量のメモリを消費
する問題を修正しました。
• アップグレードのバグを修正し、2.1.19 以前のバージョンの
ec2config バージョンを最新バージョンにアップグレードできるよ
うになりました。
• COM ポートを開く例外を更新し、ログでよりわかりやすく便利に
なるようにしました。
• Ec2configServiceSettings UI でサイズ変更を無効にし、UI での帰
属とバージョン表示の配置を修正しました。

2.2.12

• Windows Sysprep の状態を判断するためにレジストリキーに問い
合わせる際に、null を返すことがある NullPointerException を処理
しました。
• 最終ブロックでアンマネージドリソースを解放しました。

2.2.11

空のログの行の処理に関する CloudWatch プラグインの問題を修正
しました。

2.2.10

• UI から CloudWatch Logs 設定を行う機能を削除しました。
• 将来の機能強化のために、ユーザーによる %ProgramFiles
%\Amazon\Ec2ConfigService\Settings
\AWS.EC2.Windows.CloudWatch.json ファイル内での
CloudWatch Logs 設定の定義を有効化しました。

2.2.9

処理されない例外を修正し、ログ記録を追加しました。

2.2.8

• Windows Server 2003 SP1 以降をサポートするよう、EC2Config
インストーラの Windows OS バージョンチェックを修正しまし
た。
• Sysprep 設定ファイルの更新に関連するレジストリキーを読み取
る際の、null 値の処理を修正しました。

2.2.7

• Windows 2008 以降用の Sysprep の実行中に、EC2Config を実行
するサポートを追加しました。
• より良い診断のため、例外処理とログ記録を強化しました。

2.2.6

• ログイベントのアップロード時のインスタンスと CloudWatch
Logs への負荷を減らしました。
• CloudWatch Logs プラグインが常に有効にならないアップグレー
ドの問題に対応しました

2.2.5

• CloudWatch ログサービスにログをアップロードするサポートを追
加しました。
• Ec2OutputRDPCert プラグインの競合状態の問題を修正しました
• EC2Config サービス復旧オプションを TakeNoAction から再起動
するよう変更しました
• EC2Config がクラッシュしたときの例外情報を追加しました

2.2.4

• PostSysprep.cmd のタイプミスを修正しました
• EC2Config が OS2012+ のスタートメニューにピン留めされない
バグを修正しました
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2.2.3

• インストール時に即座にサービスを開始することなく EC2Config
をインストールするオプションを追加しました。使用するには、
コマンドプロンプトから 'Ec2Install.exe start=false' を実行します
• 壁紙プラグインに、壁紙の追加/削除を制御するパラメータ
を追加しました。使用するには、コマンドプロンプトから
'Ec2WallpaperInfo.exe set' または 'Ec2WallpaperInfo.exe revert' を
実行します
• RealTimeIsUniversal キーのチェックを追加
し、RealTimeIsUniveral レジストリキーの正しくない設定をコン
ソールに出力しました
• Windows の temp フォルダの EC2Config 依存関係を削除しました
• .Net 3.5 で UserData の実行の依存関係を削除しました

2.2.2

• リソースが解放されていることを確認するため、サービス停止動
作のチェックを追加しました
• ドメインに結合されると長い実行時間がかかる問題を修正しまし
た

2.2.1

• 古いバージョンからのアップグレードを可能にするため、インス
トーラを更新しました
• Net4.5 のみの環境での Ec2WallpaperInfo バグを修正しました
• 断続的なドライバー検出バグを修正しました
• サイレントインストールオプションを追加しました。'q' オプショ
ンを指定して 'Ec2Install.exe -q' を実行します。

2.2.0

• Net4 および Net4.5 のみの環境のサポートが追加されました
• インストーラを更新しました

2.1.19

• Intel ネットワークドライバー (例: C3 インスタンスタイプ) 詳細に
ついては、Windows での拡張ネットワーキング (p. 1268) を参照
してください。
• コンソールの出力に AMI オリジンバージョンと AMI オリジン名の
サポートが追加されました
• 一貫性のあるフォーマット/解析のためにコンソール出力に変更を
加えました。
• ヘルプファイルを更新しました

2.1.18

• 完了通知用の EC2Config WMI オブジェクト (-Namespace root
\Amazon -Class EC2_ConfigService) が追加されました
• 大きなイベントログがあるスタートアップ WMI クエリのパフォー
マンスを改善しました。この問題により、最初の実行時に高い
CPU 利用率が長く続く可能性があります。
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2.1.17

• 標準出力および標準エラーバッファがいっぱいになる UserData 実
行の問題を修正しました
• w2k8 OS 以降で、コンソール出力に正しくない RDP サムプリン
トが表示される問題を修正しました
• Windows 2008 以降のコンソール出力で、'RDPCERTIFICATESubjectName:' が含まれ、マシン名の値が含まれるようになりまし
た。
• D:\ をドライブ文字のマッピングドロップダウンに追加しました
• [Help] ボタンを右上に移動し、外観とフィーリングを変更しまし
た
• [Feedback survey] リンクを右上に追加しました

2.1.16

• [General] タブには、新しいバージョン用の EC2Config ダウンロー
ドページへのリンクが含まれるようになりました
• デスクトップの壁紙のオーバーレイは、MyDoc のリダイレクトを
サポートするため、My Documents ではなく Users Local Appdata
フォルダに保存されるようになりました
• MSSQLServer の名前が、Post-Sysprep スクリプト (2008 以降) の
システムと同期されました
• アプリケーションフォルダの順序を変更しました (ファイルを
Plugin ディレクトリに移動し、重複したファイルを削除しました)
• システムログ出力を変更しました (コンソール):
• *解析を容易にするため、日付、名前、値の形式に移行しました
(依存関係の新しい形式への移行を開始してください)
• *'Ec2SetPassword' プラグインステータスが追加されました
• *Sysprep の開始時刻と終了時刻が追加されました
• 英語以外のオペレーティングシステムで、エフェメラルディスク
が「一時ストレージ」として分類されない問題を修正しました
• Sysprep の実行後に EC2Config のアンインストールに失敗する問
題を修正しました

2.1.15

• メタデータサービスへのリクエストを最適化しました
• メタデータはプロキシ設定をバイパスするようになりました
• エフェメラルディスクが見つかった場合、「一時ストレージ」と
して分類され、Important.txt がボリュームに配置されます (Citrix
PV ドライバーのみ)。詳細については、Windows インスタンスで
の PV ドライバーのアップグレード (p. 735) を参照してくださ
い。
• エフェメラルディスクはドライブ文字を Z から A まで割り当てま
した (Citrix PV ドライバーのみ) が、ボリュームラベル 'Temporary
Storage X' を使用してドライブ文字マッピングプラグインで割り
当てを上書きできるようになりました (x は 0～25 の数値)。
• UserData は、'Windows の準備が完了' の直後に実行できるように

2.1.14

デスクトップの壁紙の修正

2.1.13

• デスクトップの壁紙はデフォルトでホスト名を表示します
• Windows タイムサービスの依存関係を削除しました
• 複数の IP が単一のインターフェイスに割り当てられる場合にルー
トを追加しました
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2.1.11

• Ec2Activation プラグインを変更しました
• -30 日ごとにアクティベーションステータスを確認します
• -猶予期間の残りが 90 日 (180 日中) の場合、アクティベーション
を再試行します

2.1.10

• Sysprep を使用した場合、または Sysprep なしでシャットダウン
した場合、デスクトップ壁紙のオーバーレイは保持されなくなり
ました
• <persist>true</persist> を使用したサービスの開始ごとに実行する
ユーザーデータオプション
• /DisableWinUpdate.cmd の場所と名前を /Scripts/PostSysprep.cmd
に変更しました
• /Scripts/PostSysprep.cmd で、デフォルトでは管理者パスワードの
有効期限が切れないように設定されました
• アンインストールで EC2Config PostSysprep スクリプトが c:
\windows\setup\script\CommandComplete.cmd から削除されます
• [Add Route] でカスタムインターフェイスメトリクスがサポートさ
れます

2.1.9

UserData の実行は 3851 文字に制限されなくなりました

2.1.7

• OS バージョンと言語 ID がコンソールに書き込まれます
• EC2Config バージョンがコンソールに書き込まれます
• PV ドライバーバージョンがコンソールに書き込まれます
• バグチェックが検出され、見つかったときは次回の起動時にコン
ソールに出力されます
• Sysprep 認証情報を保持するためにオプションが config.xml に追
加されました
• ENI が起動できない場合に備えて、ルート再試行ロジックが追加
されました
• ユーザーデータの実行 PID がコンソールに書き込まれます
• 生成される最小のパスワードの長さが GPO から取得されます
• 3 回再試行を開始するようサービスが設定されます
• S3_DownloadFile.ps1 および S3_Upload file.ps1 の例を /Scripts
フォルダに追加しました
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2.1.6

• [General] タブに追加されたバージョン情報
• [Bundle] タブの名前が [Image] に変更されました
• パスワードの指定プロセスを簡略化し、パスワード関連の UI を
[General] タブから [Image] タブに移動しました
• [Disk Settings] タブの名前を [Storage] に変更しました
• トラブルシューティング用の一般的なツールを備えた [Support] タ
ブが追加されました
• Windows Server 2003 sysprep.ini がデフォルトで OS パー
ティションを拡張するよう設定されました
• プライベート IP アドレスを壁紙に追加しました
• プライベート IP アドレスが壁紙に表示されます
• コンソール出力の再試行ロジックが追加されました
• メタデータのアクセスのしやすさのため、Com ポートの例外を修
正しました。この問題により、コンソール出力が表示される前に
EC2Config が終了していました
• 起動ごとにアクティベーションのステータスを確認 -- 必要に応じ
てアクティベートされます
• 相対パスの問題を修正 -- この問題は、スタートアップフォ
ルダから壁紙のショートカットを手動で実行したときに発生
し、Administrator/logs を指していました
• Windows Server 2003 ユーザーのデフォルトの背景色を修正しま
した (管理者以外)

2.1.2

• UTC (ズールー) のコンソールタイムスタンプ
• [Sysprep] タブのハイパーリンクの外観を削除しました
• Windows 2008 以降の初回起動時にルートボリュームを動的に拡
張する機能の追加
• パスワードの設定を有効にすると、EC2Config で自動的にパス
ワードの設定が有効になります
• EC2Config は Sysprep を実行する前にアクティベーションのス
テータスをチェックします (アクティベートされていない場合は警
告を表示)
• Windows Server 2003 Sysprep.xml は、デフォルトで太平洋時
間ではなく UTC タイムゾーンを使用するようになりました
• ランダム化されたアクティベーションサーバー
• [Drive Mapping] タブの名前を [Disk Settings] に変更しました
• [Initialize Drives] の UI 項目を [General] から [Disk Settings] タブに
移動しました
• [Help] ボタンは HTML ヘルプファイルを指すようになりました
• HTML ヘルプファイルを変更し、更新しました
• ドライブ文字のマッピングに関する「注意」の内容を更新しまし
た
• パッチを自動化し、Sysprep の前にクリーンアップするた
め、InstallUpdates.ps1 を /Scripts フォルダに追加しました

2.1.0

• デスクトップの壁紙に、(接続/再接続ではなく) 初回のログオン時
にデフォルトでインスタンス情報が表示されます
• コードを <powershell></powershell> で囲むことによ
り、PowerShell をユーザーデータから実行できるように
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EC2Config サービス通知のサブスクライブ
EC2Config サービスの新しいバージョンがリリースされたときには、Amazon SNS から通知を受け取るこ
とができます。このような通知をサブスクライブするには、以下の手順を使用します。

EC2Config の通知をサブスクライブするには
1.

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

2.

ナビゲーションバーで、必要に応じて、リージョンを [米国東部 (バージニア北部)] に変更します。サ
ブスクライブする SNS 通知がこのリージョンで作成されているため、このリージョンを選択する必要
があります。

3.

ナビゲーションペインで [Subscriptions] を選択します。

4.

[Create subscription] を選択します。

5.

[Create subscription] ダイアログボックスで、次の操作を行います。
a.

トピックの ARN では、以下の Amazon リソースネーム (ARN) を使用します。
arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-ec2config

6.

b.

[プロトコル] で Email を選択します。

c.

[エンドポイント] では、通知を受信するために使用できる E メールアドレスを入力します。

d.

[Create subscription] を選択します。

サブスクリプションの確認を求めるメールが届きます。E メールを開き、指示に従ってサブスクリプ
ションを完了します。

サブスクライバには、EC2Config サービスの新しいバージョンがリリースされるたびに、通知が送信され
ます。通知が不要になった場合は、次の手順で受信登録を解除します。

EC2Config の通知の受信登録を解除するには
1.

Amazon SNS コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Subscriptions] を選択します。

3.

サブスクリプションを選択し、[Actions]、[Delete subscriptions] の順に選択します。確認のプロンプ
トが表示されたら、[Delete] を選択します。

EC2Config サービスに関する問題のトラブルシューティング
次の情報は、EC2Config サービスの問題のトラブルシューティングに役立ちます。

接続できないインスタンスの EC2Config の更新
リモートデスクトップを使用して接続できない Windows Server インスタンスの EC2Config サービスを更
新するには、以下の手順を使用します。

接続できない Amazon EBS-Backed Windows インスタンスで EC2Config を更新するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

影響のあるインスタンスを特定します。インスタンスを選択し、[インスタンスの状態] をクリック
し、[インスタンスの停止] を選択します。
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Warning
インスタンスを停止すると、インスタンスストアボリューム上のデータは消去されます。イ
ンスタンスストアボリュームのデータを保持するには、データを永続的ストレージに必ず
バックアップします。
4.

[インスタンスの起動] を選択し、影響のあるインスタンスと同じアベイラビリティーゾーンに一時
t2.micro インスタンスを作成します。影響のあるインスタンスの起動には使用していない、別の
AMI を使用します。

Important
影響のあるインスタンスと同じアベイラビリティーゾーンにインスタンスを作成しない場
合、影響のあるインスタンスのルートボリュームを新しいインスタンスにアタッチできませ
ん。
5.

EC2 コンソールで、[Volumes] を選択します。

6.

影響のあるインスタンスのルートボリュームを見つけます。ボリュームをデタッチ (p. 1552)し、先
ほど作成した一時インスタンスにボリュームをアタッチ (p. 1530)します。デフォルトのデバイス名
(xvdf) でアタッチしてください。

7.

リモートデスクトップを使用して一時インスタンスに接続したら、Disk Management ユーティリティ
を使用してボリュームを有効にします (p. 1531)。

8.

EC2Config サービスの最新バージョンをダウンロードします。.zip ファイルを、アタッチしたドラ
イブの Temp ディレクトリに展開します。

9.

一時インスタンスで、[実行] ダイアログボックスを開き、regedit と入力して、Enter キーを押しま
す。

10. HKEY_LOCAL_MACHINE を選択します。[File] メニューの [Load Hive] を選択します。ドライブを選択
した後、次のファイル (Windows\System32\config\SOFTWARE) に移動して開きます。プロンプト
が表示されたら、キー名を指定します。
11. ロードしたキーを選択し、Microsoft\Windows\CurrentVersion に移動します。RunOnce
キーを選択します。このキーが存在しない場合は、コンテキスト (右クリック) メニューから
CurrentVersion を選択し、[New] を選択した後、[Key] を選択します。キーに RunOnce と名付け
ます。
12. コンテキスト (右クリック) メニューから RunOnce キーを選択し、[New] を選択した後、[String
Value] を選択します。名前に Ec2Install、データに C:\Temp\Ec2Install.exe /quiet と入力
します。
13. HKEY_LOCAL_MACHINE\specified key name\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
\Winlogon キーを選択します。コンテキスト (右クリック) メニューから [New] を選択した後、
[String Value] を選択します。名前に AutoAdminLogon、値データに 1 と入力します。
14. HKEY_LOCAL_MACHINE\specified key name\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
\Winlogon> キーを選択します。コンテキスト (右クリック) メニューから [New] を選択した後、
[String Value] を選択します。名前に DefaultUserName、値データに Administrator と入力しま
す。
15. HKEY_LOCAL_MACHINE\specified key name\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
\Winlogon キーを選択します。コンテキスト (右クリック) メニューから [New] を選択した後、
[String Value] を選択します。名前に DefaultPassword、値データにパスワードを入力します。
16. レジストリエディターのナビゲーションペインで、最初にレジストリエディターを開いたときに作成
した一時キーを選択します。
17. [File] メニューの [Unload Hive] を選択します。
18. Disk Management ユーティリティで、先ほどアタッチしたドライブを選択し、右クリックコンテキス
トメニューを開いて、[Offline] を選択します。
19. Amazon EC2 コンソールで、影響のあるボリュームを一時インスタンスからデタッチし、/dev/sda1
というデバイス名でインスタンスに再アタッチします。ボリュームをルートボリュームとして指定す
るには、このデバイス名を指定する必要があります。
20. インスタンスの停止と起動 (p. 557) インスタンス。
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21. インスタンスが起動したら、システムログをチェックして、Windows is ready to use というメッセー
ジが表示されることを確認します。
22. レジストリエディタを開いて、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon を選択します。前に作成した文字列値キーを削除しま
す。AutoAdminLogon、DefaultUserName、および DefaultPassword です。
23. この手順で作成した一時インスタンスを削除するか停止します。

Windows インスタンス用 Paravirtual ドライバー
Windows AMI には、仮想ハードウェアにアクセスできるようにするためのドライバー一式が含まれていま
す。Amazon EC2 は、これらのドライバーを使用して、インスタンスストアボリュームと Amazon EBS
ボリュームをデバイスにマップします。次の表に、さまざまなドライバの主な相違点を示します。
RedHat PV

Citrix PV

AWS PV

インスタンスタ
イプ

すべてのインスタンスタイプでサ
ポートされているわけではありま
せん。サポートされていないイン
スタンスタイプを指定すると、イ
ンスタンスの機能が低下します。

Xen インスタンスタイプでサ
ポートされています。

Xen インスタ
ンスタイプで
サポートされ
ています。

アタッチ済みボ
リューム

最大 16 個のアタッチされたボ
リュームをサポートします。

16 個を超えるアタッチされたボ
リュームをサポートします。

16 個を超える
アタッチされ
たボリューム
をサポートし
ます。

Network

このドライバーには、高速 FTP
ファイル転送など、負荷が高いと
きにネットワーク接続がリセット
されるという既知の問題がありま
す。
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以下の表では、Amazon EC2 で Windows Server の各バージョンで実行する必要のある PV ドライバーを
示しています。
Windows Server バージョン

PV ドライバーバージョン

Windows Server 2022

AWS PV 最新バージョン

Windows Server 2019

AWS PV 最新バージョン

Windows Server 2016

AWS PV 最新バージョン

Windows Server 2012 R2

AWS PV 最新バージョン

Windows Server 2012

AWS PV 最新バージョン

Windows Server 2008 R2

AWS PV バージョン 8.3.5

Windows Server 2008

Citrix PV 5.9

Windows Server 2003

Citrix PV 5.9

コンテンツ
• AWS PV ドライバー (p. 730)
• Citrix PV ドライバー (p. 734)
• RedHat PV ドライバー (p. 734)
• の通知のサブスクライブ (p. 734)
• Windows インスタンスでの PV ドライバーのアップグレード (p. 735)
• PV ドライバーのトラブルシューティング (p. 741)

AWS PV ドライバー
AWS PV ドライバーは %ProgramFiles%\Amazon\Xentools ディレクトリに格納されます。このディ
レクトリには、パブリックシンボルと、XenStore のエントリにアクセスできるようにするコマンドライン
ツール xenstore_client.exe も含まれます。例えば、次の PowerShell コマンドは、Hypervisor から
現在時刻を返します。
PS C:\> [DateTime]::FromFileTimeUTC((gwmi -n root\wmi -cl
AWSXenStoreBase).XenTime).ToString("hh:mm:ss")
11:17:00

AWS PV ドライバーコンポーネントは Windows レジストリの HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
\CurrentControlSet\Services の下にリストされています。これらのドライバーコンポーネント
は、xenbus、xeniface、xennet、xenvbd、および xenvif です。
AWS PV ドライバーには、ユーザーモードで実行される、LiteAgent という Windows サービスもありま
す。これは、Xen 世代のインスタンスの AWS API からのシャットダウンイベントや再起動イベントなど
のタスクを処理するサービスです。コマンドラインで「Services.msc」と入力することで、サービスに
アクセスしてサービスを管理できます。Nitro 世代のインスタンスで実行している場合、AWS PV ドライ
バーは使用されず、ドライバーバージョン 8.2.4 以降では LiteAgent サービスは自動停止します。最新の
AWS PV ドライバーに更新すると、LiteAgent も更新され、すべてのインスタンス世代で信頼性が向上し
ます。
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最新の AWS PV ドライバーのインストール
Amazon Windows AMI には、仮想ハードウェアにアクセスできるようにするためのドライバー一式が
含まれています。Amazon EC2 は、これらのドライバーを使用して、インスタンスストアボリュームと
Amazon EBS ボリュームをデバイスにマップします。EC2 Windows インスタンスの安定性とパフォーマ
ンスを向上させるため、最新のドライバーをインストールすることをお勧めします。

インストールオプション
• AWS Systems Manager を使用して、自動的に PV ドライバーを更新できます。詳細については、AWS
Systems Manager ユーザーガイドの「チュートリアル: Windows の EC2 インスタンスで PV ドライバー
を自動的に更新する (コンソール)」を参照してください。
• ドライバーパッケージをダウンロードし、インストールプログラムを手動で実行できます。システ
ム要件については、必ず readme.txt ファイルを確認してください。AWS PV ドライバーのダウン
ロードとインストール、またはドメインコントローラーのアップグレードに関する情報については、
「Windows Server インスタンスのアップグレード (AWS PV アップグレード) (p. 736)」を参照してく
ださい。

AWS PV ドライバーパッケージの履歴
次の表は、各ドライバーリリースでの AWS PV ドライバーの変更点を示しています。
パッケージバー 詳細
ジョン

リリース日

8.4.2

競合状態に対処するための安定性向上。

2022 年 4 月 13
日

8.4.1

パッケージインストーラが改善されました。

2022 年 1 月 7
日

8.4.0

• ディスク IO がスタックするまれなケースに対処するための安定性
の修正。

2021 年 3 月 2
日

• EBS ボリュームのデタッチ中にクラッシュが発生するまれなケー
スに対処するための安定性の修正。
• 20,000 IOPS 以上が使用され、ボトルネックによりパフォーマ
ンスが低下しているワークロードに対して、複数のコア間で
負荷を分散する機能を追加しました。この機能を有効にするに
は、「20,000 以上のディスク IOPS を使用するワークロード
では、CPU のボトルネックによりパフォーマンスが低下しま
す (p. 747)」を参照してください。
• Windows Server 2008 R2 での AWS PV 8.4 のインストールは失
敗します。AWSWindows Server 2008 R2 では、PV バージョン
8.3.5 以前がサポートされています。
8.3.5

パッケージインストーラが改善されました。

2022 年 1 月 7
日

8.3.4

ネットワークデバイスのアタッチメントの信頼性が向上しました。

2020 年 8 月 4
日

8.3.3

• エラー処理パス中のバグチェックを防ぐために、XenStore に面す
るコンポーネントを更新しました。

2020 年 2 月 4
日

• 無効な SRB が送信されたときにクラッシュしないように、スト
レージコンポーネントを更新しました。
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パッケージバー 詳細
ジョン

リリース日

Windows Server 2008 R2 インスタンスでこのドライバーを更新す
るには、まず、次の Microsoft セキュリティアドバイザリ Microsoft
Security Advisory 3033929 に対応する適切なパッチがインストール
されていることを確認する必要があります。
8.3.2

ネットワーキングコンポーネントの信頼性を強化。

2019 年 7 月 30
日

8.3.1

ストレージコンポーネントのパフォーマンスと堅牢性の改善。

2019 年 6 月 12
日

8.2.7

最新世代のインスタンスタイプへの移行をサポートする効率が向上
しました。

2019 年 5 月 20
日

8.2.6

クラッシュダンプパスの効率が向上しました。

2019 年 1 月 15
日

8.2.5

追加のセキュリティ拡張。

2018 年 12 月
12 日

パッケージで PowerShell インストーラーを使用できるようになりま
した。
8.2.4

信頼性の向上。

2018 年 10 月
2日

8.2.3

パフォーマンス向上とバグ修正が行われています。

2018 年 5 月 29
日

EBS ボリューム ID を EBS ボリュームのディスクシリアル番号とし
て報告しました。これにより、S2D などのクラスターシナリオが可
能になります。
8.2.1

ネットワークとストレージのパフォーマンス向上および複数の堅牢
性の修正。

2018 年 3 月 8
日

このバージョンがインストールされていることを確認するには、
次に示す Windows のレジストリ値を参照してください: HKLM
\Software\Amazon\PVDriver\Version 8.2.1。
7.4.6

AWS PV ドライバーの耐障害性向上のための安定性の修正。

2017 年 4 月 26
日

7.4.3

Windows Server 2016 のサポートが追加されました。

2016 年 11 月
18 日

サポートされているすべての Windows OS バージョンの安定性の修
正。
*AWS PV ドライバーのバージョン 7.4.3 の署名は、2019 年 3 月 29
日に期限が切れます。最新の AWS PV ドライバーにアップグレード
することをお勧めします。
7.4.2

X1 インスタンスタイプのサポートの安定性の修正。
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パッケージバー 詳細
ジョン

リリース日

7.4.1

2016 年 7 月 12
日

• AWS PV ストレージドライバーのパフォーマンス向上。
• AWS PV ストレージドライバーの安定性の修正: インスタンスがバ
グチェックコード 0x0000DEAD でシステムクラッシュを発生させ
る問題を修正しました。
• AWS PV ネットワークドライバーの安定性の修正。
• Windows Server 2008R2 のサポートが追加されました。

7.3.2

• ログ記録と診断を強化しました。
• AWS PV ストレージドライバーの安定性の修正。ディスクをイン
スタンスに再アタッチした後で、Windows に表示されない場合が
あります。
• Windows Server 2012 のサポートが追加されました。

7.3.1

TRIM 更新: TRIM リクエストに関する修正。この修正によって、多
数の TRIM リクエストを管理する場合にインスタンスが安定し、イ
ンスタンスのパフォーマンスが向上します。

7.3.0

TRIM のサポート: AWS PV ドライバーはハイパーバイザーに TRIM
リクエストを送信するようになりました。エフェメラルディス
クは、基になるストレージが TRIM (SSD) をサポートしていれ
ば、TRIM リクエストを適切に処理します。2015 年 3 月現在、EBS
ベースのストレージで TRIM はサポートされていません。

7.2.5

• AWS PV ストレージドライバーの安定性を修正: 場合によっ
て、AWS PV ドライバーが無効なメモリを間接参照することで、
システム障害が発生していました。
• クラッシュダンプ生成中の安定性を修正: 場合によって、クラッ
シュダンプの書き込み中に AWS PV ドライバーが競合状態でス
タックすることがありました。このリリースの前、この問題を
解決するには、ドライバーを強制的に停止して再起動するしかな
かったため、メモリダンプが失われていました。

7.2.4

デバイス ID の永続性: このドライバーの修正により、プラット
フォームの PCI デバイス ID がマスクされ、システムによって常に
同じデバイス ID が公開されます。この ID はインスタンスが移動
されても変更されません。より一般的にこの修正は、ハイパーバイ
ザーが仮想デバイスを公開する方法に影響を与えます。この修正に
は、AWS PV ドライバーの共同インストーラーの修正も含まれてお
り、システムはマッピングされた仮想デバイスを保持するようにな
ります。

7.2.2

• AWS PV ドライバーをディレクトリサービス復元モード (DSRM)
でロード: ディレクトリサービス復元モードは、Windows Server
ドメインコントローラーのセーフモード起動オプションです。
• 仮想ネットワークアダプタデバイスが再接続されたときにデバイ
ス ID を保持: この修正により、システムは MAC アドレスのマッ
ピングをチェックし、デバイス ID を保持するようになります。ま
た、アダプターは再アタッチされた場合にその静的な設定を保持
するようになります。
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パッケージバー 詳細
ジョン

リリース日

7.2.1

• セーフモードでの実行: ドライバーがセーフモードでロードされな
い問題を修正しました。これまで AWS PV ドライバーは正常に実
行中のシステムでのみインスタンス化されていました。
• Microsoft Windows ストレージプールにディスクを追加: これまで
ページ 83 クエリを合成していました。この修正によりページ 83
のサポートが無効になりました。PV ディスクは有効なクラスター
ディスクでないため、クラスター環境で使用されているストレー
ジプールに影響を与えません。

7.2.0

ベース: AWS PV ベースのバージョン。

Citrix PV ドライバー
Citrix PV ドライバは %ProgramFiles%\Citrix\XenTools (32 ビットインスタンス) または
%ProgramFiles(x86)%\Citrix\XenTools (64 ビットインスタンス) ディレクトリに格納されます。
Citrix PV ドライバーコンポーネントは Windows レジストリの HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
\CurrentControlSet\services の下にリストされています。これらのドライバー コンポーネント
は、xenevtchn、xeniface、xennet、Xennet6、xensvc、xenvbd、および xenvif です。
Citrix には、Windows サービスとして実行する、XenGuestAgent というドライバーコンポーネントも付属
しています。これは、API からのシャットダウンイベントや再起動イベントなどのタスクを処理します。
コマンドラインで「Services.msc」と入力することで、サービスにアクセスしてサービスを管理できま
す。
特定のワークロードの実行中にネットワークエラーが発生した場合、Citrix PV ドライバーの TCP オフ
ロード機能を無効にすることが必要になる場合があります。詳細については、TCP オフロード (p. 746)
を参照してください。

RedHat PV ドライバー
RedHat ドライバーはレガシーインスタンスでサポートされていますが、ドライバーの制限のため、RAM
が 12 GB を超える新しいインスタンスはお勧めしません。RAM が 12 GB を超えていて、RedHat ドライ
バーを実行しているインスタンスは、起動に失敗し、アクセスできなくなることがあります。Citrix PV ド
ライバーに RedHat ドライバーをアップグレードしてから、Citrix PV ドライバーを AWS PV ドライバーに
アップグレードすることをお勧めします。
RedHat ドライバー用のソースファイルは、%ProgramFiles%\RedHat (32 ビットインスタンス) また
は %ProgramFiles(x86)%\RedHat (64 ビットインスタンス) ディレクトリにあります。ドライバーに
は、RedHat Paravirtualized ネットワークドライバーである rhelnet と、RedHat SCSI ミニドライバーで
ある rhelscsi の 2 つがあります。

の通知のサブスクライブ
EC2 Windows ドライバーの新しいバージョンがリリースされたときには、Amazon SNS から通知を受け
取ることができます。このような通知をサブスクライブするには、以下の手順を使用します。

コンソールから EC2 の通知にサブスクライブするには
1.
2.
3.

Amazon SNS コンソール（https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home）を開きます。
ナビゲーションバーで、必要に応じて、リージョンを [米国東部 (バージニア北部)] に変更します。購
読する SNS 通知がこのリージョンにあるため、このリージョンを選択する必要があります。
ナビゲーションペインで [Subscriptions] を選択します。
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4.

[Create subscription] を選択します。

5.

[Create subscription] ダイアログボックスで、次の操作を行います。
a.

[TopicARN] では、次の Amazon リソースネーム (ARN) をコピーします。
arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-drivers

b.

6.

c.

[プロトコル] で Email を選択します。
[エンドポイント] では、通知を受信するために使用できる E メールアドレスを入力します。

d.

[Create subscription] を選択します。

確認メールが送信されます。E メールを開き、指示に従ってサブスクリプションを完了します。

サブスクライバには、EC2 Windows ドライバーの新しいバージョンがリリースされるたびに、通知が送信
されます。通知が不要になった場合は、次の手順で受信登録を解除します。

Amazon EC2 Windows ドライバー通知から受信登録を解除するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Subscriptions] を選択します。

3.

サブスクリプションのチェックボックスを選択し、[アクション]、[サブスクリプションの削除] を選択
します。確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。

AWS CLI を使用して EC2 の通知をサブスクライブするには
AWS CLI で EC2 の通知をサブスクライブするには、次のコマンドを使用します。
aws sns subscribe --topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-drivers -protocol email --notification-endpoint YourUserName@YourDomainName.ext

AWS Tools for PowerShell を使用して EC2 の通知をサブスクライブするには
Tools for Windows PowerShell で EC2 の通知をサブスクライブするには、次のコマンドを使用します。
Connect-SNSNotification -TopicArn 'arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-drivers'
-Protocol email -Region us-east-1 -Endpoint 'YourUserName@YourDomainName.ext'

Windows インスタンスでの PV ドライバーのアップグレード
EC2 Windows インスタンスの安定性とパフォーマンスを向上させるため、最新の PV ドライバーをインス
トールすることをお勧めします。このページの指示は、ドライバーパッケージをダウンロードしてインス
トールプログラムを実行するのに役立ちます。

Windows インスタンスが使用しているドライバーを確認するには
コントロールパネルの [Network Connections] を開き、[Local Area Connection] を表示します。ドライバー
が、次のいずれかであるかどうかを確認してください。
• AWS PV Network Device
• Citrix PV Ethernet Adapter
• RedHat PV NIC Driver
また、pnputil -e コマンドからの出力で確認することもできます。
システム要件
システム要件については、ダウンロード中の readme.txt ファイルを確認してください。
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コンテンツ
• Windows Server インスタンスのアップグレード (AWS PV アップグレード) (p. 736)
• ドメインコントローラーのアップグレード (AWS PV アップグレード) (p. 737)
• Windows Server 2008 および 2008 R2 インスタンスのアップグレード (Redhat から Citrix PV への
アップグレード) (p. 738)
• Citrix Xen ゲストエージェントサービスのアップグレード (p. 741)

Windows Server インスタンスのアップグレード (AWS PV アップグレード)
次の手順に従って、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012
R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、または Windows Server 2022 で、AWS PV ドライ
バーのインプレースアップグレードを実行するか、Citrix PV ドライバーから AWS PV ドライバーにアップ
グレードします。このアップグレードは、RedHat ドライバーまたは Windows Server の他のバージョンで
は使用できません。
Windows Server の古いバージョンの一部では、最新のドライバーを使用することができません。ご使用の
オペレーティングシステムで、どのドライバーバージョンを使用すべきかを確認するには、「Windows イ
ンスタンス用 Paravirtual ドライバー (p. 729)」(Windows インスタンス用 Paravirtual ドライバー) のドラ
イバーバージョン表を参照してください。

Important
インスタンスがドメインコントローラーである場合は、「ドメインコントローラーのアップグ
レード (AWS PV アップグレード) (p. 737)」を参照してください。ドメインコントローラーのイ
ンスタンスのアップグレードプロセスは、Windows のスタンダードエディションでのプロセスと
は異なります。

AWS PV ドライバーをアップグレードするには
1.

変更を元に戻す必要がある場合に備えて、AMI をバックアップとして作成することをお勧めします。
a.

インスタンスを停止すると、インスタンスストアボリューム上のデータは消去されます。インス
タンスを停止する前に、必要なデータをインスタンスストアボリュームから永続的ストレージ
(Amazon EBS や Amazon S3 など) にコピーしていることを確認します。

b.
c.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
ドライバーのアップグレードが必要なインスタンスを選択し、[インスタンスの状態]、[インスタ
ンスの停止] の順に選択します。
インスタンスを停止したら、インスタンスを選択し、[アクション]、[イメージとテンプレート]、
[イメージの作成] の順に選択します。
[Instance state (インスタンスの状態)]、[Start instance (インスタンスの開始)] の順に選択します。

d.
e.
2.
3.

4.

リモートデスクトップを使用してインスタンスに接続します。
このアップグレードを実行する前に、システム以外のすべてのディスクをオフラインにし、ディスク
の管理でセカンダリディスクへのドライブ文字のマッピングをメモすることをお勧めします。AWS
PV ドライバーのインプレースアップグレードを実行している場合は、このステップは必要ありませ
ん。また、サービスコンソールで、不可欠でないサービスを [Manual] 起動に設定することをお勧めし
ます。
インスタンスに最新のドライバーパッケージをダウンロードします。
または、次の PowerShell コマンドを実行します。
PS C:\>invoke-webrequest https://s3.amazonaws.com/ec2-windows-drivers-downloads/AWSPV/
Latest/AWSPVDriver.zip -outfile $env:USERPROFILE\pv_driver.zip
expand-archive $env:userprofile\pv_driver.zip -DestinationPath
$env:userprofile\pv_drivers

5.

フォルダの内容を抽出し、AWSPVDriverSetup.msi を実行します。
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MSI の実行後、インスタンスは自動的に再起動され、ドライバーがアップグレードされます。インスタン
スは最大 15 分間、使用できなくなります。アップグレードが完了し、インスタンスが Amazon EC2 コン
ソールの両方のヘルスチェックに合格したら、リモートデスクトップを使用してインスタンスに接続後、
次の PowerShell コマンドを実行することで、新しいドライバーがインストールされたことを確認できま
す。
Get-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Amazon\PVDriver

ドライバーバージョンがドライバーのバージョン履歴の表に掲載されている最新バージョンと同じである
ことを確認します。詳細については、「AWS PV ドライバーパッケージの履歴 (p. 731)ディスク管理を
開く」を参照して、オフラインセカンダリボリュームを確認し、ステップ 6 でメモしたドライブ文字に対
応してオンラインにします。
以前に Netsh を使用して Citrix PV ドライバーに対して TCP オフロード (p. 746) を無効にしている場合
は、AWS PV ドライバーにアップグレード後、この機能を再度有効にすることをお勧めします。Citrix ド
ライバーにおける TCP オフロードの問題は AWS PV ドライバーでは存在しません。そのため、AWS PV
ドライバーを使用することで TCP オフロードはより高いパフォーマンスを提供します。
ネットワークインターフェイスに静的 IP アドレスまたは DNS 設定を既に適用している場合、AWS PV ド
ライバーをアップグレードした後、静的 IP アドレスまたは DNS 設定を再適用する必要があります。

ドメインコントローラーのアップグレード (AWS PV アップグレード)
ドメインコントローラーで次の手順を使用して、AWS PV ドライバーのインプレースアップグレード、ま
たは Citrix PV ドライバーから AWS PV ドライバーへのアップグレードを実行します。

ドメインコントローラーをアップグレードするには
1.

変更を元に戻す必要がある場合に備えて、ドメインコントローラーのバックアップを作成することを
お勧めします。AMI をバックアップとして使用することはサポートされていません。詳細について
は、Microsoft のドキュメントの「仮想化ドメインコントローラーのバックアップと復元の考慮事項」
を参照してください。

2.

Windows がディレクトリサービス復元モード (DSRM) で起動するように設定するには、次のコマンド
を実行します。

Warning
このコマンドを実行する前に、DSRM パスワードを知っていることを確認してください。こ
の情報は、アップグレードが完了した後インスタンスにログインするために必要で、インス
タンスは自動的に再起動します。
bcdedit /set {default} safeboot dsrepair

PowerShell:
PS C:\> bcdedit /set "{default}" safeboot dsrepair

アップグレードユーティリティでは、AWS PV ドライバーをインストールできるように Citrix PV ス
トレージドライバーが削除されるため、システムは DSRM で起動する必要があります。したがって、
ディスク管理のセカンダリディスクへのドライブ文字とフォルダのマッピングに注意することをお勧
めします。Citrix PV ストレージドライバーが存在しない場合、セカンダリドライブは検出されませ
ん。セカンダリドライブで NTDS フォルダを使用するドメインコントローラーは、セカンダリディス
クが検出されないため起動しません。

Warning
このコマンドの実行後、手動でシステムを再起動しないでください。Citrix PV ドライバーは
DSRM をサポートしないため、システムにアクセスできなくなります。
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3.

次のコマンドを実行して、DisableDCCheck をレジストリに追加します。
reg add HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Amazon\AWSPVDriverSetup /v DisableDCCheck /t REG_SZ /
d true

4.

インスタンスに最新のドライバーパッケージをダウンロードします。

5.

フォルダの内容を抽出し、AWSPVDriverSetup.msi を実行します。
MSI の実行後、インスタンスは自動的に再起動され、ドライバーがアップグレードされます。インス
タンスは最大 15 分間、使用できなくなります。

6.

アップグレードが完了し、インスタンスが Amazon EC2 コンソールの両方のヘルスチェックに合格し
た後、リモートデスクトップを使用してインスタンスに接続します。「ディスク管理を開く」を参照
して、オフラインセカンダリボリュームを確認し、先にメモしたドライブ文字とフォルダマッピング
に対応してオンラインにします。
ユーザー名を次の形式 hostname\administrator で指定してインスタンスに接続する必要があります。
例えば、Win2k12TestBox\administrator のようにします。

7.

DSRM 起動設定を削除するには、次のコマンドを実行します。
bcdedit /deletevalue safeboot

8.

インスタンスを再起動します。

9.

アップグレードプロセスを完了するには、新しいドライバーがインストールされたことを確認しま
す。デバイスマネージャーの [Storage Controllers] で、[AWS PV Storage Host Adapter] を見つけま
す。ドライバーバージョンがドライバーのバージョン履歴の表に掲載されている最新バージョンと同
じであることを確認します。詳細については、AWS PV ドライバーパッケージの履歴 (p. 731) を参
照してください。

10. レジストリから DisableDCCheck を削除するには、次のコマンドを実行します。
reg delete HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Amazon\AWSPVDriverSetup /v DisableDCCheck

Note
以前に Netsh を使用して Citrix PV ドライバーに対して TCP オフロード (p. 746) を無効にして
いる場合は、AWS PV ドライバーにアップグレード後、この機能を再度有効にすることをお勧め
します。Citrix ドライバーにおける TCP オフロードの問題は AWS PV ドライバーでは存在しませ
ん。そのため、AWS PV ドライバーを使用することで TCP オフロードはより高いパフォーマン
スを提供します。

Windows Server 2008 および 2008 R2 インスタンスのアップグレード (Redhat か
ら Citrix PV へのアップグレード)
RedHat ドライバーを Citrix PV ドライバーにアップグレードする前に、次のことを実行してください。
• EC2Config サービスの最新バージョンをインストールします。詳細については、EC2Config の最新バー
ジョンのインストール (p. 701) を参照してください。
• Windows PowerShell 3.0 がインストールされていることを確認します。インストールされているバー
ジョンを確認するには、PowerShell ウィンドウで、次のコマンドを実行します。
PS C:\> $PSVersionTable.PSVersion

Windows PowerShell 3.0 は、Windows Management Framework (WMF) バージョン 3.0 のインストー
ルパッケージに同梱されています。Windows PowerShell 3.0 をインストールする必要がある場合
は、Microsoft Download Center の「Windows Management Framework 3.0」を参照してください。
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• インスタンスにある重要な情報のバックアップを作成するか、インスタンスから AMI を作成しま
す。AMI の作成の詳細については、カスタム Windows AMI を作成する (p. 135)を参照してくださ
い。AMI を作成する場合は、事前に次のことを実行してください。
• パスワードを書き留める。
• Sysprep ツールを手動でまたは EC2Config サービスを使用して実行しないでください。
• DHCP を使用して IP アドレスを自動的に取得するようにイーサネットアダプタを設定します。詳細に
ついては、Microsoft TechNet ライブラリの「Configure TCP/IP Settings」を参照してください。

RedHat ドライバーをアップグレードするには
1.

インスタンスに接続してローカル管理者としてログインします。インスタンスへの接続の詳細につい
ては、「Windows インスタンスに接続する (p. 590)」を参照してください。

2.

インスタンスで、Citrix PV アップグレードパッケージをダウンロードします。

3.

アップグレードパッケージを好きな場所に展開します。

4.

Upgrade.bat ファイルをダブルクリックします。セキュリティ警告が表示された場合は、[実行] を選択
します。

5.

[Upgrade Drivers] (ドライバのアップグレード) ダイアログボックスの内容を確認し、アップグレード
を開始する場合は、[はい] を選択します。

6.

[Red Hat Paravirtualized Xen Drivers for Windows uninstaller] ダイアログボックスで [はい] を選択して
RedHat ソフトウェアを削除します。インスタンスが再起動されます。

Note
アンインストーラのダイアログボックスが表示されない場合は、Windows タスクバーの
[Red Hat Paravirtualize] を選択します。
7.

インスタンスが再起動して使用できる状態にあることを確認します。
a.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

b.

[インスタンス] ページで、[アクション]、[モニタリングおよびトラブルシューティング] の順に選
択し、[システムログの取得] をクリックします。

c.

アップグレード操作では、サーバーが 3～4 回再起動します。何度再起動されたかは、ログで
「Windows is Ready to use」が表示された回数で確認できます。
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8.

インスタンスに接続してローカル管理者としてログインします。

9.

[Red Hat Paravirtualized Xen Drivers for Windows uninstaller] ダイアログボックスを閉じます。

10. インストールが完了したことを確認します。先ほどファイルを抽出した Citrix-WIN_PV フォルダに
移動して、PVUpgrade.log ファイルを開き、「INSTALLATION IS COMPLETE」という文字列を確
認します。
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Citrix Xen ゲストエージェントサービスのアップグレード
Windows Server で Citrix PV ドライバーを使用している場合、Citrix Xen ゲストエージェントサービスを
アップグレードできます。この Windows サービスは、API からのシャットダウンイベントや再起動イベ
ントなどのタスクを処理します。インスタンスが Citrix PV ドライバーを実行している限り、いずれのバー
ジョンの Windows Server でもこのアップグレードパッケージを実行できます。

Important
Windows Server 2008 R2 以降の場合は、Guest Agent の更新を含む AWS PV ドライバーにアッ
プグレードすることをお勧めします。
ドライバーのアップグレードを始める前に、インスタンスにある重要な情報のバックアップを作成する
か、インスタンスから AMI を作成します。AMI の作成の詳細については、カスタム Windows AMI を作成
する (p. 135)を参照してください。AMI を作成する場合は、事前に次のことを実行してください。
• EC2Config サービスで Sysprep ツールを有効にしていないことを確認する。
• パスワードを書き留める。
• イーサネットアダプタを DHCP に設定する。

Citrix Xen ゲストエージェントサービスをアップグレードするには
1.

インスタンスに接続してローカル管理者としてログインします。インスタンスへの接続の詳細につい
ては、「Windows インスタンスに接続する (p. 590)」を参照してください。

2.

インスタンスで、Citrix アップグレードパッケージをダウンロードします。

3.

アップグレードパッケージを好きな場所に展開します。

4.

Upgrade.bat ファイルをダブルクリックします。セキュリティ警告が表示された場合は、[実行] を選択
します。

5.

[Upgrade Drivers] (ドライバのアップグレード) ダイアログボックスの内容を確認し、アップグレード
を開始する場合は、[はい] を選択します。

6.

アップグレードが完了すると、PVUpgrade.log ファイルが開きます。「UPGRADE IS COMPLETE」
という文字列が含まれているはずです。

7.

インスタンスを再起動します。

PV ドライバーのトラブルシューティング
以下は、古い Amazon EC2 イメージと PV ドライバで発生する可能性のある問題の解決策です。
コンテンツ
• Windows Server 2012 R2 でインスタンスの再起動後にネットワークおよびストレージとの接続が失わ
れる (p. 741)
• TCP オフロード (p. 746)
• 時刻同期 (p. 747)
• 20,000 以上のディスク IOPS を使用するワークロードでは、CPU のボトルネックによりパフォーマン
スが低下します (p. 747)

Windows Server 2012 R2 でインスタンスの再起動後にネットワークおよびスト
レージとの接続が失われる
Important
この問題は、2014 年 9 月より前に利用可能になった AMI でのみ発生します。
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2014 年 9 月 10 日より前に使用可能になった Windows Server 2012 R2 Amazon Machine Image (AMI) で
は、インスタンスの再起動後にネットワークおよびストレージとの接続が失われることがあります。AWS
Management Console のシステムログに "Difficulty detecting PV driver details for Console Output" という
エラーが見つかります。この接続損失は、プラグアンドプレイクリーンアップ機能によって発生します。
これは、30 日ごとに非アクティブなシステムデバイスをスキャンして無効にする機能です。この機能は
EC2 ネットワークデバイスを非アクティブと誤認して、システムから削除します。この状況になると、イ
ンスタンスの再起動後にネットワーク接続が失われます。
この問題の影響を受ける可能性のあるシステムに対して、インプレースドライバーアップグレードをダウ
ンロードして実行できます。インプレースドライバーアップグレードを実行できない場合は、ヘルパー
スクリプトを実行できます。スクリプトはインスタンスがこの問題の影響を受けているかどうかを調べま
す。影響を受けていて、Amazon EC2 ネットワークデバイスが削除されていない場合、スクリプトはプラ
グアンドプレイクリーンアップスキャンを無効にします。ネットワークデバイスが削除されている場合、
スクリプトはデバイスを修復し、プラグアンドプレイクリーンアップスキャンを無効にしてから、インス
タンスを再起動して、ネットワーク接続を有効にします。
コンテンツ
• 問題の解決方法の選択 (p. 742)
• 方法 1 - 拡張ネットワーキング (p. 743)
• 方法 2 - レジストリ設定 (p. 743)
• 修復スクリプトの実行 (p. 745)

問題の解決方法の選択
この問題の影響を受けたインスタンスへのネットワークおよびストレージ接続を復元する方法は 2 つあり
ます。次のいずれかの方法を選択します。
方法

前提条件

手順概要

方法 1 - 拡張ネットワーキング

拡張ネットワーキングは、C3 イ
ンスタンスタイプを必要とする
Virtual Private Cloud (VPC) での
み利用できます。サーバーが現
在 C3 インスタンスタイプを使用
していない場合は、一時的に変
更する必要があります。

サーバーインスタンスタイプを
C3 インスタンスに変更します。
拡張ネットワーキングにより、
影響を受けたインスタンスに接
続して問題を修正できるように
なります。問題を修正した後、
インスタンスを元のインスタン
スタイプに戻します。この方法
は、通常は方法 2 よりすぐに終
わり、ユーザーエラーが発生す
る可能性が低くなります。C3 イ
ンスタンスが実行されている限
り追加料金が発生します。

方法 2 - レジストリ設定

2 番目のサーバーを作成したりア
クセスしたりする知識。レジス
トリ設定を変更する知識。

影響を受けたインスタンスから
ルートボリュームをデタッチし
て別のインスタンスにアタッチ
し、接続してレジストリに変更
を加えます。追加のサーバーが
実行されている限り追加料金が
発生します。この方法は、方法
1 より時間がかかりますが、この
方法は方法 1 で問題が解決され
ない場合も効果がありました。
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方法 1 - 拡張ネットワーキング
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

影響のあるインスタンスを特定します。インスタンスを選択し、[インスタンスの状態] をクリック
し、[インスタンスの停止] を選択します。

Warning
インスタンスを停止すると、インスタンスストアボリューム上のデータは消去されます。イ
ンスタンスストアボリュームのデータを保持するには、データを永続的ストレージに必ず
バックアップします。
4.

インスタンスの停止後、バックアップを作成します。インスタンスを選択し、[アクション]、[イメー
ジとテンプレート] の順に選択し、[イメージの作成] をクリックします。

5.

インスタンスタイプを C3 インスタンスタイプに変更します。

6.

インスタンスを起動します。

7.

リモートデスクトップを使用してインスタンスに接続し、AWS PV ドライバーアップグレードパッ
ケージをインスタンスにダウンロードします。

8.

フォルダの内容を抽出し、AWSPVDriverSetup.msi を実行します。
MSI の実行後、インスタンスは自動的に再起動され、ドライバーがアップグレードされます。インス
タンスは最大 15 分間、使用できなくなります。

9.

アップグレードが完了し、インスタンスが Amazon EC2 コンソールの両方のヘルスチェックに合格
した後、リモートデスクトップを使用してインスタンスに接続し、新しいドライバーがインストール
されたことを確認します。デバイスマネージャーの [Storage Controllers] で、[AWS PV Storage Host
Adapter] を見つけます。ドライバーバージョンがドライバーのバージョン履歴の表に掲載されている
最新バージョンと同じであることを確認します。詳細については、AWS PV ドライバーパッケージの
履歴 (p. 731) を参照してください。

10. インスタンスを停止し、インスタンスを元のインスタンスタイプに戻します。
11. インスタンスを起動し、標準の使用を再開します。

方法 2 - レジストリ設定
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

影響のあるインスタンスを特定します。インスタンスを選択し、[インスタンスの状態]、[インスタン
スの停止] の順に選択します。

Warning
インスタンスを停止すると、インスタンスストアボリューム上のデータは消去されます。イ
ンスタンスストアボリュームのデータを保持するには、データを永続的ストレージに必ず
バックアップします。
4.

[インスタンスの起動] を選択し、影響のあるインスタンスと同じアベイラビリティーゾーンに
Windows Server 2008 または Windows Server 2012 の一時インスタンスを作成します。Windows
Server 2012 R2 インスタンスは作成しないでください。

Important
影響のあるインスタンスと同じアベイラビリティーゾーンにインスタンスを作成しない場
合、影響のあるインスタンスのルートボリュームを新しいインスタンスにアタッチできませ
ん。
5.

ナビゲーションペインの [Volumes] を選択します。
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6.

影響のあるインスタンスのルートボリュームを見つけます。ボリュームをデタッチ (p. 1552)してか
ら、先ほど作成した一時インスタンスにボリュームをアタッチ (p. 1530)します。デフォルトのデバイ
ス名 (xvdf) でアタッチしてください。

7.

リモートデスクトップを使用して一時インスタンスに接続したら、Disk Management ユーティリティ
を使用してボリュームを有効にします (p. 1531)。

8.

一時インスタンスで、[実行] ダイアログボックスを開き、regedit と入力して、Enter キーを押しま
す。

9.

レジストリエディターのナビゲーションペインで、[HKEY_Local_Machine] を選択し、[File] メニュー
の [Load Hive] を選択します。

10. [Load Hive] ダイアログボックスで、Affected Volume\Windows\System32\config\System に移動し、
[Key Name] ダイアログボックスに一時的な名前を入力します。例えば、「OldSys」と入力します。
11. レジストリエディターのナビゲーションペインで、以下のキーを見つけます。
HKEY_LOCAL_MACHINE\your_temporary_key_name\ControlSet001\Control\Class\4d36e97de325-11ce-bfc1-08002be10318
HKEY_LOCAL_MACHINE\your_temporary_key_name\ControlSet001\Control\Class\4d36e96ae325-11ce-bfc1-08002be10318
12. キーごとに、[UpperFilters] をダブルクリックし、XENFILT の値を入力して、[OK] を選択します。

13. 以下のキーを見つけます。
HKEY_LOCAL_MACHINE\your_temporary_key_name\ControlSet001\Services\XENBUS
\Parameters
14. ActiveDevice という名前と以下の値で新しい文字列 (REG_SZ) を作成します。
PCI\VEN_5853&DEV_0001&SUBSYS_00015853&REV_01
15. 以下のキーを見つけます。
HKEY_LOCAL_MACHINE\your_temporary_key_name\ControlSet001\Services\XENBUS
16. [Count] を 0 から 1 に変更します。
17. 以下のキーを見つけ、削除します。
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HKEY_LOCAL_MACHINE\your_temporary_key_name\ControlSet001\Services\xenvbd
\StartOverride
HKEY_LOCAL_MACHINE \your_temporary_key_name\ControlSet001\Services\xenfilt
\StartOverride
18. レジストリエディターのナビゲーションペインで、最初にレジストリエディターを開いたときに作成
した一時キーを選択します。
19. [File] メニューの [Unload Hive] を選択します。
20. Disk Management ユーティリティで、先ほどアタッチしたドライブを選択し、右クリックコンテキス
トメニューを開いて、[オフライン] を選択します。
21. Amazon EC2 コンソールで、影響のあるボリュームを一時インスタンスからデタッチし、/dev/sda1
というデバイス名で Windows Server 2012 R2 インスタンスに再アタッチします。ボリュームをルー
トボリュームとして指定するには、このデバイス名を指定する必要があります。
22. インスタンスを起動します。
23. リモートデスクトップを使用してインスタンスに接続し、AWS PV ドライバーアップグレードパッ
ケージをインスタンスにダウンロードします。
24. フォルダの内容を抽出し、AWSPVDriverSetup.msi を実行します。
MSI の実行後、インスタンスは自動的に再起動され、ドライバーがアップグレードされます。インス
タンスは最大 15 分間、使用できなくなります。
25. アップグレードが完了し、インスタンスが Amazon EC2 コンソールの両方のヘルスチェックに合格
した後、リモートデスクトップを使用してインスタンスに接続し、新しいドライバーがインストール
されたことを確認します。デバイスマネージャーの [Storage Controllers] で、[AWS PV Storage Host
Adapter] を見つけます。ドライバーバージョンがドライバーのバージョン履歴の表に掲載されている
最新バージョンと同じであることを確認します。詳細については、AWS PV ドライバーパッケージの
履歴 (p. 731) を参照してください。
26. この手順で作成した一時インスタンスを削除するか停止します。

修復スクリプトの実行
インプレースドライバアップグレードを実行できないか、新しいインスタンスに移行できない場合は、修
正スクリプトを実行して、プラグアンドプレイクリーンアップタスクによって発生する問題を修正できま
す。

修復スクリプトを実行するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

修復スクリプトを実行するインスタンスを選択します。[インスタンスの状態] を選択し、[インスタン
スの停止 ] をクリックします。

Warning
インスタンスを停止すると、インスタンスストアボリューム上のデータは消去されます。イ
ンスタンスストアボリュームのデータを保持するには、データを永続的ストレージに必ず
バックアップします。
4.

インスタンスの停止後、バックアップを作成します。インスタンスを選択し、[アクション]、[イメー
ジとテンプレート] の順に選択し、[イメージの作成] をクリックします。

5.

[インスタンスの状態] を選択し、[インスタンスの起動] をクリックします。

6.

リモートデスクトップを使用してインスタンスに接続し、RemediateDriverIssue.zip フォルダをその
インスタンスにダウンロードします。

7.

フォルダの内容を展開します。
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8.

Readme.txt ファイルの指示に従って、修復スクリプトを実行します。このファイル
は、RemediateDriverIssue.zip を抽出したフォルダにあります。

TCP オフロード
Important
この問題は、AWS PV または Intel ネットワークドライバーを実行しているインスタンスには該当
しません。
Windows AMI の Citrix PV ドライバーでは、TCP オフロードがデフォルトで有効になっています。例え
ば、特定の SQL ワークロードを実行しているときに、トランスポートレベルのエラーまたはパケット送信
エラー (Windows パフォーマンス モニターで表示される) が発生した場合、この機能を無効にすることが
必要になる場合があります。

Warning
TCP オフロードを無効にすると、インスタンスのネットワークパフォーマンスが低下することが
あります。

Windows Server 2012 および 2008 の TCP オフロードを無効にするには
1.

インスタンスに接続してローカル管理者としてログインします。

2.

Windows Server 2012 を使用している場合は、[Ctrl+Esc] を押して [スタート] 画面にアクセスし、[コ
ントロールパネル] を選択します。Windows Server 2008 を使用している場合は、[スタート]、[コント
ロールパネル] の順に選択します。

3.

[Network and Internet] (ネットワークとインターネット)、[Network and Sharing Center] (ネットワーク
と共有センター) の順に選択します。

4.
5.

[Change adapter settings] (アダプター設定の変更) を選択します。
[Citrix PV Ethernet Adapter #0] を右クリックし、[プロパティ] を選択します。

6.

[Local Area Connection Properties] (ローカルエリア接続のプロパティ) ダイアログボックスで [設定]
を選択すると、[Citrix PV Ethernet Adapter #0 Properties] ダイアログボックスが開きます。

7.
8.

[Advanced] (詳細) タブでプロパティをひとつずつ無効にします。ただし、[Correct TCP/UDP
Checksum Value] は除きます。プロパティを無効にするには、[プロパティ] で選択してから、[値] の
[無効] を選択します。
[OK] を選択します。

9.

コマンドプロンプトウィンドウから次のコマンドを実行します。
netsh int ip set global taskoffload=disabled
netsh int tcp set global chimney=disabled
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netsh int tcp set global rss=disabled
netsh int tcp set global netdma=disabled

10. インスタンスを再起動します。

時刻同期
2013.02.13 の Windows AMI のリリース以前、Citrix Xen ゲストエージェントでシステム時刻が誤って設定
される場合がありました。これにより、DHCP リースが有効期限切れになる可能性があります。インスタ
ンスに接続できない問題が発生している場合、エージェントの更新が必要である可能性があります。
更新された Citrix Xen ゲストエージェントがあるかどうかを判断するには、C:\Program Files
\Citrix\XenGuestAgent.exe ファイルが 2013 年 3 月のものであるかどうかを確認します。このファ
イルの日付がこれよりも前である場合は、Citrix Xen ゲストエージェントサービスを更新してください。詳
細については、Citrix Xen ゲストエージェントサービスのアップグレード (p. 741) を参照してください。

20,000 以上のディスク IOPS を使用するワークロードでは、CPU のボトルネッ
クによりパフォーマンスが低下します
この問題の影響を受けるのは、20,000 超の IOPS を利用する AWS PV ドライバーを実行している
Windows インスタンスを使用しており、バグチェックコード 0x9E: USER_MODE_HEALTH_MONITOR が
発生した場合です。
AWS PV ドライバーでのディスクの読み取りと書き込み (IO) は、次の 2 つのフェーズで行われます: IO
の準備および IO の完了です。デフォルトでは、準備フェーズは単一の任意のコアで実行されます。完了
フェーズはコア 0 で実行されます。IO の処理に必要な計算量は、そのサイズやその他のプロパティによっ
て異なります。準備フェーズでより多くの計算を使用する IO もあれば、完了フェーズで多くの計算を使用
する IO もあります。インスタンスが 20,000 IOPS 以上の場合、準備フェーズまたは完了フェーズでボト
ルネックが発生し、インスタンスを実行する CPU の容量が 100% になる可能性があります。準備フェー
ズまたは完了フェーズがボトルネックになるかどうかは、アプリケーションが使用する IO のプロパティに
よって異なります。
AWS PV ドライバー 8.4.0 以降、準備フェーズと完了フェーズの負荷を複数のコアに分散し、ボトルネッ
クを排除できます。各アプリケーションは、異なる IO プロパティを使用します。したがって、次の設定の
いずれかを適用することで、アプリケーションのパフォーマンスを向上、低下させたり、または影響しな
いようにすることができます。これらの設定のいずれかを適用したら、アプリケーションを監視して、目
的のパフォーマンスを満たしていることを確認します。
1.

前提条件
このトラブルシューティング手順を開始する前に、以下の前提条件を確認してください。
• インスタンスで AWS PV ドライバーのバージョン 8.4.0 以降を使用しています。アップグレードす
るには、Windows インスタンスでの PV ドライバーのアップグレード (p. 735) を参照してくださ
い。
• インスタンスへの RDP アクセス権があります。RDP を使用して Windows インスタンスに接続す
る手順については、「RDP を使用した Windows インスタンスへの接続 (p. 591)」を参照してくだ
さい。
• インスタンスに対する管理者アクセス権があります。

2.

インスタンスの CPU 負荷を監視する
Windows タスクマネージャーを使用して、各 CPU の負荷を表示し、ディスク IO の潜在的なボトル
ネックを特定できます。
1. アプリケーションが実行中で、本番ワークロードと同様のトラフィックを処理していることを確認
します。
2. RDP を使用してインスタンスに接続します。
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3. インスタンスで [スタート] メニューを選択します。
4. [スタート] メニュー の Task Manager で、タスクマネージャーを開きます。
5. タスクマネージャーに概要ビューが表示される場合は、[詳細] を選択して詳細ビューを展開しま
す。
6. [パフォーマンス] タブを選択します。
7. 左ペインの CPU を選択します。
8. メインペインでグラフを右クリックし、グラフをに変更する、論理プロセッサの順に選択して、
個々のコアを表示します。
9. インスタンスにあるコアの数により、時間の経過に伴い CPU 負荷の詳細が表示される場合と、数
字のみが表示される場合があります。
• 時間の経過に伴う負荷を示すグラフが表示される場合は、ボックスがほぼ完全に網掛けされてい
る CPU を探します。
• 各コアに数字が表示されている場合は、一貫して 95% 以上を示すコアを探します。
10.コア 0 または別のコアで、高い負荷がかかっているかどうかに注意してください。
3.

適用する設定を選択する
設定名

この設定を適用する場合

コメント

Default configuration

ワークロードが 20,000 IOPS 未
満であるか、他の設定ではパ
フォーマンスや安定性が向上し
ませんでした。

この設定では、IO は少数のコ
アで発生するため、キャッシュ
の局所性を向上させ、コンテ
キストの切り替えを減らすこと
で、より小さなワークロードで
恩恵を受けることができます。

Allow driver to choose whether
to distribute completion

ワークロードが 20,000 IOPS 以
上で、コア 0 で中程度または高
い負荷がかかっていることが確
認できます。

この設定は、問題が発生したか
どうかにかかわらず、PV 8.4.0
以降で 20,000 IOPS 以上を使用
するすべての Xen インスタン
スに推奨されます。

Distribute both preparation and
completion

ワークロードが 20,000 IOPS 以 この設定では、IO の準備およ
上で、ドライバーがディストリ び完了の両方を分散できます。
ビューションを選択できるよう
にしてもパフォーマンスが向上
しなかったか、0 で高い負荷が
かかっています。

Note
IO の準備を分散せずに、IO の完了も分散しないことをお勧めします
(NotifierDistributed を設定せずに DpcRedirection を設定します)。準備フェーズが
並行して動作している場合、完了フェーズは準備フェーズによる過負荷に敏感になるためで
す。

レジストリキーの値
• NotifierDistributed
値 0 または存在しない — 完了フェーズはコア 0 で実行されます。
値 1 — ドライバーは、接続されたディスクごとに、完了フェーズ、コア 0、追加されたもう 1 つの
コアのいずれかの実行を選択します。
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値 2 — ドライバーは、接続されたディスクごとに、追加された 1 つのコアで完了フェーズを実行し
ます。
• DpcRedirection
値 0 または存在しない — 準備フェーズは、単一の任意のコアで実行されます。
値 1 — 準備フェーズは、複数のコアに分散されます。

デフォルト設定
AWS PV ドライバーのバージョンが 8.4.0 以前であるか、このセクションの他のいずれかの設定を適
用した後にパフォーマンスまたは安定性の低下が見られる場合は、デフォルト設定を適用します。
1. RDP を使用してインスタンスに接続します。
2. 管理者として新しい PowerShell コマンドプロンプトを開きます。
3. 以下のコマンドを実行して、NotifierDistributed および DpcRedirection レジストリキー
を削除します。
Remove-ItemProperty -Path HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\xenvbd\Parameters Name NotifierDistributed

Remove-ItemProperty -Path HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\xenvbd\Parameters Name DpcRedirection

4. インスタンスを再起動します。

完了を分散するかどうかをドライバーが選択できるようにする
NotiferDistributed レジストリキーを設定して、PV ストレージドライバーが IO の完了を分散す
るかどうかを選択できるようにします。
1. RDP を使用してインスタンスに接続します。
2. 管理者として新しい PowerShell コマンドプロンプトを開きます。
3. 以下のコマンドを実行して NotiferDistributed レジストリキーを設定します。
Set-ItemProperty -Type DWORD -Path HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\xenvbd
\Parameters -Value 0x00000001 -Name NotifierDistributed

4. インスタンスを再起動します。

準備と完了の両方を分散する
NotifierDistributed および DpcRedirection レジストリキーを設定して、準備フェーズと完
了フェーズの両方を常に分散します。
1. RDP を使用してインスタンスに接続します。
2. 管理者として新しい PowerShell コマンドプロンプトを開きます。
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3. 以下のコマンドを実行して、NotifierDistributed および DpcRedirection レジストリキー
を設定します。
Set-ItemProperty -Type DWORD -Path HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\xenvbd
\Parameters -Value 0x00000002 -Name NotifierDistributed
Set-ItemProperty -Type DWORD -Path HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\xenvbd
\Parameters -Value 0x00000001 -Name DpcRedirection

4. インスタンスを再起動します。

AWS Windows インスタンス用 NVMe ドライバー
Amazon EBS ボリュームおよびインスタンスストアボリュームは、Nitro ベースのインスタンス (p. 201)で
NVMe ブロックデバイスとして公開されます。Windows Server 2012 R2 以降にはマイクロソフトにより
提供される NVMe ドライバーである StorNVMe が含まれています。ただし、Amazon EBS が提供するパ
フォーマンスや機能をフルに発揮するには、NVMe ブロックデバイスを使用する際に AWS NVMe ドライ
バーをインストールする必要があります。最新の Windows Server 2008 R2 以降用の AWS Windows AMI
には、必要な AWS NVMe ドライバーが含まれています。
EBS と NVMe の詳細については、「Windows インスタンスの Amazon EBS および NVMe (p. 1736)」を
参照してください。SSD インスタンスストアと NVMe の詳細については、「SSD インスタンスストアボ
リューム (p. 1808)」を参照してください。

PowerShell を使用して AWS NVMe ドライバーをインストール
またはアップグレードする
Amazon が提供する最新の AWS Windows AMI を使用していない場合は、以下の手順に従って、最新の
AWS NVMe ドライバーをインストールしてください。この更新は、インスタンスを再起動できる時に実施
しなければなりません。インストールスクリプトを入力するとインスタンスが再起動されますが、再起動
されない場合には、最終段階で再起動する必要があります。
前提条件
PowerShell 3.0 以降

最新の AWS NVMe ドライバーをダウンロードしてインストールするには
1.

変更を元に戻す必要がある場合に備えて、AMI をバックアップとして作成することをお勧めします。
a.
b.
c.
d.

2.
3.

インスタンスを停止すると、インスタンスストアボリューム上のデータは消去されます。インス
タンスを停止する前に、必要なデータをインスタンスストアボリュームから永続的ストレージ
(Amazon EBS や Amazon S3 など) にコピーしていることを確認します。
ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
ドライバーのアップグレードが必要なインスタンスを選択し、[インスタンスの状態]、[インスタ
ンスの停止] の順に選択します。
インスタンスを停止したら、インスタンスを選択し、[アクション]、[イメージとテンプレート]、
[イメージの作成] の順に選択します。

e. [Instance state (インスタンスの状態)]、[Start instance (インスタンスの開始)] の順に選択します。
インスタンスに接続してローカル管理者としてログインします。
次のいずれかのオプションを使用して、インスタンスにドライバをダウンロードし抽出します。
•
ブラウザを使用する:
a.

インスタンスに最新のドライバーパッケージをダウンロードします。
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b.
•

zip アーカイブを展開します。

PowerShell を使用する:
invoke-webrequest https://s3.amazonaws.com/ec2-windows-drivers-downloads/NVMe/
Latest/AWSNVMe.zip -outfile $env:USERPROFILE\nvme_driver.zip
expand-archive $env:userprofile\nvme_driver.zip -DestinationPath $env:userprofile
\nvme_driver

4.

install.ps1 ディレクトリ (nvme_driver) から .\install.ps1 PowerShell スクリプトを実行
し、ドライバーをインスタンスにインストールします。エラーが発生した場合は、PowerShell 3.0 以
降を使用していることを確認してください。
install.ps1 では、ebsnvme-id ツールをドライバーと共にインストールするかどうかを指定
します。ebsnvme-id ツールをインストールするには、InstallEBSNVMeIdTool ‘Yes’ を指
定します。ツールをインストールしない場合は、InstallEBSNVMeIdTool ‘No’ を指定しま
す。InstallEBSNVMeIdTool を指定しない場合で、かつツールが既に C:\ProgramData\Amazon
\Tools に存在している場合、パッケージはデフォルトでツールをアップグレードします。ツールが
存在しない場合は、install.ps1 は、デフォルトではツールをアップグレードしません。ツールを
パッケージの一部としてインストールせず、後でインストールする場合は、Amazon S3 からダウン
ロードできます。
最新の ebsnvme-id ツールをダウンロード

5.

インストーラがインスタンスを再起動しない場合には、手動でインスタンスを再起動します。

SSM ディストリビューターによる AWS NVMe ドライバーのイ
ンストールまたはアップグレード
NVMe ドライバーパッケージは 1 回の SSM ディストリビューターでインストールすることも、スケ
ジュールされた更新を使用してインストールすることもできます。
1.

SSM ディストリビューターを使用して NVMe ドライバーパッケージをインストールする方法につい
ては、「Amazon EC2 Systems Manager ユーザーガイド」の「パッケージのインストールまたは更
新」を参照してください。

2.

[Document version] (ドキュメントバージョン) には、AWSNVMe パッケージを選択します。

3.

ebsnvme-id ツールをインストールするには、[Additional Arguments] (追加の引数) に
{"SSM_InstallEBSNVMeIdTool": "Yes"} を指定します。ツールをインストールしない場合
は、{"SSM_InstallEBSNVMeIdTool": "No"} を指定します。
もし [Additional Arguments] (追加の引数) で SSM_InstallEBSNVMeIdTool が指定されていない場
合で、かつツールが既に C:\ProgramData\Amazon\Tools に存在している場合、パッケージはデ
フォルトでツールをアップグレードします。ツールが存在しない場合、パッケージはデフォルトで
ツールをアップグレードしません。[Additional Arguments] (追加の引数) は、有効な JSON 構文を使用
してフォーマットする必要があります。aws configure パッケージの追加の引数を渡す方法の例に
ついては、「Amazon EC2 Systems Manager ドキュメント」を参照してください。ツールをパッケー
ジの一部としてインストールせず、後でインストールする場合は、Amazon S3 からダウンロードでき
ます。
最新の ebsnvme-id ツールをダウンロード

4.

インストーラがインスタンスを再起動しない場合には、手動でインスタンスを再起動します。

AWS NVMe ドライバーのバージョン履歴
次の表に、Amazon EC2 の Windows Server バージョンごとにダウンロードする NVMe ドライバーの各
バージョンを示します。
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Windows Server バージョン

AWSNVMe ドライバーバージョン

Windows Server 2019

最新

Windows Server 2016

最新

Windows Server 2012 R2

最新

Windows Server 2012

最新

Windows Server 2008 R2

1.3.2 以前

次の表に、AWS NVMe ドライバーのリリース済みバージョンを示します。
ドライバーの
バージョン

詳細

リリース日

1.4.1

• このオプションの NVMe 機能をサポートする EBS ボリューム
の Namespace Preferred Write Granularity (NPGW) を報告しま
す。詳細については、「NVMe Base Specification, version 1.4」
のセクション 8.25「Improving Performance through I/O Size and
Alignment Adherence」(I/O サイズおよびアライメント遵守による
パフォーマンスの向上) を参照してください。

2022 年 5 月 20
日

1.4.0

• アプリケーションが NVMe デバイスとコミュニケーション
を取るようにする IOCTL のサポートが追加されました。こ
のサポートにより、アプリケーションは NVMe デバイスか
ら IdentifyController、IdentifyNamespace、および
NameSpace のリストを取得します。詳細については、Microsoft
ドキュメントの「プロトコル固有のクエリ」を参照してくださ
い。
• Windows Server 2008 R2 での AWSNVMe 1.4.0 のインストール
は失敗します。Windows Server 2008 R2 では、AWSNVMe バー
ジョン 1.3.2 以前がサポートされています。
• 1.4.0 ドライバーのバージョンと最新の ebsnvme-id ツール
(ebsnvme-id.exe) は、単一のパッケージにまとめられてい
ます。この組み合わせにより、ドライバーとツールの両方を単
一のパッケージからインストールできます。詳細については、
「PowerShell を使用して AWS NVMe ドライバーをインストール
またはアップグレードする (p. 750)」を参照してください。

2021 年 11 月
23 日

• バグ修正と信頼性の向上。
1.3.2

IO をアクティブに処理する EBS ボリュームを変更すると、データ
が破損する可能性がある問題を修正しました。オンライン EBS ボ
リューム (サイズ変更やタイプの変更など) を変更しないお客様は影
響を受けません。

2019 年 9 月 10
日

1.3.1

信頼性の向上。

2019 年 5 月 21
日

1.3.0

デバイス最適化の改善

2018 年 8 月 31
日

1.2.0

サポートされているすべてのインスタンス (例: ベアメタルインスタ
ンス) での AWS NVMe デバイスのパフォーマンスと信頼性の向上

2018 年 6 月 13
日
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ドライバーの
バージョン

詳細

リリース日

1.0.0

Windows Server を実行するサポート対象インスタンスタイプ用の
AWS NVMe ドライバー

2018 年 2 月 12
日

の通知のサブスクライブ
EC2 Windows ドライバーの新しいバージョンがリリースされたときには、Amazon SNS から通知を受け
取ることができます。このような通知をサブスクライブするには、以下の手順を使用します。

コンソールから EC2 の通知にサブスクライブするには
1.
2.

Amazon SNS コンソール（https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home）を開きます。
ナビゲーションバーで、必要に応じて、リージョンを [米国東部 (バージニア北部)] に変更します。購
読する SNS 通知がこのリージョンにあるため、このリージョンを選択する必要があります。

3.
4.

ナビゲーションペインで [Subscriptions] を選択します。
[Create subscription] を選択します。

5.

[Create subscription] ダイアログボックスで、次の操作を行います。
a.

[TopicARN] では、次の Amazon リソースネーム (ARN) をコピーします。
arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-drivers

6.

b.

[プロトコル] で Email を選択します。

c.
d.

[エンドポイント] では、通知を受信するために使用できる E メールアドレスを入力します。
[Create subscription] を選択します。

確認メールが送信されます。E メールを開き、指示に従ってサブスクリプションを完了します。

サブスクライバには、EC2 Windows ドライバーの新しいバージョンがリリースされるたびに、通知が送信
されます。通知が不要になった場合は、次の手順で受信登録を解除します。

Amazon EC2 Windows ドライバー通知から受信登録を解除するには
1.

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

2.
3.

ナビゲーションペインで [Subscriptions] を選択します。
サブスクリプションのチェックボックスを選択し、[アクション]、[サブスクリプションの削除] を選択
します。確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。

AWS CLI を使用して EC2 の通知をサブスクライブするには
AWS CLI で EC2 の通知をサブスクライブするには、次のコマンドを使用します。
aws sns subscribe --topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-drivers -protocol email --notification-endpoint YourUserName@YourDomainName.ext

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して EC2 の通知をサブスクライブするには
AWS Tools for Windows PowerShell で EC2 の通知をサブスクライブするには、次のコマンドを使用しま
す。
Connect-SNSNotification -TopicArn 'arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-drivers'
-Protocol email -Region us-east-1 -Endpoint 'YourUserName@YourDomainName.ext'
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CPU オプションの最適化
Amazon EC2 インスタンスは、単一の Intel Xeon CPU コアで同時に複数のスレッドを実行できるマル
チスレッドをサポートしています。各スレッドは、インスタンスの仮想 CPU (vCPU) として表されま
す。インスタンスには、インスタンスタイプによって異なるデフォルト数の CPU コアがあります。例え
ば、m5.xlarge インスタンスタイプには 2 つの CPU コアがあり、デフォルトでは各コアごとに 2 つのス
レッドの合計で 4 つの vCPU があります。—

Note
各 vCPU は CPU コアのスレッドです。ただし、T2 インスタンスと、AWS Graviton2 プロセッサ
を使用するインスタンスを除きます。
ほとんどの場合、ワークロードに適したメモリと vCPU 数を組み合わせた Amazon EC2 インスタンスタイ
プがあります。ただし、特定のワークロードまたはビジネスのニーズに合わせて、インスタンスを最適化
するために以下の CPU オプションを指定できます。
• CPU コア数: インスタンスの CPU コア数をカスタマイズできます。これによって、大量のメモリを使用
するワークロード用に十分な RAM 量がありながら、少ない CPU コアのインスタンスのソフトウェアの
ライセンスコストを最適化することにつながります。
• コア別のスレッド: マルチスレッドを無効化するには、CPU コアごとに 1 つのスレッドを指定できま
す。高性能コンピューティング (HPC) のワークロードのような特定のワークロードでこれを使用できま
す。
この CPU オプションはインスタンスの起動時に指定できます。CPU オプションの指定には、追加あるい
は割引課金はありません。デフォルト CPU オプションで起動したインスタンスと同じように課金されま
す。
コンテンツ
• CPU オプションを指定するためのルール (p. 754)
• インスタンスタイプ別の CPU コアごとの CPU コア数とスレッド数 (p. 755)
• インスタンスの CPU オプションの指定 (p. 769)
• インスタンスの CPU オプションの表示 (p. 771)

CPU オプションを指定するためのルール
インスタンスで CPU オプションを指定するには、次のルールに注意してください。
• CPU オプションはインスタンスの起動時のみ指定でき、起動後には変更できません。
• インスタンスを起動するときに、CPU コア数およびコアごとのスレッドの両方をリクエストで指定する
必要があります。リクエスト例については、「インスタンスの CPU オプションの指定 (p. 769)」を参
照してください。
• インスタンスの vCPU の数は、コア別のスレッドで乗算した CPU コアの数です。vCPU のカスタム数
を指定するには、インスタンスタイプで CPU およびコア別のスレッドの有効な数を指定する必要があ
ります。インスタンスのデフォルト vCPU の数を超えることはできません。詳細については、インスタ
ンスタイプ別の CPU コアごとの CPU コア数とスレッド数 (p. 755) を参照してください。
• マルチスレッドを無効にするには、コアごとに 1 つのスレッドを指定します。
• 既存のインスタンスのインスタンスタイプを変更する (p. 306)場合、CPU オプションは自動的に新しい
インスタンスタイプのデフォルト CPU オプションに変更されます。
• 指定された CPU オプションは、インスタンスの停止、開始あるいは再起動後にも保持されます。
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インスタンスタイプ別の CPU コアごとの CPU コア数とスレッ
ド数
次の表では、CPU オプションの指定をサポートしているインスタンスタイプを一覧表示しています。
コンテンツ
• 高速コンピューティングインスタンス (p. 755)
• コンピュート最適化インスタンス (p. 756)
• 汎用インスタンス (p. 759)
• メモリ最適化インスタンス (p. 763)
• ストレージ最適化インスタンス (p. 768)

高速コンピューティングインスタンス
インスタンスタ デフォルト
イプ
vCPU

デフォルトの
CPU コア

コアごとのデ
フォルトのス
レッド

有効な CPU コ
ア

コアあたりの有
効なスレッド

f1.2xlarge

8

4

2

1～4

1、2

f1.4xlarge

16

8

2

1～8

1、2

f1.16xlarge

64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

g3.4xlarge

16

8

2

1～8

1、2

g3.8xlarge

32

16

2

1〜16

1、2

g3.16xlarge

64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

g3s.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

g4ad.xlarge

4

2

2

2

1、2

g4ad.2xlarge 8

4

2

2、4

1、2

g4ad.4xlarge 16

8

2

2、4、8

1、2

g4ad.8xlarge 32

16

2

2、4、8、16

1、2

g4ad.16xlarge 64

32

2

2、4、8、16、321、2

4

2

2

1、2

1、2

g4dn.2xlarge 8

4

2

1～4

1、2

g4dn.4xlarge 16

8

2

1～8

1、2

g4dn.8xlarge 32

16

2

1〜16

1、2

g4dn.12xlarge 48

24

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24

1、2

g4dn.16xlarge 64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

2

2

1、2

g4dn.xlarge

p2.xlarge

4
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インスタンスタ デフォルト
イプ
vCPU

デフォルトの
CPU コア

コアごとのデ
フォルトのス
レッド

有効な CPU コ
ア

コアあたりの有
効なスレッド
1、2

p2.8xlarge

32

16

2

1〜16

p2.16xlarge

64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

p3.2xlarge

8

4

2

1～4

1、2

p3.8xlarge

32

16

2

1〜16

1、2

p3.16xlarge

64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

p3dn.24xlarge 96

48

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44,
46, 48

1、2

trn1.2xlarge 8

4

2

2、4

1、2

trn1.32xlarge 128

64

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

デフォルトの
CPU コア

コアごとのデ
フォルトのス
レッド

有効な CPU コ
ア

コアあたりの有
効なスレッド

コンピュート最適化インスタンス
インスタンスタ デフォルト
イプ
vCPU
c4.large

2

1

2

1

1、2

c4.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

c4.2xlarge

8

4

2

1～4

1、2

c4.4xlarge

16

8

2

1～8

1、2

c4.8xlarge

36

18

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18
1、2

c5.large

2

1

2

1

1、2

c5.xlarge

4

2

2

2

1、2

c5.2xlarge

8

4

2

2、4

1、2

c5.4xlarge

16

8

2

2、4、6、8

1、2

c5.9xlarge

36

18

2

4、6、8、10、12、14、16、18
1、2

c5.12xlarge

48

24

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24

1、2

c5.18xlarge

72

36

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36

1、2
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インスタンスタ デフォルト
イプ
vCPU

デフォルトの
CPU コア

コアごとのデ
フォルトのス
レッド

有効な CPU コ
ア

コアあたりの有
効なスレッド

c5.24xlarge

96

48

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44,
46, 48

1、2

c5a.large

2

1

2

1

1、2

c5a.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

c5a.2xlarge

8

4

2

1～4

1、2

c5a.4xlarge

16

8

2

1、2、3、4、8

1、2

c5a.8xlarge

32

16

2

1、2、3、4、8、12、16
1、2

c5a.12xlarge 48

24

2

1、2、3、4、8、12、16、20、24
1、2

c5a.16xlarge 64

32

2

1、2、3、4、8、12、16、20、24、28、32
1、2

c5a.24xlarge 96

48

2

1、2、3、4、8、12、16、20、24、28、32、36
1、2

c5ad.large

2

1

2

1

1、2

c5ad.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

c5ad.2xlarge 8

4

2

1～4

1、2

c5ad.4xlarge 16

8

2

1、2、3、4、8

1、2

c5ad.8xlarge 32

16

2

1、2、3、4、8、12、16
1、2

c5ad.12xlarge 48

24

2

1、2、3、4、8、12、16、20、24
1、2

c5ad.16xlarge 64

32

2

1、2、3、4、8、12、16、20、24、28、32
1、2

c5ad.24xlarge 96

48

2

1、2、3、4、8、12、16、20、24、28、32、36
1、2

c5d.large

2

1

2

1

1、2

c5d.xlarge

4

2

2

2

1、2

c5d.2xlarge

8

4

2

2、4

1、2

c5d.4xlarge

16

8

2

2、4、6、8

1、2

c5d.9xlarge

36

18

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18
1、2

c5d.12xlarge 48

24

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24

1、2

c5d.18xlarge 72

36

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36

1、2
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インスタンスタ デフォルト
イプ
vCPU

デフォルトの
CPU コア

コアごとのデ
フォルトのス
レッド

有効な CPU コ
ア

コアあたりの有
効なスレッド

c5d.24xlarge 96

48

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44,
46, 48

1、2

c5n.large

2

1

2

1

1、2

c5n.xlarge

4

2

2

2

1、2

c5n.2xlarge

8

4

2

2、4

1、2

c5n.4xlarge

16

8

2

2、4、6、8

1、2

c5n.9xlarge

36

18

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18
1、2

c5n.18xlarge 72

36

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36

1、2

c6a.large

2

1

2

1

1、2

c6a.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

c6a.2xlarge

8

4

2

1～4

1、2

c6a.4xlarge

16

8

2

1～8

1、2

c6a.8xlarge

32

16

2

1、2、3、4、5、6、7、8、16
1、2

c6a.12xlarge 48

24

2

1、2、3、4、5、6、7、8、16、24
1、2

c6a.16xlarge 64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、32
1、2

c6a.24xlarge 96

48

2

2、4、6、8、10、12、14、16、32、48
1、2

c6a.32xlarge 128

64

2

4、8、12、16、20、24、28、32、64
1、2

c6a.48xlarge 192

96

2

4、8、12、16、20、24、28、32、64、96
1、2

c6i.large

2

1

2

1

1、2

c6i.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

c6i.2xlarge

8

4

2

2、4

1、2

c6i.4xlarge

16

8

2

2、4、6、8

1、2

c6i.8xlarge

32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

c6i.12xlarge 48

24

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

c6i.16xlarge 64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

c6i.24xlarge 96

48

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2
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インスタンスタ デフォルト
イプ
vCPU

デフォルトの
CPU コア

コアごとのデ
フォルトのス
レッド

有効な CPU コ
ア

コアあたりの有
効なスレッド

c6i.32xlarge 128

64

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

c6id.large

2

1

2

1

1、2

c6id.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

c6id.2xlarge 8

4

2

2、4

1、2

c6id.4xlarge 16

8

2

2、4、6、8

1、2

c6id.8xlarge 32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

c6id.12xlarge 48

24

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

c6id.16xlarge 64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

c6id.24xlarge 96

48

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

c6id.32xlarge 128

64

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

デフォルトの
CPU コア

コアごとのデ
フォルトのス
レッド

有効な CPU コ
ア

コアあたりの有
効なスレッド

汎用インスタンス
インスタンスタ デフォルト
イプ
vCPU
m4.large

2

1

2

1

1、2

m4.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

m4.2xlarge

8

4

2

1～4

1、2

m4.4xlarge

16

8

2

1～8

1、2

m4.10xlarge

40

20

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20
1、2

m4.16xlarge

64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

m5.large

2

1

2

1

1、2

m5.xlarge

4

2

2

2

1、2

m5.2xlarge

8

4

2

2、4

1、2

m5.4xlarge

16

8

2

2、4、6、8

1、2

m5.8xlarge

32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

m5.12xlarge

48

24

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

m5.16xlarge

64

32

2

4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、
1、2

m5.24xlarge

96

48

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36,
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インスタンスタ デフォルト
イプ
vCPU

デフォルトの
CPU コア

コアごとのデ
フォルトのス
レッド

有効な CPU コ
ア

コアあたりの有
効なスレッド

38, 40, 42, 44,
46, 48
m5a.large

2

1

2

1

1、2

m5a.xlarge

4

2

2

2

1、2

m5a.2xlarge

8

4

2

2、4

1、2

m5a.4xlarge

16

8

2

2、4、6、8

1、2

m5a.8xlarge

32

16

2

4、6、8、10、12、14、16
1、2

m5a.12xlarge 48

24

2

6, 12, 18, 24

m5a.16xlarge 64

32

2

8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28
1、2

m5a.24xlarge 96

48

2

12, 18, 24, 36,
48

1、2

1、2

m5ad.large

2

1

2

1

1、2

m5ad.xlarge

4

2

2

2

1、2

m5ad.2xlarge 8

4

2

2、4

1、2

m5ad.4xlarge 16

8

2

2、4、6、8

1、2

m5ad.8xlarge 32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

m5ad.12xlarge 48

24

2

6, 12, 18, 24

m5ad.16xlarge 64

32

2

4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、
1、2

m5ad.24xlarge 96

48

2

12, 18, 24, 36,
48

1、2

1、2

m5d.large

2

1

2

1

1、2

m5d.xlarge

4

2

2

2

1、2

m5d.2xlarge

8

4

2

2、4

1、2

m5d.4xlarge

16

8

2

2、4、6、8

1、2

m5d.8xlarge

32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

m5d.12xlarge 48

24

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

m5d.16xlarge 64

32

2

4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、
1、2

m5d.24xlarge 96

48

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44,
46, 48
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インスタンスタ デフォルト
イプ
vCPU

デフォルトの
CPU コア

コアごとのデ
フォルトのス
レッド

有効な CPU コ
ア

コアあたりの有
効なスレッド

m5dn.large

2

1

2

1

1、2

m5dn.xlarge

4

2

2

2

1、2

m5dn.2xlarge 8

4

2

2、4

1、2

m5dn.4xlarge 16

8

2

2、4、6、8

1、2

m5dn.8xlarge 32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

m5dn.12xlarge 48

24

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

m5dn.16xlarge 64

32

2

4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、
1、2

m5dn.24xlarge 96

48

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44,
46, 48

1、2

m5n.large

2

1

2

1

1、2

m5n.xlarge

4

2

2

2

1、2

m5n.2xlarge

8

4

2

2、4

1、2

m5n.4xlarge

16

8

2

2、4、6、8

1、2

m5n.8xlarge

32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

m5n.12xlarge 48

24

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

m5n.16xlarge 64

32

2

4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、
1、2

m5n.24xlarge 96

48

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44,
46, 48

1、2

m5zn.large

2

1

2

1

1、2

m5zn.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

m5zn.2xlarge 8

4

2

2、4

1、2

m5zn.3xlarge 12

6

2

2、4、6

1、2

m5zn.6xlarge 24

12

2

2、4、6、8、10、12
1、2

m5zn.12xlarge 48

24

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

m6a.large

2

1

2

1

1、2

m6a.xlarge

4

2

2

1、2

1、2
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インスタンスタ デフォルト
イプ
vCPU

デフォルトの
CPU コア

コアごとのデ
フォルトのス
レッド

有効な CPU コ
ア

コアあたりの有
効なスレッド

m6a.2xlarge

8

4

2

1～4

1、2

m6a.4xlarge

16

8

2

1～8

1、2

m6a.8xlarge

32

16

2

1、2、3、4、5、6、7、8、16
1、2

m6a.12xlarge 48

24

2

1、2、3、4、5、6、7、8、16、24
1、2

m6a.16xlarge 64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、32
1、2

m6a.24xlarge 96

48

2

2、4、6、8、10、12、14、16、32、48
1、2

m6a.32xlarge 128

64

2

4、8、12、16、20、24、28、32、64
1、2

m6a.48xlarge 192

96

2

4、8、12、16、20、24、28、32、64、96
1、2

m6i.large

2

1

2

1

1、2

m6i.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

m6i.2xlarge

8

4

2

2、4

1、2

m6i.4xlarge

16

8

2

2、4、6、8

1、2

m6i.8xlarge

32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

m6i.12xlarge 48

24

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

m6i.16xlarge 64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

m6i.24xlarge 96

48

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

m6i.32xlarge 128

64

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

m6id.large

2

1

2

1

1、2

m6id.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

m6id.2xlarge 8

4

2

2、4

1、2

m6id.4xlarge 16

8

2

2、4、6、8

1、2

m6id.8xlarge 32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

m6id.12xlarge 48

24

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

m6id.16xlarge 64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

m6id.24xlarge 96

48

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

m6id.32xlarge 128

64

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

t3.nano

2

1

2

1

1、2

t3.micro

2

1

2

1

1、2

t3.small

2

1

2

1

1、2

t3.medium

2

1

2

1

1、2

762

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
CPU オプションの最適化

インスタンスタ デフォルト
イプ
vCPU

デフォルトの
CPU コア

コアごとのデ
フォルトのス
レッド

有効な CPU コ
ア

コアあたりの有
効なスレッド

t3.large

2

1

2

1

1、2

t3.xlarge

4

2

2

2

1、2

t3.2xlarge

8

4

2

2、4

1、2

t3a.nano

2

1

2

1

1、2

t3a.micro

2

1

2

1

1、2

t3a.small

2

1

2

1

1、2

t3a.medium

2

1

2

1

1、2

t3a.large

2

1

2

1

1、2

t3a.xlarge

4

2

2

2

1、2

t3a.2xlarge

8

4

2

2、4

1、2

デフォルトの
CPU コア

コアごとのデ
フォルトのス
レッド

有効な CPU コ
ア

コアあたりの有
効なスレッド

メモリ最適化インスタンス
インスタンスタ デフォルト
イプ
vCPU
r4.large

2

1

2

1

1、2

r4.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

r4.2xlarge

8

4

2

1～4

1、2

r4.4xlarge

16

8

2

1～8

1、2

r4.8xlarge

32

16

2

1〜16

1、2

r4.16xlarge

64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

r5.large

2

1

2

1

1、2

r5.xlarge

4

2

2

2

1、2

r5.2xlarge

8

4

2

2、4

1、2

r5.4xlarge

16

8

2

2、4、6、8

1、2

r5.8xlarge

32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

r5.12xlarge

48

24

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

r5.16xlarge

64

32

2

4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、
1、2

r5.24xlarge

96

48

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36,

763
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インスタンスタ デフォルト
イプ
vCPU

デフォルトの
CPU コア

コアごとのデ
フォルトのス
レッド

有効な CPU コ
ア

コアあたりの有
効なスレッド

38, 40, 42, 44,
46, 48
r5a.large

2

1

2

1

1、2

r5a.xlarge

4

2

2

2

1、2

r5a.2xlarge

8

4

2

2、4

1、2

r5a.4xlarge

16

8

2

2、4、6、8

1、2

r5a.8xlarge

32

16

2

4、6、8、10、12、14、16
1、2

r5a.12xlarge 48

24

2

6, 12, 18, 24

r5a.16xlarge 64

32

2

4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、
1、2

r5a.24xlarge 96

48

2

12, 18, 24, 36,
48

1、2

1、2

r5ad.large

2

1

2

1

1、2

r5ad.xlarge

4

2

2

2

1、2

r5ad.2xlarge 8

4

2

2、4

1、2

r5ad.4xlarge 16

8

2

2、4、6、8

1、2

r5ad.8xlarge 32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

r5ad.12xlarge 48

24

2

6, 12, 18, 24

r5ad.16xlarge 64

32

2

4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、
1、2

r5ad.24xlarge 96

48

2

12, 18, 24, 36,
48

1、2

1、2

r5b.large

2

1

2

1

1、2

r5b.xlarge

4

2

2

2

1、2

r5b.2xlarge

8

4

2

2、4

1、2

r5b.4xlarge

16

8

2

2、4、6、8

1、2

r5b.8xlarge

32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

r5b.12xlarge 48

24

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

r5b.16xlarge 64

32

2

4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、
1、2

r5b.24xlarge 96

48

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44,
46, 48
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インスタンスタ デフォルト
イプ
vCPU

デフォルトの
CPU コア

コアごとのデ
フォルトのス
レッド

有効な CPU コ
ア

コアあたりの有
効なスレッド

r5d.large

2

1

2

1

1、2

r5d.xlarge

4

2

2

2

1、2

r5d.2xlarge

8

4

2

2、4

1、2

r5d.4xlarge

16

8

2

2、4、6、8

1、2

r5d.8xlarge

32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

r5d.12xlarge 48

24

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

r5d.16xlarge 64

32

2

4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、
1、2

r5d.24xlarge 96

48

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44,
46, 48

1、2

r5dn.large

2

1

2

1

1、2

r5dn.xlarge

4

2

2

2

1、2

r5dn.2xlarge 8

4

2

2、4

1、2

r5dn.4xlarge 16

8

2

2、4、6、8

1、2

r5dn.8xlarge 32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

r5dn.12xlarge 48

24

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

r5dn.16xlarge 64

32

2

4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、
1、2

r5dn.24xlarge 96

48

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44,
46, 48

1、2

r5n.large

2

1

2

1

1、2

r5n.xlarge

4

2

2

2

1、2

r5n.2xlarge

8

4

2

2、4

1、2

r5n.4xlarge

16

8

2

2、4、6、8

1、2

r5n.8xlarge

32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

r5n.12xlarge 48

24

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

r5n.16xlarge 64

32

2

4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、
1、2
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インスタンスタ デフォルト
イプ
vCPU

デフォルトの
CPU コア

コアごとのデ
フォルトのス
レッド

有効な CPU コ
ア

コアあたりの有
効なスレッド

r5n.24xlarge 96

48

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44,
46, 48

1、2

r6a.large

2

1

2

1

1、2

r6a.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

r6a.2xlarge

8

4

2

1～4

1、2

r6a.4xlarge

16

8

2

1～8

1、2

r6a.8xlarge

32

16

2

1、2、3、4、5、6、7、8、16
1、2

r6a.12xlarge 48

24

2

1、2、3、4、5、6、7、8、16、24
1、2

r6a.16xlarge 64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、32
1、2

r6a.24xlarge 96

48

2

2、4、6、8、10、12、14、16、32、48
1、2

r6a.32xlarge 128

64

2

4、8、12、16、20、24、28、32、64
1、2

r6a.48xlarge 192

96

2

4、8、12、16、20、24、28、32、64、96
1、2

r6i.large

2

1

2

1

1、2

r6i.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

r6i.2xlarge

8

4

2

2、4

1、2

r6i.4xlarge

16

8

2

2、4、6、8

1、2

r6i.8xlarge

32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

r6i.12xlarge 48

24

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

r6i.16xlarge 64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

r6i.24xlarge 96

48

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

r6i.32xlarge 128

64

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

r6id.large

2

1

2

1

1、2

r6id.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

r6id.2xlarge 8

4

2

2、4

1、2

r6id.4xlarge 16

8

2

2、4、6、8

1、2

r6id.8xlarge 32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

r6id.12xlarge 48

24

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

r6id.16xlarge 64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2
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インスタンスタ デフォルト
イプ
vCPU

デフォルトの
CPU コア

コアごとのデ
フォルトのス
レッド

有効な CPU コ
ア

コアあたりの有
効なスレッド

r6id.24xlarge 96

48

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

r6id.32xlarge 128

64

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

224
u-3tb1.56xlarge

112

2

4、8、12、16、20、24、28、32、36、40、44、
1、2

224
u-6tb1.56xlarge

224

1

8、16、24、32、40、48、56、64、72、80、88
1

448
u-6tb1.112xlarge

224

2

8、16、24、32、40、48、56、64、72、80、88
1、2

448
u-9tb1.112xlarge

224

2

8、16、24、32、40、48、56、64、72、80、88
1、2

448
u-12tb1.112xlarge

224

2

8、16、24、32、40、48、56、64、72、80、88
1、2

x1.16xlarge

64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

x1.32xlarge

128

64

2

4、8、12、16、20、24、28、32、36、40、44、
1、2

x1e.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

x1e.2xlarge

8

4

2

1～4

1、2

x1e.4xlarge

16

8

2

1～8

1、2

x1e.8xlarge

32

16

2

1〜16

1、2

x1e.16xlarge 64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

x1e.32xlarge 128

64

2

4、8、12、16、20、24、28、32、36、40、44、
1、2

x2idn.16xlarge64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

x2idn.24xlarge96

48

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

x2idn.32xlarge128

64

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

x2iedn.xlarge 4

2

2

1、2

1、2

x2iedn.2xlarge8

4

2

2、4

1、2

x2iedn.4xlarge16

8

2

2、4、6、8

1、2

x2iedn.8xlarge32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

64
x2iedn.16xlarge

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

96
x2iedn.24xlarge

48

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

128
x2iedn.32xlarge

64

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

x2iezn.2xlarge8

4

2

2、4

1、2

x2iezn.4xlarge16

8

2

2、4、6、8

1、2

x2iezn.6xlarge24

12

2

2、4、6、8、10、12
1、2

x2iezn.8xlarge32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

48
x2iezn.12xlarge

24

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2
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インスタンスタ デフォルト
イプ
vCPU

デフォルトの
CPU コア

コアごとのデ
フォルトのス
レッド

有効な CPU コ
ア

コアあたりの有
効なスレッド

z1d.large

2

1

2

1

1、2

z1d.xlarge

4

2

2

2

1、2

z1d.2xlarge

8

4

2

2、4

1、2

z1d.3xlarge

12

6

2

2、4、6

1、2

z1d.6xlarge

24

12

2

2、4、6、8、10、12
1、2

z1d.12xlarge 48

24

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24

1、2

デフォルトの
CPU コア

コアごとのデ
フォルトのス
レッド

有効な CPU コ
ア

コアあたりの有
効なスレッド

ストレージ最適化インスタンス
インスタンスタ デフォルト
イプ
vCPU
d2.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

d2.2xlarge

8

4

2

1～4

1、2

d2.4xlarge

16

8

2

1～8

1、2

d2.8xlarge

36

18

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18
1、2

d3.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

d3.2xlarge

8

4

2

2、4

1、2

d3.4xlarge

16

8

2

2、4、6、8

1、2

d3.8xlarge

32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

d3en.large

2

1

2

1

1、2

d3en.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

d3en.2xlarge 8

4

2

2、4

1、2

d3en.4xlarge 16

8

2

2、4、6、8

1、2

d3en.6xlarge 24

12

2

2、4、6、8、10、12
1、2

d3en.8xlarge 32

16

2

2、4、6、8、10、12、14、16
1、2

d3en.12xlarge 48

24

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

h1.2xlarge

8

4

2

1～4

1、2

h1.4xlarge

16

8

2

1～8

1、2

h1.8xlarge

32

16

2

1〜16

1、2
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インスタンスタ デフォルト
イプ
vCPU

デフォルトの
CPU コア

コアごとのデ
フォルトのス
レッド

有効な CPU コ
ア

コアあたりの有
効なスレッド

h1.16xlarge

64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

i3.large

2

1

2

1

1、2

i3.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

i3.2xlarge

8

4

2

1～4

1、2

i3.4xlarge

16

8

2

1～8

1、2

i3.8xlarge

32

16

2

1〜16

1、2

i3.16xlarge

64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

i3en.large

2

1

2

1

1、2

i3en.xlarge

4

2

2

2

1、2

i3en.2xlarge 8

4

2

2、4

1、2

i3en.3xlarge 12

6

2

2、4、6

1、2

i3en.6xlarge 24

12

2

2、4、6、8、10、12
1、2

i3en.12xlarge 48

24

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

i3en.24xlarge 96

48

2

4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44,
46, 48

1、2

i4i.large

2

1

2

1

1、2

i4i.xlarge

4

2

2

1、2

1、2

i4i.2xlarge

8

4

2

1～4

1、2

i4i.4xlarge

16

8

2

1～8

1、2

i4i.8xlarge

32

16

2

1〜16

1、2

i4i.16xlarge 64

32

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

i4i.32xlarge 128

64

2

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、2
1、2

インスタンスの CPU オプションの指定
インスタンスの起動時に CPU オプションを指定できます。
次の例では、インスタンスの起動ウィザードと run-instances AWS CLI コマンドを使用するときに CPU オ
プションを指定する方法について説明します。起動テンプレート (p. 534)を使用して CPU オプションを
指定することもできます。ただし、Amazon EC2 コンソールを使用する場合、起動テンプレート画面には
現在 CPU オプションを指定するためのフィールドがありませんが、create-launch-template AWS CLI コマ
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ンドを使用して CPU オプションを指定できます。EC2 フリートまたはスポットフリートの場合は、起動
テンプレートで CPU オプションを指定する必要があります。
以下の例は、次の デフォルト値 (p. 763)がある r4.4xlarge インスタンスタイプの場合です。
• デフォルトの CPU コア: 8
• コアごとのデフォルトのスレッド: 2
• デフォルト vCPU: 16 (8 x 2)
• CPU コアの有効数: 1、2、3、4、5、6、7、8
• コアごとのスレッドの有効数: 1、2

マルチスレッドの無効化
マルチスレッドを無効にするには、コアごとに 1 つのスレッドを指定します。

インスタンスの起動時にマルチスレッドを無効にするには (コンソール)
1.

「」の手順に従います。古いインスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動す
る (p. 527)

2.

[CPU オプション] の [インスタンスの詳細設定] ページで、[CPU オプションを指定] を指定します。

3.

[Core count (コア数)] では、必要な CPU コア数を選択します。この例では、r4.4xlarge インスタン
スにデフォルトの CPU コア数を指定するには、8 を選択します。

4.

マルチスレッドを無効にするには、[Threads per core (コアごとのスレッド)] で、[1] を選択します。

5.

ウィザードに従って続行します。[Review Instance Launch] (インスタンス作成の確認) ページでオプ
ションの確認が終了したら、[Launch] (起動) を選択します。詳細については、古いインスタンス起動
ウィザードを使用してインスタンスを起動する (p. 527) を参照してください。

インスタンスの起動時にマルチスレッドを無効にするには (AWS CLI)
run-instances AWS CLI コマンドを使用して、1 パラメータの ThreadsPerCore の --cpu-options の
値を指定します。[CoreCount] では、CPU コア数を指定します。この例では、r4.4xlarge インスタン
スにデフォルトの CPU コア数を指定するには、8 の値を選択します。
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-1a2b3c4d \
--instance-type r4.4xlarge \
--cpu-options "CoreCount=8,ThreadsPerCore=1" \
--key-name MyKeyPair

カスタムの vCPU 数の指定
インスタンスの CPU コア数とコアあたりのスレッドの数をカスタマイズできます。

インスタンス起動中に vCPU のカスタム数を指定するには (コンソール)
次の例では、6 つの vCPU で r4.4xlarge インスタンスを起動します。
1.

「」の手順に従います。古いインスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動す
る (p. 527)

2.

[CPU オプション] の [インスタンスの詳細設定] ページで、[CPU オプションを指定] を指定します。

3.

6 つの vCPU を取得するには、次のように、3 つの CPU コアとコアごとに 2 つのスレッドを指定しま
す。
• [Core count (コア数)] には、[3] を選択します。
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• [Threads per core (コアごとのスレッド)] には、[2] を選択します。
4.

ウィザードに従って続行します。[Review Instance Launch] (インスタンス作成の確認) ページでオプ
ションの確認が終了したら、[Launch] (起動) を選択します。詳細については、古いインスタンス起動
ウィザードを使用してインスタンスを起動する (p. 527) を参照してください。

インスタンス起動中に vCPU のカスタム数を指定するには (AWS CLI)
次の例では、6 つの vCPU で r4.4xlarge インスタンスを起動します。
run-instances AWS CLI コマンドを使用して、--cpu-options パラメータの CPU コア数およびスレッド
の数を指定します。6 つの vCPU には、3 つの CPU コアとコアごとに 2 つのスレッドを指定できます。
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-1a2b3c4d \
--instance-type r4.4xlarge \
--cpu-options "CoreCount=3,ThreadsPerCore=2" \
--key-name MyKeyPair

また、6 つの CPU コアとコアごとに 1 つのスレッドを指定 (マルチスレッドを無効化) して、6 つの vCPU
を取得することもできます。
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-1a2b3c4d \
--instance-type r4.4xlarge \
--cpu-options "CoreCount=6,ThreadsPerCore=1" \
--key-name MyKeyPair

インスタンスの CPU オプションの表示
既存のインスタンスの CPU オプションを表示するには、Amazon EC2 コンソールを使用するか、または
AWS CLI を使用してインスタンスを表示します。
New console

コンソールを使用してインスタンスの CPU オプションを表示するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
左ナビゲーションペインで [インスタンス] を選択し、インスタンスを選択します。

3.

[Details (詳細)] タブの [Host and placement group (ホストとプレイスメントグループ)] で、
[Number of vCPUs (vCPU の数)] を見つけます。

4.

コア数とコアごとのスレッド数を表示するには、[Number of vCPUs (vCPU の数)] の値を選択し
ます。

Old console

コンソールを使用してインスタンスの CPU オプションを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.
4.

左ナビゲーションペインで [インスタンス] を選択し、インスタンスを選択します。
[Description (説明)] を選択し、[Number of vCPUs (vCPU の数)] を見つけます。
コア数とコアごとのスレッド数を表示するには、[Number of vCPUs (vCPU の数)] の値を選択し
ます。

インスタンスの CPU オプションを表示するには (AWS CLI)
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describe-instances コマンドを使用します。
aws ec2 describe-instances --instance-ids i-123456789abcde123

...

...

"Instances": [
{
"Monitoring": {
"State": "disabled"
},
"PublicDnsName": "ec2-198-51-100-5.eu-central-1.compute.amazonaws.com",
"State": {
"Code": 16,
"Name": "running"
},
"EbsOptimized": false,
"LaunchTime": "2018-05-08T13:40:33.000Z",
"PublicIpAddress": "198.51.100.5",
"PrivateIpAddress": "172.31.2.206",
"ProductCodes": [],
"VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
"CpuOptions": {
"CoreCount": 34,
"ThreadsPerCore": 1
},
"StateTransitionReason": "",
...
}
]

返される出力の CoreCount フィールドは、そのインスタンスのコア数を示していま
す。ThreadsPerCore フィールドは、コア別のスレッド数を示します。
また、インスタンスを接続し、タスクマネージャー など) を使用して、インスタンスの CPU 情報を表示す
ることもできます。
インスタンスの終了を含む、インスタンスにおける設定変更の記録、判断、監査、評価のために、AWS
Config を使用できます。詳細については、AWS Configデベロッパーガイドの「AWS Config の使用開始」
を参照してください。

Windows インスタンスの時刻の設定
サーバータスクとプロセスの多くには、一貫して正確な時間参照が不可欠です。システムログのほとんど
にタイムスタンプが含まれています。これを利用すれば、問題が発生した時刻とイベントの発生順序を判
断できます。AWS CLI、または AWS SDK を使用してインスタンスからリクエストを行う場合、これら
のツールによって自動的にリクエストに署名されます。インスタンスの日時が正しく設定されていない場
合、署名の日付がリクエストの日付と一致しないことがあります。その場合は AWS によってリクエスト
が却下されます。
Amazon では、Amazon Time Sync Service を提供します。このサービスはすべての EC2 インスタンスか
らアクセスでき、その他の AWS のサービスにも利用されます。このサービスは、各 リージョンで衛星接
続された原子基準クロックを使用し、ネットワークタイムプロトコル (NTP) を通じて世界標準時 (UTC) の
現在の正確な現在時刻を表示します。Amazon Time Sync Service は、UTC に追加されたうるう秒を自動
的に均一化します。
Amazon Time Sync Service は、VPC で実行されているすべてのインスタンスの IPv4アドレス
169.254.169.123 あるいは Ipv6 アドレス fd00:ec2::123で、NTP を介して利用できます。インスタンスは
インターネットにアクセスする必要はなく、アクセスを許可するためにセキュリティグループルールま
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たはネットワーク ACL ルールを設定する必要はありません。最新バージョンの AWS Windows AMI はデ
フォルトで Amazon Time Sync Service と同期します。

Note
このセクションの例では、Amazon Time Sync Service の IPv4 アドレス (169.254.169.123) を使
用します。IPv6 アドレスで EC2 インスタンスの時間を取得する場合は、代わりに IPv6 アドレス
(fd00: ec2# 123) を使用してください。IPv6 アドレスは、Nitro System 上に構築されたインスタ
ンス (p. 201)上でのみアクセスできます。
インスタンスでは UTC を使用する必要がありますか?
人為的ミスを回避し、CloudWatch Logs、メトリクス、ローカルログ、およびその他のサービス間の同期
を容易にするため、インスタンスでは協定世界時 (UTC) を使用することをお勧めします。ただし、要件に
合わせて別のタイムゾーンも使用できます。
UTC ではなくローカルタイムゾーンを使用する場合、自動化、コード、スケジュールされたジョブ、トラ
ブルシューティングアクティビティ (ログの関連付け) などにおけるサマータイム (該当する場合) などの側
面を考慮してください。
コマンドプロンプトからインスタンスに Amazon Time Sync Service を設定するには、次の手順を実
行します。または、外部 NTP ソースを使用できます。NTP やパブリックな時刻ソースの詳細について
は、http://www.ntp.org/ を参照してください。外部の NTP 時刻ソースを動作させるには、インスタンスが
インターネットにアクセスできる必要があります。
Linux インスタンスについては、「Linux インスタンスの時刻の設定」を参照してください。
目次
• タイムゾーンの変更 (p. 773)
• Net Time Protocol (NTP) の設定 (p. 774)
• Amazon Windows AMI のデフォルト Network Time Protocol (NTP) 設定 (p. 775)
• Windows Server 2008 以降の時刻設定の構成 (p. 776)
• 関連リソース (p. 777)

タイムゾーンの変更
Windows インスタンスは、デフォルトで UTC タイムゾーンに設定されます。ローカルタイムゾーンまた
はネットワークの他の部分のタイムゾーンに対応する時刻に変更できます。

インスタンスの時間帯を変更するには
1.

インスタンスで、コマンドプロンプトウィンドウを開きます。

2.

インスタンスで使用する時間帯を特定します。タイムゾーンの一覧を取得するには、次のコマンドを
使用します。
tzutil /l

このコマンドは、利用可能なすべてのタイムゾーンの一覧を次の形式で返します。
display name
time zone ID

3.

インスタンスに割り当てるタイムゾーン ID を見つけます。

4.

次のコマンドを使用して、代替タイムゾーンに割り当てます。
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tzutil /s "Pacific Standard Time"

新しいタイムゾーンは即座に反映されます。

Note
次のコマンドを使用して、推奨 UTC タイムゾーンを割り当てることができます。
tzutil /s "UTC"

Net Time Protocol (NTP) の設定
Amazon では、Amazon Time Sync Service を提供します。このサービスはすべての EC2 インスタンスか
らアクセスでき、その他の AWS のサービスにも利用されます。Amazon Time Sync Service を使用してイ
ンスタンスを設定することをお勧めします。このサービスは、各 AWS リージョンで衛星接続された原子
基準クロックを使用して、世界標準時 (UTC) の現在の正確な現在時刻を表示します。Amazon Time Sync
Service は、UTC に追加されたうるう秒を自動的に均一化します。このサービスは、VPC で実行されて
いるすべてのインスタンスの IPv4アドレス 169.254.169.123 あるいは Ipv6 アドレス fd00:ec2::123でVPC
で実行されているすべてのインスタンスで使用できます。このサービスを使用するためにインスタンスに
インターネットアクセスは必要ありません。2018 年 8 月のリリースから、Windows AMI はデフォルトで
Amazon Time Sync Service を使用します。

NTP 設定を確認するには
1.
2.

インスタンスで、コマンドプロンプトウィンドウを開きます。
次のコマンドを入力して、現在の NTP 設定を取得します。
w32tm /query /configuration

このコマンドは、Windows インスタンスの現在の設定を返します。
3.

(オプション) 次のコマンドを入力して、現在の設定のステータスを取得します。
w32tm /query /status

このコマンドは、インスタンスと NTP サーバーを同期した最終時刻やポーリング間隔などの情報を返
します。

NTP サーバーが Amazon Time Sync Service を使用するよう変更するには
1.

コマンドプロンプトウィンドウで、次のコマンドを実行します。
w32tm /config /manualpeerlist:169.254.169.123 /syncfromflags:manual /update

2.

次のコマンドを使用して新しい設定を確認します。
w32tm /query /configuration

返される出力で、NtpServer が IP アドレス 169.254.169.123を表示することを確認します。
必要に応じて、別の NTP サーバーのセットを使用するようにインスタンスを変更できます。例えば、イ
ンターネットアクセスをしない Windows インスタンスがある場合、プライベートネットワーク内の NTP
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サービスを使用するように設定できます。インスタンスがドメイン内にある場合は、時間のずれを避ける
ために、ドメインコントローラをタイムソースとして使用するように設定を変更する必要があります。イ
ンスタンスのセキュリティグループは、ポート 123 (NTP) でアウトバウンド UDP トラフィックを許可す
るように設定する必要があります。

NTP サーバーを変更するには
1.

コマンドプロンプトウィンドウで、次のコマンドを実行します。
w32tm /config /manualpeerlist:"NTP servers" /syncfromflags:manual /update

ここで NTP servers は、インスタンスで使用する NTP サーバーのスペース区切りのリストです。
2.

次のコマンドを使用して新しい設定を確認します。
w32tm /query /configuration

Amazon Windows AMI のデフォルト Network Time Protocol
(NTP) 設定
Amazon Machine Image (AMI) は一般的に、EC2 インフラストラクチャで機能させるために変更が必要な
場合を除き、初期状態のデフォルトに準拠しています。以下の設定は、仮想化環境で適切に動作するとと
もに、クロック同期ずれを 1 秒以内の精度に保持するように定められています。
• 更新間隔 – タイムサービスがシステム時刻を正しくなるように調整する頻度を管理します。AWS は、更
新間隔を 2 分に 1 回になるように設定します。
• [NTP Server] (NTP サーバー) – 2018 年 8 月のリリースから、AMI はデフォルトで Amazon Time Sync
Service を使用することになりました。このタイムサービスは、169.254.169.123 エンドポイントですべ
ての EC2 リージョンからアクセス可能です。さらに 0x9 フラグは、タイムサービスがクライアントと
して機能しており、設定されたタイムサーバーを確認する頻度を SpecialPollInterval を使用して
決定することを示しています。
• タイプ – 「NTP」とは、サービスがドメインの一部としてではなく、スタンドアロン NTP クライアント
として機能することを意味します。
• 有効、および InputProvider – タイムサービスが有効にされて、オペレーティングシステムに時間を指定
します。
• 特別なポーリング間隔 – 設定された NTP サーバーを 900 秒ごとまたは 15 分ごとに確認します。

レジストリパス

キー名

データ

HKLM:\System
\CurrentControlSet\services
\w32time\Config

UpdateInterval

120

HKLM:\System
\CurrentControlSet\services
\w32time\Parameters

NtpServer

169.254.169.123,0x9

HKLM:\System
\CurrentControlSet\services
\w32time\Parameters

タイプ

NTP

HKLM:\System
\CurrentControlSet\services

有効

1
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レジストリパス

キー名

データ

HKLM:\System
\CurrentControlSet\services
\w32time\TimeProviders
\NtpClient

InputProvider

1

HKLM:\System
\CurrentControlSet\services
\w32time\TimeProviders
\NtpClient

SpecialPollInterval

900

\w32time\TimeProviders
\NtpClient

Windows Server 2008 以降の時刻設定の構成
Windows インスタンスの時刻を変更するときは、システムを再起動してもその時刻が維持されるよう
にする必要があります。そうでない場合、インスタンスを再起動すると、再び UTC 時間が使用されま
す。Windows Server 2008 以降の場合、RealTimeIsUniversal レジストリキーを追加することで時刻設
定を維持することができます。このキーは、すべての現世代のインスタンスでデフォルトで設定されま
す。RealTimeIsUniversal レジストリキーが設定されているかどうかを確認するには、以下の手順のステッ
プ 4 を参照してください。キーが設定されていない場合は、以下の手順を最初から実行します。

RealTimeIsUniversal レジストリキーを設定するには
1.

インスタンスで、コマンドプロンプトウィンドウを開きます。

2.

次のコマンドを使用してレジストリキーを追加します。
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation" /v
RealTimeIsUniversal /d 1 /t REG_DWORD /f

3.

2013 年 2 月 22 日よりも前に作成された Windows Server 2008 AMI (Windows Server 2008 R2 以外)
を使用している場合は、最新の AWS Windows AMI に更新することをお勧めします。Windows Server
2008 R2 (Windows Server 2008 以外) を実行する AMI を使用する場合は、Microsoft の修正プログラ
ム KB2922223 がインストールされていることを確認する必要があります。この修正プログラムがイ
ンストールされていない場合は、最新の AWS Windows AMI に更新することをお勧めします。

4.

(オプション) 次のコマンドを使用して、インスタンスでキーが正常に保存されたことを確認します。
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation" /s

このコマンドは TimeZoneInformation レジストリキーのサブキーを返します。ジョブが実行される
と、次のような RealTimeIsUniversal キーがリストの一番下に表示されます。
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
Bias
REG_DWORD
0x1e0
DaylightBias
REG_DWORD
0xffffffc4
DaylightName
REG_SZ
@tzres.dll,-211
DaylightStart
REG_BINARY
00000300020002000000000000000000
StandardBias
REG_DWORD
0x0
StandardName
REG_SZ
@tzres.dll,-212
StandardStart
REG_BINARY
00000B00010002000000000000000000
TimeZoneKeyName
REG_SZ
Pacific Standard Time
DynamicDaylightTimeDisabled
REG_DWORD
0x0
ActiveTimeBias
REG_DWORD
0x1a4
RealTimeIsUniversal
REG_DWORD
0x1
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関連リソース
Windows オペレーティングシステムが時間を調整および管理する方法とうるう秒の追加の詳細について
は、以下のドキュメントを参照してください。
• How the Windows Time Service Works (Microsoft)
• W32tm (Microsoft)
• うるう秒に関する Windows タイムサービスの処理 (Microsoft)
• うるう秒と Windows に関する話: 2000 年問題のようにはならない (Microsoft)

Windows インスタンスのパスワードの設定
Windows インスタンスに接続するときは、そのインスタンスにアクセスする権限を持つユーザーアカウン
トとパスワードを指定する必要があります。インスタンスに初めて接続するときは、管理者アカウントと
デフォルトのパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。
Windows Server 2012 R2 用の AWS Windows AMI では、EC2Config サービス (p. 700)がデフォルトのパ
スワードを生成します。Windows Server 2016 以降の AWS Windows AMI では、EC2Launch (p. 690) が
デフォルトのパスワードを生成します。

Note
Windows Server 2016 以降では、Password never expires はローカル管理者に対して無効で
す。Windows Server 2012 R2 以前では、Password never expires はローカル管理者に対し
て有効です。

接続後の管理者パスワードの変更
初めてインスタンスに接続するときは、管理者パスワードをデフォルトの値から変更することをお勧めし
ます。Windows インスタンスの管理者パスワードを変更するには、次の手順を使用します。

Important
新しいパスワードを安全な場所に保存します。Amazon EC2 コンソールを使用して新しいパス
ワードを取得することはできません。コンソールでは、デフォルトのパスワードのみ取得できま
す。パスワードを変更した後、デフォルトのパスワードを使用してインスタンスに接続しようと
すると、「お使いの資格情報は機能しませんでした」というエラーになります。

ローカル管理者パスワードを変更するには
1.

インスタンスに接続して、コマンドプロンプトを開きます。

2.

次のコマンドを実行します。新しいパスワードに特殊文字が含まれている場合は、そのパスワードを
二重引用符で囲みます。
net user Administrator "new_password"

3.

新しいパスワードを安全な場所に保存します。

紛失または期限切れのパスワードの変更
パスワードを忘れた場合、またはパスワードの有効期限が切れた場合は、新しいパスワードを生成できま
す。パスワードのリセット手順については、「紛失したか、期限切れとなった Windows 管理者パスワード
のリセット (p. 1924)」を参照してください。
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インストールメディアを使用した Windows コンポー
ネントの追加
Windows Server オペレーティングシステムには、多数のオプションコンポーネントが含まれます。それぞ
れの Amazon EC2 Windows Server AMI にすべてのオプションコンポーネントを含めることは現実的では
ありません。代わりに、Windows インスタンスにコンポーネントを設定、またはインストールするのに必
要なファイルを持つインストールメディアの EBS スナップショットを提供します。
オプションコンポーネントにアクセスし、インストールするには、Windows Server のバージョンに合っ
た正しい EBS スナップショットを探して、スナップショットからボリュームを作成し、インスタンスにボ
リュームをアタッチします。

開始する前に
インスタンスのインスタンス ID とアベイラビリティーゾーンを取得するには、AWS Management
Console またはコマンドラインツールを使用します。インスタンスと同じアベイラビリティーゾーンに新
しい EBS ボリュームを作成する必要があります。

コンソールを使った Windows コンポーネントの追加
AWS Management Console を使用してインスタンスに Windows コンポーネントを追加するには、次の手
順を実行します。

コンソールを使用してインスタンスに Windows コンポーネントを追加するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Snapshots] を選択します。

3.

[Filter] (フィルター) バーで、[Public snapshots] (パブリックスナップショット) を選択します。

4.

[Owner Alias] (所有者のエイリアス) フィルターを追加して、[amazon] を選択します。

5.

[説明] フィルタを追加して、「Windows」と入力します。

6.

Enter キーを押します。

7.

システムアーキテクチャと言語設定に一致するスナップショットを選択します。例えば、インスタン
スで Windows Server 2019 を実行している場合は、[Windows 2019 English Installation Media] を選択
します。

8.

[Actions] (アクション)、[Create volume from snapshot] (スナップショットからボリュームを作成する)
の順に選択します。

9.

[アベイラビリティーゾーン] で、Windows インスタンスに一致するアベイラビリティーゾーンを選択
します。[Add tag] (タグの追加) を選択し、タグキーの Name と、タグ値のわかりやすい名前を入力し
ます。[Create volume] (ボリュームの作成) を選択します。

10. [Successfully created volume] (ボリュームが正常に作成されました) というメッセージ (緑色のバナー)
で、先ほど作成したボリュームを選択します。
11. [Actions] (アクション)、[Attach volume] (ボリュームのアタッチ) の順に選択します。
12. [Instance] (インスタンス) から、インスタンス ID を選択します。
13. [Device name] (デバイス名) で、アタッチメントのデバイスの名前を入力します。デバイス名に役立つ
ヘルプが必要な場合は、「Windows インスタンスでのデバイス名 (p. 1820)」を参照してください。
14. [ボリュームのアタッチ] を選択します。
15. インスタンスに接続してボリュームを使用できるようにします。詳細については、Windows で
Amazon EBS ボリュームを使用できるようにする (p. 1531) を参照してください。

Important
ボリュームを初期化しないでください。
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16. [コントロールパネル] を開き、[プログラムと機能] を選択します。[Turn Windows features on or off]
を選択します。インストールメディアの指定を求められたら、インストールメディアを使用して EBS
ボリュームを指定します。
17. (オプション) インストールメディアを終了したら、ボリュームをデタッチできます。デタッチした
後で、ボリュームを削除できます。詳細については、「Windows インスタンスから Amazon EBS ボ
リュームをデタッチします。 (p. 1552)」および「Amazon EBS ボリュームの削除 (p. 1554)」を参照
してください。

Tools for Windows PowerShell を使った Windows コンポーネン
トの追加
Tools for Windows PowerShell を使用してインスタンスに Windows コンポーネントを追加するには、次の
手順を実行します。

Tools for Windows PowerShell を使用してインスタンスに Windows コンポーネントを追加するに
は
1.

Get-EC2Snapshot コマンドを使用して、Owner フィルタおよび description フィルタを適用し、
使用できるインストールメディアのスナップショットのリストを取得します。
PS C:\> Get-EC2Snapshot -Owner amazon -Filter @{ Name="description";
Values="Windows*" }

2.

返される出力で、システムアーキテクチャと言語設定に一致するスナップショットの ID を書き留めま
す。例:
...
DataEncryptionKeyId
Description
Encrypted
KmsKeyId
OwnerAlias
OwnerId
Progress
SnapshotId
StartTime
State
StateMessage
Tags
VolumeId
VolumeSize
...

3.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Windows 2019 English Installation Media
False
amazon
123456789012
100%
snap-22da283e
10/25/2019 8:00:47 PM
completed
{}
vol-be5eafcb
6

New-EC2Volume コマンドレットを使用して、スナップショットからボリュームを作成します。イン
スタンスと同じアベイラビリティーゾーンを指定します。
PS C:\> New-EC2Volume -AvailabilityZone us-east-1a -VolumeType gp2 SnapshotId snap-22da283e

4.

出力で、ボリューム ID を書き留めます。
Attachments
AvailabilityZone
CreateTime
Encrypted
Iops
KmsKeyId
Size

:
:
:
:
:
:
:

{}
us-east-1a
4/18/2017 10:50:25 AM
False
100
6
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SnapshotId
State
Tags
VolumeId
VolumeType

5.

:
:
:
:
:

snap-22da283e
creating
{}
vol-06aa9e1fbf8b82ed1
gp2

Add-EC2Volume コマンドレットを使用して、インスタンスにこのボリュームをアタッチします。
PS C:\> Add-EC2Volume -InstanceId i-087711ddaf98f9489 -VolumeId vol-06aa9e1fbf8b82ed1 Device xvdh

6.

インスタンスに接続してボリュームを使用できるようにします。詳細については、Windows で
Amazon EBS ボリュームを使用できるようにする (p. 1531) を参照してください。

Important
ボリュームを初期化しないでください。
7.

[コントロールパネル] を開き、[プログラムと機能] を選択します。[Turn Windows features on or off]
を選択します。インストールメディアの指定を求められたら、インストールメディアを使用して EBS
ボリュームを指定します。

8.

(オプション) インストールメディアの使用が完了したら、Dismount-EC2Volume コマンドレットを
使用してボリュームをインスタンスからデタッチします。ボリュームをデタッチした後、RemoveEC2Volume コマンドレットを使用してボリュームを削除できます。

AWS CLI を使った Windows コンポーネントの追加
AWS CLI を使用してインスタンスに Windows コンポーネントを追加するには、次の手順を実行します。

AWS CLI を使用してインスタンスに Windows コンポーネントを追加するには
1.

describe-snapshots コマンドを使用して、owner-ids パラメータと description フィルタを適用
し、使用できるインストールメディアのスナップショットのリストを取得します。
aws ec2 describe-snapshots --owner-ids amazon --filters
Name=description,Values=Windows*

2.

返される出力で、システムアーキテクチャと言語設定に一致するスナップショットの ID を書き留めま
す。例:
{

}

3.

"Snapshots": [
...
{
"OwnerAlias": "amazon",
"Description": "Windows 2019 English Installation Media",
"Encrypted": false,
"VolumeId": "vol-be5eafcb",
"State": "completed",
"VolumeSize": 6,
"Progress": "100%",
"StartTime": "2019-10-25T20:00:47.000Z",
"SnapshotId": "snap-22da283e",
"OwnerId": "123456789012"
},
...

]

create-volume コマンドを使用して、スナップショットからボリュームを作成します。インスタンス
と同じアベイラビリティーゾーンを指定します。
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aws ec2 create-volume --snapshot-id snap-22da283e --volume-type gp2 --availabilityzone us-east-1a

4.

出力で、ボリューム ID を書き留めます。
{

"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"Encrypted": false,
"VolumeType": "gp2",
"VolumeId": "vol-0c98b37f30bcbc290",
"State": "creating",
"Iops": 100,
"SnapshotId": "snap-22da283e",
"CreateTime": "2017-04-18T10:33:10.940Z",
"Size": 6

}

5.

attach-volume コマンドを使用して、インスタンスにボリュームをアタッチします。
aws ec2 attach-volume --volume-id vol-0c98b37f30bcbc290 --instanceid i-01474ef662b89480 --device xvdg

6.

インスタンスに接続してボリュームを使用できるようにします。詳細については、Windows で
Amazon EBS ボリュームを使用できるようにする (p. 1531) を参照してください。

Important
ボリュームを初期化しないでください。
7.

[コントロールパネル] を開き、[プログラムと機能] を選択します。[Turn Windows features on or off]
を選択します。インストールメディアの指定を求められたら、インストールメディアを使用して EBS
ボリュームを指定します。

8.

(オプション) インストールメディアが完了したら、detach-volume コマンドを使用してインスタンス
からボリュームをデタッチします。ボリュームをデタッチした後、delete-volume コマンドを使用して
ボリュームを削除できます。

Windows インスタンスのセカンダリプライベート
IPv4 アドレスの設定
インスタンスに複数のプライベート IPv4 IP アドレスを指定できます。インスタンスにセカンダリプライ
ベート IPv4 アドレスを割り当てたら、セカンダリプライベート IPv4 アドレスを認識するようにインスタ
ンスのオペレーティングシステムを設定する必要があります。
セカンダリプライベート IPv4 アドレスを認識するように Windows インスタンスのオペレーティングシス
テムを設定するには、次の手順を実行します。
トピック
• 前提となる手順 (p. 782)
• ステップ 1: インスタンスで静的 IP アドレス指定を設定する (p. 782)
• ステップ 2: インスタンスにセカンダリプライベート IP アドレスを設定する (p. 784)
• ステップ3: セカンダリプライベート IP アドレスを使用するようにアプリケーションを設定す
る (p. 785)
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Note
この手順は Windows Server 2008 R2 を対象にしています。Windows インスタンスのオペレー
ティングシステムによって、手順が異なる場合があります。
開始する前に
ベストプラクティスとして、最新の AMI を使用して Windows インスタンスを起動します。以前の
Windows AMI を使用している場合は、http://support.microsoft.com/kb/2582281 で参照されているマイクロ
ソフトの最新修正プログラムが適用されていることを確認します。

前提となる手順
1. セカンダリプライベート IPv4 アドレスを、インスタンスのネットワークインターフェイスに割り当て
ます。セカンダリプライベート IPv4 アドレスは、インスタンスの起動時または実行の開始後に割り当
てることができます。詳細については、セカンダリプライベート IPv4 アドレスの割り当て (p. 1186) を
参照してください。
2. Elastic IP アドレスを割り当て、セカンダリプライベート IPv4 アドレスと関連付けます。詳細について
は、「Elastic IP アドレスを割り当てる (p. 1224)」および「セカンダリプライベート IPv4 アドレスへ
の Elastic IP アドレスの割り当て (p. 1188)」を参照してください。

ステップ 1: インスタンスで静的 IP アドレス指定を設定する
Windows インスタンスが複数の IP アドレスを使用するには、インスタンスが DHCP サーバーではなく、
静的 IP アドレス指定を使用するように設定する必要があります。

Important
インスタンスで静的 IP アドレス指定を設定する場合、IP アドレスは、コンソール、CLI、また
は API で表示される IP アドレスと正確に一致している必要があります。これらの IP アドレスを
誤って入力すると、インスタンスは到達不能になる可能性があります。

Windows インスタンスで静的 IP アドレス指定を設定するには
1.
2.

インスタンスに接続します。
次のステップを実行してインスタンスの IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイア
ドレスを見つけます:
•

コマンドプロンプトウィンドウで、次のコマンドを実行します。
ipconfig /all

出力から次のセクションを確認し、ネットワークインターフェイスの [IPv4 Address] (IPv4 アド
レス)、[Subnet Mask] (サブネットマスク)、[Default Gateway] (デフォルトゲートウェイ)、[DNS
Servers] (DNS サーバー) の値をそれぞれ書き留めます。
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix
Description . . . . . . . . . .
Physical Address . . . . . . .
DHCP Enabled. . . . . . . . . .
Autoconfiguration Enabled . . .
IPv4 Address. . . . . . . . . .
Subnet Mask . . . . . . . . . .
Default Gateway . . . . . . . .
DNS Servers . . . . . . . . . .
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.
.
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.
.
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.
.

:
:
:
:
:
:
:
:
:

10.0.0.131
255.255.255.0
10.0.0.1
10.1.1.10
10.1.1.20
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3.

次のコマンドを実行して [Network and Sharing Center] を開きます。
%SystemRoot%\system32\control.exe ncpa.cpl

4.

ネットワークインターフェイス (ローカルエリア接続) のコンテキスト (右クリック) メニューを開き、
[Properties] を選択します。

5.

[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]、[Properties] の順に選択します。

6.

[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties] ダイアログボックスで [Use the following IP
address] を選択して以下の値を入力し、[OK] を選択します。
フィールド

値

IP アドレス

上記のステップ 2 で入手した IPv4 アドレス。

サブネットマスク

上記のステップ 2 で入手したサブネットマス
ク。

デフォルトゲートウェイ

上記のステップ 2 で入手したデフォルトゲート
ウェイアドレス。

任意 DNS サーバー

上記のステップ 2 で入手した DNS サーバー。

代替の DNS サーバー

上記のステップ 2 で入手した代替 DNS サー
バー。代替 DNS サーバーが表示されなかった場
合は、このフィールドを空白のままにしてくだ
さい。

Important
IP アドレスを現在の IP アドレス以外の値に設定すると、インスタンスへの接続が失われま
す。
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インスタンスで DHCP の使用から静的アドレス指定に変換する間、Windows インスタンスへの RDP 接続
が数秒間失われます。インスタンスは以前と同じ IP アドレス情報を保持していますが、この情報は静的で
あり、DHCP によって管理されていません。

ステップ 2: インスタンスにセカンダリプライベート IP アドレス
を設定する
Windows インスタンスで静的 IP アドレスをセットアップしたら、セカンダリ プライベート IP アドレスを
設定できます。

セカンダリ IP アドレスを構成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Instances] を選択し、インスタンスを選択します。

3.

[ネットワーキング] で、セカンダリ IP アドレスをメモします。

4.

インスタンスに接続します。

5.

Windows インスタンスで、[スタート]、[コントロールパネル] の順に選択します。

6.

[ネットワークとインターネット]、[ネットワークと共有センター] の順に選択します。

7.

ネットワークインターフェイス (ローカルエリア接続) を選択し、[プロパティ] を選択します。

8.

[ローカルエリア接続のプロパティ] ページで、[インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)]、
[プロパティ]、[詳細設定] の順に選択します。

9.

[Add] を選択します。

10. [TCP/IP アドレス] ダイアログボックスで、[IP アドレス] にセカンダリプライベート IP アドレス
を入力します。[サブネットマスク] に、ステップ 1: インスタンスで静的 IP アドレス指定を設定す
る (p. 782) でプライマリプライベート IP アドレス用に入力したものと同じサブネットマスクを入力
し、[追加] を選択します。

11. IP アドレス設定を確認して、[OK] を選択します。
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12. [OK]、[閉じる] の順に選択します。
13. オペレーティングシステムにセカンダリプライベート IP アドレスが追加されたことを確認するには、
コマンドプロンプトで、ipconfig /all というコマンドを実行します。

ステップ3: セカンダリプライベート IP アドレスを使用するよう
にアプリケーションを設定する
セカンダリプライベート IP アドレスを使用するように任意のアプリケーションを設定できます。例えば、
インスタンスが IIS でウェブサイトを実行している場合、セカンダリプライベート IP アドレスを使用する
ように IIS を設定できます。

セカンダリプライベート IP アドレスを使用するように IIS を設定するには
1.

インスタンスに接続します。

2.

インターネットインフォメーションサービス (IIS) マネージャーを開きます。

3.

[Connections] ペインで、[Sites] を展開します。

4.

ウェブサイトのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Edit Bindings] を選択します。

5.

[Site Bindings] ダイアログボックスの [Type] で、[http]、[Edit] の順に選択します。

6.

[Edit Site Binding] ダイアログボックスの [IP address] で、セカンダリプライベート IP アドレスを選
択します。(デフォルトでは、各ウェブサイトはすべての IP アドレスからの HTTP 要求を受け付けま
す)。
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7.

[OK]、[閉じる] の順に選択します。

Windows インスタンスでの起動時のコマンドの実行
Amazon EC2 で Windows インスタンスの起動時にインスタンスに渡すユーザーデータを使用して、
インスタンスの起動後に自動設定タスクを実行したり、スクリプトを実行したりできます。インス
タンスユーザーデータは、非透過的なデータとして扱われますが、その解釈はインスタンスに依存
します。ユーザーデータは、EC2Launch v2 (サポートされているプレビュー AMI およびダウンロー
ド (p. 649))、EC2Launch (p. 690) (Windows Server 2016 以降)、EC2Config (p. 700) (Windows
Server 2012 R2 以前) によって処理されます。
UserData テンプレート内の AWS CloudFormation プロパティのアセンブリ例については、「UserData
プロパティの Base64 エンコード」および「AccessKey と SecretKey を含む UserData プロパティの
Base64 エンコード」を参照してください。
起動時に Linux インスタンスでコマンドを実行する方法については、Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイドの「Linux インスタンスでの起動時のコマンドの実行」を参照してください。
コンテンツ
• ユーザーデータスクリプト (p. 786)
• ユーザーデータの実行 (p. 788)
• ユーザーデータおよびコンソール (p. 790)
• ユーザーデータと Tools for Windows PowerShell (p. 792)

ユーザーデータスクリプト
EC2Config または EC2Launch でスクリプトを実行するには、そのスクリプトをユーザーデータに追加す
るときに特別なタグ内にスクリプトを囲む必要があります。使用するタグは、コマンドをコマンドプロ
ンプトウィンドウ (バッチコマンド) で実行するか、Windows PowerShell を使用するかによって異なりま
す。
バッチスクリプトと Windows PowerShell スクリプトの両方を指定すると、バッチスクリプトが最初に実
行され、インスタンスユーザーデータに表示される順序に関係なく、次に Windows PowerShell スクリプ
トが実行されます。
ユーザーデータスクリプトで AWS API (AWS CLI など) を使用する場合は、インスタンスを起動するとき
にインスタンスプロファイルを使用する必要があります。インスタンスプロファイルは、API 呼び出しを
実行するためにユーザーデータスクリプトが必要とする適切な AWS 認証情報を提供します。詳細につい
ては、インスタンスプロファイル (p. 1443) を参照してください。IAM ロールに割り当てるアクセス許可
は、API で呼び出すサービスによって異なります。詳細については、「Amazon EC2 の IAM ロール」を参
照してください。
スクリプトタイプ
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• バッチスクリプトの構文 (p. 787)
• Windows PowerShell スクリプトの構文 (p. 787)
• YAML 設定スクリプトの構文 (p. 787)
• Base64 エンコード (p. 788)

バッチスクリプトの構文
script タグを使用してバッチ スクリプトを指定します。コマンドは、改行を使って区切ります。例:
<script>
echo Current date and time >> %SystemRoot%\Temp\test.log
echo %DATE% %TIME% >> %SystemRoot%\Temp\test.log
</script>

デフォルトでは、ユーザーデータスクリプトはインスタンスを起動すると一度だけ実行されます。インス
タンスを再起動または起動するたびにユーザーデータスクリプトを実行するには、<persist>true</
persist> をユーザーデータに追加します。
<script>
echo Current date and time >> %SystemRoot%\Temp\test.log
echo %DATE% %TIME% >> %SystemRoot%\Temp\test.log
</script>
<persist>true</persist>

Windows PowerShell スクリプトの構文
AWS Windows AMI には AWS Tools for Windows PowerShell が含まれており、ユーザーデータにこれらの
コマンドレットを指定することができます。インスタンスに IAM ロールを関連付けている場合は、コマン
ドレットに認証情報を指定する必要はありません。インスタンスで実行するアプリケーションは、ロール
の認証情報を使用して AWS リソース (Simple Storage Service (Amazon S3) バケットなど) にアクセスし
ます。
<powershell> タグを使用して Windows PowerShell スクリプトを指定します。コマンドは、改行を使っ
て区切ります。<powershell> タグでは、大文字と小文字が区別されます。
para>例:
<powershell>
$file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
New-Item $file -ItemType file
</powershell>

デフォルトでは、ユーザーデータスクリプトはインスタンスを起動すると一度だけ実行されます。インス
タンスを再起動または起動するたびにユーザーデータスクリプトを実行するには、<persist>true</
persist> をユーザーデータに追加します。
<powershell>
$file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<persist>true</persist>

YAML 設定スクリプトの構文
EC2Launch v2 を使用してスクリプトを実行する場合は、YAML 形式を使用できます。EC2Launch v2 の
設定タスク、詳細、例を表示するには、「EC2Launch v2 タスクの設定 (p. 667)」を参照してください。
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executeScript タスクで YAML スクリプトを指定します。
PowerShell スクリプトを実行するための YAML 構文の例
version: 1.0
tasks:
- task: executeScript
inputs:
- frequency: always
type: powershell
runAs: localSystem
content: |$file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
New-Item $file -ItemType file

バッチスクリプトを実行するための YAML 構文の例
version: 1.0
tasks:
- task: executeScript
inputs:
- frequency: always
type: batch
runAs: localSystem
content: |echo Current date and time >> %SystemRoot%\Temp\test.log
echo %DATE% %TIME% >> %SystemRoot%\Temp\test.log

Base64 エンコード
Amazon EC2 API または、ユーザーデータの base64 エンコーディングが実行されないツールを使用
している場合、ユーザーデータを手動でエンコードする必要があります。エンコードしない場合、実
行する script タグまたは powershell タグが見つからないというエラーが記録されます。Windows
PowerShell を使用してエンコードする例を次に示します。
$UserData =
[System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($Script))

PowerShell を使用してデコードする例を次に示します。
$Script =
[System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($UserData))

base64 エンコードの詳細については、「https://www.ietf.org/rfc/rfc4648.txt」を参照してください。

ユーザーデータの実行
デフォルトでは、すべての AWS Windows AMI で初回起動時のユーザーデータの実行が有効になってい
ます。次にインスタンスが再起動されたときにユーザーデータスクリプトが実行されるように指定できま
す。また、インスタンスが再起動するたびにユーザーデータスクリプトが実行されるように指定すること
もできます。

Note
ユーザーデータは、初期起動後にデフォルトで実行するように有効化されていません。インスタ
ンスを再起動または起動したときにユーザーデータが実行できるようにするには、「後続の再起
動または起動 (p. 790)」を参照してください。
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ユーザーデータスクリプトは、ランダムなパスワードが生成されたときにローカル管理者アカウントから
実行されます。それ以外の場合、ユーザーデータスクリプトはシステムアカウントから実行されます。

インスタンスの作成
インスタンスユーザーデータ内のスクリプトは、インスタンスの最初の起動時に実行されます。persist
タグが見つかった場合は、その後の再起動または開始時にユーザーデータの実行が有効になりま
す。EC2Launch v2、EC2Launch、EC2Config のログファイルには、標準出力ストリームと標準エラース
トリームの出力が含まれています。
EC2Launch v2
EC2Launch v2 のログファイルは C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\log\agent.log です。

Note
C:\ProgramData フォルダは非表示になっている場合があります。このフォルダを表示するに
は、非表示のファイルおよびフォルダを表示する必要があります。
ユーザーデータが実行されると、次の情報が記録されます。
• Info: Converting user-data to yaml format – ユーザーデータが XML 形式で提供されている
か
• Info: Initializing user-data state – ユーザーデータ実行の開始
• Info: Frequency is: always – ブートのたびにユーザーデータタスクが実行されているか
• Info: Frequency is: once – ユーザーデータタスク実行は一度だけか
• Stage: postReadyUserData execution completed – ユーザーデータの実行の終了
EC2Launch
EC2Launch のログファイルは C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Log
\UserdataExecution.log です。
C:\ProgramData フォルダは非表示になっている場合があります。このフォルダを表示するには、非表
示のファイルおよびフォルダを表示する必要があります。
ユーザーデータが実行されると、次の情報が記録されます。
• Userdata execution begins – ユーザーデータ実行の開始
• <persist> tag was provided: true – 永続タグが見つかったか
• Running userdata on every boot – 永続タグが見つかったか
• <powershell> tag was provided.. running powershell content – PowerShell タグが見つ
かったか
• <script> tag was provided.. running script content – スクリプトタグが見つかったか
• Message: The output from user scripts – 実行されたユーザーデータスクリプトがあり、その
出力が記録されたか
EC2Config
EC2Config のログファイルは C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Logs
\Ec2Config.log です。ユーザーデータが実行されると、次の情報が記録されます。
• Ec2HandleUserData: Message: Start running user scripts – ユーザーデータ実行の開始
• Ec2HandleUserData: Message: Re-enabled userdata execution – 永続タグが見つかったか
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• Ec2HandleUserData: Message: Could not find <persist> and </persist> – 永続タグが
見つからなかったのか
• Ec2HandleUserData: Message: The output from user scripts – 実行されたユーザーデー
タスクリプトがあり、その出力が記録されたか

後続の再起動または起動
インスタンスユーザーデータを更新すると、ユーザーデータスクリプトは、インスタンスの再起動または
起動時に自動的に実行されません。ただし、ユーザーデータの実行を有効にして、インスタンスを再起動
または起動するか、インスタンスを再起動または起動するたびにユーザーデータスクリプトを 1 回実行す
ることができます。
[Shutdown with Sysprep (Sysprep でシャットダウン)] オプションを選択すると、以降のインスタンスの起
動時や再起動時にユーザーデータの実行を有効にしなくても、次回の起動時や再起動時にユーザーデータ
スクリプトが実行されます。ユーザーデータスクリプトは、以降の再起動時や起動時に実行されません。

EC2Launch v2 でユーザデータの実行を有効にするには (プレビュー AMI)
• 初回起動時にユーザーデータのタスクを実行するには、frequency を once に設定します。
• 起動するたびにユーザーデータのタスクを実行するには、frequency を always に設定します。

EC2Launch でユーザーデータの実行を有効にするには (Windows Server 2016 以降)
1.

Windows インスタンスに接続します。

2.

PowerShell コマンドウィンドウを開き、次のコマンドを入力します。
C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 –Schedule

3.

Windows インスタンスから切断します。次にインスタンスを起動するときに更新されたスクリプトを
実行するには、インスタンスを停止してユーザーデータを更新します。詳細については、インスタン
スユーザーデータの表示と更新 (p. 791) を参照してください。

EC2Config でユーザーデータの実行を有効にするには (Windows Server 2012 R2 以前)
1.

Windows インスタンスに接続します。

2.

C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Ec2ConfigServiceSetting.exe を開く。

3.

[ユーザーデータ] で、[Enable UserData execution for next service start (次のサービス開始でユーザー
データの実行を有効にする)] を選択します。

4.

Windows インスタンスから切断します。次にインスタンスを起動するときに更新されたスクリプトを
実行するには、インスタンスを停止してユーザーデータを更新します。詳細については、インスタン
スユーザーデータの表示と更新 (p. 791) を参照してください。

ユーザーデータおよびコンソール
インスタンスの起動時のインスタンスユーザーデータを指定できます。インスタンスのルートボリューム
が EBS ボリュームの場合は、インスタンスを停止してユーザーデータを更新することもできます。

起動時にインスタンスユーザーデータを指定する
インスタンスを起動するときは、インスタンスの起動ウィザードのステップ 3: インスタンスの詳細を設
定ページで、詳細情報、ユーザーデータでスクリプトを指定します。次のイメージの例では、ファイル名
の現在の日付と時刻を使用して、Windows 一時フォルダにファイルを作成します。<persist>true</
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persist> を含めると、インスタンスを再起動または起動するたびにスクリプトが実行されます。[テキス
トで] を選択すると、Amazon EC2 コンソールは base64 エンコードを実行します。

インスタンスユーザーデータの表示と更新
任意のインスタンスのインスタンスユーザーデータを表示し、停止したインスタンスのインスタンスユー
ザーデータを更新できます。

コンソールを使用してインスタンスユーザーデータを更新するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[Actions (アクション)]、[Instance state (インスタンスの状態)]、[Stop
instance (インスタンスの停止)] の順に選択します。

Warning
インスタンスを停止すると、インスタンスストアボリューム上のデータは消去されます。イ
ンスタンスストアボリュームのデータを保持するには、データを永続的ストレージに必ず
バックアップします。
4.

確認を求められたら、[Stop] を選択します。インスタンスが停止するまで、数分かかる場合がありま
す。

5.

インスタンスが選択された状態のまま、[Actions (アクション)]、[Instance settings (インスタンス設
定)]、[Edit user data (ユーザーデータの編集)] の順に選択します。インスタンスの実行中はユーザー
データを変更できませんが、表示することはできます。

6.

[Edit user data (ユーザーデータの編集)] ダイアログボックスで、ユーザーデータを更新し、[Save (保
存)] を選択します。インスタンスを再起動または起動するたびにユーザーデータスクリプトを実行す
るには、次の例に示すように <persist>true</persist> をユーザーデータに追加します。
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7.

インスタンスを起動します。後続の再起動または開始のためにユーザーデータの実行を有効にした場
合、更新されたユーザーデータスクリプトはインスタンスの開始プロセスの一部として実行されま
す。

ユーザーデータと Tools for Windows PowerShell
Tools for Windows PowerShell を使用して、インスタンスのユーザーデータを指定、変更、表示すること
ができます。インスタンスのメタデータを使用して、インスタンスからユーザーデータを表示する方法に
ついては、「インスタンスユーザーデータを取得する (p. 814)」を参照してください。ユーザーデータ
と AWS CLI の詳細については、Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイドの「ユーザーデータと
AWS CLI」を参照してください。
例: 起動時にインスタンスユーザーデータを指定する
インスタンスユーザーデータを含むテキストファイルを作成します。インスタンスを再起動または起動す
るたびにユーザーデータスクリプトを実行するには、次の例に示すように <persist>true</persist>
をユーザーデータに追加します。
<powershell>
$file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<persist>true</persist>

インスタンスの起動時にインスタンスユーザーデータを指定するには、New-EC2Instance コマンドを使用
します。このコマンドは、ユーザーデータの base64 エンコードを実行しません。次のコマンドを使用し
て、script.txt という名前のテキストファイルにユーザーデータをエンコードします。
PS C:\> $Script = Get-Content -Raw script.txt
PS C:\> $UserData =
[System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($Script))

-UserData パラメータを使用して、ユーザーデータを New-EC2Instance コマンドに渡します。
PS C:\> New-EC2Instance -ImageId ami-abcd1234 -MinCount 1 -MaxCount 1 InstanceType m3.medium \
-KeyName my-key-pair -SubnetId subnet-12345678 -SecurityGroupIds sg-1a2b3c4d \
-UserData $UserData

例: 停止したインスタンスのインスタンスユーザーデータを更新する
停止したインスタンスのユーザーデータは、Edit-EC2InstanceAttribute コマンドを使用して変更できま
す。
新しいスクリプトを使用してテキストファイルを作成します。次のコマンドを使用して、newscript.txt という名前のテキストファイルにユーザーデータをエンコードします。
PS C:\> $NewScript = Get-Content -Raw new-script.txt
PS C:\> $NewUserData =
[System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($NewScript))

-UserData および -Value パラメータを使用して、ユーザーデータを指定します。
PS C:\> Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-1234567890abcdef0 -Attribute userData Value $NewUserData
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例: インスタンスユーザーデータを表示する
インスタンスのユーザーデータを取得するには、Get-EC2InstanceAttribute コマンドを使用します。
PS C:\> (Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-1234567890abcdef0 -Attribute
userData).UserData

出力例を次に示します。ユーザーデータはエンコードされていることに注意してください。
PHBvd2Vyc2hlbGw
+DQpSZW5hbWUtQ29tcHV0ZXIgLU5ld05hbWUgdXNlci1kYXRhLXRlc3QNCjwvcG93ZXJzaGVsbD4=

次のコマンドを使用して、エンコードされたユーザーデータを変数に格納し、それをデコードします。
PS C:\> $UserData_encoded = (Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-1234567890abcdef0 Attribute userData).UserData
PS C:
\> [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($UserData_encoded))

出力例を次に示します。
<powershell>
$file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<persist>true</persist>

例: タグ値と合うようにインスタンスの名前を変更する
Get-EC2Tag コマンドを使用してタグ値を読み出し、タグ値と一致するように最初の起動時にインスタン
スの名前を変更して、再起動することができます。タグ情報は API コールで取得されるため、このコマ
ンドを適切に実行するには、ec2:DescribeTags アクセス許可が付与されているロールがインスタンス
にアタッチされている必要があります。IAM ロールを使用した設定のアクセス許可の詳細については、
「IAM ロールをインスタンスにアタッチする」を参照してください。

Note
このスクリプトは、2008 より前のバージョンの Windows Server ではエラーになります。
<powershell>
$instanceId = (invoke-webrequest http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id UseBasicParsing).content
$nameValue = (get-ec2tag -filter @{Name="resource-id";Value=
$instanceid},@{Name="key";Value="Name"}).Value
$pattern = "^(?![0-9]{1,15}$)[a-zA-Z0-9-]{1,15}$"
#Verify Name Value satisfies best practices for Windows hostnames
If ($nameValue -match $pattern)
{Try
{Rename-Computer -NewName $nameValue -Restart -ErrorAction Stop}
Catch
{$ErrorMessage = $_.Exception.Message
Write-Output "Rename failed: $ErrorMessage"}}
Else
{Throw "Provided name not a valid hostname. Please ensure Name value is between 1 and
15 characters in length and contains only alphanumeric or hyphen characters"}
</powershell>

インスタンスメタデータからタグにアクセスするようにインスタンスが設定されている場合は、インスタ
ンスメタデータ内のタグを使用してインスタンスの名前を変更することもできます。
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Note
このスクリプトは、2008 より前のバージョンの Windows Server ではエラーになります。
<powershell>
$nameValue = Get-EC2InstanceMetadata -Path /tags/instance/Name
$pattern = "^(?![0-9]{1,15}$)[a-zA-Z0-9-]{1,15}$"
#Verify Name Value satisfies best practices for Windows hostnames
If ($nameValue -match $pattern)
{Try
{Rename-Computer -NewName $nameValue -Restart -ErrorAction Stop}
Catch
{$ErrorMessage = $_.Exception.Message
Write-Output "Rename failed: $ErrorMessage"}}
Else
{Throw "Provided name not a valid hostname. Please ensure Name value is between 1 and
15 characters in length and contains only alphanumeric or hyphen characters"}
</powershell>

インスタンスメタデータとユーザーデータ
インスタンスメタデータは、インスタンスに関するデータで、実行中のインスタンスを設定または管理す
るために使用します。インスタンスメタデータは、ホスト名、イベント、およびセキュリティグループな
どでカテゴリ (p. 816)分けされます。
インスタンスメタデータを使用して、インスタンスの起動時に指定したユーザーデータにアクセスするこ
ともできます。例えば、インスタンスを設定するためにパラメータを指定したり、単純なスクリプトを含
めたりすることができます。汎用 AMI をビルドし、ユーザーデータを使って起動時に提供された設定ファ
イルを変更することができます。例えば、さまざまな小規模ビジネスを対象としたウェブサーバーを実行
する場合に、すべてのサーバーで同じ汎用 AMI を使用し、起動時にユーザーデータで指定したAmazon S3
バケットからコンテンツを取得できます。随時新規顧客を追加するには、顧客のバケットを作成し、その
コンテンツを追加し、ユーザーデータのコードに提供された固有のバケット名を使って AMI を起動しま
す。複数のインスタンスを同時に起動する場合、ユーザーデータはその予約においてすべてのインスタン
スで使用可能です。同じリザベーションの一部である各インスタンスには固有のami-launch-index番号
があるため、実行する操作を制御するコードを書くことができます。例えば、最初のホストはクラスター
内の最初のノードとしてそれ自体を選択する場合があります。
EC2 インスタンスには、インスタンスの起動時に生成されるインスタンスアイデンティティドキュメン
トなどの動的データも含まれます。詳細については、動的データのカテゴリ (p. 825) を参照してくださ
い。

Important
インスタンスメタデータおよびユーザーデータにはそのインスタンス自体内からのみアクセスで
きるものの、データは認証または暗号化手法によって保護されていません。インスタンス、そし
てインスタンス上で実行される任意のソフトウェアに対して直接アクセス権がある可能性がある
人は、メタデータを表示できます。そのため、パスワードまたは存続期間の長い暗号化キーなど
の機密データは、ユーザーデータとして保管しないようにしてください。

Note
このセクションの例では、インスタンスメタデータサービスの IPv4 アドレスを使用しま
す。169.254.169.254。IPv6 アドレスを使用して EC2 インスタンスのインスタンスメタデー
タを取得する場合は、IPv6 アドレスを有効にして使用してください。fd00:ec2::254。インス
タンスメタデータサービスの IPv6 アドレスは、IMDSv2 コマンドと互換性があります。IPv6 アド
レスは、Nitro System 上に構築されたインスタンス (p. 201)上でのみアクセスできます。
目次
• IMDSv2 の使用 (p. 795)
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• インスタンスメタデータオプションの設定 (p. 799)
• インスタンスメタデータの取得 (p. 804)
• インスタンスユーザーデータの使用 (p. 813)
• 動的データの取得 (p. 815)
• インスタンスメタデータのカテゴリ (p. 816)
• インスタンスアイデンティティドキュメント (p. 825)

IMDSv2 の使用
次のいずれかのメソッドを使って、実行中のインスタンスからインスタンスメタデータにアクセスできま
す。
• インスタンスメタデータサービスバージョン 1 (IMDSv1) – リクエスト/レスポンスメソッド
• インスタンスメタデータサービスバージョン 2 (IMDSv2) – セッション志向メソッド
デフォルトでは、IMDSv1またはIMDSv2のいずれか、あるいは両方を使用できます。インスタンスメタ
データサービスは、所定のリクエストについて、IMDSv2 に固有の PUT または GET ヘッダーがそのリク
エストに存在するかどうかによって、IMDSv1 と IMDSv2 リクエストを区別します。詳細については、
「EC2 Instance Metadata Service の拡張により、オープンファイアウォール、リバースプロキシ、および
SSRF の脆弱性に対して多層防御を追加」を参照してください。
ローカルコードまたはユーザーに IMDSv2を使用させるように、各インスタンスのインスタンスメタデー
タサービスを構成することができます。IMDSv2を使用しなければならないように指定すると、IMDSv1は
もう機能しなくなります。詳細については、インスタンスメタデータオプションの設定 (p. 799) を参照
してください。
インスタンスメタデータを取得するには、「インスタンスメタデータの取得 (p. 804)」を参照してくださ
い。

Note
このセクションの例では、インスタンスメタデータサービスの IPv4 アドレスを使用しま
す。169.254.169.254。IPv6 アドレスを使用して EC2 インスタンスのインスタンスメタデー
タを取得する場合は、IPv6 アドレスを有効にして使用してください。fd00:ec2::254。インス
タンスメタデータサービスの IPv6 アドレスは、IMDSv2 コマンドと互換性があります。IPv6 アド
レスは、Nitro System 上に構築されたインスタンス (p. 201)上でのみアクセスできます。

インスタンスメタデータサービスバージョン 2 の仕組み
IMDSv2は、セッション指向リクエストを使用します。セッション指向リクエストを使用して、セッション
期間 (1 秒～6 時間) を定義するセッショントークンを作成します。指定した期間中、それ以降のリクエス
トに同じセッショントークンを使用できます。指定した期間が期限切れになった後、将来のリクエストに
使用する新しいセッショントークンを作成する必要があります。
次の例では、PowerShellシェルスクリプトとIMDSv2を使って、最上位インスタンスメタデータアイテムを
取得しています。例:
• PUTリクエストを使って、6 時間 (21,600 秒) のセッショントークンを作成する
• セッショントークンヘッダーをtokenという名前の変数に保管する
• トークンを使って最上位メタデータアイテムをリクエストする

PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttlseconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
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PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET -Uri
http://169.254.169.254/latest/meta-data/

トークンを作成した後、期限切れになるまで再使用することができます。次のコマンド例では、インスタ
ンスの起動に AMI の ID が使用されていますが、前の例で $tokenに保管されたトークンが再使用されて
います。
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} `
-Method GET -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id

IMDSv2を使ってインスタンスメタデータをリクエストする際は、リクエストに次の項目が含まれている必
要があります。
1. PUTリクエストを使って、インスタンスメタデータサービスに対してセッションを開始します。PUT リ
クエストは、インスタンスメタデータサービスに対するそれ以降のGETリクエストに含まれるべきトー
クンを返します。このトークンは、IMDSv2を使ってメタデータにアクセスするのに必要です。
2. トークンを、インスタンスメタデータサービスに対するすべてのGETリクエストに含めます。トークン
使用がrequiredに設定されている場合、有効なトークンがないリクエスト、または有効期限切れの
トークンを持つリクエストは401 - UnauthorizedHTTP エラーコードを受け取ります。トークン使
用要件の変更に関する情報については、AWS CLI コマンドリファレンスの「modify-instance-metadataoptions」を参照してください。
• トークンはインスタンス固有のキーです。トークンは他の EC2 インスタンスで有効ではなく、生成
されたインスタンスの外で使用しようとすると拒否されます。
• PUTリクエストには、トークンの有効期限 (TTL) を最大 6 時間 (21,600 秒) まで秒単位で指定する
ヘッダーが含まれている必要があります。トークンは論理的セッションを表します。TTL は、トーク
ンが有効な時間の長さ、つまりセッションの期間を指定します。
• トークンの期限が切れた後、インスタンスメタデータにアクセスし続けるためには、別の PUTを使っ
て新しいセッションを作成する必要があります。
• 各リクエストについてトークンを再使用するか、あるいは新しいトークンを作成することを選択でき
ます。少数のリクエストでは、インスタンスメタデータサービスにアクセスする必要があるたびに、
トークンを生成してすぐに使用するほうが簡単かもしれません。ただし、効率を重視するなら、イン
スタンスメタデータをリクエストする必要があるたびにPUTリクエストを書くより、トークン期間を
長く指定して再使用することができます。それぞれが独自のセッションを表すトークンを同時に使用
できる数については、実際的に制限がありません。ただし、IMDSv2 では、通常のインスタンスメタ
データサービス接続とスロットリングの制限によって制約を受けます。詳細については、クエリス
ロットル (p. 812) を参照してください。
HTTP GETおよびHEADメソッドはIMDSv2インスタンスメタデータリクエストで許可されています。 PUT
リクエストは、X-Forwarded-For ヘッダーが含まれている場合、拒否されます。
デフォルトで、PUTリクエストに対するレスポンスには IP プロトコルレベルで1のレスポンスホップ
リミット (有効期限) があります。ホップリミットを拡大するには、modify-instance-metadataoptionsコマンドを使ってホップリミットを調整できます。例えば、インスタンスで実行されているコン
テナサービスとの下位互換性のためにホップリミットを拡大する必要があるかもしれません。詳細につい
ては、AWS CLI コマンドリファレンスの「modify-instance-metadata-options」を参照してください。

インスタンスメタデータサービスバージョン 2 の使用への移行
インスタンスメタデータサービスバージョン 2 (IMDSv2) の使用は任意です。インスタンスメタデータサー
ビスバージョン 1 (IMDSv1) は、終了の期限なく引き続きサポートされます。IMDSv2の使用に移行するこ
とを選択した場合、次のツールと移行パスを使用することが推奨されます。
IMDSv2への移行に役立つツール
お使いのソフトウェアでIMDSv1が使用されている場合、次のツールを使ってIMDSv2を使用するようソフ
トウェアを再構成することができます。
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AWS ソフトウェア
最新バージョンの AWS CLI および AWS SDK では、IMDSv2 をサポートしています。IMDSv2 を使
用するには、EC2 インスタンスで、最新バージョンの CLI および SDK を使用している必要がありま
す。CLI の更新の詳細については、 AWS Command Line Interface ユーザーガイドの、「AWS CLI の
インストール、更新、およびアンインストール」を参照してください。
すべての Amazon Linux 2 ソフトウェアパッケージが IMDSv2 をサポートしています。
CloudWatch
IMDSv2 では、IMDSv1 がサポートしていない、トークンベースのセッションが利用できま
す。MetadataNoToken CloudWatch メトリクスは、IMDSv1 を使用しているインスタンスメタデー
タサービスへの呼び出しの数を追跡します。このメトリクスをゼロまでトラッキングすることによ
り、すべてのソフトウェアがIMDSv2を使用するようアップグレードされたかどうか、そしてそのタ
イミングを判断できます。詳細については、「インスタンスメトリクス (p. 1122)」を参照してくださ
い。
EC2 API および CLI への更新
既存のインスタンスについては、modify-instance-metadata-options CLI コマンド (または
ModifyInstanceMetadataOptions API) を使用して、IMDSv2の使用を必須にすることができます。新し
いインスタンスについては、run-instancesCLI コマンド (またはRunInstancesAPI) およびmetadataoptionsパラメータを使用して、IMDSv2の使用を義務付ける新しいインスタンスを起動できます。
Auto Scaling グループによって起動されたすべての新しいインスタンスで IMDSv2 の使用を必須に
するために、Auto Scaling グループは起動テンプレートまたは起動設定を使用できます。起動テンプ
レートの作成時や起動設定の作成時に、IMDSv2 の使用が必須となるように MetadataOptions パラ
メータを設定する必要があります。起動テンプレートまたは起動設定を指定した後、Auto Scaling グ
ループは新しい起動テンプレートまたは起動設定を使用して新しいインスタンスを起動しますが、既
存のインスタンスは影響を受けません。
既存のインスタンスで IMDSv2 の使用を要求するには、modify-instance-metadata-options CLI コマ
ンド (または ModifyInstanceMetadataOptions API) を使用します。または、インスタンスを削除する
と、Auto Scaling グループは、起動テンプレートまたは起動設定で定義されたインスタンスメタデー
タオプション設定を使用して新しい代替インスタンスを起動します。
デフォルトで IMDSv2 を設定する AMI を使用する
ImdsSupport パラメータに v2.0 を設定した AMI により、インスタンスを (HttpTokens パラメー
タに required を設定して) 起動する場合は、デフォルトで IMDSv2 を使用するように自動的に設定
できます。register-image CLI コマンドを使用して AMI を登録する際に、ImdsSupport パラメータ
に v2.0 を設定します。詳細については、「AMI を設定する (p. 801)」を参照してください。
IAM ポリシーおよび SCP
以下に示すように、IAM ユーザーの管理には、IAM ポリシーを使用することも、AWS Organizations
サービスコントロールポリシー (SCP) を使用することもできます。
• インスタンスが IMDSv2 を使用するように設定されていない限り、RunInstances API を使用してそ
のインスタンスを起動することはできません。
• IMDSv1 を再度有効にするために、ModifyInstanceMetadataOptions API を使用して実行中のインス
タンスを変更することはできません。
IAM ポリシーまたは SCP には、次の IAM 条件キーを含める必要があります。
• ec2:MetadataHttpEndpoint
• ec2:MetadataHttpPutResponseHopLimit
• ec2:MetadataHttpTokens
条件キーが含まれているポリシーで指定した状態と、API および CLI 呼び出し時のパラメータが一致
しない場合、これらの API または CLI の呼び出しは失敗し UnauthorizedOperation レスポンスが
返されます。
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さらに、追加の保護レイヤーを選択して、IMDSv1からIMDSv2の変更を強制することもできま
す。EC2 ロールの認証情報経由でコールされた各 API に関するアクセス管理レイヤーでは、IAM
ポリシーまたは AWS Organizations サービスコントロールポリシー (SCP) で新しい条件キーを
使用できます。具体的には、IAM ポリシーで値 2.0 を設定した条件キー ec2:RoleDelivery
を使用していると、IMDSv1 から取得した EC2 ロールの認証情報を使用した API コールに対し
て、UnauthorizedOperation レスポンスが返されます。同じことは、SCP によって義務付けられ
る条件を使ってより広く達成できます。これにより、指定した条件と一致しない API コールに対して
は UnauthorizedOperation エラーが返されるため、実際に IMDSv1 から取得した認証情報を使用
して API を呼び出すことはできなくなります。
IAM ポリシーの例は、「インスタンスメタデータの使用 (p. 1429)」を参照してください。SCP の詳
細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「サービスコントロールポリシー (SCPs)」
を参照してください。
IMDSv2アクセスを必要とする推奨パス
上記のツールを使用する際、IMDSv2への移行にこのパスに従うことを推奨します。

ステップ 1: 開始時
EC2 インスタンスのロール認証情報を使用する SDK、CLI、およびソフトウェアを、IMDSv2 対応のバー
ジョンに更新します。CLI の更新に関する情報については、AWS Command Line Interface ユーザーガイ
ドの「AWS CLI の最新バージョンへのアップグレード」を参照してください。
次に、IMDSv2 リクエストを使ってインスタンスメタデータに直接アクセスする (つまり、SDK を使用し
ない) ソフトウェアを変更します。

ステップ 2: 移行の進行状況を追跡する
CloudWatch の MetadataNoToken メトリクスを使用して、移行の進行状況を追跡します。このメトリク
スは、インスタンスで IMDSv1 を使用しているインスタンスメタデータサービスへの呼び出しの数を示し
ます。詳細については、「インスタンスメトリクス (p. 1122)」を参照してください。

ステップ 3: IMDSv1 をまったく使用していない場合
CloudWatch メトリクス MetadataNoToken で記録される IMDSv1 の使用率がゼロであれば、そのインス
タンスは IMDSv2 の使用に完全に移行するための準備が整っています。この段階で、次の操作を実行でき
ます。
• 新規のインスタンス
新しいインスタンスを起動する際には、以下のいずれかを実行できます。
• Amazon EC2 コンソール: インスタンス起動ウィザードで、[Metadata accessible] (メタデータにア
クセス可能) を [Enabled] (有効) に、[Metadata version] (メタデータバージョン) を [V2 only (token
required)] (V2 のみ (トークンが必須)) に設定します。詳細については、「起動時にインスタンスを設
定する (p. 800)」を参照してください。
• AWS CLI: IMDSv2 のみを使用するように指定するには、run-instances CLI コマンドを使用します。
• 既存のインスタンス
modify-instance-metadata-options CLI コマンドを通じて、IMDSv2 の使用を要求できます。これらの変
更は、インスタンスを再起動することなく、実行中のインスタンスに対し行えます。

Note
既存のインスタンスのインスタンスメタデータオプションの更新は、API または AWS CLI を介し
てのみ使用できます。現在のところ、Amazon EC2 コンソールでは使用できません。詳細につい
ては、インスタンスメタデータオプションの設定 (p. 799) を参照してください。
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ステップ 4: すべてのインスタンスが IMDSv2 に移行された時点
IAM 条件キーの ec2:MetadataHttpTokens、ec2:MetadataHttpPutResponseHopLimit、およ
び ec2:MetadataHttpEndpoint により、RunInstances と ModifyInstanceMetadataOptions API、
および対応する CLI の使用を制御できます。ポリシーを作成し、条件キーを使用してポリシーに指
定した状態と API コールのパラメータが一致しない場合、API コールまたは CLI コールは失敗して
UnauthorizedOperation レスポンスが返されます。IAM ポリシーの例は、「インスタンスメタデータ
の使用 (p. 1429)」を参照してください。

インスタンスメタデータオプションの設定
インスタンスメタデータオプションを使用すると、新規または既存のインスタンスで次の操作を実行する
ように設定できます。
• インスタンスメタデータをリクエストするときに IMDSv2 の使用を要求する
• PUT レスポンスのホップ制限を指定する
• インスタンスメタデータへのアクセスを無効にする
IAM ポリシーまたは SCP で IAM 条件キーを使用して、次の操作を行うこともできます。
• IMDSv2 の使用を要求するようにインスタンスが設定されている場合にのみ、インスタンスの起動を許
可する
• ホップの許可数を制限する
• インスタンスメタデータへのアクセスを無効にする

Note
PowerShell のバージョンが 4.0 より前の場合は、IMDSv2 の使用を要求するために Windows
Management Framework 4.0 に更新する必要があります。

Note
注意深く実行し、変更を行う前に慎重なテストを実施する必要があります。以下の情報を記録し
ます。
• IMDSv2の使用を強制する場合、インスタンスメタデータアクセスのためにIMDSv1を使用する
アプリケーションまたはエージェントは休憩します。
• インスタンスメタデータへのアクセスをすべてオフにする場合、インスタンスメタデータアク
セスに依存して機能するアプリケーションまたはエージェントは休憩します。
• IMDSv2 でトークンを取得する際には、/latest/api/token を使用する必要があります｡
トピック
• 新規インスタンスのインスタンスメタデータオプションの設定 (p. 799)
• 既存インスタンスのインスタンスメタデータオプションの変更 (p. 803)

新規インスタンスのインスタンスメタデータオプションの設定
トピック
• IMDSv2 の使用を要求する (p. 800)
• IPv4 および IPv6 エンドポイントの設定 (p. 801)
• インスタンスメタデータへのアクセスを無効にする (p. 802)
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IMDSv2 の使用を要求する
インスタンスの起動時に、IMDSv2 を使用することを要求するには、以下に示すいくつかの方法がありま
す。
• 起動時にインスタンスを設定する (p. 800)
• AMI を設定する (p. 801)
• IAM ポリシーを使用する (p. 801)

起動時にインスタンスを設定する
インスタンスを起動 (p. 519)する際に、以下のフィールドを設定しておくことで、IMDSv2 が使用される
ようにそのインスタンスを構成できます。
• Amazon EC2 コンソール: [Metadata version] (メタデータバージョン) で、[V2 only (token required)] (V2
のみ (トークンが必須)) を設定します。
• AWS CLI: HttpTokens に required を設定します。
IMDSv2 が必須であることを指定する場合、[Metadata accessible] (メタデータにアクセス可能) に
[Enabled] (有効) (コンソールの場合) を設定するか、HttpEndpoint に enabled (AWS CLI の場合) を設
定して、インスタンスメタデータサービスのエンドポイントも有効にする必要があります。
New console

新しいインスタンスで IMDSv2 の使用を要求するには
•

Amazon EC2 コンソールで新しいインスタンスを起動するとき、[Advanced details] (高度な詳細)
を展開し、次の操作を行います。
• [Metadata accessible] (メタデータにアクセス可能) には、[Enabled] (有効) を選択します。
• [Metadata version] (メタデータバージョン) には、[V2 only (token required)] (V2 のみ (トークン
が必要)) を選択します。
詳細については、「高度な詳細 (p. 525)」を参照してください。

Old console

新しいインスタンスで IMDSv2 の使用を要求するには
•

Amazon EC2 コンソールで新しいインスタンスを起動するとき、[Configure Instance Details (イ
ンスタンスの詳細の設定) ] ページで次のオプションを選択します。
• [Advanced Details (高度な詳細)] の [ Metadata accessible (メタデータにアクセス可能)] で、
[Enabled (有効)] を選択します。
• [Metadata version (メタデータバージョン)] で、[V2 (token required) (V2 (トークンが必要))] を
選択します。

詳細については、「ステップ 3: インスタンスの詳細を設定する (p. 529)」を参照してください。
AWS CLI
新しいインスタンスで IMDSv2 の使用を要求するには
次の run-instances の例では、c3.large を --metadata-options に設定して
HttpTokens=required インスタンスを起動します。HttpTokens の値を指定する場合
は、HttpEndpoint も enabled に設定する必要があります。メタデータの取得リクエストでは、セ
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キュリティで保護されたトークンヘッダーは required に設定されるので、インスタンスメタデータ
のリクエストに際しては、そのインスタンスは必ず IMDSv2 を使用することになります。
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--instance-type c3.large \
...
--metadata-options "HttpEndpoint=enabled,HttpTokens=required"

AWS CloudFormation
AWS CloudFormation を使用してインスタンスのメタデータオプションを指定するには、「AWS
CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS::EC2::LaunchTemplate MetadataOptions」プロパティを
参照してください。

AMI を設定する
AMI の登録時に、imds-support パラメータで v2.0 を設定できます。この AMI から起動されたインス
タンスでは、[Metadata version] (メタデータバージョン) に V2 only (token required)] (V2 のみ (トークンが
必要)) (コンソールの場合) が設定されるか、HttpTokens に required (AWS CLI の場合) が設定されま
す。この設定が行われている場合、インスタンスメタデータがリクエストされる際には IMDSv2 を使用す
ることが、インスタンスでの必須になります。
この AMI から起動されるインスタンスでは、imds-support に v2.0 を設定している場合、[Metadata
response hop limit] (メタデータレスポンスのホップ制限) (コンソールの場合)、または http-putresponse-hop-limit (AWS CLI の場合) が「2」に設定されることに注意してください。
IMDSv2 向けに AMI を設定するには
以下の register-image の例では、EBS ルートボリュームの指定されたスナップショットをデバイス /dev/
xvda として使用して、AMI を登録しています。imds-support パラメータに v2.0 を指定すること
で、AMI から起動されるインスタンスで IMDSv2 の使用が必須となるように、AMI の設定を行っていま
す。
aws ec2 register-image \
--name my-image \
--root-device-name /dev/xvda \
--block-device-mappings DeviceName=/dev/xvda,Ebs={SnapshotId=snap-0123456789example} \
--imds-support v2.0

IAM ポリシーを使用する
IMDSv2 の使用が必須ではない新しいインスタンスを IAM ユーザーが起動できないように、IAM ポリシー
を作成することもできます。
IAM ポリシーにより、すべての新しいインスタンスでの IMDSv2 の使用を必須にするには
IAM ユーザーがインスタンスメタデータをリクエストする際にIMDSv2の使用を義務付けるインスタン
スみを起動できるようにするには、IMDSv2を必要とする条件が満たされないとインスタンスを起動で
きないように指定することができます。IAM ポリシーの例については、「インスタンスメタデータの使
用 (p. 1429)」を参照してください。

IPv4 および IPv6 エンドポイントの設定
デフォルトでは、IPv6 エンドポイントは無効です。これは、IPv6 専用サブネットでインスタンスを起動す
る場合にも当てはまります。AWS CLI を使用する場合は、インスタンスの起動時に IPv6 エンドポイント
を有効にすることができます。このオプションは Amazon EC2 コンソールでは利用できません。
インスタンスメタデータサービスの IPv6 エンドポイントは、Nitro System 上に構築されたインスタン
ス (p. 201) からのみアクセスできます。
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IPv4 および IPv6 エンドポイントの設定
以下の run-instances の例では、インスタンスメタデータサービスのために IPv6 エンドポイントが有
効化された、t3.large インスタンスを起動しています。IPv6 エンドポイントを有効にするには、-metadata-options パラメータに HttpProtocolIpv6=enabled を指定します。HttpProtocolIpv6
の値を指定する場合は、HttpEndpoint も enabled に設定する必要があります。
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--instance-type t3.large \
...
--metadata-options "HttpEndpoint=enabled,HttpProtocolIpv6=enabled"

インスタンスメタデータへのアクセスを無効にする
使用しているインスタンスメタデータサービスのバージョンに関係なく、インスタンスメタデータへ
のアクセスを確実に無効にすることができます。アクセスを後で有効にする場合は、modify-instancemetadata-options コマンドを使用します。
New console

インスタンスメタデータへのアクセスを無効にするには
•

[Advanced details] (高度な詳細) で以下のように指定して、Amazon EC2 コンソールでインスタン
スを起動 (p. 519)します。
• [Metadata accessible] (メタデータにアクセス可能) には、[Disabled] (無効) を選択します。

詳細については、「高度な詳細 (p. 525)」を参照してください。
Old console

インスタンスメタデータへのアクセスを無効にするには
•

[Configure Instance Details] (インスタンスの詳細の設定) ページで次のオプションを選択し
て、Amazon EC2 コンソールでインスタンスを起動します。
• [Advanced Details (高度な詳細)] の [ Metadata accessible (メタデータにアクセス可能)] で、
[Disabled (無効)] を選択します。

詳細については、ステップ 3: インスタンスの詳細を設定する (p. 529) を参照してください。
AWS CLI
インスタンスメタデータへのアクセスを無効にするには
--metadata-options に HttpEndpoint=disabled を設定し、インスタンスを起動します。
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--instance-type c3.large \
...
--metadata-options "HttpEndpoint=disabled"

AWS CloudFormation
AWS CloudFormation を使用してインスタンスのメタデータオプションを指定するには、「AWS
CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS::EC2::LaunchTemplate MetadataOptions」プロパティを
参照してください。
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既存インスタンスのインスタンスメタデータオプションの変更
既存のインスタンスのインスタンスメタデータオプションを変更することが可能です。また、ユーザーが
既存インスタンスでメタデータオプションを変更できないように、IAM ポリシーを作成することもできま
す。
既存インスタンスでは、以下のメタデータオプションを変更できます。
• 既存インスタンスで IMDSv2 の使用を必須にする。
• PUT レスポンスのホップ制限を変更する。
• 既存インスタンスでの、インスタンスメタデータへのアクセスを無効にする。

Note
Amazon EC2 コンソールを使用して、インスタンスメタデータオプションを変更することはでき
ません。現在、既存のインスタンスでのインスタンスメタデータオプションの変更は、AWS CLI
および AWS SDK のみでサポートされます。
IMDSv2 の使用を必須にするには
ユーザーは、インスタンスメタデータのリクエスト時に IMDSv2 が使用されるように要求できま
す。modify-instance-metadata-optionsCLI コマンドを使って、http-tokens パラメータを required に
設定できます。http-tokens の値を指定する場合は、http-endpoint も enabled に設定する必要が
あります。
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
--instance-id i-1234567898abcdef0 \
--http-tokens required \
--http-endpoint enabled

PUT レスポンスホップリミットを変更するには
既存インスタンスについて、PUTリスポンスホップリミットの設定を変更することができます。modifyinstance-metadata-options CLI コマンドを使って、http-put-response-hop-limit パラメータを
必要なホップ数に設定できます。以下の例では、ホップリミットが3に設定されています。http-putresponse-hop-limit の値を指定する場合は、http-endpoint を enabled に設定することも必要で
す。
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
--instance-id i-1234567898abcdef0 \
--http-put-response-hop-limit 3 \
--http-endpoint enabled

IMDSv2 を使用してインスタンスで IMDSv1 の使用を復元するには
modify-instance-metadata-options CLI コマンドを、http-tokens を optional に設定して実行すると、
インスタンスメタデータのリクエスト時に IMDSv1 の使用を復元できます。
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
--instance-id i-1234567898abcdef0 \
--http-tokens optional \
--http-endpoint enabled

インスタンスの IPv6 エンドポイントを有効にするには
デフォルトでは、IPv6 エンドポイントは無効です。これは、インスタンスを IPv6 専用サブネットで起動
した場合にも当てはまります。インスタンスメタデータサービスの IPv6 エンドポイントは、Nitro System
上に構築されたインスタンス (p. 201) からのみアクセスできます。
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modify-instance-metadata-optionsCLI コマンドを使って、http-endpoint パラメータを enabled に設
定できます。
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
--instance-id i-1234567898abcdef0 \
--http-protocol-ipv6 enabled \
--http-endpoint enabled

インスタンスメタデータへのアクセスを無効にするには
使用中のインスタンスメタデータサービスのバージョンに関係なく、インスタンスメタデータサービス
の HTTP エンドポイントを無効にすることによりインスタンスメタデータへのアクセスをオフにすること
ができます。HTTP エンドポイントを有効化することにより、この変更はいつでも元に戻すことができま
す。
http-endpoint パラメータを disabled に設定して、modify-instance-metadata-options CLI コマンドを
実行します。
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
--instance-id i-1234567898abcdef0 \
--http-endpoint disabled

modify-instance-metadata-options の使用を制御するには
インスタンスメタデータオプションを変更できる IAM ユーザーをコントロールするには、指定したロー
ルを持つユーザー以外のすべてのユーザーに ModifyInstanceMetadataOptions API の使用を禁止するポリ
シーを指定できます。IAM ポリシーの例については、「インスタンスメタデータの使用 (p. 1429)」を参照
してください。

インスタンスメタデータの取得
インスタンスメタデータは実行中のインスタンスから取得できるため、Amazon EC2 コンソールまたは
AWS CLI を使用する必要はありません。これは、インスタンスから実行するスクリプトを記述していると
きに便利です。例えば、インスタンスメタデータからインスタンスのローカル IP アドレスにアクセスし
て、外部アプリケーションへの接続を管理できます。
インスタンスメタデータはいくつかのカテゴリに分けられます。各インスタンスメタデータカテゴリの説
明については、インスタンスメタデータのカテゴリ (p. 816)を参照してください。
実行中のインスタンス内にあるインスタンスメタデータの、すべてのカテゴリを表示するには、以下の
IPv4 または IPv6 URI を使用します。
IPv4
http://169.254.169.254/latest/meta-data/

IPv6
http://[fd00:ec2::254]/latest/meta-data/

これらの IP アドレス は、リンクローカルアドレスであり、インスタンスからのみ使用することが可能で
す。詳細については、Wikipedia の「リンクローカルアドレス」を参照してください。

Note
このセクションの例では、インスタンスメタデータサービスの IPv4 アドレスを使用しま
す。169.254.169.254。IPv6 アドレスを使用して EC2 インスタンスのインスタンスメタデー
タを取得する場合は、IPv6 アドレスを有効にして使用してください。fd00:ec2::254。インス
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タンスメタデータサービスの IPv6 アドレスは、IMDSv2 コマンドと互換性があります。IPv6 アド
レスは、Nitro System 上に構築されたインスタンス (p. 201)上でのみアクセスできます。
コマンドフォーマットは、IMDSv1とIMDSv2のどちらを使うかによって異なります。デフォルトでは、両
方のインスタンスメタデータサービスを使用できます。IMDSv2の使用を義務付けるには、IMDSv2 の使
用 (p. 795)を参照してください。
PowerShell コマンドレットを使用して URI を取得できます。例えば、バージョン 3.0 以降の PowerShell
を実行している場合、次の cmdlet を使用します。
IMDSv2
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttlseconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/

IMDSv1
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/

PowerShell の使用を避けたい場合は、GNU Wget や cURL などのサードパーティツールをインストールし
てください。

Important
Windows インスタンスにサードパーティツールをインストールする場合は、HTTP の呼び出し方
法および出力形式がここに記載されているものとは異なることがあるので、必ず付属のドキュメ
ントをよく読んでください。
Linux インスタンスからインスタンスメタデータを取得するコマンドについては、「Windows インスタン
ス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「インスタンスメタデータの取得」を参照してください。

コスト
インスタンスメタデータおよびユーザーデータの取得に使用する HTTP リクエストに対しては課金されま
せん。

考慮事項
インスタンスメタデータの取得に関する問題を回避するには、次の点を考慮してください。
• AWS SDK はデフォルトで IMDSv2 コールを使用します。IMDSv2 呼び出しに応答がない場合、SDK は
呼び出しを再試行し、それでも失敗した場合は、IMDSv1 を使用します。これにより、遅延が発生する
ことがあります。コンテナ環境では、ホップ制限が 1 の場合、コンテナへの到達は余分なネットワーク
ホップと見なされるため、IMDSv2 応答は返されません。IMDSv1 へのフォールバックプロセスとその
結果として生じる遅延を回避するために、コンテナ環境でホップ制限を 2 に設定することをお勧めしま
す。詳細については、インスタンスメタデータオプションの設定 (p. 799) を参照してください。
• カスタム Windows AMI を使用して Windows インスタンスを起動する場合、インスタンスメタデータ
サービスがインスタンスで動作するように、AMI は Sysprep を使用して (p. 139)作成された標準化され
たイメージである必要があります。そうでなければ、インスタンスメタデータサービスは機能しませ
ん。
• IMDSv2 でトークンを取得する際には、/latest/api/token を使用する必要があります｡ バージョン
固有の任意のパス (例: /2021-03-23/api/token) に PUT リクエストを発行した場合は、メタデータ
サービスから 403 Forbidden エラーが返されます。この応答は意図されたものです。
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リスポンスおよびエラーメッセージ
すべてのインスタンスメタデータがテキスト (HTTP コンテンツタイプ text/plain) として返されます。
特定のメタデータリソースに対するリクエストは、適切な値または 404 - Not Found HTTP エラーコー
ド (リソースを使用できない場合) を返します。
一般的なメタデータリソースに対するリクエスト (/ で終わる URI) は、使用可能なリソースのリストまた
は 404 - Not Found HTTP エラーコード (使用可能なリソースがない場合) を返します。リスト項目は
個別の行に表示され、各行の末尾には改行記号 (ASCII 10) が付いています。
インスタンスメタデータサービスバージョン 2を使って行われたリクエストについては、次の HTTP エ
ラーコードが返されます。
• 400 - Missing or Invalid Parameters–PUTリクエストが無効である。
• 401 - Unauthorized–GETリクエストが無効なトークンを使用している。推奨されるアクションは新
しいトークンを生成することです。
• 403 - Forbidden–リクエストが許可されていないか、あるいはインスタンスメタデータサービスがオ
フです。

インスタンスメタデータの取得の例
次の例は、Windows インスタンスで使用できるコマンドを示しています。Linux インスタンスからインス
タンスメタデータを取得するコマンドについては、「Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガ
イド」の「インスタンスメタデータの取得」を参照してください。
例
• 使用できるインスタンスメタデータのバージョンを取得する (p. 806)
• 上位レベルのメタデータ項目を取得する (p. 807)
• 使用可能なパブリックキーのリストを取得する (p. 809)
• パブリックキー 0 が使用できるフォーマットを示す (p. 810)
• パブリックキー 0 を取得する (OpenSSH キーフォーマット) (p. 810)
• インスタンスのサブネット ID を取得する (p. 811)
• インスタンスのインスタンスタグを取得する (p. 811)

使用できるインスタンスメタデータのバージョンを取得する
次の例では、使用できるインスタンスメタデータのバージョンを取得しています。各バージョンは、新し
いインスタンスのメタデータカテゴリがリリースされたときのインスタンスメタデータビルドを参照しま
す。インスタンスメタデータビルドのバージョンは、Amazon EC2 API のバージョンとは相関しません。
以前のバージョンに存在する構造および情報に依存するスクリプトがある場合は、以前のバージョンを使
用することができます。

Note
Amazon EC2 が新しいインスタンスメタデータビルドをリリースするたびにコードを更新する
必要をなくすために、バージョン番号ではなく、パス内の latest を使用することが推奨されま
す。例えば、以下のように latest を使用します。
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id
IMDSv2
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttlseconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
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PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET Uri http://169.254.169.254/
1.0
2007-01-19
2007-03-01
2007-08-29
2007-10-10
2007-12-15
2008-02-01
2008-09-01
2009-04-04
2011-01-01
2011-05-01
2012-01-12
2014-02-25
2014-11-05
2015-10-20
2016-04-19
...
latest

IMDSv1
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/
1.0
2007-01-19
2007-03-01
2007-08-29
2007-10-10
2007-12-15
2008-02-01
2008-09-01
2009-04-04
2011-01-01
2011-05-01
2012-01-12
2014-02-25
2014-11-05
2015-10-20
2016-04-19
...
latest

上位レベルのメタデータ項目を取得する
次の例では、上位レベルのメタデータ項目を取得しています。詳細については、インスタンスメタデータ
のカテゴリ (p. 816) を参照してください。
IMDSv2
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttlseconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token

PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/
ami-id
ami-launch-index
ami-manifest-path
block-device-mapping/
hostname
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iam/
instance-action
instance-id
instance-life-cycle
instance-type
local-hostname
local-ipv4
mac
metrics/
network/
placement/
profile
public-hostname
public-ipv4
public-keys/
reservation-id
security-groups
services/

IMDSv1
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/
ami-id
ami-launch-index
ami-manifest-path
block-device-mapping/
hostname
iam/
instance-action
instance-id
instance-type
local-hostname
local-ipv4
mac
metrics/
network/
placement/
profile
public-hostname
public-ipv4
public-keys/
reservation-id
security-groups
services/

次の例では、前の例で取得された最上位メタデータアイテムの値のいくつかを取得しています。IMDSv2
リクエストは、前の例のコマンドで作成された保管済みトークン (期限内であると仮定) を使用します。
IMDSv2
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id
ami-0abcdef1234567890

IMDSv1
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id
ami-0abcdef1234567890
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IMDSv2
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/reservation-id
r-0efghijk987654321

IMDSv1
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/reservation-id
r-0efghijk987654321

IMDSv2
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-hostname
ip-10-251-50-12.ec2.internal

IMDSv1
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-hostname
ip-10-251-50-12.ec2.internal

IMDSv2
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-hostname
ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com

IMDSv1
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-hostname
ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com

使用可能なパブリックキーのリストを取得する
次の例では、使用できるパブリックキーの一覧を取得しています。
IMDSv2
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttlseconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token

PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/
0=my-public-key
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IMDSv1
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/publickeys/ 0=my-public-key

パブリックキー 0 が使用できるフォーマットを示す
次の例は、パブリックキー0のフォーマットを示しています。
IMDSv2
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttlseconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key
openssh-key

IMDSv1
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/
openssh-key
openssh-key

パブリックキー 0 を取得する (OpenSSH キーフォーマット)
次の例では、パブリックキー0を取得しています (OpenSSH キーフォーマット)。
IMDSv2
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttlseconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key
ssh-rsa MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE my-public-key

IMDSv1
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/
openssh-key
ssh-rsa MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
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b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE my-public-key

インスタンスのサブネット ID を取得する
次の例では、インスタンスのサブネット ID を取得しています。
IMDSv2
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttlseconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token

PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/network/interfaces/macs/02:29:96:8f:6a:2d/
subnet-id
subnet-be9b61d7

IMDSv1
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/network/
interfaces/macs/02:29:96:8f:6a:2d/subnet-id
subnet-be9b61d7

インスタンスのインスタンスタグを取得する
次の例では、サンプルインスタンスでインスタンスメタデータのタグが有効 (p. 1887)になっており、イン
スタンスタグ Name=MyInstance および Environment=Dev が含まれています。
この例では、インスタンスのインスタンスタグキーをすべて取得しています。
IMDSv2
PS C:\> $token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" =
"21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token

PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance
Name
Environment

IMDSv1
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance
Name
Environment
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次の例では、前の例で取得した Name キーの値を取得しています。IMDSv2 リクエストは、前の例のコマ
ンドで作成された保管済みトークン (期限内であると仮定) を使用します。
IMDSv2
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance/Name
MyInstance

IMDSv1
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance/
Name
MyInstance

クエリスロットル
クエリはインスタンスメタデータサービスでインスタンスごとにスロットリングし、インスタンスからイ
ンスタンスメタデータサービスへの同時接続数を制限します。
AWS セキュリティ認証情報を取得するためにインスタンスメタデータサービスを使用している場合、毎回
のトランザクションで、または高頻度のスレッドやプロセスから同時に認証情報をクエリしないようにし
ます。スロットリングの原因となる可能性があります。代わりに、認証情報をキャッシュに格納して有効
期限が近づくまで待つことをお勧めします。
インスタンスメタデータサービスにアクセスする際にスロットリングした場合、エクスポネンシャルバッ
クオフ戦略でクエリを再試行します。

インスタンスメタデータサービスのアクセス制限
ローカルファイアウォールルールを使って、プロセスの一部またはすべてからインスタンスメタデータ
サービスへのアクセスを無効化することを検討できます。

Note
Nitro System 上に構築されたインスタンス (p. 201) では、VPC 内のネットワークアプライアンス
(仮想ルーターなど) がパケットを IMDS アドレスに転送し、かつ、インスタンス上のデフォルト
の送信元/送信先チェックが無効な場合、IMDS がユーザーのネットワークから到達可能になりま
す。VPC の外側にある送信元から IMDS に到達しないようにするには、送信先 IMDS の IPv4 ア
ドレスが 169.254.169.254（IPv6 エンドポイントを有効にしている場合は、fd00:ec2::254）であ
るパケットをドロップするように、ネットワークアプライアンスの設定を変更することをお勧め
します。
Windows ファイアウォールを使ってアクセスを制限する
次の PowerShell 例では、組み込み Windows ファイアウォールを使って、インターネット情報サー
ビスウェブサーバー (デフォルトインストールユーザー ID のNT AUTHORITY\IUSRに基づいて) が
169.254.169.254 にアクセスするのを防いでいます。拒否ルールを使って、そのユーザーとして実行中の
プロセスからのインスタンスメタデータリクエスト (IMDSv1またはIMDSv2) をすべて拒否します。
PS C:\> $blockPrincipal = New-Object -TypeName System.Security.Principal.NTAccount ("NT
AUTHORITY\IUSR")
PS C:\> $BlockPrincipalSID =
$blockPrincipal.Translate([System.Security.Principal.SecurityIdentifier]).Value
PS C:\> $BlockPrincipalSDDL = "D:(A;;CC;;;$BlockPrincipalSID)"
PS C:\> New-NetFirewallRule -DisplayName "Block metadata service from IIS" -Action block Direction out `
-Protocol TCP -RemoteAddress 169.254.169.254 -LocalUser $BlockPrincipalSDDL
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また、ルールの許可を使うことで、特定のユーザーまたはグループへのアクセスを許可することを検討
できます。ルールの許可は、どのソフトウェアがインスタンスメタデータへのアクセスが必要かについ
てユーザーが決定しなければならないため、セキュリティ観点からみたときに管理しやすいかもしれませ
ん。ルールの許可 を使用すると、後にインスタンスのソフトウェアまたは構成を変更した場合に、誤って
ソフトウェアがメタデータサービス (アクセスする意図がなかった) にアクセスするのを許可する可能性が
低くなります。また、ファイアウォールのルールを変更しなくても許可されたグループにユーザーを追加/
削除できるよう、グループ使用をルールの許可と組み合わせることもできます。
次の例では、exceptionPrincipalで指定したプロセス (この例では、trustworthy-usersと呼ばれ
るグループ) 以外の、変数 blockPrincipal (この例では Windows グループEveryone) で指定された
OS グループとして実行中のすべてのプロセスによるインスタンスメタデータへのアクセスを禁止してい
ます。Windows ファイアウォールは、Linux iptables の! --uid-owner trustworthy-userとは異な
り、その他すべてを拒否することにより、特定のプリンシパル (ユーザーまたはグループ) のみを許可する
ショートカット機構を提供しないため、拒否と許可プリンシパルの両方を指定する必要があります。
PS C:\> $blockPrincipal = New-Object -TypeName System.Security.Principal.NTAccount
("Everyone")
PS C:\> $BlockPrincipalSID =
$blockPrincipal.Translate([System.Security.Principal.SecurityIdentifier]).Value
PS C:\> $exceptionPrincipal = New-Object -TypeName System.Security.Principal.NTAccount
("trustworthy-users")
PS C:\> $ExceptionPrincipalSID =
$exceptionPrincipal.Translate([System.Security.Principal.SecurityIdentifier]).Value
PS C:\> $PrincipalSDDL = "O:LSD:(D;;CC;;;$ExceptionPrincipalSID)(A;;CC;;;
$BlockPrincipalSID)"
PS C:\> New-NetFirewallRule -DisplayName "Block metadata service for
$($blockPrincipal.Value), exception: $($exceptionPrincipal.Value)" -Action block Direction out `
-Protocol TCP -RemoteAddress 169.254.169.254 -LocalUser $PrincipalSDDL

Note
ローカルファイアウォールルールを使用するには、前の例のコマンドをニーズに合わせて変更す
る必要があります。
netsh ルールを使ってアクセスを制限する
netshルールを使ってすべてのソフトウェアをブロックすることを検討できますが、柔軟性は大幅に低下
します。
C:\> netsh advfirewall firewall add rule name="Block metadata service altogether" dir=out
protocol=TCP remoteip=169.254.169.254 action=block

Note
• ローカルファイアウォールルールを使用するには、前の例のコマンドをニーズに合わせて変更
する必要があります。
• netshルールは elevated コマンドプロンプトから設定する必要があり、拒否または許可の特定
のプリンシパルに設定できません。

インスタンスユーザーデータの使用
インスタンスユーザーデータを使用する場合は、次の点に注意してください。
• ユーザーデータは、base64 でエンコードされている必要があります。Amazon EC2コンソール
は、base64 エンコードを実行したり、base64 エンコード入力を受け入れたりできます。
• ユーザーデータは raw 形式の 16 KB に制限されます (以前は base64 エンコード)。base64 エンコード
後の 文字列の長さサイズ n は、ceil(n/3)*4 です。

813

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスメタデータとユーザーデータ

• ユーザーデータを取得するときにユーザーデータを base64 デコードする必要があります。インスタン
スのメタデータあるいはコンソールを使用してデータを取得する場合、自動的にデコードされます。
• ユーザーデータは非透過的なデータとして取り扱われ、指定したデータがそのまま返されます。この
データを解釈できるかどうかは、インスタンスによって異なります。
• インスタンスを停止してユーザーデータを変更した後に、インスタンスを起動した場合でも、更新され
たユーザーデータは自動的には実行されません。ただし、インスタンスを起動するか、インスタンスを
再起動または起動するたびに、更新されたユーザーデータスクリプトが 1 回実行されるように設定する
ことができます。

起動時にインスタンスユーザーデータを指定する
インスタンスの起動時のユーザーデータを指定できます。ユーザーデータが起動時に 1 回実行されるよう
に指定するか、またはインスタンスを再起動または起動するたびに実行されるように指定することができ
ます。詳細については、「」、「Windows インスタンスでの起動時のコマンドの実行 (p. 786)」を参照
してください。

インスタンスユーザーデータを変更する
ルートボリュームが EBS ボリュームの場合は、停止状態のインスタンスのユーザーデータを変更するこ
とができます。詳細については、インスタンスユーザーデータの表示と更新 (p. 791) を参照してくださ
い。

インスタンスユーザーデータを取得する
Note
このセクションの例では、インスタンスメタデータサービスの IPv4 アドレスを使用しま
す。169.254.169.254。IPv6 アドレスを使用して EC2 インスタンスのインスタンスメタデー
タを取得する場合は、IPv6 アドレスを有効にして使用してください。fd00:ec2::254。インス
タンスメタデータサービスの IPv6 アドレスは、IMDSv2 コマンドと互換性があります。IPv6 アド
レスは、Nitro System 上に構築されたインスタンス (p. 201)上でのみアクセスできます。
実行中のインスタンス内からユーザーデータを取得するには、次の URI を使用します。
http://169.254.169.254/latest/user-data

ユーザーデータのリクエストは、データをそのままの状態で返します (コンテンツタイプ application/
octet-stream)。
この例は、カンマで区切られたテキストとして指定されたユーザーデータを返します。
IMDSv2
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttlseconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET Uri http://169.254.169.254/latest/user-data
1234,john,reboot,true | 4512,richard, | 173,,,

IMDSv1
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = Invoke-RestMethod Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} `
-Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token} -Method GET -uri
http://169.254.169.254/latest/user-data
1234,john,reboot,true | 4512,richard, | 173,,,
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この例では、スクリプトとして指定されたユーザーデータを返します。
IMDSv2
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttlseconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token

PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET Uri http://169.254.169.254/latest/user-data
<powershell>
$file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<persist>true</persist>

IMDSv1
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/user-data
<powershell>
$file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<persist>true</persist>

お使いのコンピュータからインスタンスのユーザーデータを取得するには、ユーザーデータと Tools for
Windows PowerShell (p. 792) をご参照ください。

動的データの取得
実行中のインスタンス内から動的データを取得するには、次の URI を使用します。
http://169.254.169.254/latest/dynamic/

Note
このセクションの例では、インスタンスメタデータサービスの IPv4 アドレスを使用しま
す。169.254.169.254。IPv6 アドレスを使用して EC2 インスタンスのインスタンスメタデー
タを取得する場合は、IPv6 アドレスを有効にして使用してください。fd00:ec2::254。インス
タンスメタデータサービスの IPv6 アドレスは、IMDSv2 コマンドと互換性があります。IPv6 アド
レスは、Nitro System 上に構築されたインスタンス (p. 201)上でのみアクセスできます。
この例では、高レベルのインスタンスアイデンティティカテゴリを取得する方法を表示しています。
IMDSv2
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttlseconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token

PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET Uri http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/
document
rsa2048
pkcs7
signature
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IMDSv1
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/
document
rsa2048
pkcs7
signature

動的データの詳細およびその取得方法の例については、「インスタンスアイデンティティドキュメン
ト (p. 825)」を参照してください。

インスタンスメタデータのカテゴリ
インスタンスメタデータはいくつかのカテゴリに分けられます。インスタンスのメタデータを取得するに
は、リクエストでカテゴリを指定します。すると、メタデータがレスポンスで返されます。
新しいカテゴリがリリースされると、新しいインスタンスメタデータビルドが新しいバージョン番号で作
成されます。次の表では、[Version when category was released] (カテゴリがリリースされたときのバー
ジョン) 列が、インスタンスメタデータカテゴリがリリースされたときのビルドバージョンを指定してい
ます。Amazon EC2 が新しいインスタンスメタデータビルドをリリースするたびにコードを更新する必要
をなくすために、メタデータリクエストのバージョン番号の代わりに、latest を使用することが推奨さ
れます。詳細については、使用できるインスタンスメタデータのバージョンを取得する (p. 806) を参照
してください。
Amazon EC2 が新しいインスタンスメタデータカテゴリをリリースすると、新しいカテゴリのインスタ
ンスメタデータが既存のインスタンスで使用できなくなる場合があります。Nitro システム (p. 201)上に
構築されたインスタンスでは、起動時に用意されたカテゴリのインスタンスメタデータのみが取得可能で
す。Xen ハイパーバイザーを使用するインスタンスの場合は、一度停止した後に開始 (p. 557)すること
で、そのインスタンスで使用可能なカテゴリを更新できます。
次の表は、インスタンスメタデータのカテゴリをまとめたものです。カテゴリ名のいくつかには、イン
スタンスに固有のデータのためのプレースホルダーが含まれています。例えば、mac はネットワークイ
ンターフェイスの MAC アドレスを表します。インスタンスメタデータを取得する際には、プレースホル
ダーを実際の値に置き換える必要があります。
カテゴリ

説明

カテゴリがリリースされ
たときのバージョン

ami-id

インスタンスの起動に使用される
AMI ID。

1.0

ami-launch-index

同時に複数のインスタンスを起動した 1.0
場合、この値はインスタンスが起動さ
れた順序を示します。最初に起動され
たインスタンスの値は 0 です。

ami-manifest-path

Amazon S3 での AMI のマニフェス
トファイルのパス。Amazon EBSbacked AMI を使用してインスタン
スを起動した場合、返される結果は
unknown です。

1.0

ancestor-ami-ids

この AMI を作成するために再バン
ドルされたあらゆるインスタンスの
AMI ID。この値は、AMI マニフェス
トファイルが ancestor-amis キー
を含む場合にのみ存在します。

2007-10-10
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カテゴリ

説明

カテゴリがリリースされ
たときのバージョン

autoscaling/targetlifecycle-state

Auto Scaling インスタンスの移
2021-07-15
行先となる、ターゲットの Auto
Scaling ライフサイクルの状態を示
す値。2022 年 3 月 10 日以降、イ
ンスタンスがターゲットのライフ
サイクル状態の 1 つに移行したと
きに表示されます。使用できる値:
Detached|InService|Standby|Terminated|Warmed:Hibernated|Warmed:
「Amazon EC2 Auto Scaling ユー
ザーガイド」の「インスタンスメタ
データを使用してターゲットライフサ
イクル状態を取得する」を参照してく
ださい。

block-device-mapping/ami

root/boot ファイルシステムを含む仮
想デバイス。

2007-12-15

block-device-mapping/ebs
N

任意の Amazon EBS ボリュームに関
連付けられた仮想デバイス。Amazon
EBS ボリュームは、起動の時点、
またはインスタンスが最後に開始
された時点で存在している場合にの
み、メタデータで使用できます。N
は、Amazon EBS ボリュームのイン
デックス（ebs1 や ebs2 など）を示
します。

2007-12-15

block-device-mapping/eph
emeral
N

非 NVMe インスタンスストアボ
2007-12-15
リュームの仮想デバイス。N は、各
ボリュームのインデックスを示しま
す。ブロックデバイスマッピングのイ
ンスタンスストアボリュームの数は、
インスタンスのインスタンスストアボ
リュームの実際の数に一致しない場合
があります。インスタンスに使用可能
なインスタンスストアボリュームの数
は、インスタンスタイプによって決定
されます。ブロックデバイスマッピン
グのインスタンスストアボリュームの
数が、インスタンスに利用可能な数を
超える場合、追加のインスタンススト
アボリュームは無視されます。

block-device-mapping/root

ルートデバイスに関連付けられた仮
2007-12-15
想デバイスまたはパーティション、あ
るいは仮想デバイス上のパーティショ
ン。ルート (/ または C:) ファイルシ
ステムは、所定のインスタンスに関連
付けられています。

block-device-mapping/swap

swap に関連付けられた仮想デバイ
ス。存在しない場合もあります。
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カテゴリ

説明

カテゴリがリリースされ
たときのバージョン

elastic-gpus/
associations/elastic-gpu-id

インスタンスにアタッチされている
Elastic GPU がある場合、その ID と
接続情報を含めた Elastic GPU に関
する情報の JSON 文字列が含まれま
す。

2016-11-30

elastic-inference/
associations/eia-id

インスタンスにアタッチされた
Elastic Inference アクセラレーターが
ある場合、その ID とタイプを含めた
Elastic Inference アクセラレーターに
関する情報の JSON 文字列が含まれ
ます。

2018-11-29

events/maintenance/history

インスタンスの完了またはキャンセル 2018-08-17
されたメンテナンスイベントがある場
合は、イベントに関する情報を含む
JSON 文字列を含みます。詳細につい
ては、「完了またはキャンセルされた
イベントのイベント履歴を表示するに
は (p. 1099)」を参照してください。

events/maintenance/sched
uled

インスタンスがアクティブなメンテナ 2018-08-17
ンスイベントがある場合は、イベント
に関する情報を含む JSON 文字列を
含みます。詳細については、予定され
たイベントの表示 (p. 1096) を参照し
てください。

events/recommendations/r
ebalance

EC2 インスタンスの再調整推奨
2020-10-27
通知がインスタンスに対して送信
されるおおよその時間 (UTC)。こ
のカテゴリのメタデータの例を次
に示します。{"noticeTime":
"2020-11-05T08:22:00Z"}このカ
テゴリは、通知が発された後にのみ使
用できます。詳細については、「EC2
インスタンスの再調整に関する推奨事
項 (p. 399)」を参照してください。

hostname

EC2 インスタンスが IP ベースの命
名 (IPBN) を使用している場合、こ
れはインスタンスのプライベート
IPv4 DNS ホスト名です。EC2 イン
スタンスがリソースベースの命名
(RBN) を使用している場合、これは
RBN です。複数のネットワークイ
ンターフェイスが存在する場合、こ
れは eth0 デバイス (デバイス番号が
0 のデバイス) を示します。IPBN と
RBN の詳細については、「Amazon
EC2 インスタンスのホスト名のタイ
プ (p. 1193)」を参照してください。
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カテゴリ

説明

カテゴリがリリースされ
たときのバージョン

iam/info

インスタンスに関連付けられ
2012-01-12
た IAM ロールがある場合、イ
ンスタンスの LastUpdated の日
付、InstanceProfileArn、InstanceProfileId
など、インスタンスプロファイルが更
新された最終時刻に関する情報が格納
されます。そうでない場合は、なしに
なります。

iam/security-credentials/
role-name

インスタンスに関連付けられた IAM
2012-01-12
ロールがある場合、role-name は
ロールの名前になり、role-name
に、そのロールに関連付けられた一時
的なセキュリティ認証情報が格納され
ます (詳細については、「インスタン
スメタデータからのセキュリティ認証
情報の取得 (p. 1444)」を参照してく
ださい)。そうでない場合は、なしに
なります。

identity-credentials/ec2/
info

2018-05-23
[内部使用のみ] identitycredentials/ec2/securitycredentials/ec2-instance の認
証情報に関する情報。これらの認証情
報は、EC2 Instance Connect などの
AWS の機能で使用され、インスタン
スの識別用以外には、他の AWS API
許可や権限は付与されません。

identity-credentials/ec2/
security-credentials/ec2instance

[内部使用のみ] インスタンス上のソフ 2018-05-23
トウェアが AWS に対して自身を識別
し、EC2 Instance Connect などの機
能をサポートできるようにする認証情
報。これらの認証情報には、追加の
AWS API アクセス許可や権限はあり
ません。

instance-action

バンドルの準備のために再起動する
2008-09-01
必要があることをインスタンスに伝え
ます。有効な値: none | shutdown |
bundle-pending。

instance-id

このインスタンスの ID。

instance-life-cycle

このインスタンスの購入オプション。 2019-10-01
詳細については、インスタンス購入
オプション (p. 313) を参照してくださ
い。

instance-type

インスタンスの種類。詳細について
2007-08-29
は、インスタンスタイプ (p. 194) を参
照してください。
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カテゴリ

説明

カテゴリがリリースされ
たときのバージョン

ipv6

インスタンスの IPv6 アドレス。複
2021-01-03
数のネットワークインターフェイス
が存在する場合、これは eth0 デバイ
ス (デバイス番号が 0 のデバイス) の
ネットワークインターフェイスおよ
び最初に割り当てられた IPv6 アド
レスを示します。ネットワークイン
ターフェイス [0] に IPv6 アドレスが
存在しない場合、この項目は設定され
ず、HTTP 404 応答が返されます。

kernel-id

このインスタンスで起動したカーネル 2008-02-01
の ID (ある場合)。

local-hostname

複数のネットワークインターフェイ
スが存在する場合、これは eth0 デバ
イス (デバイス番号が 0 のデバイス)
を示します。EC2 インスタンスが IP
ベースの命名 (IPBN) を使用している
場合、これはインスタンスのプライ
ベート IPv4 DNS ホスト名です。EC2
インスタンスがリソースベースの命
名 (RBN) を使用している場合、これ
は RBN です。IPBN、RBN、および
EC2 インスタンスの命名の詳細につ
いては、「Amazon EC2 インスタン
スのホスト名のタイプ (p. 1193)」を
参照してください。

local-ipv4

インスタンスのプライベート IPv4
1.0
アドレス。複数のネットワークイン
ターフェイスが存在する場合、これは
eth0 デバイス (デバイス番号が 0 のデ
バイス) を示します。これが IPv6 専
用インスタンスの場合、この項目は設
定されず、HTTP 404 応答が返されま
す。

mac

インスタンスのメディアアクセスコ
2011-01-01
ントロール (MAC) アドレス。複数の
ネットワークインターフェイスが存在
する場合、これは eth0 デバイス (デ
バイス番号が 0 のデバイス) を示しま
す。

metrics/vhostmd

使用不可
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カテゴリ

説明

カテゴリがリリースされ
たときのバージョン

network/interfaces/macs/
mac/device-number

そのインターフェイスに関連付けら
れた固有のデバイス番号。デバイス
番号はデバイス名に対応します。例
えば、2 という device-number は
eth2 デバイスを指します。このカ
テゴリは、Amazon EC2 API で使用
される DeviceIndex フィールドと
device-index フィールド、および
AWS CLI の EC2 コマンドに対応しま
す。

2011-01-01

network/interfaces/macs/
mac/interface-id

ネットワークインターフェイスの
ID。

2011-01-01

network/interfaces/macs/
mac/ipv4-associations/pu
blic-ip

各パブリック IP アドレスに関連付け
られ、そのインターフェイスに割り
当てられたプライベート IPv4 アドレ
ス。

2011-01-01

network/interfaces/macs/
mac/ipv6s

インターフェイスに関連付けられた
IPv6 アドレス。VPC 内に起動された
インスタンスに対してのみ返されま
す。

2016-06-30

network/interfaces/macs/
mac/local-hostname

インスタンスのプライベート IPv4
2007-01-19
DNS ホスト名。複数のネットワーク
インターフェイスが存在する場合、こ
れは eth0 デバイス (デバイス番号が 0
のデバイス) を示します。これが IPv6
専用インスタンスの場合、これはリ
ソースベースの名前です。IPBN と
RBN の詳細については、「Amazon
EC2 インスタンスのホスト名のタイ
プ (p. 1193)」を参照してください。

network/interfaces/macs/
mac/local-ipv4s

インターフェイスに関連付けられた
プライベート IPv4 アドレス。これ
が IPv6 専用のネットワークインター
フェイスである場合、この項目は設
定されず、HTTP 404 応答が返されま
す。

2011-01-01

network/interfaces/macs/
mac/mac

インスタンスの MAC アドレス。

2011-01-01

network/interfaces/
macs/mac/network-card-index

ネットワークカードのインデックス。 2020 年 11 月 1 日
インスタンスタイプによっては、複数
のネットワークカードがサポートされ
ているものもあります。
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カテゴリ

説明

カテゴリがリリースされ
たときのバージョン

network/interfaces/macs/
mac/owner-id

ネットワークインターフェイスの所有 2011-01-01
者の ID。複数インターフェイスの環
境では、インターフェイスは Elastic
Load Balancing などのサードパー
ティによってアタッチできます。イン
ターフェイス上のトラフィックは、常
にインターフェイス所有者に対して課
金されます。

network/interfaces/macs/
mac/public-hostname

インターフェイスのパブリッ
2011-01-01
ク DNS (IPv4)。このカテゴリ
は、enableDnsHostnames 属性
が true に設定されている場合にの
み返されます。詳細については、
「Amazon VPC ユーザーガイド」の
「VPC での DNS の使用」を参照して
ください。インスタンスにパブリック
IPv6 アドレスのみがあり、パブリッ
ク IPv4 アドレスがない場合、この項
目は設定されず、HTTP 404 応答が返
されます。

network/interfaces/macs/
mac/public-ipv4s

インターフェイスに関連付けられた
パブリック IP アドレスまたは Elastic
IP アドレス。インスタンスには複数
の IPv4 アドレスが存在する場合があ
ります。

network/interfaces/macs/
mac/security-groups

ネットワークインターフェイスが属す 2011-01-01
るセキュリティグループ。

network/interfaces/macs/
mac/security-group-ids

ネットワークインターフェイスが属す 2011-01-01
るセキュリティグループの ID。

network/interfaces/macs/
mac/subnet-id

インターフェイスが存在するサブネッ 2011-01-01
トの ID。

network/interfaces/macs/
mac/subnet-ipv4-cidr-blo
ck

インターフェイスが存在するサブネッ 2011-01-01
トの IPv4 CIDR ブロック。

network/interfaces/macs/
mac/subnet-ipv6-cidr-blo
cks

インターフェイスが存在するサブネッ 2016-06-30
トの IPv6 CIDR ブロック。

network/interfaces/macs/
mac/vpc-id

インターフェイスが存在する VPC の
ID。

2011-01-01

network/interfaces/macs/
mac/vpc-ipv4-cidr-block

VPC のプライマリ IPv4 CIDR ブロッ
ク。

2011-01-01

network/interfaces/macs/
mac/vpc-ipv4-cidr-blocks

VPC の IPv4 CIDR ブロック。

2016-06-30

network/interfaces/macs/
mac/vpc-ipv6-cidr-blocks

インターフェイスが存在する VPC の
IPv6 CIDR ブロック。

2016-06-30
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カテゴリ

説明

カテゴリがリリースされ
たときのバージョン

placement/availability-z
one

インスタンスが起動した利用可能ゾー 2008-02-01
ン。

placement/availability-z
one-id

インスタンスが起動される静的アベイ 2019-10-01
ラビリティーゾーンの ID。このアベ
イラビリティーゾーン ID は、アカウ
ント間で一貫しています。ただし、ア
ベイラビリティーゾーンとは異なる
場合があります (アベイラビリティー
ゾーンはアカウントによって異なりま
す)。

placement/group-name

インスタンスが起動されるプレイスメ 2020-08-24
ントグループの名前。

placement/host-id

インスタンスが起動されるホストの
ID。Dedicated Hosts にのみ適用され
ます。

2020-08-24

placement/partition-number

インスタンスが起動されるパーティ
ションの番号。

2020-08-24

placement/region

インスタンスが起動される AWS リー
ジョン。

2020-08-24

product-codes

インスタンスに関連付けられた AWS
Marketplace 製品コード (ある場合)。

2007-03-01

public-hostname

インスタンスのパブリック
2007-01-19
DNS (IPv4)。このカテゴリ
は、enableDnsHostnames 属性
が true に設定されている場合にの
み返されます。詳細については、
「Amazon VPC ユーザーガイド」の
「VPC での DNS の使用」を参照して
ください。インスタンスにパブリック
IPv6 アドレスのみがあり、パブリッ
ク IPv4 アドレスがない場合、この項
目は設定されず、HTTP 404 応答が返
されます。

public-ipv4

パブリック IPv4 アドレス。インス
タンスに Elastic IP アドレスが関連
付けられている場合、返される値は
Elastic IP アドレスです。

public-keys/0/openssh-key

パブリックキー。インスタンスの起動 1.0
時に指定された場合のみ返されます。

ramdisk-id

起動時に指定された RAM ディスクの
ID (該当する場合)。

2007-10-10

reservation-id

予約の ID。

1.0
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カテゴリ

説明

カテゴリがリリースされ
たときのバージョン

security-groups

インスタンスに適用されるセキュリ
ティグループの名前。

1.0

起動後、インスタンスのセキュリティ
グループを変更できます。これらの変
更は、この場所と network/interfaces/
macs/mac/security-groups に反映され
ます。
services/domain

リージョンのAWSリソースのドメイ
ン。

2014-02-25

services/partition

リソースが置かれているパーティ
ションです。標準の AWS リージョ
ンの場合、パーティションは aws
です。他のパーティションにリソー
スがある場合、パーティションは
aws-partitionname です。例え
ば、中国 (北京) リージョンにあるリ
ソースのパーティションは、aws-cn
です。

2015-10-20

spot/instance-action

アクション (休止、停止、または終了) 2016-11-15
およびアクションのおよその発生時刻
(UTC)。この項目が存在するのは、ス
ポットインスタンスが休止、停止、ま
たは終了のためにマークされた場合の
みです。詳細については、instanceaction (p. 411) を参照してください。

spot/termination-time

スポットインスタンスで使用している 2014-11-05
オペレーティングシステムが、シャッ
トダウン信号を受信するおよその時
刻 (UTC)。この項目は、スポットイ
ンスタンスに対し Amazon EC2 に
よる終了のマークが付けられている
場合にのみ存在し、時刻値 (例えば
2015-01-05T18:02:00Z) が含まれま
す。ユーザー自身がスポットインス
タンスを終了した場合、terminationtime 項目に時刻は記述されませ
ん。詳細については、terminationtime (p. 412) を参照してください。

tags/instance

インスタンスに関連付けられるインス 2021-03-23
タンスタグ。インスタンスメタデータ
のタグへのアクセスを明示的に許可し
た場合のみ使用できます。詳細につい
ては、インスタンスメタデータのタグ
へのアクセスを許可する (p. 1887) を
参照してください。
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動的データのカテゴリ
次の表は、動的データのカテゴリをまとめたものです。
カテゴリ

説明

カテゴリが
リリースさ
れたときの
バージョン

fws/instancemonitoring

顧客が CloudWatch で詳細な 1 分間隔のモニタリングを
有効にしているかどうかを示す値。有効な値: enabled |
disabled

2009-04-04

instance-identity/
document

インスタンス ID、プライベート IP アドレスなど、インス
タンスの属性を含む JSON。「」を参照してくださいイン
スタンスアイデンティティドキュメント (p. 825)

2009-04-04

instance-identity/
pkcs7

署名に対してドキュメントの真正性およびコンテンツを確
認するために使用されます。「」を参照してくださいイン
スタンスアイデンティティドキュメント (p. 825)

2009-04-04

instance-identity/
signature

オリジンおよび権限を確認するために使用できるデータ。
「」を参照してくださいインスタンスアイデンティティド
キュメント (p. 825)

2009-04-04

インスタンスアイデンティティドキュメント
作成する各インスタンスには、インスタンス自体に関する情報を提供するインスタンスアイデンティティ
ドキュメントがあります。インスタンスアイデンティティドキュメントを使用して、インスタンスの属性
を検証することができます。
インスタンスアイデンティティドキュメントは、インスタンスが停止して起動、再起動、起動すると
きに生成されます。インスタンスアイデンティティドキュメントは、インスタンスが作成されてインス
タンスメタデータサービスによって (プレーンテキストの JSON 形式で) 公開されます。IPv4 アドレス
169.254.169.254 は、リンクローカルアドレスで、インスタンスからのみ有効です。詳細について
は、Wikipedia の「リンクローカルアドレス」を参照してください。IPv6 アドレス fd00:ec2::254
は、リンクローカルアドレスで、インスタンスからのみ有効です。詳細については、Wikipedia の ユニー
クなローカルアドレスを参照してください。

Note
このセクションの例では、インスタンスメタデータサービスの IPv4 アドレスを使用しま
す。169.254.169.254。IPv6 アドレスを使用して EC2 インスタンスのインスタンスメタデー
タを取得する場合は、IPv6 アドレスを有効にして使用してください。fd00:ec2::254。インス
タンスメタデータサービスの IPv6 アドレスは、IMDSv2 コマンドと互換性があります。IPv6 アド
レスは、Nitro System 上に構築されたインスタンス (p. 201)上でのみアクセスできます。
インスタンスアイデンティティドキュメントは、実行中のインスタンスからいつでも取得できます。イン
スタンスアイデンティティドキュメントには、以下の情報が含まれています。
データ

説明

devpayProductCodes

廃止.

インスタンスの作成に使用された AMI の AWS Marketplace 製品コード。
marketplaceProductCodes
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データ

説明

availabilityZone

インスタンスが実行されているアベイラビリティーゾーン。

privateIp

インスタンスのプライベート IPv4 アドレス。

version

インスタンスアイデンティティドキュメント形式のバージョン。

instanceId

インスタンスの ID。

billingProducts

インスタンスの請求製品。

instanceType

インスタンスのインスタンスタイプ。

accountId

インスタンスを起動した AWS アカウントの ID。

imageId

インスタンスの起動に使用される AMI の ID。

pendingTime

インスタンスが作成された日時。

architecture

インスタンスの作成に使用された AMI のアーキテクチャ (i386 | x86_64 |
arm64)。

kernelId

インスタンスに関連付けられているカーネルの ID (ある場合)。

ramdiskId

インスタンスに関連付けられている RAM ディスクの ID (ある場合)。

region

インスタンスが実行されているリージョン。

プレーンテキストの インスタンスアイデンティティドキュメント を取得する
プレーンテキストのインスタンスアイデンティティドキュメントを取得するには
インスタンスに接続し、インスタンスで使用されているインスタンスメタデータサービス (IMDS) のバー
ジョンに応じて、次のいずれかのコマンドを実行します。
IMDSv2
PS C:\> [string]$token = (Invoke-WebRequest -Method Put -Headers @{'X-aws-ec2-metadatatoken-ttl-seconds' = '21600'} http://169.254.169.254/latest/api/token).Content

PS C:\> (Invoke-WebRequest -Headers @{'X-aws-ec2-metadata-token' = $Token}
http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document).Content

IMDSv1
PS C:\> (Invoke-WebRequest http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/
document).Content

出力例を次に示します。
{

"devpayProductCodes" : null,
"marketplaceProductCodes" : [ "1abc2defghijklm3nopqrs4tu" ],
"availabilityZone" : "us-west-2b",
"privateIp" : "10.158.112.84",
"version" : "2017-09-30",
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}

"instanceId" : "i-1234567890abcdef0",
"billingProducts" : null,
"instanceType" : "t2.micro",
"accountId" : "123456789012",
"imageId" : "ami-5fb8c835",
"pendingTime" : "2016-11-19T16:32:11Z",
"architecture" : "x86_64",
"kernelId" : null,
"ramdiskId" : null,
"region" : "us-west-2"

インスタンスアイデンティティドキュメント の検証
インスタンスアイデンティティドキュメントの内容を重要な用途に使用する場合は、使用前にその内容と
真正性を検証する必要があります。
プレーンテキストのインスタンスアイデンティティドキュメントには、ハッシュ化および暗号化された署
名が 3 つあります。これらの署名を使用して、インスタンスアイデンティティドキュメントの作成元およ
び真正性とそれに含まれている情報を検証できます。提供されている署名は次のとおりです。
• base64 でエンコードされた署名—RSA キーペアを使用して暗号化されたインスタンスアイデンティ
ティドキュメントの base64 でエンコードされた SHA256 ハッシュです。
• PKCS7 署名—DSA キーペアを使用して暗号化されたインスタンスアイデンティティドキュメントの
SHA1 ハッシュです。
• RSA-2048 署名—RSA-2048 キーペアを使用して暗号化されたインスタンスアイデンティティドキュメ
ントの SHA256 ハッシュです。
それぞれの署名は、インスタンスメタデータの異なるエンドポイントで取得できます。ハッシュ化と暗号
化の要件に応じて、これらの署名のいずれかを使用できます。署名を検証するには、対応する AWS パブ
リック証明書を使用する必要があります。
以下のトピックでは、それぞれの署名を使用してインスタンスアイデンティティドキュメントを検証する
ための詳細な手順について説明します。
• PKCS7 署名を使用した インスタンスアイデンティティドキュメント の検証 (p. 827)
• base64 でエンコードされた署名を使用した インスタンスアイデンティティドキュメント の検
証 (p. 832)
• RSA-2048 署名を使用した インスタンスアイデンティティドキュメント の検証 (p. 836)

PKCS7 署名を使用した インスタンスアイデンティティドキュメント の検証
このトピックでは、PKCS7 署名と AWS DSA パブリック証明書を使用して、インスタンスアイデンティ
ティドキュメントを検証する方法について説明します。
前提条件
この手順では、Microsoft .NET Core の System.Security クラスが必要です。このクラスを PowerShell
セッションに追加するには、次のコマンドを実行します。
PS C:\> Add-Type -AssemblyName System.Security

Note
このコマンドは、現在の PowerShell セッションにのみクラスを追加します。別のセッションを開
始する場合は、このコマンドをもう一度実行する必要があります。
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PKCS7 署名と AWS DSA パブリック証明書を使用してインスタンスアイデンティティドキュメン
トを検証するには
1.

インスタンスに接続します。

2.

インスタンスメタデータから PKCS7 署名を取得し、バイトの配列に変換して、$Signature という
名前の変数に追加します。インスタンスで使用されている IMDS のバージョンに応じて、次のいずれ
かのコマンドを使用します。
IMDSv2
PS C:\> [string]$token = (Invoke-WebRequest -Method Put -Headers @{'X-awsec2-metadata-token-ttl-seconds' = '21600'} http://169.254.169.254/latest/api/
token).Content

PS C:\> $Signature = [Convert]::FromBase64String((Invoke-WebRequest -Headers @{'Xaws-ec2-metadata-token' = $Token} http://169.254.169.254/latest/dynamic/instanceidentity/pkcs7).Content)

IMDSv1
PS C:\> $Signature = [Convert]::FromBase64String((Invoke-WebRequest
http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/pkcs7).Content)

3.

インスタンスメタデータからプレーンテキストのインスタンスアイデンティティドキュメントを取得
し、バイトの配列に変換して、$Document という名前の変数に追加します。インスタンスで使用さ
れている IMDS のバージョンに応じて、次のいずれかのコマンドを使用します。
IMDSv2
PS C:\> $Document = [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes((Invoke-WebRequest -Headers
@{'X-aws-ec2-metadata-token' = $Token} http://169.254.169.254/latest/dynamic/
instance-identity/document).Content)

IMDSv1
PS C:\> $Document = [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes((Invoke-WebRequest
http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document).Content)

4.

certificate.pem という名前の新しいファイルを作成し、リージョンに応じて、次のいずれかの
AWS DSA パブリック証明書を追加します。
Other AWS Regions
以下の AWS パブリック証明書は、香港、バーレーン、ケープタウン、ミラノ、ジャカルタ、中
国、GovCloud を除くすべての AWS リージョンを対象としています。
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
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lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----

Hong Kong Region
香港リージョンの AWS パブリック証明書は次のとおりです。
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIC7zCCAq4CCQCO7MJe5Y3VLjAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xOTAyMDMwMjIxMjFaFw00
NTAyMDMwMjIxMjFaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbgwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQDvQ9RzVvf4MAwGbqfX
blCvCoVb9957OkLGn/04CowHXJ+vTBR7eyIa6AoXltsQXBOmrJswToFKKxT4gbuw
jK7s9QQX4CmTRWcEgO2RXtZSVjOhsUQMh+yf7Ht4OVL97LWnNfGsX2cwjcRWHYgI
7lvnuBNBzLQHdSEwMNq0Bk76PwIVAMan6XIEEPnwr4e6u/RNnWBGKd9FAoGBAOCG
eSNmxpW4QFu4pIlAykm6EnTZKKHT87gdXkAkfoC5fAfOxxhnE2HezZHp9Ap2tMV5
8bWNvoPHvoKCQqwfm+OUBlAxC/3vqoVkKL2mG1KgUH9+hrtpMTkwO3RREnKe7I5O
x9qDimJpOihrL4I0dYvy9xUOoz+DzFAW8+ylWVYpA4GFAAKBgQDbnBAKSxWr9QHY
6Dt+EFdGz6lAZLedeBKpaP53Z1DTO34J0C55YbJTwBTFGqPtOLxnUVDlGiD6GbmC
80f3jvogPR1mSmGsydbNbZnbUEVWrRhe+y5zJ3g9qs/DWmDW0deEFvkhWVnLJkFJ
9pdOu/ibRPH1lE2nz6pK7GbOQtLyHTAJBgcqhkjOOAQDAzAAMC0CFQCoJlwGtJQC
cLoM4p/jtVFOj26xbgIUUS4pDKyHaG/eaygLTtFpFJqzWHc=
-----END CERTIFICATE-----

Bahrain Region
バーレーンリージョンの AWS パブリック証明書は次のとおりです。
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIC7jCCAq4CCQCVWIgSmP8RhTAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xOTAyMDUxMzA2MjFaFw00
NTAyMDUxMzA2MjFaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbgwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQDcwojQfgWdV1QliO0B
8n6cLZ38VE7ZmrjZ9OQV//Gst6S1h7euhC23YppKXi1zovefSDwFU54zi3/oJ++q
PHlP1WGL8IZ34BUgRTtG4TVolvp0smjkMvyRu5hIdKtzjV93Ccx15gVgyk+o1IEG
fZ2Kbw/Dd8JfoPS7KaSCmJKxXQIVAIZbIaDFRGa2qcMkW2HWASyNDl7bAoGBANtz
IdhfMq+l2I5iofY2oj3HI21Kj3LtZrWEg3W+/4rVhL3lTm0Nne1rl9yGujrjQwy5
Zp9V4A/w9w2O10Lx4K6hj34Eefy/aQnZwNdNhv/FQP7Az0fju+Yl6L13OOHQrL0z
Q+9cF7zEosekEnBQx3v6psNknKgD3Shgx+GO/LpCA4GFAAKBgQCVS7m77nuNAlZ8
wvUqcooxXMPkxJFl54NxAsAul9KP9KN4svm0O3Zrb7t2FOtXRM8zU3TqMpryq1o5
mpMPsZDg6RXo9BF7Hn0DoZ6PJTamkFA6md+NyTJWJKvXC7iJ8fGDBJqTciUHuCKr
12AztQ8bFWsrTgTzPE3p6U5ckcgV1TAJBgcqhkjOOAQDAy8AMCwCFB2NZGWm5EDl
86ayV3c1PEDukgQIAhQow38rQkN/VwHVeSW9DqEshXHjuQ==
-----END CERTIFICATE-----

Cape Town Region
ケープタウンリージョンの AWS パブリック証明書は次のとおりです。
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIC7DCCAqwCCQCncbCtQbjuyzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xOTA2MDQxMjQ4MDVaFw00
NTA2MDQxMjQ4MDVaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
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IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbYwggErBgcqhkjOOAQBMIIBHgKBgQC12Nr1gMrHcFSZ7S/A
pQBSCMHWmn2qeoQTMVWqe50fnTd0zGFxDdIjKxUK58/8zjWG5uR4TXRzmZpGpmXB
bSufAR6BGqud2LnT/HIWGJAsnX2uOtSyNfCoJigqwhea5w+CqZ6I7iBDdnB4TtTw
qO6TlnExHFVj8LMkylZgiaE1CQIVAIhdobse4K0QnbAhCL6R2euQzloXAoGAV/21
WUuMz/79Ga0JvQcz1FNy1sT0pU9rU4TenqLQIt5iccn/7EIfNtvVO5TZKulIKq7J
gXZr0x/KIT8zsNweetLOaGehPIYRMPX0vunMMR7hN7qA7W17WZv/76adywIsnDKq
ekfe15jinaX8MsKUdyDK7Y+ifCG4PVhoM4+W2XwDgYQAAoGAIxOKbVgwLxbn6Pi2
6hBOihFv16jKxAQI0hHzXJLV0Vyv9QwnqjJJRfOCy3dB0zicLXiIxeIdYfvqJr+u
hlN8rGxEZYYJjEUKMGvsc0DW85jonXz0bNfcP0aaKH0lKKVjL+OZi5n2kn9wgdo5
F3CVnMl8BUra8A1Tr2yrrE6TVZ4wCQYHKoZIzjgEAwMvADAsAhQfa7MCJZ+/TEY5
AUr0J4wm8VzjoAIUSYZVu2NdRJ/ERPmDfhW5EsjHlCA=
-----END CERTIFICATE-----

Milan Region
ミラノリージョンの AWS パブリック証明書は次のとおりです。
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIC7TCCAqwCCQCMElHPdwG37jAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xOTA0MjkyMDM1MjJaFw00
NTA0MjkyMDM1MjJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbYwggErBgcqhkjOOAQBMIIBHgKBgQDAkoL4YfdMI/MrQ0oL
NPfeEk94eiCQA5xNOnU7+2eVQtEqjFbDADFENh1p3sh9Q9OoheLFH8qpSfNDWn/0
ktCS909ApTY6Esx1ExjGSeQq/U+SC2JSuuTT4WFMKJ63a/czMtFkEPPnVIjJJJmT
HJSKSsVUgpdDIRvJXuyB0zdB+wIVALQ3OLaVGdlPMNfS1nD/Yyn+32wnAoGAPBQ3
7XHg5NLOS4326eFRUT+4ornQFjJjP6dp3pOBEzpImNmZTtkCNNUKE4Go9hv5T4lh
R0pODvWv0CBupMAZVBP9ObplXPCyEIZtuDqVa7ukPOUpQNgQhLLAqkigTyXVOSmt
ECBj9tu5WNP/x3iTZTHJ+g0rhIqpgh012UwJpKADgYQAAoGAV1OEQPYQUg5/M3xf
6vE7jKTxxyFWEyjKfJK7PZCzOIGrE/swgACy4PYQW+AwcUweSlK/Hx2OaZVUKzWo
wDUbeu65DcRdw2rSwCbBTU342sitFo/iGCV/Gjf+BaiAJtxniZze7J1ob8vOBeLv
uaMQmgOYeZ5e0fl04GtqPl+lhcQwCQYHKoZIzjgEAwMwADAtAhQdoeWLrkm0K49+
AeBK+j6m2h9SKQIVAIBNhS2a8cQVABDCQXVXrc0tOmO8
-----END CERTIFICATE-----

Jakarta Region
ジャカルタリージョンの AWS パブリック証明書は次のとおりです。
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIC8DCCArCgAwIBAgIGAXbVDEikMAkGByqGSM44BAMwXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcMB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoMF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMB4XDTIxMDEwNjAwMTUyMFoX
DTQ3MDEwNjAwMTUyMFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0
b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcMB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoMF0FtYXpvbiBXZWIg
U2VydmljZXMgTExDMIIBuDCCASwGByqGSM44BAEwggEfAoGBAP1/U4EddRIpUt9K
nC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/xfW6MPbLm1Vs14E7gB00
b/JmYLdrmVClpJ+f6AR7ECLCT7up1/63xhv4O1fnxqimFQ8E+4P208UewwI1VBNa
FpEy9nXzrith1yrv8iIDGZ3RSAHHAhUAl2BQjxUjC8yykrmCouuEC/BYHPUCgYEA
9+GghdabPd7LvKtcNrhXuXmUr7v6OuqC+VdMCz0HgmdRWVeOutRZT+ZxBxCBgLRJ
FnEj6EwoFhO3zwkyjMim4TwWeotUfI0o4KOuHiuzpnWRbqN/C/ohNWLx+2J6ASQ7
zKTxvqhRkImog9/hWuWfBpKLZl6Ae1UlZAFMO/7PSSoDgYUAAoGBAPjuiEx05N3J
Q6cVwntJie67D8OuNo4jGRn+crEtL7YO0jSVB9zGE1ga+UgRPIaYETL293S8rTJT
VgXAqdpBwfaHC6NUzre8U8iJ8FMNnlP9Gw1oUIlgQBjORyynVJexoB31TDZM+/52
g9O/bpq1QqNyKbeIgyBBlc1dAtr1QLnsMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUK8E6RDIR
twK+9qnaTOBhvO/njuQCFFocyT1OxK+UDR888oNsdgtif2Sf
-----END CERTIFICATE-----
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China Regions
中国 (北京) リージョンと中国 (寧夏) リージョンの AWS パブリック証明書は、次のとおりです。
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDNjCCAh4CCQD3yZ1w1AVkTzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBcMQswCQYDVQQGEwJV
UzEZMBcGA1UECBMQV2FzaGluZ3RvbiBTdGF0ZTEQMA4GA1UEBxMHU2VhdHRsZTEg
MB4GA1UEChMXQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlcyBMTEMwIBcNMTUwNTEzMDk1OTE1
WhgPMjE5NDEwMTYwOTU5MTVaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNo
aW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24g
V2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
AMWk9vyppSmDU3AxZ2Cy2bvKeK3F1UqNpMuyeriizi+NTsZ8tQqtNloaQcqhto/l
gsw9+QSnEJeYWnmivJWOBdn9CyDpN7cpHVmeGgNJL2fvImWyWe2f2Kq/BL9l7N7C
P2ZT52/sH9orlck1n2zO8xPi7MItgPHQwu3OxsGQsAdWucdxjHGtdchulpo1uJ31
jsTAPKZ3p1/sxPXBBAgBMatPHhRBqhwHO/Twm4J3GmTLWN7oVDds4W3bPKQfnw3r
vtBj/SM4/IgQ3xJslFcl90TZbQbgxIi88R/gWTbs7GsyT2PzstU30yLdJhKfdZKz
/aIzraHvoDTWFaOdy0+OOaECAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAdSzN2+0E
V1BfR3DPWJHWRf1b7zl+1X/ZseW2hYE5r6YxrLv+1VPf/L5I6kB7GEtqhZUqteY7
zAceoLrVu/7OynRyfQetJVGichaaxLNM3lcr6kcxOowb+WQQ84cwrB3keykH4gRX
KHB2rlWSxta+2panSEO1JX2q5jhcFP90rDOtZjlpYv57N/Z9iQ+dvQPJnChdq3BK
5pZlnIDnVVxqRike7BFy8tKyPj7HzoPEF5mh9Kfnn1YoSVu+61lMVv/qRjnyKfS9
c96nE98sYFj0ZVBzXw8Sq4Gh8FiVmFHbQp1peGC19idOUqxPxWsasWxQXO0azYsP
9RyWLHKxH1dMuA==
-----END CERTIFICATE-----

GovCloud Regions
AWS GovCloud リージョンの AWS パブリック証明書は次のとおりです。
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----

5.

証明書ファイルから証明書を抽出し、$Store という名前の変数に格納します。

PS C:\> $Store =
[Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2Collection]::new([Security.Cryptography.X5
Path certificate.pem)))

6.

署名を検証します。
PS C:\> $SignatureDocument = [Security.Cryptography.Pkcs.SignedCms]::new()

PS C:\> $SignatureDocument.Decode($Signature)
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PS C:\> $SignatureDocument.CheckSignature($Store, $true)

7.

署名が有効な場合、このコマンドは出力を返しません。署名を検証できない場合、このコマンドは
Exception calling "CheckSignature" with "2" argument(s): "Cannot find the
original signer を返します。署名を検証できない場合は、AWS Supportにお問い合わせくださ
い。
インスタンスアイデンティティドキュメントの内容を検証します。
PS C:
\> [Linq.Enumerable]::SequenceEqual($SignatureDocument.ContentInfo.Content, $Document)

インスタンスアイデンティティドキュメントの内容が有効な場合、このコマンドは True を返しま
す。インスタンスアイデンティティドキュメントを検証できない場合は、AWS Supportにお問い合わ
せください。

base64 でエンコードされた署名を使用した インスタンスアイデンティティド
キュメント の検証
このトピックでは、base64 でエンコードされた署名と AWS RSA パブリック証明書を使用して、インス
タンスアイデンティティドキュメントを検証する方法について説明します。

base64 でエンコードされた署名と AWS RSA パブリック証明書を使用してインスタンスアイデン
ティティドキュメントを検証するには
1.

インスタンスに接続します。

2.

インスタンスメタデータから base64 でエンコードされた署名を取得し、バイトの配列に変換し
て、$Signature という名前の変数に追加します。インスタンスで使用されている IMDS のバージョ
ンに応じて、次のいずれかのコマンドを使用します。
IMDSv2
PS C:\> [string]$token = (Invoke-WebRequest -Method Put -Headers @{'X-awsec2-metadata-token-ttl-seconds' = '21600'} http://169.254.169.254/latest/api/
token).Content
PS C:\> $Signature = [Convert]::FromBase64String((Invoke-WebRequest -Headers @{'Xaws-ec2-metadata-token' = $Token} http://169.254.169.254/latest/dynamic/instanceidentity/signature).Content)

IMDSv1
PS C:\> $Signature = [Convert]::FromBase64String((Invoke-WebRequest
http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/signature).Content)

3.

インスタンスメタデータからプレーンテキストのインスタンスアイデンティティドキュメントを取得
し、バイトの配列に変換して、$Document という名前の変数に追加します。インスタンスで使用さ
れている IMDS のバージョンに応じて、次のいずれかのコマンドを使用します。
IMDSv2
PS C:\> $Document = [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes((Invoke-WebRequest -Headers
@{'X-aws-ec2-metadata-token' = $Token} http://169.254.169.254/latest/dynamic/
instance-identity/document).Content)
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IMDSv1
PS C:\> $Document = [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes((Invoke-WebRequest
http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document).Content)

4.

certificate.pemという名前の新しいファイルを作成し、リージョンに応じて、次のいずれかの
AWS RSA パブリック証明書を追加します。
Other AWS Regions
以下の AWS パブリック証明書は、香港、バーレーン、ケープタウン、ミラノ、ジャカルタ、中
国、GovCloud を除くすべての AWS リージョンを対象としています。
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDIjCCAougAwIBAgIJAKnL4UEDMN/FMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMGoxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRMwEQYDVQQIEwpXYXNoaW5ndG9uMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMRgw
FgYDVQQKEw9BbWF6b24uY29tIEluYy4xGjAYBgNVBAMTEWVjMi5hbWF6b25hd3Mu
Y29tMB4XDTE0MDYwNTE0MjgwMloXDTI0MDYwNTE0MjgwMlowajELMAkGA1UEBhMC
VVMxEzARBgNVBAgTCldhc2hpbmd0b24xEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxGDAWBgNV
BAoTD0FtYXpvbi5jb20gSW5jLjEaMBgGA1UEAxMRZWMyLmFtYXpvbmF3cy5jb20w
gZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAIe9GN//SRK2knbjySG0ho3yqQM3
e2TDhWO8D2e8+XZqck754gFSo99AbT2RmXClambI7xsYHZFapbELC4H91ycihvrD
jbST1ZjkLQgga0NE1q43eS68ZeTDccScXQSNivSlzJZS8HJZjgqzBlXjZftjtdJL
XeE4hwvo0sD4f3j9AgMBAAGjgc8wgcwwHQYDVR0OBBYEFCXWzAgVyrbwnFncFFIs
77VBdlE4MIGcBgNVHSMEgZQwgZGAFCXWzAgVyrbwnFncFFIs77VBdlE4oW6kbDBq
MQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UECBMKV2FzaGluZ3RvbjEQMA4GA1UEBxMHU2Vh
dHRsZTEYMBYGA1UEChMPQW1hem9uLmNvbSBJbmMuMRowGAYDVQQDExFlYzIuYW1h
em9uYXdzLmNvbYIJAKnL4UEDMN/FMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQEF
BQADgYEAFYcz1OgEhQBXIwIdsgCOS8vEtiJYF+j9uO6jz7VOmJqO+pRlAbRlvY8T
C1haGgSI/A1uZUKs/Zfnph0oEI0/hu1IIJ/SKBDtN5lvmZ/IzbOPIJWirlsllQIQ
7zvWbGd9c9+Rm3p04oTvhup99la7kZqevJK0QRdD/6NpCKsqP/0=
-----END CERTIFICATE-----

Hong Kong Region
香港リージョンの AWS パブリック証明書は次のとおりです。
-----BEGIN CERTIFICATE----MIICSzCCAbQCCQDtQvkVxRvK9TANBgkqhkiG9w0BAQsFADBqMQswCQYDVQQGEwJV
UzETMBEGA1UECBMKV2FzaGluZ3RvbjEQMA4GA1UEBxMHU2VhdHRsZTEYMBYGA1UE
ChMPQW1hem9uLmNvbSBJbmMuMRowGAYDVQQDExFlYzIuYW1hem9uYXdzLmNvbTAe
Fw0xOTAyMDMwMzAwMDZaFw0yOTAyMDIwMzAwMDZaMGoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRMw
EQYDVQQIEwpXYXNoaW5ndG9uMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMRgwFgYDVQQKEw9B
bWF6b24uY29tIEluYy4xGjAYBgNVBAMTEWVjMi5hbWF6b25hd3MuY29tMIGfMA0G
CSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC1kkHXYTfc7gY5Q55JJhjTieHAgacaQkiR
Pity9QPDE3b+NXDh4UdP1xdIw73JcIIG3sG9RhWiXVCHh6KkuCTqJfPUknIKk8vs
M3RXflUpBe8Pf+P92pxqPMCz1Fr2NehS3JhhpkCZVGxxwLC5gaG0Lr4rFORubjYY
Rh84dK98VwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4GBAA6xV9f0HMqXjPHuGILDyaNN
dKcvplNFwDTydVg32MNubAGnecoEBtUPtxBsLoVYXCOb+b5/ZMDubPF9tU/vSXuo
TpYM5Bq57gJzDRaBOntQbX9bgHiUxw6XZWaTS/6xjRJDT5p3S1E0mPI3lP/eJv4o
Ezk5zb3eIf10/sqt4756
-----END CERTIFICATE-----

Bahrain Region
バーレーンリージョンの AWS パブリック証明書は次のとおりです。
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDPDCCAqWgAwIBAgIJAMl6uIV/zqJFMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMHIxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRMwEQYDVQQIDApXYXNoaW5ndG9uMRAwDgYDVQQHDAdTZWF0dGxlMSAw

833

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスメタデータとユーザーデータ
HgYDVQQKDBdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzEaMBgGA1UEAwwRZWMyLmFt
YXpvbmF3cy5jb20wIBcNMTkwNDI2MTQzMjQ3WhgPMjE5ODA5MjkxNDMyNDdaMHIx
CzAJBgNVBAYTAlVTMRMwEQYDVQQIDApXYXNoaW5ndG9uMRAwDgYDVQQHDAdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKDBdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzEaMBgGA1UEAwwR
ZWMyLmFtYXpvbmF3cy5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBALVN
CDTZEnIeoX1SEYqq6k1BV0ZlpY5y3KnoOreCAE589TwS4MX5+8Fzd6AmACmugeBP
Qk7Hm6b2+g/d4tWycyxLaQlcq81DB1GmXehRkZRgGeRge1ePWd1TUA0I8P/QBT7S
gUePm/kANSFU+P7s7u1NNl+vynyi0wUUrw7/wIZTAgMBAAGjgdcwgdQwHQYDVR0O
BBYEFILtMd+T4YgH1cgc+hVsVOV+480FMIGkBgNVHSMEgZwwgZmAFILtMd+T4YgH
1cgc+hVsVOV+480FoXakdDByMQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UECAwKV2FzaGlu
Z3RvbjEQMA4GA1UEBwwHU2VhdHRsZTEgMB4GA1UECgwXQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2
aWNlcyBMTEMxGjAYBgNVBAMMEWVjMi5hbWF6b25hd3MuY29tggkAyXq4hX/OokUw
DAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOBgQBhkNTBIFgWFd+ZhC/LhRUY
4OjEiykmbEp6hlzQ79T0Tfbn5A4NYDI2icBP0+hmf6qSnIhwJF6typyd1yPK5Fqt
NTpxxcXmUKquX+pHmIkK1LKDO8rNE84jqxrxRsfDi6by82fjVYf2pgjJW8R1FAw+
mL5WQRFexbfB5aXhcMo0AA==
-----END CERTIFICATE-----

Cape Town Region
ケープタウンリージョンの AWS パブリック証明書は次のとおりです。
-----BEGIN CERTIFICATE----MIICNjCCAZ+gAwIBAgIJAKumfZiRrNvHMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xOTExMjcw
NzE0MDVaGA8yMTk5MDUwMjA3MTQwNVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKB
gQDFd571nUzVtke3rPyRkYfvs3jh0C0EMzzG72boyUNjnfw1+m0TeFraTLKb9T6F
7TuB/ZEN+vmlYqr2+5Va8U8qLbPF0bRH+FdaKjhgWZdYXxGzQzU3ioy5W5ZM1VyB
7iUsxEAlxsybC3ziPYaHI42UiTkQNahmoroNeqVyHNnBpQIDAQABMA0GCSqGSIb3
DQEBCwUAA4GBAAJLylWyElEgOpW4B1XPyRVD4pAds8Guw2+krgqkY0HxLCdjosuH
RytGDGN+q75aAoXzW5a7SGpxLxk6Hfv0xp3RjDHsoeP0i1d8MD3hAC5ezxS4oukK
s5gbPOnokhKTMPXbTdRn5ZifCbWlx+bYN/mTYKvxho7b5SVg2o1La9aK
-----END CERTIFICATE-----

Milan Region
ミラノリージョンの AWS パブリック証明書は次のとおりです。
-----BEGIN CERTIFICATE----MIICNjCCAZ+gAwIBAgIJAOZ3GEIaDcugMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xOTEwMjQx
NTE5MDlaGA8yMTk5MDMyOTE1MTkwOVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKB
gQCjiPgW3vsXRj4JoA16WQDyoPc/eh3QBARaApJEc4nPIGoUolpAXcjFhWplo2O+
ivgfCsc4AU9OpYdAPha3spLey/bhHPRi1JZHRNqScKP0hzsCNmKhfnZTIEQCFvsp
DRp4zr91/WS06/flJFBYJ6JHhp0KwM81XQG59lV6kkoW7QIDAQABMA0GCSqGSIb3
DQEBCwUAA4GBAGLLrY3P+HH6C57dYgtJkuGZGT2+rMkk2n81/abzTJvsqRqGRrWv
XRKRXlKdM/dfiuYGokDGxiC0Mg6TYy6wvsR2qRhtXW1OtZkiHWcQCnOttz+8vpew
wx8JGMvowtuKB1iMsbwyRqZkFYLcvH+Opfb/Aayi20/ChQLdI6M2R5VU
-----END CERTIFICATE-----

Jakarta Region
ジャカルタリージョンの AWS パブリック証明書は次のとおりです。
-----BEGIN CERTIFICATE----MIICMzCCAZygAwIBAgIGAXbVDG2yMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMFwxCzAJBgNVBAYT
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AlVTMRkwFwYDVQQIDBBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHDAdTZWF0dGxl
MSAwHgYDVQQKDBdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yMTAxMDYwMDE1
MzBaGA8yMjAwMDEwNjAwMTUzMFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdh
c2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcMB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoMF0FtYXpv
biBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCn
CS/Vbt0gQ1ebWcur2hSO7PnJifE4OPxQ7RgSAlc4/spJp1sDP+ZrS0LO1ZJfKhXf
1R9S3AUwLnsc7b+IuVXdY5LK9RKqu64nyXP5dx170zoL8loEyCSuRR2fs+04i2Qs
WBVP+KFNAn7P5L1EHRjkgTO8kjNKviwRV+OkP9ab5wIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEB
BQUAA4GBAI4WUy6+DKh0JDSzQEZNyBgNlSoSuC2owtMxCwGB6nBfzzfcekWvs6eo
fLTSGovrReX7MtVgrcJBZjmPIentw5dWUs+87w/g9lNwUnUt0ZHYyh2tuBG6hVJu
UEwDJ/z3wDd6wQviLOTF3MITawt9P8siR1hXqLJNxpjRQFZrgHqi
-----END CERTIFICATE-----

China Regions
中国 (北京) リージョンと中国 (寧夏) リージョンの AWS パブリック証明書は、次のとおりです。
-----BEGIN CERTIFICATE----MIICSzCCAbQCCQCQu97teKRD4zANBgkqhkiG9w0BAQUFADBqMQswCQYDVQQGEwJV
UzETMBEGA1UECBMKV2FzaGluZ3RvbjEQMA4GA1UEBxMHU2VhdHRsZTEYMBYGA1UE
ChMPQW1hem9uLmNvbSBJbmMuMRowGAYDVQQDExFlYzIuYW1hem9uYXdzLmNvbTAe
Fw0xMzA4MjExMzIyNDNaFw0yMzA4MjExMzIyNDNaMGoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRMw
EQYDVQQIEwpXYXNoaW5ndG9uMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMRgwFgYDVQQKEw9B
bWF6b24uY29tIEluYy4xGjAYBgNVBAMTEWVjMi5hbWF6b25hd3MuY29tMIGfMA0G
CSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC6GFQ2WoBl1xZYH85INUMaTc4D30QXM6f+
YmWZyJD9fC7Z0UlaZIKoQATqCO58KNCre+jECELYIX56Uq0lb8LRLP8tijrQ9Sp3
qJcXiH66kH0eQ44a5YdewcFOy+CSAYDUIaB6XhTQJ2r7bd4A2vw3ybbxTOWONKdO
WtgIe3M3iwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAHzQC5XZVeuD9GTJTsbO5AyH
ZQvki/jfARNrD9dgBRYZzLC/NOkWG6M9wlrmks9RtdNxc53nLxKq4I2Dd73gI0yQ
wYu9YYwmM/LMgmPlI33Rg2Ohwq4DVgT3hO170PL6Fsgiq3dMvctSImJvjWktBQaT
bcAgaZLHGIpXPrWSA2d+
-----END CERTIFICATE-----

GovCloud Regions
AWS GovCloud リージョンの AWS パブリック証明書は次のとおりです。
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDCzCCAnSgAwIBAgIJAIe9Hnq82O7UMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0yMTA3MTQx
NDI3NTdaFw0yNDA3MTMxNDI3NTdaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA
qaIcGFFTx/SO1W5G91jHvyQdGP25n1Y91aXCuOOWAUTvSvNGpXrI4AXNrQF+CmIO
C4beBASnHCx082jYudWBBl9Wiza0psYc9flrczSzVLMmN8w/c78F/95NfiQdnUQP
pvgqcMeJo82cgHkLR7XoFWgMrZJqrcUK0gnsQcb6kakCAwEAAaOB1DCB0TALBgNV
HQ8EBAMCB4AwHQYDVR0OBBYEFNWV53gWJz72F5B1ZVY4O/dfFYBPMIGOBgNVHSME
gYYwgYOAFNWV53gWJz72F5B1ZVY4O/dfFYBPoWCkXjBcMQswCQYDVQQGEwJVUzEZ
MBcGA1UECBMQV2FzaGluZ3RvbiBTdGF0ZTEQMA4GA1UEBxMHU2VhdHRsZTEgMB4G
A1UEChMXQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlcyBMTEOCCQCHvR56vNju1DASBgNVHRMB
Af8ECDAGAQH/AgEAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4GBACrKjWj460GUPZCGm3/z0dIz
M2BPuH769wcOsqfFZcMKEysSFK91tVtUb1soFwH4/Lb/T0PqNrvtEwD1Nva5k0h2
xZhNNRmDuhOhW1K9wCcnHGRBwY5t4lYL6hNV6hcrqYwGMjTjcAjBG2yMgznSNFle
Rwi/S3BFXISixNx9cILu
-----END CERTIFICATE-----

5.

インスタンスアイデンティティドキュメントを検証します。
PS C:\> [Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2]::new((ResolvePath certificate.pem)).PublicKey.Key.VerifyData($Document, 'SHA256', $Signature)
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署名が有効な場合、このコマンドは True を返します。署名を検証できない場合は、AWS Supportに
お問い合わせください。

RSA-2048 署名を使用した インスタンスアイデンティティドキュメント の検証
このトピックでは、RSA-2048 署名と AWS RSA-2048 パブリック証明書を使用して、インスタンスアイデ
ンティティドキュメントを検証する方法について説明します。
前提条件
この手順では、Microsoft .NET Core の System.Security クラスが必要です。このクラスを PowerShell
セッションに追加するには、次のコマンドを実行します。
PS C:\> Add-Type -AssemblyName System.Security

Note
このコマンドは、現在の PowerShell セッションにのみクラスを追加します。別のセッションを開
始する場合は、このコマンドをもう一度実行する必要があります。

RSA-2048 署名と AWS RSA-2048 パブリック証明書を使用してインスタンスアイデンティティド
キュメントを検証するには
1.

インスタンスに接続します。

2.

インスタンスメタデータから RSA-2048 署名を取得し、バイトの配列に変換して、$Signature とい
う名前の変数に追加します。インスタンスで使用されている IMDS のバージョンに応じて、次のいず
れかのコマンドを使用します。
IMDSv2
PS C:\> [string]$token = (Invoke-WebRequest -Method Put -Headers @{'X-awsec2-metadata-token-ttl-seconds' = '21600'} http://169.254.169.254/latest/api/
token).Content

PS C:\> $Signature = [Convert]::FromBase64String((Invoke-WebRequest -Headers @{'Xaws-ec2-metadata-token' = $Token} http://169.254.169.254/latest/dynamic/instanceidentity/rsa2048).Content)

IMDSv1
PS C:\> $Signature = [Convert]::FromBase64String((Invoke-WebRequest
http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/rsa2048).Content)

3.

インスタンスメタデータからプレーンテキストのインスタンスアイデンティティドキュメントを取得
し、バイトの配列に変換して、$Document という名前の変数に追加します。インスタンスで使用さ
れている IMDS のバージョンに応じて、次のいずれかのコマンドを使用します。
IMDSv2
PS C:\> $Document = [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes((Invoke-WebRequest -Headers
@{'X-aws-ec2-metadata-token' = $Token} http://169.254.169.254/latest/dynamic/
instance-identity/document).Content)
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IMDSv1
PS C:\> $Document = [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes((Invoke-WebRequest
http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document).Content)

4.

certificate.pem という名前の新しいファイルを作成し、リージョンに応じて、次のいずれかの
AWS RSA-2048 パブリック証明書を追加します。
North America Regions
• バージニア北部
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJALFpzEAVWaQZMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA4MTQw
ODU5MTJaGA8yMTk1MDExNzA4NTkxMlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAjS2vqZu9mEOhOq+0bRpAbCUiapbZMFNQqRg7kTlr7Cf+gDqXKpHPjsng
SfNz+JHQd8WPI+pmNs+q0Z2aTe23klmf2U52KH9/j1k8RlIbap/yFibFTSedmegX
E5r447GbJRsHUmuIIfZTZ/oRlpuIIO5/Vz7SOj22tdkdY2ADp7caZkNxhSP915fk
2jJMTBUOzyXUS2rBU/ulNHbTTeePjcEkvzVYPahD30TeQ+/A+uWUu89bHSQOJR8h
Um4cFApzZgN3aD5j2LrSMu2pctkQwf9CaWyVznqrsGYjYOY66LuFzSCXwqSnFBfv
fFBAFsjCgY24G2DoMyYkF3MyZlu+rwIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUrynSPp4uqSECwy+PiO4qyJ8TWSkwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUrynS
Pp4uqSECwy+PiO4qyJ8TWSmhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJALFpzEAVWaQZMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBADW/s8lXijwdP6NkEoH1m9XLrvK4YTqkNfR6
er/uRRgTx2QjFcMNrx+g87gAml11z+D0crAZ5LbEhDMs+JtZYR3ty0HkDk6SJM85
haoJNAFF7EQ/zCp1EJRIkLLsC7bcDL/Eriv1swt78/BB4RnC9W9kSp/sxd5svJMg
N9a6FAplpNRsWAnbP8JBlAP93oJzblX2LQXgykTghMkQO7NaY5hg/H5o4dMPclTK
lYGqlFUCH6A2vdrxmpKDLmTn5//5pujdD2MN0df6sZWtxwZ0osljV4rDjm9Q3VpA
NWIsDEcp3GUB4proOR+C7PNkY+VGODitBOw09qBGosCBstwyEqY=
-----END CERTIFICATE-----

• オハイオ
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAM07oeX4xevdMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNjA2MTAx
MjU4MThaGA8yMTk1MTExNDEyNTgxOFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA6v6kGMnRmFDLxBEqXzP4npnL65OO0kmQ7w8YXQygSdmNIoScGSU5wfh9
mZdcvCxCdxgALFsFqPvH8fqiE9ttI0fEfuZvHOs8wUsIdKr0Zz0MjSx3cik4tKET
ch0EKfMnzKOgDBavraCDeX1rUDU0Rg7HFqNAOry3uqDmnqtk00XC9GenS3z/7ebJ
fIBEPAam5oYMVFpX6M6St77WdNE8wEU8SuerQughiMVx9kMB07imeVHBiELbMQ0N
lwSWRL/61fA02keGSTfSp/0m3u+lesf2VwVFhqIJs+JbsEscPxOkIRlzy8mGd/JV
ONb/DQpTedzUKLgXbw7KtO3HTG9iXQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU2CTGYE5fTjx7gQXzdZSGPEWAJY4wgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU2CTG
YE5fTjx7gQXzdZSGPEWAJY6hYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAM07oeX4xevdMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBANdqkIpVypr2PveqUsAKke1wKCOSuw1UmH9k
xX1/VRoHbrI/UznrXtPQOPMmHA2LKSTedwsJuorUn3cFH6qNs8ixBDrl8pZwfKOY
IBJcTFBbI1xBEFkZoO3wczzo5+8vPQ60RVqAaYb+iCa1HFJpccC3Ovajfa4GRdNb
n6FYnluIcDbmpcQePoVQwX7W3oOYLB1QLN7fE6H1j4TBIsFdO3OuKzmaifQlwLYt
DVxVCNDabpOr6Uozd5ASm4ihPPoEoKo7Ilp0fOT6fZ41U2xWA4+HF/89UoygZSo7
K+cQ90xGxJ+gmlYbLFR5rbJOLfjrgDAb2ogbFy8LzHo2ZtSe60M=

837

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスメタデータとユーザーデータ
-----END CERTIFICATE-----

• オレゴン
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJALZL3lrQCSTMMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA4MTQw
OTAxMzJaGA8yMTk1MDExNzA5MDEzMlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA02Y59qtAA0a6uzo7nEQcnJ26OKF+LRPwZfixBH+EbEN/Fx0gYy1jpjCP
s5+VRNg6/WbfqAsV6X2VSjUKN59ZMnMY9ALA/Ipz0n00Huxj38EBZmX/NdNqKm7C
qWu1q5kmIvYjKGiadfboU8wLwLcHo8ywvfgI6FiGGsEO9VMC56E/hL6Cohko11LW
dizyvRcvg/IidazVkJQCN/4zC9PUOVyKdhW33jXy8BTg/QH927QuNk+ZzD7HH//y
tIYxDhR6TIZsSnRjz3bOcEHxt1nsidc65mY0ejQty4hy7ioSiapw316mdbtE+RTN
fcH9FPIFKQNBpiqfAW5Ebp3Lal3/+wIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU7coQx8Qnd75qA9XotSWT3IhvJmowgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU7coQ
x8Qnd75qA9XotSWT3IhvJmqhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJALZL3lrQCSTMMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAFZ1e2MnzRaXCaLwEC1pW/f0oRG8nHrlPZ9W
OYZEWbh+QanRgaikBNDtVTwARQcZm3z+HWSkaIx3cyb6vM0DSkZuiwzm1LJ9rDPc
aBm03SEt5v8mcc7sXWvgFjCnUpzosmky6JheCD4O1Cf8k0olZ93FQnTrbg62OK0h
83mGCDeVKU3hLH97FYoUq+3N/IliWFDhvibAYYKFJydZLhIdlCiiB99AM6Sg53rm
oukS3csyUxZyTU2hQfdjyo1nqW9yhvFAKjnnggiwxNKTTPZzstKW8+cnYwiiTwJN
QpVoZdt0SfbuNnmwRUMi+QbuccXweav29QeQ3ADqjgB0CZdSRKk=
-----END CERTIFICATE-----

• カリフォルニア北部
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJANNPkIpcyEtIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTEwMjkw
OTAzMDdaGA8yMTk1MDQwMzA5MDMwN1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEApHQGvHvq3SVCzDrC7575BW7GWLzcj8CLqYcL3YY7Jffupz7OjcftO57Z
4fo5Pj0CaS8DtPzh8+8vdwUSMbiJ6cDd3ooio3MnCq6DwzmsY+pY7CiI3UVG7KcH
4TriDqr1Iii7nB5MiPJ8wTeAqX89T3SYaf6Vo+4GCb3LCDGvnkZ9TrGcz2CHkJsj
AIGwgopFpwhIjVYm7obmuIxSIUv+oNH0wXgDL029Zd98SnIYQd/njiqkzE+lvXgk
4h4Tu17xZIKBgFcTtWPky+POGu81DYFqiWVEyR2JKKm2/iR1dL1YsT39kbNg47xY
aR129sS4nB5Vw3TRQA2jL0ToTIxzhQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUgepyiONs8j+q67dmcWu+mKKDa+gwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUgepy
iONs8j+q67dmcWu+mKKDa+ihYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJANNPkIpcyEtIMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAGLFWyutf1u0xcAc+kmnMPqtc/Q6b79VIX0E
tNoKMI2KR8lcV8ZElXDb0NC6v8UeLpe1WBKjaWQtEjL1ifKg9hdY9RJj4RXIDSK7
33qCQ8juF4vep2U5TTBd6hfWxt1Izi88xudjixmbpUU4YKr8UPbmixldYR+BEx0u
B1KJi9l1lxvuc/Igy/xeHOAZEjAXzVvHp8Bne33VVwMiMxWECZCiJxE4I7+Y6fqJ
pLLSFFJKbNaFyXlDiJ3kXyePEZSc1xiWeyRB2ZbTi5eu7vMG4i3AYWuFVLthaBgu
lPfHafJpj/JDcqt2vKUKfur5edQ6j1CGdxqqjawhOTEqcN8m7us=
-----END CERTIFICATE-----

• カナダ (中部)
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAJNKhJhaJOuMMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNjA3Mjkx
MTM3MTdaGA8yMTk2MDEwMjExMzcxN1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
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YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAhDUh6j1ACSt057nSxAcwMaGr8Ez87VA2RW2HyY8l9XoHndnxmP50Cqld
+26AJtltlqHpI1YdtnZ6OrVgVhXcVtbvte0lZ3ldEzC3PMvmISBhHs6A3SWHA9ln
InHbToLX/SWqBHLOX78HkPRaG2k0COHpRy+fG9gvz8HCiQaXCbWNFDHZev9OToNI
xhXBVzIa3AgUnGMalCYZuh5AfVRCEeALG60kxMMC8IoAN7+HG+pMdqAhJxGUcMO0
LBvmTGGeWhi04MUZWfOkwn9JjQZuyLg6B1OD4Y6s0LB2P1MovmSJKGY4JcF8Qu3z
xxUbl7Bh9pvzFR5gJN1pjM2n3gJEPwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAJ
UNKM+gIIHNk0G0tzv6vZBT+o/vt+tIp8lEoZwaPQh1121iw/I7ZvhMLAigx7eyvf
IxUt9/nf8pxWaeGzi98RbSmbap+uxYRynqe1p5rifTamOsguuPrhVpl12OgRWLcT
rjg/K60UMXRsmg2w/cxV45pUBcyVb5h6Op5uEVAVq+CVns13ExiQL6kk3guG4+Yq
LvP1p4DZfeC33a2Rfre2IHLsJH5D4SdWcYqBsfTpf3FQThH0l0KoacGrXtsedsxs
9aRd7OzuSEJ+mBxmzxSjSwM84Ooh78DjkdpQgv967p3d+8NiSLt3/n7MgnUy6WwB
KtDujDnB+ttEHwRRngX7
-----END CERTIFICATE-----

South America Regions
• サンパウロ
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAMcyoxx4U0xxMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA4MTQw
ODU4MDJaGA8yMTk1MDExNzA4NTgwMlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAw45IhGZVbQcy1fHBqzROhO8CsrDzxj/WP4cRbJo/2DAnimVrCCDs5O86
FA39Zo1xsDuJHDlwMKqeXYXkJXHYbcPWc6EYYAnR+PlLG+aNSOGUzsy202S03hT0
B20hWPCqpPp39itIRhG4id6nbNRJOzLm6evHuepMAHR4/OV7hyGOiGaV/v9zqiNA
pMCLhbh2xk0PO35HCVBuWt3HUjsgeks2eEsu9Ws6H3JXTCfiqp0TjyRWapM29OhA
cRJfJ/d/+wBTz1fkWOZ7TF+EWRIN5ITEadlDTPnF1r8kBRuDcS/lIGFwrOOHLo4C
cKoNgXkhTqDDBDu6oNBb2rS0K+sz3QIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUqBy7D847Ya/w321Dfr+rBJGsGTwwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUqBy7
D847Ya/w321Dfr+rBJGsGTyhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAMcyoxx4U0xxMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBACOoWSBf7b9AlcNrl4lr3QWWSc7k90/tUZal
PlT0G3Obl2x9T/ZiBsQpbUvs0lfotG0XqGVVHcIxF38EbVwbw9KJGXbGSCJSEJkW
vGCtc/jYMHXfhx67Szmftm/MTYNvnzsyQQ3v8y3Rdah+xe1NPdpFrwmfL6xe3pFF
cY33KdHA/3PNLdn9CaEsHmcmj3ctaaXLFIzZhQyyjtsrgGfTLvXeXRokktvsLDS/
YgKedQ+jFjzVJqgr4NjfY/Wt7/8kbbdhzaqlB5pCPjLLzv0zp/XmO6k+JvOePOGh
JzGk5t1QrSju+MqNPFk3+1O7o910Vrhqw1QRB0gr1ExrviLbyfU=
-----END CERTIFICATE-----

Europe, Middle East, and Africa Regions
• フランクフルト
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAKD+v6LeR/WrMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA4MTQw
OTA4MTlaGA8yMTk1MDExNzA5MDgxOVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAka8FLhxs1cSJGK+Q+q/vTf8zVnDAPZ3U6oqppOW/cupCtpwMAQcky8DY
Yb62GF7+C6usniaq/9W6xPn/3o//wti0cNt6MLsiUeHqNl5H/4U/Q/fR+GA8pJ+L
npqZDG2tFi1WMvvGhGgIbScrjR4VO3TuKy+rZXMYvMRk1RXZ9gPhk6evFnviwHsE
jV5AEjxLz3duD+u/SjPp1vloxe2KuWnyC+EKInnka909sl4ZAUh+qIYfZK85DAjm
GJP4W036E9wTJQF2hZJrzsiB1MGyC1WI9veRISd30izZZL6VVXLXUtHwVHnVASrS
zZDVpzj+3yD5hRXsvFigGhY0FCVFnwIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
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BgNVHQ4EFgQUxC2l6pvJaRflgu3MUdN6zTuP6YcwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUxC2l
6pvJaRflgu3MUdN6zTuP6YehYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAKD+v6LeR/WrMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAIK+DtbUPppJXFqQMv1f2Gky5/82ZwgbbfXa
HBeGSii55b3tsyC3ZW5ZlMJ7Dtnr3vUkiWbV1EUaZGOUlndUFtXUMABCb/coDndw
CAr53XTv7UwGVNe/AFO/6pQDdPxXn3xBhF0mTKPrOGdvYmjZUtQMSVb9lbMWCFfs
w+SwDLnm5NF4yZchIcTs2fdpoyZpOHDXy0xgxO1gWhKTnYbaZOxkJvEvcckxVAwJ
obF8NyJla0/pWdjhlHafEXEN8lyxyTTyOa0BGTuYOBD2cTYYynauVKY4fqHUkr3v
Z6fboaHEd4RFamShM8uvSu6eEFD+qRmvqlcodbpsSOhuGNLzhOQ=
-----END CERTIFICATE-----

• ロンドン
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJANBx0E2bOCEPMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNjA4MTEx
NDU2NDJaGA8yMTk2MDExNTE0NTY0MlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEArYS3mJLGaMrh2DmiPLbqr4Z+xWXTzBWCjOwpsuHE9H6dWUUyl2Bgnu+Z
d8QvW306Yleec45M4F2RA3J4hWHtShzsMlOJVRt+YulGeTf9OCPr26QmIFfs5nD4
fgsJQEry2MBSGA9Fxq3Cw6qkWcrOPsCR+bHOU0XykdKl0MnIbpBf0kTfciAupQEA
dEHnM2J1L2iI0NTLBgKxy5PXLH9weX20BFauNmHH9/J07OpwL20SN5f8TxcM9+pj
Lbk8h1V4KdIwVQpdWkbDL9BCGlYjyadQJxSxz1J343NzrnDM0M4h4HtVaKOS7bQo
Bqt2ruopLRCYgcuFHck/1348iAmbRQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBG
wujwU1Otpi3iBgmhjMClgZyMMn0aQIxMigoFNqXMUNx1Mq/e/Tx+SNaOEAu0n2FF
aiYjvY0/hXOx75ewzZvM7/zJWIdLdsgewpUqOBH4DXFhbSk2TxggSPb0WRqTBxq5
Ed7F7+7GRIeBbRzdLqmISDnfqey8ufW0ks51XcQNomDIRG5s9XZ5KHviDCar8FgL
HngBCdFI04CMagM+pwTO9XN1Ivt+NzUj208ca3oP1IwEAd5KhIhPLcihBQA5/Lpi
h1s3170z1JQ1HZbDrH1pgp+8hSI0DwwDVb3IIH8kPR/J0Qn+hvOl2HOpaUg2Ly0E
pt1RCZe+W7/dF4zsbqwK
-----END CERTIFICATE-----

• パリ
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJALWSfgHuT/ARMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNzA1MzEx
MTE4MTZaGA8yMTk2MTEwMzExMTgxNlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAy5V7KDqnEvF3DrSProFcgu/oL+QYD62b1U+Naq8aPuljJe127Sm9WnWA
EBdOSASkOaQ9fzjCPoG5SGgWKxYoZjsevHpmzjVv9+Ci+F57bSuMbjgUbvbRIFUB
bxQojVoXQPHgK5v433ODxkQ4sjRyUbf4YV1AFdfU7zabC698YgPVOExGhXPlTvco
8mlc631ubw2g52j0lzaozUkHPSbknTomhQIvO6kUfX0e0TDMH4jLDG2ZIrUB1L4r
OWKG4KetduFrRZyDHF6ILZu+s6ywiMicUd+2UllDFC6oas+a8D11hmO/rpWU/ieV
jj4rWAFrsebpn+Nhgy96iiVUGS2LuQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQDE
iYv6FQ6knXCg+svlcaQG9q59xUC5z8HvJZ1+SxzPKKC4PKQdKvIIfE8GxVXqlZG1
cl5WKTFDMapnzb9RV/DTaVzWx3cMYT77vm1Hl1XGjhx611CGcENH1egI3lOTILsa
+KfopuJEQQ9TDMAIkGjhA+KieU/U5Ctv9fdej6d0GC6OEuwKkTNzPWue6UMq8d4H
2xqJboWsE1t4nybEosvZfQJcZ8jyIYcYBnsG13vCLM+ixjuU5MVVQNMY/gBJzqJB
V+U0QiGiuT5cYgY/QihxdHt99zwGaE0ZBC7213NKrlNuLSrqhDI2NLu8NsExqOFy
OmY0v/xVmQUQl26jJXaM
-----END CERTIFICATE-----

• アイルランド
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAOrmqHuaUt0vMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTEwMjkw
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OTA2MTlaGA8yMTk1MDQwMzA5MDYxOVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAjE7nVu+aHLtzp9FYV25Qs1mvJ1JXD7J0iQ1Gs/RirW9a5ZECCtc4ssnf
zQHq2JRVr0GRchvDrbm1HaP/avtFQR/Thvfltwu9AROVT22dUOTvERdkNzveoFCy
hf52Rqf0DMrLXG8ZmQPPXPDFAv+sVMWCDftcChxRYZ6mP9O+TpgYNT1krD5PdvJU
7HcXrkNHDYqbsg8A+Mu2hzl0QkvUET83Csg1ibeK54HP9w+FsD6F5W+6ZSHGJ88l
FI+qYKs7xsjJQYgXWfEt6bbckWs1kZIaIOyMzYdPF6ClYzEec/UhIe/uJyUUNfpT
VIsI5OltBbcPF4c7Y20jOIwwI2SgOQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUF2DgPUZivKQR/Zl8mB/MxIkjZDUwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUF2Dg
PUZivKQR/Zl8mB/MxIkjZDWhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAOrmqHuaUt0vMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAGm6+57W5brzJ3+T8/XsIdLTuiBSe5ALgSqI
qnO5usUKAeQsa+kZIJPyEri5i8LEodh46DAF1RlXTMYgXXxl0YggX88XPmPtok17
l4hib/D9/lu4IaFIyLzYNSzsETYWKWoGVe7ZFz60MTRTwY2u8YgJ5dec7gQgPSGj
avB0vTIgoW41G58sfw5b+wjXCsh0nROon79RcQFFhGnvup0MZ+JbljyhZUYFzCli
31jPZiKzqWa87xh2DbAyvj2KZrZtTe2LQ48Z4G8wWytJzxEeZdREe4NoETf+Mu5G
4CqoaPR05KWkdNUdGNwXewydb3+agdCgfTs+uAjeXKNdSpbhMYg=
-----END CERTIFICATE-----

• ミラノ
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAO/+DgYF78KwMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xOTA0Mjky
MDM1MjJaGA8yMTk4MTAwMjIwMzUyMlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAv1ZLV+Z/P6INq+R1qLkzETBg7sFGKPiwHekbpuB6lrRxKHhj8V9vaReM
lnv1Ur5LAPpMPYDsuJ4WoUbPYAqVqyMAo7ikJHCCM1cXgZJefgN6z9bpS+uA3YVh
V/0ipHh/X2hc2S9wvxKWiSHu6Aq9GVpqL035tJQD+NJuqFd+nXrtcw4yGtmvA6wl
5Bjn8WdsP3xOTKjrByYY1BhXpP/f1ohU9jE9dstsRXLa+XTgTPWcWdCS2oRTWPGR
c5Aeh47nnDsyQfP9gLxHeYeQItV/BD9kU/2Hn6mnRg/B9/TYH8qzlRTzLapXp4/5
iNwusrTNexGl8BgvAPrfhjDpdgYuTwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQB7
5ya11K/hKgvaRTvZwVV8GlVZt0CGPtNvOi4AR/UN6TMm51BzUB5nurB4z0R2MoYO
Uts9sLGvSFALJ4otoB77hyNpH3drttU1CVVwal/yK/RQLSon/IoUkaGEbqalu+mH
nYad5IG4tEbmepX456XXcO58MKmnczNbPyw3FRzUZQtI/sf94qBwJ1Xo6XbzPKMy
xjL57LHIZCssD+XPifXay69OFlsCIgLim11HgPkRIHEOXLSf3dsW9r+4CjoZqB/Z
jj/P4TLCxbYCLkvglwaMjgEWF40Img0fhx7yT2X92MiSrs3oncv/IqfdVTiN8OXq
jgnq1bf+EZEZKvb6UCQV
-----END CERTIFICATE-----

• ストックホルム
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJALc/uRxg++EnMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xODA0MTAx
NDAwMTFaGA8yMTk3MDkxMzE0MDAxMVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAzwCGJEJIxqtr2PD2a1mA6LhRzKhTBa1AZsg3eYfpETXIVlrpojMfvVoN
qHvGshWLgrGTT6os/3gsaADheSaJKavxwX3X6tJA8fvEGqr3a1C1MffH9hBWbQqC
LbfUTAbkwis4GdTUwOwPjT1Cm3u9R/VzilCNwkj7iQ65AFAI8Enmsw3UGldEsop4
yChKB3KW3WI0FTh0+gD0YtjrqqYJxpGOYBpJp5vwdd3fZ4t1vidmDMs7liv4f9Bx
p0oSmUobU4GUlFhBchK1DukICVQdnOVzdMonYm7s+HtpFbVHR8yf6QoixBKGdSal
mBf7+y0ixjCn0pnC0VLVooGo4mi17QIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQDG
4ONZiixgk2sjJctwbyD5WKLTH6+mxYcDw+3y/F0fWz561YORhP2FNnPOmEkf0Sl/
Jqk4svzJbCbQeMzRoyaya/46d7UioXMHRZam5IaGBhOdQbi97R4VsQjwQj0RmQsq
yDueDyuKTwWLK9KnvI+ZA6e6bRkdNGflK4N8GGKQ+fBhPwVELkbT9f16OJkezeeN
S+F/gDADGJgmPXfjogICb4Kvshq0H5Lm/xZlDULF2g/cYhyNY6EOI/eS5m1I7R8p
D/m6WoyZdpInxJfxW616OMkxQMRVsruLTNGtby3u1g6ScjmpFtvAMhYejBSdzKG4
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FEyxIdEjoeO1jhTsck3R
-----END CERTIFICATE-----

• バーレーン
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJANZkFlQR2rKqMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xOTAyMDUx
MzA2MjBaGA8yMTk4MDcxMTEzMDYyMFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAy4Vnit2eBpEjKgOKBmyupJzJAiT4fr74tuGJNwwa+Is2vH12jMZn9Il1
UpvvEUYTIboIgISpf6SJ5LmV5rCv4jT4a1Wm0kjfNbiIlkUi8SxZrPypcw24m6ke
BVuxQZrZDs+xDUYIZifTmdgD50u5YE+TLg+YmXKnVgxBU6WZjbuK2INohi71aPBw
2zWUR7Gr/ggIpf635JLU3KIBLNEmrkXCVSnDFlsK4eeCrB7+UNak+4BwgpuykSGG
Op9+2vsuNqFeU1l9daQeG9roHR+4rIWSPa0opmMxv5nctgypOrE6zKXx2dNXQldd
VULv+WH7s6Vm4+yBeG8ctPYH5GOo+QIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBs
ZcViiZdFdpcXESZP/KmZNDxB/kktlIEIhsQ+MNn29jayE5oLmtGjHj5dtA3XNKlr
f6PVygVTKbtQLQqunRT83e8+7iCZMKI5ev7pITUQVvTUwI+Fc01JkYZxRFlVBuFA
WGZO+98kxCS4n6tTwVt+nSuJr9BJRVC17apfHBgSS8c5OWna0VU/Cc9ka4eAfQR4
7pYSDU3wSRE01cs30q34lXZ629IyFirSJ5TTOIc0osNL7vwMQYj8HOn4OBYqxKy8
ZJyvfXsIPh0Na76PaBIs6ZlqAOflLrjGzxBPiwRM/XrGmF8ze4KzoUqJEnK13O6A
KHKgfiigQZ1+gv5FlyXH
-----END CERTIFICATE-----

• ケープタウン
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAIFI+O5A6/ZIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xOTA2MDQx
MjQ4MDRaGA8yMTk4MTEwNzEyNDgwNFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAy7/WHBBHOrk+20aumT07g8rxrSM0UXgki3eYgKauPCG4Xx//vwQbuZwI
oeVmR9nqnhfij2wOcQdbLandh0EGtbxerete3IoXzd1KXJb11PVmzrzyu5SPBPuP
iCeV4qdjjkXo2YWM6t9YQ911hcG96YSp89TBXFYUh3KLxfqAdTVhuC0NRGhXpyii
j/czo9njofHhqhTr7UEyPun8NVS2QWctLQ86N5zWR3Q0GRoVqqMrJs0cowHTrVw2
9Qr7QBjjBOVbyYmtYxm/DtiKprYV/e6bCAVok015X1sZDd3oCOQNoGlv5XbHJe2o
JFD8GRRy2rkWO/lNwVFDcwec6zC3QwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCE
goqzjpCpmMgCpszFHwvRaSMbspKtK7wNImUjrSBOfBJsfFulyg1Zgn2nDCK7kQhx
jMJmNIvXbps3yMqQ2cHUkKcKf5t+WldfeT4Vk1Rz6HSA8sd0kgVcIesIaoy2aaXU
VEB/oQziRGyKdN1d4TGYVZXG44CkrzSDvlbmfiTq5tL+kAieznVF3bzHgPZW6hKP
EXC3G/IXrXicFEe6YyE1Rakl62VncYSXiGe/i2XvsiNH3Qlmnx5XS7W0SCN0oAxW
EH9twibauv82DVg1WOkQu8EwFw8hFde9X0Rkiu0qVcuU8lJgFEvPWMDFU5sGB6ZM
gkEKTzMvlZpPbBhg99Jl
-----END CERTIFICATE-----

Asia Pacific Regions
• シドニー
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAL2bOgb+dq9rMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTEwMjkw
OTAwNTdaGA8yMTk1MDQwMzA5MDA1N1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAmRcyLWraysQS8yDC1b5Abs3TUaJabjqWu7d5gHik5Icd6dKl8EYpQSeS
vz6pLhkgO4xBbCRGlgE8LS/OijcZ5HwdrxBiKbicR1YvIPaIyEQQvF5sX6UWkGYw
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Ma5IRGj4YbRmJkBybw+AAV9Icb5LJNOMWPi34OWM+2tMh+8L234v/JA6ogpdPuDr
sM6YFHMZ0NWo58MQ0FnEj2D7H58Ti//vFPl0TaaPWaAIRF85zBiJtKcFJ6vPidqK
f2/SDuAvZmyHC8ZBHg1moX9bR5FsU3QazfbW+c+JzAQWHj2AaQrGSCITxCMlS9sJ
l51DeoZBjnx8cnRe+HCaC4YoRBiqIQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU/wHIo+r5U31VIsPoWoRVsNXGxowwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU/wHI
o+r5U31VIsPoWoRVsNXGxoyhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAL2bOgb+dq9rMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBACobLvj8IxlQyORTz/9q7/VJL509/p4HAeve
92riHp6+Moi0/dSEYPeFTgdWB9W3YCNc34Ss9TJq2D7t/zLGGlbI4wYXU6VJjL0S
hCjWeIyBXUZOZKFCb0DSJeUElsTRSXSFuVrZ9EAwjLvHni3BaC9Ve34iP71ifr75
8Tpk6PEj0+JwiijFH8E4GhcV5chB0/iooU6ioQqJrMwFYnwo1cVZJD5v6D0mu9bS
TMIJLJKv4QQQqPsNdjiB7G9bfkB6trP8fUVYLHLsVlIy5lGx+tgwFEYkG1N8IOO/
2LCawwaWm8FYAFd3IZl04RImNs/IMG7VmH1bf4swHOBHgCN1uYo=
-----END CERTIFICATE-----

• 東京
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAL9KIB7Fgvg/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA4MTQw
OTAwMjVaGA8yMTk1MDExNzA5MDAyNVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAz0djWUcmRW85C5CiCKPFiTIvj6y2OuopFxNE5d3Wtab10bm06vnXVKXu
tz3AndG+Dg0zIL0gMlU+QmrSR0PH2PfV9iejfLak9iwdm1WbwRrCEAj5VxPe0Q+I
KeznOtxzqQ5Wo5NLE9bA61sziUAFNVsTFUzphEwRohcekYyd3bBC4v/RuAjCXHVx
40z6AIksnAOGN2VABMlTeMNvPItKOCIeRLlllSqXX1gbtL1gxSW40JWdF3WPB68E
e+/1U3F7OEr7XqmNODOL6yh92QqZ8fHjG+afOL9Y2Hc4g+P1nk4w4iohQOPABqzb
MPjK7B2Rze0f9OEc51GBQu13kxkWWQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU5DS5IFdU/QwYbikgtWvkU3fDwRgwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU5DS5
IFdU/QwYbikgtWvkU3fDwRihYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAL9KIB7Fgvg/MBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAG/N7ua8IE9IMyno0n5T57erBvLTOQ79fIJN
Mf+mKRM7qRRsdg/eumFft0rLOKo54pJ+Kim2cngCWNhkzctRHBV567AJNt4+ZDG5
hDgV0IxWO1+eaLE4qzqWP/9VrO+p3reuumgFZLVpvVpwXBBeBFUf2drUR14aWfI2
L/6VGINXYs7uP8v/2VBS7r6XZRnPBUy/R4hv5efYXnjwA9gq8+a3stC2ur8m5ySl
faKSwE4H320yAyaZWH4gpwUdbUlYgPHtm/ohRtiWPrN7KEG5Wq/REzMIjZCnxOfS
6KR6PNjlhxBsImQhmBvz6j5PLQxOxBZIpDoiK278e/1Wqm9LrBc=
-----END CERTIFICATE-----

• ソウル
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJANuCgCcHtOJhMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA5MTQx
NTU3NDRaGA8yMTk1MDIxNzE1NTc0NFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA66iNv6pJPmGM20W8HbVYJSlKcAg2vUGx8xeAbzZIQdpGfkabVcUHGB6m
Gy59VXDMDlrJckDDk6dxUOhmcX9z785TtVZURq1fua9QosdbTzX4kAgHGdp4xQEs
mO6QZqg5qKjBP6xr3+PshfQ1rB8Bmwg0gXEm22CC7o77+7N7Mu2sWzWbiUR7vil4
9FjWS8XmMNwFTlShp4l1TDTevDWW/uYmC30RThM9S4QPvTZ0rAS18hHVam8BCTxa
LHaVCH/Yy52rsz0hM/FlghnSnK105ZKj+b+KIp3adBL8OMCjgc/Pxi0+j3HQLdYE
32+FaXWU84D2iP2gDT28evnstzuYTQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQC1
mA4q+12pxy7By6g3nBk1s34PmWikNRJBwOqhF8ucGRv8aiNhRRye9lokcXomwo8r
KHbbqvtK85l0xUZp/Cx4sm4aTgcMvfJP29jGLclDzeqADIvkWEJ4+xncxSYVlS9x
+78TvF/+8h9U2LnSl64PXaKdxHy2IsHIVRN4GtoaP2Xhpa1S0M328Jykq/571nfN
1WRD1c/fQf1edgzRjhQ4whcAhv7WRRF+qTbfQJ/vDxy8lkiOsvU9XzUaZ0fZSfXX
wXxZamQbONvFcxVHY/0PSiM8nQoUmkkBQuKleDwRWvkoJKYKyr3jvXK7HIWtMrO4
jmXe0aMy3thyK6g5sJVg
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-----END CERTIFICATE-----

• 大阪
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAMn1yPk22ditMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNzA3MTkx
MTEyNThaGA8yMTk2MTIyMjExMTI1OFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEArznEYef8IjhrJoazI0QGZkmlmHm/4rEbyQbMNifxjsDE8YWtHNwaM91z
zmyK6Sk/tKlWxcnl3g31iq305ziyFPEewe5Qbwf1iz2cMsvfNBcTh/E6u+mBPH3J
gvGanqUJt6c4IbipdEouIjjnynyVWd4D6erLl/ENijeR1OxVpaqSW5SBK7jms49E
pw3wtbchEl3qsE42Ip4IYmWxqjgaxB7vps91n4kfyzAjUmklcqTfMfPCkzmJCRgp
Vh1C79vRQhmriVKD6BXwfZ8tG3a7mijeDn7kTsQzgO07Z2SAE63PIO48JK8HcObH
tXORUQ/XF1jzi/SIaUJZT7kq3kWl8wIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBj
ThtO9dLvU2QmKuXAhxXjsIdlQgGG3ZGh/Vke4If1ymgLx95v2Vj9Moxk+gJuUSRL
BzFte3TT6b3jPolbECgmAorjj8NxjC17N8QAAI1d0S0gI8kqkG7V8iRyPIFekv+M
pcai1+cIv5IV5qAz8QOMGYfGdYkcoBjsgiyvMJu/2N2UbZJNGWvcEGkdjGJUYYOO
NaspCAFm+6HA/K7BD9zXB1IKsprLgqhiIUgEaW3UFEbThJT+z8UfHG9fQjzzfN/J
nT6vuY/0RRu1xAZPyh2gr5okN/s6rnmh2zmBHU1n8cbCc64MVfXe2g3EZ9Glq/9n
izPrI09hMypJDP04ugQc
-----END CERTIFICATE-----

• ムンバイ
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAPRYyD8TtmC0MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNjAzMDcx
MDQ1MDFaGA8yMTk1MDgxMTEwNDUwMVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA0LSS5I/eCT2PM0+qusorBx67QL26BIWQHd/yF6ARtHBb/1DdFLRqE5Dj
07Xw7eENC+T79mOxOAbeWg91KaODOzw6i9I/2/HpK0+NDEdD6sPKDA1d45jRra+v
CqAjI+nV9Vw91wv7HjMk3RcjWGziM8/hw+3YNIutt7aQzZRwIWlBpcqx3/AFd8Eu
2UsRMSHgkGUW6UzUF+h/U8218XfrauKNGmNKDYUhtmyBrHT+k6J0hQ4pN7fe6h+Z
w9RVHm24BGhlLxLHLmsOIxvbrF277uX9Dxu1HfKfu5D2kimTY7xSZDNLR2dt+kNY
/+iWdIeEFpPT0PLSILt52wP6stF+3QIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBI
E6w+WWC2gCfoJO6c9HMyGLMFEpqZmz1n5IcQt1h9iyO7Vkm1wkJiZsMhXpk73zXf
TPxuXEacTX3SOEa07OIMCFwkusO5f6leOyFTynHCzBgZ3U0UkRVZA3WcpbNB6Dwy
h7ysVlqyT9WZd7EOYm5j5oue2G2xdei+6etgn5UjyWm6liZGrcOF6WPTdmzqa6WG
ApEqanpkQd/HM+hUYex/ZS6zEhd4CCDLgYkIjlrFbFb3pJ1OVLztIfSN5J4Oolpu
JVCfIq5u1NkpzL7ys/Ub8eYipbzI6P+yxXiUSuF0v9b98ymczMYjrSQXIf1e8In3
OP2CclCHoZ8XDQcvvKAh
-----END CERTIFICATE-----

• 香港
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAMoxixvs3YssMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xODA3MjAw
ODQ0NDRaGA8yMTk3MTIyMzA4NDQ0NFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA4T1PNsOg0FDrGlWePoHeOSmOJTA3HCRy5LSbYD33GFU2eBrOIxoU/+SM
rInKu3GghAMfH7WxPW3etIAZiyTDDU5RLcUq2Qwdr/ZpXAWpYocNc/CEmBFtfbxF
z4uwBIN3/drM0RSbe/wP9EcgmNUGQMMZWeAji8sMtwpOblNWAP9BniUG0Flcz6Dp
uPovwDTLdAYT3TyhzlohKL3f6O48TR5yTaV+3Ran2SGRhyJjfh3FRpP4VC+z5LnT
WPQHN74Kdq35UgrUxNhJraMGCzznolUuoR/tFMwR93401GsM9fVA7SW3jjCGF81z
PSzjy+ArKyQqIpLW1YGWDFk3sf08FQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQDK
2/+C3nPMgtyOFX/I3Cyk+Pui44IgOwCsIdNGwuJysdqp5VIfnjegEu2zIMWJSKGO
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lMZoQXjffkVZZ97J7RNDW06oB7kj3WVE8a7U4WEOfnO/CbMUf/x99CckNDwpjgW+
K8V8SzAsQDvYZs2KaE+18GFfLVF1TGUYK2rPSZMHyX+v/TIlc/qUceBycrIQ/kke
jDFsihUMLqgmOV2hXKUpIsmiWMGrFQV4AeV0iXP8L/ZhcepLf1t5SbsGdUA3AUY1
3If8s81uTheiQjwY5t9nM0SY/1Th/tL3+RaEI79VNEVfG1FQ8mgqCK0ar4m0oZJl
tmmEJM7xeURdpBBx36Di
-----END CERTIFICATE-----

• シンガポール
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAJVMGw5SHkcvMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTEwMjkw
ODU3MTlaGA8yMTk1MDQwMzA4NTcxOVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAlaSSLfBl7OgmikjLReHuNhVuvM20dCsVzptUyRbut+KmIEEc24wd/xVy
2RMIrydGedkW4tUjkUyOyfET5OAyT43jTzDPHZTkRSVkYjBdcYbe9o/0Q4P7IVS3
XlvwrUu0qo9nSID0mxMnOoF1l8KAqnn10tQ0W+lNSTkasW7QVzcb+3okPEVhPAOq
MnlY3vkMQGI8zX4iOKbEcSVIzf6wuIffXMGHVC/JjwihJ2USQ8fq6oy686g54P4w
ROg415kLYcodjqThmGJPNUpAZ7MOc5Z4pymFuCHgNAZNvjhZDA842Ojecqm62zcm
Tzh/pNMNeGCRYq2EQX0aQtYOIj7bOQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU6SSB+3qALorPMVNjToM1Bj3oJMswgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU6SSB
+3qALorPMVNjToM1Bj3oJMuhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAJVMGw5SHkcvMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAF/0dWqkIEZKg5rca8o0P0VS+tolJJE/FRZO
atHOeaQbWzyac6NEwjYeeV2kY63skJ+QPuYbSuIBLM8p/uTRIvYM4LZYImLGUvoO
IdtJ8mAzq8CZ3ipdMs1hRqF5GRp8lg4w2QpX+PfhnW47iIOBiqSAUkIr3Y3BDaDn
EjeXF6qS4iPIvBaQQ0cvdddNh/pE33/ceghbkZNTYkrwMyBkQlRTTVKXFN7pCRUV
+L9FuQ9y8mP0BYZa5e1sdkwebydU+eqVzsil98ntkhpjvRkaJ5+Drs8TjGaJWlRw
5WuOr8unKj7YxdL1bv7//RtVYVVi296ldoRUYv4SCvJF11z0OdQ=
-----END CERTIFICATE-----

• ジャカルタ
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAMtdyRcH51j9MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yMjA0MDgx
MjM5MTZaGA8yMjAxMDkxMjEyMzkxNlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAvUsKCxoH6KXRYJLeYTWAQfaBQeCwhJaR56mfUeFHJE4g8aFjWkiN4uc1
TvOyYNnIZKTHWmzmulmdinWNbwP0GiROHb/i7ro0HhvnptyycGt8ag8affiIbx5X
7ohdwSN2KJ6G0IKflIx7f2NEI0oAMM/9k+T1eVF+MVWzpZoiDp8frLNkqp8+RAgz
ScZsbRfwv3u/if5xJAvdg2nCkIWDMSHEVPoz0lJo7v0ZuDtWWsL1LHnL5ozvsKEk
+ZJyEi23r+U1hIT1NTBdp4yoigNQexedtwCSr7q36oOdDwvZpqYlkLi3uxZ4ta+a
01pzOSTwMLgQZSbKWQrpMvsIAPrxoQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU1GgnGdNpbnL3lLF30Jomg7Ji9hYwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU1Ggn
GdNpbnL3lLF30Jomg7Ji9hahYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAMtdyRcH51j9MBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBACVl00qQlatBKVeiWMrhpczsJroxDxlZTOba
6wTMZk7c3akb6XMOSZFbGaifkebPZqTHEhDlrClM2j9AIlYcCx6YCrTf4cuhn2mD
gcJN33143eOWSaeRY3ee4j+V9ne98y3kO2wLz95VrRgclPFR8po2iWGzGhwUi+FG
q8dXeCH3N0DZgQsSgQWwmdNQXZZej6RHLU/8In5trHKLY0ppnLBjn/UZQbeTyW5q
RJB3GaveXjfgFUWj2qOcDuRGaikdS+dYaLsi5z9cA3FolHzWxx9MOs8io8vKqQzV
XUrLTNWwuhZy88cOlqGPxnoRbw7TmifwPw/cunNrsjUUOgs6ZTk=
-----END CERTIFICATE-----

• 寧夏
-----BEGIN CERTIFICATE-----
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MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAPu4ssY3BlzcMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTEyMDMy
MTI5MzJaGA8yMTk1MDUwODIxMjkzMlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAsOiGi4A6+YTLzCdIyP8b8SCT2M/6PGKwzKJ5XbSBoL3gsnSWiFYqPg9c
uJPNbiy9wSA9vlyfWMd90qvTfiNrT6vewP813QdJ3EENZOx4ERcf/Wd22tV72kxD
yw1Q3I1OMH4bOItGQAxU5OtXCjBZEEUZooOkU8RoUQOU2Pql4NTiUpzWacNutAn5
HHS7MDc4lUlsJqbN+5QW6fFrcNG/0Mrib3JbwdFUNhrQ5j+Yq5h78HarnUivnX/3
Ap+oPbentv1qd7wvPJu556LZuhfqI0TohiIT1Ah+yUdN5osoaMxTHKKtf/CsSJ1F
w3qXqFJQA0VWsqjFyHXFI32I/GOupwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCn
Um00QHvUsJSN6KATbghowLynHn3wZSQsuS8E0COpcFJFxP2SV0NYkERbXu0n/Vhi
yq5F8v4/bRA2/xpedLWmvFs7QWlomuXhSnYFkd33Z5gnXPb9vRkLwiMSw4uXls35
qQraczUJ9EXDhrv7VmngIk9H3YsxYrlDGEqh/oz4Ze4ULOgnfkauanHikk+BUEsg
/jsTD+7e+niEzJPihHdsvKFDlud5pakEzyxovHwNJ1GS2I//yxrJFIL91mehjqEk
RLPdNse7N6UvSnuXcOokwu6l6kfzigGkJBxkcq4gre3szZFdCQcUioj7Z4xtuTL8
YMqfiDtN5cbD8R8ojw9Y
-----END CERTIFICATE-----

• 北京
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAOtrM5XLDSjCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA4MTQx
MDAxNDJaGA8yMTk1MDExNzEwMDE0MlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAvVBz+WQNdPiM9S+aUULOQEriTmNDUrjLWLr7SfaOJScBzis5D5ju0jh1
+qJdkbuGKtFX5OTWTm8pWhInX+hIOoS3exC4BaANoa1A3o6quoG+Rsv72qQf8LLH
sgEi6+LMlCN9TwnRKOToEabmDKorss4zFl7VSsbQJwcBSfOcIwbdRRaW9Ab6uJHu
79L+mBR3Ea+G7vSDrVIA8goAPkae6jY9WGw9KxsOrcvNdQoEkqRVtHo4bs9fMRHU
Etphj2gh4ObXlFN92VtvzD6QBs3CcoFWgyWGvzg+dNG5VCbsiiuRdmii3kcijZ3H
Nv1wCcZoEAqH72etVhsuvNRC/xAP8wIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQA8
ezx5LRjzUU9EYWYhyYIEShFlP1qDHs7F4L46/5lc4pL8FPoQm5CZuAF31DJhYi/b
fcV7i3n++/ymQbCLC6kAg8DUB7NrcROll5ag8d/JXGzcTCnlDXLXx1905fPNa+jI
0q5quTmdmiSi0taeaKZmyUdhrB+a7ohWdSdlokEIOtbH1P+g5yll3bI2leYE6Tm8
LKbyfK/532xJPqO9abx4Ddn89ZEC6vvWVNDgTsxERg992Wi+/xoSw3XxkgAryIv1
zQ4dQ6irFmXwCWJqc6kHg/M5W+z60S/94+wGTXmp+19U6Rkq5jVMLh16XJXrXwHe
4KcgIS/aQGVgjM6wivVA
-----END CERTIFICATE-----

AWS GovCloud Regions
• AWS GovCloud (米国西部) リージョン
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJANCOF0Q6ohnuMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA5MTAx
OTQyNDdaGA8yMTk1MDIxMzE5NDI0N1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAzIcGTzNqie3f1olrrqcfzGfbymSM2QfbTzDIOG6xXXeFrCDAmOq0wUhi
3fRCuoeHlKOWAPu76B9os71+zgF22dIDEVkpqHCjBrGzDQZXXUwOzhm+PmBUI8Z1
qvbVD4ZYhjCujWWzrsX6Z4yEK7PEFjtf4M4W8euw0RmiNwjy+knIFa+VxK6aQv94
lW98URFP2fD84xedHp6ozZlr3+RZSIFZsOiyxYsgiwTbesRMI0Y7LnkKGCIHQ/XJ
OwSISWaCddbu59BZeADnyhl4f+pWaSQpQQ1DpXvZAVBYvCH97J1oAxLfH8xcwgSQ
/se3wtn095VBt5b7qTVjOvy6vKZazwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQA/
S8+a9csfASkdtQUOLsBynAbsBCH9Gykq2m8JS7YE4TGvqlpnWehz78rFTzQwmz4D
fwq8byPkl6DjdF9utqZ0JUo/Fxelxom0h6oievtBlSkmZJNbgc2WYm1zi6ptViup
Y+4S2+vWZyg/X1PXD7wyRWuETmykk73uEyeWFBYKCHWsO9sI+62O4Vf8Jkuj/cie
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1NSJX8fkervfLrZSHBYhxLbL+actVEo00tiyZz8GnhgWx5faCY38D/k4Y/j5Vz99
7lUX/+fWHT3+lTL8ZZK7fOQWh6NQpI0wTP9KtWqfOUwMIbgFQPoxkP00TWRmdmPz
WOwTObEf9ouTnjG9OZ20
-----END CERTIFICATE-----

• AWS GovCloud (米国東部) リージョン
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJALPB6hxFhay8MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xODA0MTAx
MjMyNDlaGA8yMTk3MDkxMzEyMzI0OVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAva9xsI9237KYb/SPWmeCVzi7giKNron8hoRDwlwwMC9+uHPd53UxzKLb
pTgtJWAPkZVxEdl2Gdhwr3SULoKcKmkqE6ltVFrVuPT33La1UufguT9k8ZDDuO9C
hQNHUdSVEuVrK3bLjaSsMOS7Uxmnn7lYT990IReowvnBNBsBlcabfQTBV04xfUG0
/m0XUiUFjOxDBqbNzkEIblW7vK7ydSJtFMSljga54UAVXibQt9EAIF7B8k9l2iLa
mu9yEjyQy+ZQICTuAvPUEWe6va2CHVY9gYQLA31/zU0VBKZPTNExjaqK4j8bKs1/
7dOV1so39sIGBz21cUBec1o+yCS5SwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBt
hO2W/Lm+Nk0qsXW6mqQFsAou0cASc/vtGNCyBfoFNX6aKXsVCHxq2aq2TUKWENs+
mKmYu1lZVhBOmLshyllh3RRoL3Ohp3jCwXytkWQ7ElcGjDzNGc0FArzB8xFyQNdK
MNvXDi/ErzgrHGSpcvmGHiOhMf3UzChMWbIr6udoDlMbSIO7+8F+jUJkh4Xl1lKb
YeN5fsLZp7T/6YvbFSPpmbn1YoE2vKtuGKxObRrhU3h4JHdp1Zel1pZ6lh5iM0ec
SD11SximGIYCjfZpRqI3q50mbxCd7ckULz+UUPwLrfOds4VrVVSj+x0ZdY19Plv2
9shw5ez6Cn7E3IfzqNHO
-----END CERTIFICATE-----

5.

証明書ファイルから証明書を抽出し、$Store という名前の変数に格納します。

PS C:\> $Store =
[Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2Collection]::new([Security.Cryptography.X5
Path certificate.pem)))

6.

署名を検証します。
PS C:\> $SignatureDocument = [Security.Cryptography.Pkcs.SignedCms]::new()

PS C:\> $SignatureDocument.Decode($Signature)

PS C:\> $SignatureDocument.CheckSignature($Store, $true)

署名が有効な場合、このコマンドは出力を返しません。署名を検証できない場合、このコマンドは
Exception calling "CheckSignature" with "2" argument(s): "Cannot find the
original signer を返します。署名を検証できない場合は、AWS Supportにお問い合わせくださ
い。
7.

インスタンスアイデンティティドキュメントの内容を検証します。
PS C:
\> [Linq.Enumerable]::SequenceEqual($SignatureDocument.ContentInfo.Content, $Document)

インスタンスアイデンティティドキュメントの内容が有効な場合、このコマンドは True を返しま
す。インスタンスアイデンティティドキュメントを検証できない場合は、AWS Supportにお問い合わ
せください。
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EC2 での SQL Server クラスタリングに関するベスト
プラクティスと推奨事項
SQL Always On クラスタリングは、共有ストレージを必要とすることなく高可用性を提供します。AWS
で SQL Server Always On クラスターを操作する場合、このトピックのプラクティスと、Always On 可用
性グループの前提条件、制限事項、推奨事項に記載されている前提条件が、最善の結果を得るために役立
ちます。このトピックに記載するプラクティスでは、ログを収集する方法も示します。

Note
複数の異なるアベイラビリティーゾーンや同じアベイラビリティーゾーン内の複数の異なるサブ
ネットにノードがデプロイされている場合、これらのノードはマルチサブネットクラスターとし
て扱う必要があります。ベストプラクティスを適用したり、起こり得る障害に対処したりする場
合は、この点に注意してください。
コンテンツ
• IP アドレスの割り当て (p. 848)
• クラスターのプロパティ (p. 849)
• クラスターのクォーラム投票と、マルチサイトクラスターにおける 50/50 の分割 (p. 849)
• DNS 登録 (p. 849)
• Elastic Network Adapter (ENA) (p. 850)
• マルチサイトクラスターと EC2 インスタンスのプレイスメント (p. 850)
• インスタンスタイプの選択 (p. 850)
• インスタンスへの Elastic Network Interface および IP の割り当て (p. 850)
• ハートビートネットワーク (p. 851)
• OS での Network Adapter の設定 (p. 851)
• IPv6 (p. 851)
• SQL 可用性グループリスナーのホストレコード TTL (p. 851)
• ログ記録 (p. 852)
• NetBIOS over TCP (p. 852)
• NetFT Virtual Adapter (p. 852)
• 実行可能な所有者の設定 (p. 852)
• フェールオーバーのしきい値の微調整 (p. 853)
• 監視の重要性と動的なクォーラムアーキテクチャ (p. 854)
• トラブルシューティング (p. 854)

IP アドレスの割り当て
クラスターノードごとに 1 つの Elastic Network Interface を割り当てる必要があります。この ENI には、
サブネットの 3 つの IP アドレスとして、プライマリ IP アドレス、クラスター IP アドレス、および可用
性グループの IP アドレスを含めます。オペレーティングシステム (OS) には、NIC を DHCP 用に設定す
る必要があります。NIC を静的 IP アドレス用には設定しないでください。クラスター IP と可用性グルー
プの IP アドレスはフェールオーバークラスターマネージャーで仮想的に処理されるためです。NIC を静的
IP 用に設定できるのは、eh0 のプライマリ IP を使用するように NIC を設定する場合に限ります。NIC に
その他の IP を割り当てると、フェールオーバーイベント時にインスタンスでネットワークが切断される場
合があります。
IP の割り当てが間違っているためにネットワークが切断されたり、フェールオーバーイベントやネット
ワーク障害が発生したりすると、障害発生時に以下のイベントログエントリが表示されることがありま
す。
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Isatap interface isatap.{9468661C-0AEB-41BD-BB8C-1F85981D5482} is no longer active.
Isatap interface isatap.{9468661C-0AEB-41BD-BB8C-1F85981D5482} with address
fe80::5efe:169.254.1.105 has been brought up.

これらのメッセージはネットワーク問題を示しているように見えるため、停止や障害の原因をネッ
トワークエラーと誤解しがちです。しかし、これらのエラーは障害の原因ではなく、症状を示すも
のです。ISATAP は、IPv4 上で IPv6 を使用するためのトンネリング技術です。IPv4 接続が失敗する
と、ISATAP アダプターも失敗します。ネットワーク問題が解決されたら、これらのエントリはイベント
ログに表示されなくなります。別の方法として、次のコマンドを使用して ISATAP を安全に無効化するこ
とでネットワークエラーを排除することもできます。
netsh int ipv6 isatap set state disabled

このコマンドを実行すると、アダプターはデバイスマネージャーから削除されます。このコマンドは、す
べてのノードで実行する必要があります。クラスターの機能には影響しません。代わりに、コマンドが実
行されると、ISATAP は使用できなくなります。ただし、このコマンドは ISATAP を利用する他のアプリ
ケーションに未知の影響を及ぼす可能性があるため、テストする必要があります。

クラスターのプロパティ
クラスターの設定全体を表示するには、次の PowerShell コマンドを実行します。
Get-Cluster | Format-List -Property *

クラスターのクォーラム投票と、マルチサイトクラスターにおけ
る 50/50 の分割
クラスターのクォーラムの仕組みと障害が発生した場合の対応方法については、「クラスターとプール
クォーラムの概要」を参照してください。

DNS 登録
Windows Server 2012 のフェールオーバークラスタリング機能では、デフォルトで、各 DNS ノードは
クラスター名で登録されます。SQL ターゲットがマルチサイト用に設定されていることがアプリケー
ションで認識される場合は問題ありません。ただし、クライアントがこのように設定されていない場
合は、各ノードに接続しようとして非アクティブノードで接続に失敗すると、タイムアウト、遅延、ア
プリケーションエラーが発生する可能性があります。このような問題が発生しないように、クラスター
リソースパラメータ RegisterAllProvidersIp を 0 に変更する必要があります。詳細については、
「RegisterAllProvidersIP 設定」と「Multi-subnet Clustered SQL + RegisterAllProvidersIP + SharePoint
2013」を参照してください。
RegisterAllProvidersIp を変更するには、次の PowerShell スクリプトを使用できます。
Import-Module FailoverClusters
$cluster = (Get-ClusterResource | where {($_.ResourceType -eq "Network Name") -and
($_.OwnerGroup -ne "Cluster Group")}).Name
Get-ClusterResource $cluster | Set-ClusterParameter RegisterAllProvidersIP 0
Get-ClusterResource $cluster |Set-ClusterParameter HostRecordTTL 300
Stop-ClusterResource $cluster
Start-ClusterResource $cluster

クラスターリソースパラメータを 0 に設定するだけでなく、クラスター名の DNS エントリを変更するア
クセス許可がクラスターにあることを確認する必要があります。
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1.

ドメインのドメインコントローラー (DC)、またはドメインの前方参照ゾーンをホストするサーバーに
ログインします。

2.

DNS 管理コンソールを起動してクラスターの A レコードを見つけます。

3.

A レコードを右クリックして [プロパティ] を選択します。

4.

[セキュリティ] を選択します。

5.

[Add] を選択します。

6.

[オブジェクトの種類...] を選択して [コンピューター] のチェックボックスをオンにし、 [OK] を選択し
ます。

7.

クラスターのリソースオブジェクトの名前を入力し、[名前の確認] を選択して解決した場合は [OK] を
選択します。

8.

[フルコントロール] のチェックボックスをオンにします。

9.

[OK] を選択します。

Elastic Network Adapter (ENA)
AWS は、ENA ドライバーバージョン 1.2.3 で実行される一部のクラスタリングワークロードについて既
知の問題を認識しています。最新のバージョンにアップグレードし、OS で NIC の設定を調整することを
お勧めします。最新のバージョンについては、「Amazon ENA ドライバーのバージョン」を参照してくだ
さい。最初の設定 (すべてのシステムに該当) では、受信バッファを増やします。これを行うには、次の例
に示す PowerShell コマンドを使用できます。
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name (Get-NetAdapter | Where-Object
{$_.InterfaceDescription -like '*Elastic*'}).Name -DisplayName "Receive Buffers" DisplayValue 8192

vCPU 数が 16 を超えるインスタンスの場合は、RSS を CPU 0 で実行しないようお勧めします。
次のコマンドを実行します。
Set-NetAdapterRss -name (Get-NetAdapter | Where-Object {$_.InterfaceDescription -like
'*Elastic*'}).Name -Baseprocessorgroup 0 -BaseProcessorNumber 1

マルチサイトクラスターと EC2 インスタンスのプレイスメント
各クラスターは マルチサイトクラスターと見なされます。EC2 サービスは、IP アドレスを仮想的に共有
しません。各ノードを固有のサブネット内に配置する必要があります。必須ではありませんが、各ノード
を固有のアベイラビリティーゾーン内に配置することをお勧めします。

インスタンスタイプの選択
Windows Server フェールオーバークラスタリングに推奨されるインスタンスタイプは、ワークロードに
応じて異なります。本番稼働用ワークロードに対しては、EBS 最適化 (p. 1738)と拡張ネットワーキン
グ (p. 1268)をサポートするインスタンスをお勧めします。

インスタンスへの Elastic Network Interface および IP の割り当て
EC2 クラスターの各ノードにアタッチする Elastic Network Interface は 1 つに限ります。このネット
ワークインターフェイスには、最低 2 つのプライベート IP アドレスを割り当てる必要があります。ただ
し、SQL Always On などの可用性グループを使用するワークロードでは、可用性グループごとに追加の IP
アドレスを含める必要があります。プライマリ IP アドレスはサーバーにアクセスして管理するために使用
し、セカンダリ IP アドレスはクラスター IP アドレスとして使用します。追加の IP アドレスは必要に応じ
て可用性グループに割り当てます。
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ハートビートネットワーク
Microsoft の一部のドキュメントでは、専用のハートビートネットワークの使用を推奨しています。ただ
し、この推奨事項は EC2 には適用されません。EC2 では、ハートビートネットワークに 2 つめの Elastic
Network Interface を割り当てて使用できますが、同じインフラストラクチャを使用し、プライマリネット
ワークインターフェイスと帯域幅を共有します。したがって、インフラストラクチャ内のトラフィックに
優先順位を設定できないため、専用 Network Interface を使用するメリットはありません。

OS での Network Adapter の設定
OS の NIC は、DHCP オプションセットから取得されている DNS サーバーがノード間で相互に解決でき
る限り、DHCP を使用し続けることができます。NIC を静的に構成するように設定できます。完了した
ら、Elastic Network Interface のプライマリ IP アドレスのみを手動で設定します。フェールオーバークラ
スタリングでは、必要に応じて追加の IP アドレスの管理、および割り当てが行なわれます。
すべてのインスタンスタイプで、ネットワークアダプターの最大送信単位 (MTU) を 9001 に増やしてジャ
ンボフレームをサポートできます。この設定により、Jumbo Frames がサポートされているすべてのパ
ケットの断片化が減少します。次の例は、PowerShell を使用して Elastic Network Adapter 用の Jumbo
Frames を設定する方法を示しています。
Get-NetAdapter | Set-NetAdapterAdvancedProperty -DisplayName "MTU" -DisplayValue 9001

IPv6
Microsoft は、Windows クラスターでの IPv6 の無効化を推奨していません。フェールオーバークラスタリ
ングは IPv4 専用の環境で動作しますが、Microsoft は IPv6 を有効にしてクラスターをテストします。詳細
については、「Windows Server 2012 R2 のフェールオーバークラスタリングと IPv6」を参照してくださ
い。

SQL 可用性グループリスナーのホストレコード TTL
ホストレコード TTL を、デフォルトの 20 分 (1200 秒) の代わりに 300 秒に設定します。レガシークラ
イアントの比較可能性のために、SQL 可用性グループのリスナーに対して RegisterAllProvidersIP
を 0 に設定します。これはすべての環境で必須といいうわけではありません。これらの設定が重要なの
は、一部のレガシークライアントアプリケーションではその接続文字列で MultiSubnetFailover を
使用できないためです。詳細については、「HostRecordTTL 設定」を参照してください。これらの設定
を変更すると、クラスターリソースを再起動する必要があります。リスナーのクラスターグループは、
クラスターリソースの再起動時に停止するため、これを開始する必要があります。クラスターグルー
プを開始しない場合、可用性グループは RESOLVING 状態のままオフラインになります。TTL および
RegisterAllProvidersIP の設定を変更するための PowerShell スクリプトの例を以下に示します。
Get-ClusterResource yourListenerName | Set-ClusterParameter RegisterAllProvidersIP 0

Get-ClusterResource yourListenerName|Set-ClusterParameter HostRecordTTL 300

Stop-ClusterResource yourListenerName

Start-ClusterResource yourListenerName

Start-ClusterGroup yourListenerGroupName
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ログ記録
クラスターログのデフォルトのログ記録レベルは 3 です。ログ情報の詳細を増やすには、ログ記録レベル
を 5 に設定します。PowerShell コマンドレットの詳細については、「Set-ClusterLog」を参照してくださ
い。
Set-ClusterLog –Level 5

NetBIOS over TCP
Windows Server 2012 R2 では、NetBIOS over TCP を無効にすることで、フェールオーバープロセスを高
速化できます。この機能は Windows Server 2016 から削除されました。この手順は、古いオペレーティン
グシステムを環境で使用している場合にテストしてください。詳細については、「Speeding Up Failover
Tips-n-Tricks」を参照してください。NetBIOS over TCP を無効化する PowerShell コマンドの例を次に示
します。
Get-ClusterResource “Cluster IP Address” | Set-ClusterParameter EnableNetBIOS 0

NetFT Virtual Adapter
Windows Server バージョン 2016 より前のバージョンおよび Hyper-V 以外のワークロードでは、OS のア
ダプターに対して NetFT Virtual Adapter Performance Filter を有効にすることを Microsoft は推奨していま
す。NetFT Virtual Adapter を有効にすると、内部クラスタートラフィックは NetFT Virtual Adapter に直接
ルーティングされます。詳細については、「NetFT Virtual Adapter Performance Filter」を参照してくださ
い。NetFT Virtual Adapter を有効にするには、NIC プロパティのチェックボックスをオンにするか、次の
PowerShell コマンドを使用できます。
Get-NetAdapter | Set-NetAdapterBinding –ComponentID ms_netftflt –Enable $true

実行可能な所有者の設定
フェールオーバークラスターマネージャーの設定により、クラスターコアリソースと可用性グループリ
ソースに指定された各 IP アドレスを、IP が属するノードでのみオンライン化できます。フェールオー
バークラスターマネージャーがこのように設定されていないときに障害が発生すると、クラスターはア
ドレスを認識しないノードで IP を表示しようとするためにフェールオーバーが少し遅延する場合があり
ます。詳細については、「SQL Server Manages Preferred and Possible Owner Properties for AlwaysOn
Availability Group/Role」を参照してください。
クラスター内のリソースごとに実行可能な所有者の設定があります。この設定により、クラスターはリ
ソースを「オンライン化」することを許可されたノードを判断できます。各ノードは、VPC の固有のサ
ブネットで実行されています。EC2 はインスタンス間で IP を共有できないため、クラスター内の IP リ
ソースはノード別にのみオンライン化できます。デフォルトでは、クラスターにリソースとして追加され
ている IP アドレスごとに、すべてのノードが実行可能な所有者としてリストされます。これでエラーが
発生することはありません。ただし、予期された障害や予期しない障害の発生時に、競合する IP や IP の
オンライン化の失敗に関するエラーがログに表示される場合があります。これらのエラーは無視できま
す。Possible Owner プロパティを設定すると、これらのエラーを完全に排除できます。また、サービスを
別のノードに移動する場合のダウンタイムを抑えることもできます。
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フェールオーバーのしきい値の微調整
Server 2012 R2 では、フェールオーバーのハートビートネットワークのネットワークしきい値がデフォ
ルトで高い値に設定されます。詳細については、「フェールーバークラスターネットワークのしきい値の
調整」を参照してください。この信頼できない可能性がある設定 (相互間に距離がある複数のクラスター
の場合) については、ハートビート数を増やすことによって Server 2016 で対処されました。クラスター
は、非常に短い一時的なネットワーク問題によってフェールオーバーすることが確認されています。ハー
トビートネットワークの管理に使用されている UDP 3343 は、従来から TCP よりも信頼性が低く、会話
が不完全になる可能性があります。AWS アベイラビリティーゾーン間には低レイテンシーの接続があり
ますが、リソースを分離する「ホップ」により依然として地理的な分離があります。アベイラビリティー
ゾーン内では、お客様がプレイスメントグループまたは専有ホストを使用していない限り、クラスター間
に距離がある場合があります。そのため、TCP ベースのハートビートよりも UDP ベースのハートビート
でハートビートの障害が発生する確率が高くなります。
クラスターがフェールオーバーすべき唯一の場合は、転送中の UDP パケットの一部紛失ではなく、サー
ビスやノードでのハード障害などの本格的な停止が発生したときです。本格的な停止であることを確認す
るには、「フェールオーバークラスターネットワークのしきい値」に記載されている Server 2016 の設定
と同等以上にしきい値を調整することをお勧めします。この設定を変更するには、次の PowerShell コマン
ドを使用できます。
(get-cluster).SameSubnetThreshold = 10

(get-cluster).CrossSubnetThreshold = 20
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これらの値を設定すると、予期しないフェールオーバーは大幅に減ります。これらの設定を微調整するに
は、ハートビート間の遅延を増やします。ただし、しきい値を高くすることで、ハートビートをより頻繁
に送信することをお勧めします。これらのしきい値をより高くすることで、ハードフェールオーバーシナ
リオでのみフェールオーバーが発生するようになり、フェールオーバーまでの遅延が長くなります。アプ
リケーションに適切なダウンタイムについては、独自に指定する必要があります。
SameSubnetThreshold または CrossSubnetThreshold を高くしたら、2 つの値のうち高い方の倍の
値まで RouteHistoryLength を増やすことをお勧めします。これにより、トラブルシューティング用の
十分なログ記録が得られます。RouteHistoryLength を設定するには、次の PowerShell コマンドを使
用できます。
(Get-Cluster).RouteHistoryLength = 20

監視の重要性と動的なクォーラムアーキテクチャ
ディスク監視とファイル共有監視は異なります。ディスク監視はクラスターデータベースのバックアッ
プを保持しますが、ファイル共有は保持しません。どちらもクラスターに投票を追加 (p. 849)しま
す。iSCSI ベースのストレージを使用する場合は、ディスク監視を使用できます。監視オプションの詳細
については、「File Share witness vs Disk witness for local clusters」を参照してください。

トラブルシューティング
予期しないフェールオーバーが発生した場合はまず、ネットワーク、サービス、またはインフラストラク
チャの問題が発生していないことを確認してください。
1. ノードでネットワーク関連の問題が発生していないことを確認します。
2. ドライバーの更新を確認します。インスタンスで古いドライバーを使用している場合は、更新する必要
があります。ドライバーを更新することで、現在インストールされているバージョンに存在する可能性
があるバグや安定性の問題に対処できます。
3. インスタンスが応答しなくなる原因となる、リソースのボトルネック (CPU やディスク I/O など) を確
認します。ノードがリクエストに対応できない場合、クラスターサービスによって停止されているよう
に見える場合があります。

Amazon EC2 Windows インスタンスのより新しい
バージョンの Windows Server へのアップグレード
インスタンスで実行している旧バージョンの Windows Server をアップグレードするには、インプレース
アップグレードと移行 (並行アップグレードとも呼ばれる) の 2 通りの方法があります。インプレースアッ
プグレードはオペレーティングシステムファイルをアップグレードし、個人の設定およびファイルは維持
されます。移行では、設定、構成、データを取り込み、この情報を新しい Amazon EC2 インスタンス上の
より新しいバージョンのオペレーティングシステムに移行します。
Microsoft では従来アップグレードする代わりに、より新しいバージョンの Windows Server に移行するこ
とを推奨しています。移行はアップグレードのエラーや問題がより少ない反面、新しいインスタンスのプ
ロビジョニング、アプリケーションの計画と実施、新しいインスタンスでの環境設定の調整が必要である
ため、インプレースアップグレードより時間がかかる場合があります。インプレースアップグレードはよ
り高速である反面、ソフトウェアの非互換性に伴うエラーが生じる場合があります。
コンテンツ
• インプレースアップグレードの実行 (p. 855)
• 自動アップグレードの実行 (p. 860)
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• 最新世代のインスタンスタイプへの移行 (p. 868)
• Microsoft SQL Server データベースでの Windows から Linux へのプラットフォーム変更アシスタン
ト (p. 874)
• アップグレードのトラブルシューティング (p. 881)

インプレースアップグレードの実行
インプレースアップグレードを実行する前に、どのネットワークドライバをインスタンスで実行してい
るかを確認する必要があります。PV ネットワークドライバを使用すると、リモートデスクトップを使用
してインスタンスにアクセスできます。Windows Server 2008 R2 以降、インスタンスは AWS PV、Intel
Network Adapter、あるいは拡張ネットワーキングドライバーのいずれかを使用します。Windows Server
2003 および Windows Server 2008 でのインスタンスは、Citrix PV ドライバを使用します。詳細について
は、Windows インスタンス用 Paravirtual ドライバー (p. 729) を参照してください。
自動アップグレード
AWS Systems Manager を使用して Windows Server 2008 R2 から Server 2012 R2 へのアップグレード、
または Windows Server 2012 R2 の SQL Server 2008 R2 から SQL Server 2016 へのアップグレードを自
動化する方法の手順については、「AWS における Microsoft 2008 ワークロードのサポート終了を簡単に
アップグレードする」を参照してください。

インプレースアップグレードを開始する前に
インプレースアップグレードを始める前に、以下のタスクを完了し、以下の重要な詳細情報を確認してく
ださい。
• Microsoft のドキュメントを参照し、アップグレードの要件、既知の問題、制限事項を把握します。ま
た、アップグレードに関する公式の手順も確認します。
• Windows Server 2008 R2 へのアップグレード
• Windows Server 2012 のアップグレードオプション
• Windows Server 2012 R2 のアップグレードオプション
• Windows Server 2016 のアップグレードと変換のオプション
• Windows Server 2019 のアップグレードと変換のオプション

•

•

•
•

• Windows Server 2022 のアップグレードと変換のオプション
• Windows Server のアップグレード センター
少なくとも 2 つの vCPU と 4GB の RAM を持つインスタンスでオペレーティングシステムのアップグ
レードを実行することをお勧めします。必要に応じて、インスタンスを同じタイプのより大きなサイズ
(例えば t2.small から t2.large) に変更し、アップグレードを実行してから元のサイズにサイズ変更するこ
とができます。インスタンスサイズを保持する必要がある場合は、インスタンスコンソールのスクリー
ンショット (p. 1916)を使用して進行状況を監視できます。詳細については、インスタンスタイプを変更
する (p. 306) を参照してください。
Windows インスタンス上のルートボリュームに十分な空きディスク容量があることを確認しま
す。Windows セットアッププロセスによってディスク容量の不足が警告されないことがあります。特定
のオペレーティングシステムのアップグレードに必要なディスク容量の詳細については、Microsoft のマ
ニュアルを参照してください。ボリュームに十分な空きディスク容量がない場合は、その容量を拡張で
きます。詳細については、Amazon EBS Elastic Volumes (p. 1706) を参照してください。
アップグレードパスを決定します。オペレーティングシステムは同じアーキテクチャにアップグレード
する必要があります。例えば、32 ビットシステムは 32 ビットシステムにアップグレードする必要があ
ります。Windows Server 2008 R2 以降は 64 ビットシステムのみです。
アンチウイルスとアンチスパイウェアのソフトウェアとファイアウォールを無効にします。このような
タイプのソフトウェアは、アップグレードプロセスと競合する場合があります。アップグレードが完了
したら、アンチウイルスとアンチスパイウェアのソフトウェア、およびファイアウォールを再度有効に
します。
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• 「最新世代のインスタンスタイプへの移行 (p. 868)」トピックで説明した最新のドライバーに更新しま
す。
• Upgrade Helper Service では、Citrix PV ドライバーを実行しているインスタンスのみがサポートされて
います。インスタンスが Red Hat ドライバーを実行している場合は、最初に手動でこれらのドライバー
をアップグレード (p. 735)する必要があります。

インスタンスインプレースを AWS PV、Intel Network Adapter、
または拡張ネットワーキングドライバーでアップグレードする
次の手順に従って、AWS PV、Intel Network Adapter、または拡張ネットワーキングドライバーを使用して
Windows Server インスタンスをアップグレードします。

インプレースアップグレードを実行するには
1.

アップグレード予定のシステムの AMI をバックアップまたはテスト用に作成します。その後、テス
ト環境として用意したこのコピーでアップグレードを実行できます。アップグレードが完了した場
合は、このインスタンスにトラフィックをほとんどダウンタイムなしで切り替えることができます。
アップグレードが失敗した場合は、バックアップに戻すことができます。詳細については、カスタム
Windows AMI を作成する (p. 135) を参照してください。

2.

Windows Server インスタンスが最新のネットワークドライバを使用していることを確認しま
す。AWS PV ドライバーのアップグレードについての詳細は、「Windows インスタンスでの PV ドラ
イバーのアップグレード (p. 735)」を参照してください。

3.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

4.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。インスタンスを見つけます。そのインスタ
ンスの [インスタンス ID] および [アベイラビリティーゾーン] をメモしておきます。この情報は、この
手順で後ほど使用します。

5.

Windows Server 2012 または 2012 R2 を Windows Server 2016、2019、または 2022 にアップグレー
ドする場合には、手順を進める前に、インスタンスで次の操作を実行します。

6.

a.

EC2Config サービスをアンインストールします。詳細については、「EC2Config の停止、再起
動、削除、アンインストール (p. 703)」を参照してください。

b.

EC2Launch または EC2Launch v2 エージェントをインストールします。詳細については、
「EC2Launch を使用した Windows インスタンスの設定 (p. 690)」および「EC2Launch v2 を使
用した Windows インスタンスの設定 (p. 644)」を参照してください。

c.

AWS Systems Manager SSM Agent をインストールします。詳細については、「AWS Systems
Manager ユーザーガイド」の「SSM Agent を使用する」を参照してください。

Windows Server インストールメディアスナップショットから新しいボリュームを作成します。
a.

左サイドバーのナビゲーションペインで [Elastic Block Store] の [スナップショット] を選択しま
す。検索バーのフィルターで、[パブリックスナップショット] を選択します。

b.

検索バーに [Owner alias] (所有者のエイリアス) フィルターを追加して、[amazon] を選択しま
す。

c.

[説明] フィルタを追加して、「Windows」と入力します。Enter キーを押します。

d.

アップグレードしているシステムアーキテクチャと言語設定に一致するスナップショットを選択
します。例えば、Windows Server 2019 にアップグレードする場合には、[Windows 2019 English
Installation Media] を選択します。

e.

[Actions]、[Create Volume] の順に選択します。

f.

[ボリュームの作成] ダイアログボックスで、Windows インスタンスと同一のアベイラビリティー
ゾーンを選択し、[ボリュームの作成] を選択します。

7.

[ボリューム作成のリクエストは正常に処理されました] というメッセージが表示されたら、ここで作
成したボリュームを選択します。

8.

[Actions]、[Attach Volume] の順に選択します。
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9.

[ボリュームのアタッチ] ダイアログボックスに、Windows インスタンスのインスタンス ID を入力
し、[アタッチ] を選択します。

10. 「Amazon EBS ボリュームを Windows で使用できるようにする」の手順に従い、新しいボリューム
を使用可能にします。

Important
ディスクを初期化すると既存のデータが削除されるため、初期化は実行しないでください。
11. Windows PowerShell で、新しいボリュームドライブに切り替えます。インスタンスにアタッチした
インストールメディアボリュームを開き、アップグレードを開始します。
a.

Windows Server 2016 以降にアップグレードする場合は、以下を実行します。
./setup.exe /auto upgrade /dynamicupdate disable

Note
setup.exe を /dynamicupdate オプションを無効に設定して実行すると、Windows は
Windows Server のアップグレードプロセス中に更新プログラムをインストールできなく
なります。これは、アップグレード中に更新プログラムをインストールするとエラーが
発生する可能性があるためです。アップグレードの完了後に、Windows Update で更新
プログラムをインストールできます。
Windows Server の旧バージョンにアップグレードする場合は、以下を実行します。
Sources/setup.exe

b.
c.
d.

[Select the operating system you want to install] ページで、Windows Server インスタンスの完全
インストール SKU を選択し、[続行] を選択します。
[Which type of installation do you want? (どのタイプのインストールが必要ですか。)] で、[アップ
グレード] を選択します。
ウィザードを終了します。

Windows Server セットアップは、ファイルをコピーして処理します。数分後、リモートデスクトップセッ
ションが終了します。アップグレードにかかる時間は、アプリケーションの数と Windows Server インス
タンスで実行されているサーバーロールによって異なります。短くて 40 分、長くて数時間かかることが
あります。インスタンスは、アップグレードプロセス中、2 つのうち 1 つのステータスチェックに失敗し
ます。アップグレードが完了すると、両方のステータスチェックで成功になります。コンソール出力のシ
ステムログを確認するか、Amazon CloudWatch メトリクスでディスクと CPU の動作を確認して、アップ
グレードが進行しているかどうかを確認できます。

Note
Windows Server 2019 にアップグレードする場合、アップグレードが完了した後で、必要に応
じて、デスクトップの背景を手動で変更して、以前のオペレーティングシステム名を削除できま
す。
インスタンスが数時間後に両方のステータスチェックで成功にならない場合は、「アップグレードのトラ
ブルシューティング (p. 881)」を参照してください。

Citrix PV ドライバでインスタンスインプレースをアップグレード
する
Citrix PV ドライバは、Windows Server 2003 および 2008 で使用されています。アップグレード時に発生
する既知の問題としては、Windows セットアップによって Citrix PV ドライバが削除され、ユーザーがリ
モートデスクトップを使用してインスタンスに接続できなくなることがあります。この問題を避けるため
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に、次の手順ではインプレースアップグレードで Upgrade Helper Service を使用する方法について説明し
ます。

アップグレードヘルパーサービスの使用
アップグレードの開始前に、UpgradeHelperService を実行する必要がありま
す。UpgradeHelperService.exe を実行すると、アップグレード後の手順で実行されてドライバーの状
態を修正する Windows サービスが作成されます。この実行可能ファイルは C# で書かれており、.NET
Framework バージョン 2.0～4.0 で実行できます。
アップグレード前にシステムで UpgradeHelperService を実行すると、以下のタスクが実行されます。
• UpgradeHelperService という名前の新しい Windows サービスを作成する。
• Citrix PV ドライバーがインストールされていることを確認する。
• 署名されていない起動に必要なドライバーがないかを確認し、見つかった場合は警告を表示する。署名
されていない起動に必要なドライバーがあり、より新しいバージョンの Windows Server と互換性がな
い場合、アップグレード後にシステムに障害が発生することがあります。
アップグレード後にシステムで UpgradeHelperService を実行すると、以下のタスクが実行されます。
• RealTimeIsUniversal レジストリキーを有効にして、正しい時刻同期が行われるようにします。
• 以下のコマンドを実行して、削除された PV ドライバーを復元する。
pnputil -i -a "C:\Program Files (x86)\Citrix\XenTools\*.inf"

• 以下のコマンドを実行して、削除されたドライバーをインストールする。
C:\Temp\EC2DriverUtils.exe install "C:\Program Files (x86)\Citrix\XenTools\xevtchn.inf"
ROOT\XENEVTCHN

• 完了すると、UpgradeHelperService が自動的に削除されます。

Citrix PV ドライバーを実行するインスタンスでのアップグレードの実行
アップグレードを完了するには、インストールメディアボリュームを EC2 インスタンスにアタッチし
て、UpgradeHelperService.exe を実行する必要があります。

Citrix PV ドライバーを実行する Windows Server インスタンスをアップグレードするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [インスタンス] を選択し、該当するインスタンスを探します。そのインスタ
ンスの [インスタンス ID] および [アベイラビリティーゾーン] をメモしておきます。この情報は、この
手順で後ほど使用します。
Windows Server インストールメディアスナップショットから新しいボリュームを作成します。

3.

a.
b.
c.

d.

ナビゲーションペインで [Snapshots] (スナップショット) を選択し、フィルターフィールドの横
にある [Public snapshots] (パブリックスナップショット) を選択します。
検索フィールドから、[Owner alias] (所有者エイリアス)、[=]、[amazon] の順に選択するか (新し
いコンソール)、[Owner] (所有者)、[Amazon images] (Amazon イメージ) の順に選択します (古い
コンソール)。
検索フィールドから、[Description] (説明)、[:] (含む) の順に選択し、「Windows」と入力するか
(新しいコンソール)、[Description] (説明) を選択し、「Windows」と入力します (古いコンソー
ル)。Enter キーを押します。
インスタンスのシステムアーキテクチャに一致するスナップショットを選択します。例えば、
[Windows 2012 Installation Media]。
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4.

e.

[Actions] (アクション)、[Create volume from snapshot] (スナップショットからボリュームを作成
する) の順に選択するか (新しいコンソール)、[Create Volume] (ボリュームの作成) を選択します
(古いコンソール)。

f.

[Create volume] (ボリュームの作成) ダイアログボックスで、Windows インスタンスと一致するア
ベイラビリティーゾーンを選択し、[Create volume] (ボリュームの作成) を選択します。

(新しいコンソール) ナビゲーションペインで [Volumes] (ボリューム) を選択し、ここで作成したボ
リュームを選択します
(古いコンソール) [Volume Successfully Created] (ボリュームが正常に作成されました) ダイアログ
ボックスで、ここで作成したボリュームを選択します。

5.

[Actions] (アクション)、[Attach volume] (ボリュームのアタッチ) の順に選択します。

6.

[Attach volume] (ボリュームのアタッチ) ダイアログボックスで、インスタンス ID を入力し、[Attach
volume] (ボリュームのアタッチ) を選択します。

7.

Windows インスタンスで、C:\ ドライブに temp という名前のフォルダを作成します。

Important
このフォルダは、アップグレード後に同じ場所で使用できる必要があります。Windows のシ
ステムフォルダやユーザープロファイルフォルダ (デスクトップなど) に フォルダを作成する
と、アップグレードが失敗することがあります。
8.

OSUpgrade.zip をダウンロードし、C:\temp フォルダに解凍します。

9.

C:\temp\UpgradeHelperService.exe を実行し、C:\temp\Log.txt ファイルに警告が出力さ
れていないか確認します。

10. Microsoft で「サポート技術情報の記事 950376」を参照して、Windows 2003 インスタンスから
PowerShell をアンインストールします。
11. Windows エクスプローラを使用して、インスタンスにアタッチしたインストールメディアボリューム
を開くことで、アップグレードを開始します。
12. Sources\Setup.exe ファイルを実行します。
13. [Select the operating system you want to install] ページで、Windows Server インスタンスの完全イン
ストール SKU を選択し、[Next] を選択します。
14. [Which type of installation do you want? (どのタイプのインストールが必要ですか。)] で、[アップグ
レード] を選択します。
15. ウィザードを終了します。
Windows Server セットアップは、ファイルをコピーして処理します。数分後、リモートデスクトップセッ
ションが終了します。アップグレードにかかる時間は、アプリケーションの数と Windows Server インス
タンスで実行されているサーバーロールによって異なります。短くて 40 分、長くて数時間かかることが
あります。インスタンスは、アップグレードプロセス中、2 つのうち 1 つのステータスチェックに失敗し
ます。アップグレードが完了すると、両方のステータスチェックで成功になります。コンソール出力のシ
ステムログを確認するか、Amazon CloudWatch メトリクスでディスクと CPU の動作を確認して、アップ
グレードが進行しているかどうかを確認できます。

アップグレード後のタスク
1.

インスタンスにログインし、.NET Framework のアップグレードを開始します。システムを再起動す
るように求められたら、その指示に従います。

2.

EC2Config サービス (Windows 2012 R2 以前) または EC2Launch (Windows 2016 以降) の最新
バージョンをインストールします。詳細については、EC2Config の最新バージョンのインストー
ル (p. 701) または EC2Launch の最新バージョンのインストール (p. 692) をご参照ください。

3.

Microsoft の修正プログラム KB2800213 をインストールします。

4.

Microsoft の修正プログラム KB2922223 をインストールします。
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5.

6.

Windows Server 2012 R2 にアップグレードした場合、PV ドライバーを AWS PV ドライバーにアッ
プグレードすることをお勧めします。Nitro ベースのインスタンスでアップグレードした場合、NVME
および ENA ドライバーをインストールまたはアップグレードすることをお勧めします。詳細について
は、「Windows Server 2012 R2」、「PowerShell を使用して AWS NVMe ドライバーをインストール
またはアップグレードする (p. 750)」、または「Enabling Enhanced Networking on Windows」を参
照してください。
アンチウイルスとアンチスパイウェアのソフトウェアとファイアウォールを再度有効にします。

自動アップグレードの実行
AWS Systems Manager オートメーションランブックを使用して、AWS で Windows および SQL Server
インスタンスの自動アップグレードを実行することができます。
目次
• 関連サービス (p. 860)
• 実行オプション (p. 860)
• Windows Server をアップグレードする (p. 861)
• SQL Server のアップグレード (p. 865)

関連サービス
自動アップグレードプロセスでは、次の AWS サービスを使用します。
• AWS Systems Manager。AWS Systems Manager は、AWS リソースを集中管理する強力な統合イン
ターフェイスです。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドを参照してください。
• AWS Systems Manager エージェント (SSM Agent) は、Amazon EC2 インスタンス、オンプレミスの
サーバー、または仮想マシン (VM) にインストールして設定できる Amazon のソフトウェアです。SSM
Agent により、Systems Manager がこれらのリソースを更新、管理、および設定できるようにします。
このエージェントは AWS クラウド上の Systems Manager サービスからのリクエストを処理し、リクエ
ストに指定されたとおりにそれらを実行します。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガ
イドの「SSM Agent を使用する」を参照してください。
• AWS Systems Manager SSM ランブック。SSM ランブックは、マネージドインスタンスで Systems
Manager が実行するアクションを定義します。SSM ランブックは JavaScript Object Notation (JSON)
や YAML を使用し、これにはユーザーが指定するステップおよびパラメータが含まれます。このトピッ
クでは、2 つのオートメーション用 Systems Manager SSM ランブックを使用します。詳細について
は、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「AWS Systems Manager オートメーションラン
ブックリファレンス」を参照してください。

実行オプション
Systems Manager コンソールで [Automation] を選択する際、[実行] を選択します。Automation ドキュメ
ントを選択すると、自動化の実行オプションを選択するよう求められます。以下のオプションから選択し
ます。このトピックで後ほど示すパスのステップでは、[シンプルな実行] オプションを使用します。
シンプルな実行
1 つのインスタンスを更新するが、自動化の各ステップを実行して結果を監査しない場合は、このオプ
ションを選択します。このオプションについては、以降のアップグレード手順で詳しく説明します。
レート制御
アップグレードを複数のインスタンスに適用する場合は、このオプションを選択します。以下の設定を定
義します。
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• [Parameter] (パラメータ)
[マルチアカウント] および [リージョン] でも設定されているこの設定では、自動化の分岐方法を定義し
ます。
• [Targets] (ターゲット)
自動化を適用するターゲットを選択します。この設定は、[マルチアカウント] および [リージョン] でも
設定されます。
• パラメータ値
オートメーションドキュメントのパラメータで定義されている値を使用します。
• Resource Group (リソースグループ)
AWS では、リソースはユーザーが操作できるエンティティです。例えば、Amazon EC2 インスタン
ス、AWS CloudFormation スタック、または Amazon S3 バケットなどがあります。複数のリソースを
使用する場合は、タスクごとに 1 つの AWS サービスから別のサービスに移動するのではなく、グルー
プとしてそれらを管理する方が有益な場合があります。場合によっては、アプリケーション層を構成す
る EC2 インスタンスなど、多数の関連リソースを管理する場合があります。この場合は、これらのリ
ソースに対して一括してアクションを実行する必要があります。
• [Tags (タグ)]
タグは、AWS リソースを目的、所有者、環境などさまざまな方法で分類するのに役立ちます。この分類
は、同じ種類のリソースが多い場合に便利です。割り当てたタグを使用して、特定のリソースをすばや
く識別することができます。
• レート制御
レート制御は、[マルチアカウント] および [リージョン] でも設定されます。レート制御のパラメータを
設定する際、ターゲットカウントまたはターゲットの割合 (%) によって、自動化を適用するフリートの
数を定義します。
マルチアカウントおよびマルチリージョン
マルチアカウントとマルチリージョンの設定でも使用されるレート制御で指定されたパラメータに加え
て、2 つの設定があります。
• アカウントと組織単位 (OU)
自動化を実行する複数のアカウントを指定します。
• AWS リージョン
自動化を実行する複数の AWS リージョンを指定します。
手動による実行
このオプションは、[シンプルな実行] に似ていますが、このオプションでは、自動化の各ステップを進
め、結果を監査することができます。

Windows Server をアップグレードする
AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeWindows ランブックでは、アカウントの Windows Server インス
タンスから Amazon マシンイメージ (AMI) を作成し、この AMI を、サポートされている希望のバージョン
にアップグレードします。このマルチステッププロセスは、完了するまで 2 時間かかる場合があります。
Windows Server 2008 R2 インスタンスを Windows Server 2016 または 2019 にアップグレードするに
は、まず Windows Server 2008 R2 から Windows Server 2012 R2 へ、次に Windows Server 2012 R2 か
ら Windows Server 2016 または 2019 へと、インプレースアップグレードを 2 回実行します。Windows
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Server 2008 R2 から Windows Server 2016 または 2019 への直接のアップグレードはサポートされていま
せん。
自動化はインスタンスから AMI を作成し、指定したサブネットで新しい AMI を起動します。自動化ワー
クフローは、Windows Server 2008 R2、2012 R2 または 2016 から選択したバージョン (Windows Server
2012 R2、2016、または 2019) へのインプレースアップグレードを実行します。また、アップグレー
ドされたインスタンスに必要な AWS ドライバーを更新またはインストールします。アップグレードが
完了したら、ワークフローで新しい AMI が作成され、アップグレードされたインスタンスは終了しま
す。Windows Server 2008 R2 から Windows Server 2016 または 2019 にアップグレードすると、インプ
レースアップグレードが 2 回実行されるため、自動化によって AMI が 2 つ作成されます。
自動アップグレードプロセスには 2 つの AMI が含まれています。
• 現在実行中のインスタンス。最初の AMI は現在実行中のインスタンスです。このインスタンスはアッ
プグレードされません。この AMI は、別のインスタンスを起動してインプレースアップグレードを実
行するために使用されます。プロセスが完了したら、この AMI はアカウントから削除されます。た
だし、元のインスタンスを保持するように特別にリクエストした場合を除きます。この設定を行うに
は、KeepPreUpgradeImageBackUp パラメータを使用します (デフォルト値は false です。つま
り、AMI はデフォルトで削除されます)。
• 更新された AMI。この AMI は、自動化プロセスの結果です。
最終結果は、1 つの AMI です。つまり、AMI の更新されたインスタンスです。
アップグレードが完了したら、Amazon VPC で新しい AMI を起動して、アプリケーション機能をテストで
きます。テストが終了したら、別のアップグレードを実行する前に、アプリケーションのダウンタイムを
スケジュールしてから、アップグレードされたインスタンスに完全に切り替えます。

Windows Server の自動アップグレードパス
Systems Manager オートメーションランブック AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeWindows は次のアッ
プグレードパスをサポートしています。
• Windows Server 2008 R2 から Windows Server 2012 R2 へ
• Windows Server 2012 R2 から Windows Server 2016 へ
• Windows Server 2012 R2 から Windows Server 2019 へ
• Windows Server 2016 から Windows Server 2019 へ

前提条件
AWS Systems Manager オートメーションドキュメントを使用して Windows Server のアップグレードを
自動化するには、以下のタスクを実行する必要があります。
• 指定された IAM ポリシーを使用して IAM ロールを作成することで、Systems Manager が Amazon EC2
インスタンスに対して自動化タスクを実行できるようにし、Systems Manager を使用するための前提条
件を満たしていることを確認します。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユー
ザーガイド」の「AWS のサービスにアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。
• 自動化の実行方法に関するオプションを選択します (p. 860)。実行のオプションには、[シンプルな実
行]、[レートの制御]、[複数のアカウントとリージョン]、[手動の実行] があります。これらのパラメータ
の詳細については、「実行オプション (p. 860)」を参照してください。
• インスタンスに SSM Agent がインストールされていることを確認します。詳細については、「Installing
and configuring SSM Agent on Amazon EC2 instances for Windows Server (Windows Server の Amazon
EC2 インスタンスで SSM Agent をインストールして設定する)」を参照してください。
• Windows PowerShell 3.0 以降をインスタンスにインストールする必要があります。
• Microsoft Active Directory ドメインに参加しているインスタンスの場合は、ホスト名の競合を避けるため
に、ドメインコントローラーに接続できない SubnetId を指定することをお勧めします。
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• 指定された SubnetId は、自動割り当てパブリック IPv4 アドレスが true に設定されたパブリックサブ
ネットである必要があります。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「サブネットのパ
ブリック IPv4 アドレス指定属性の変更」を参照してください。
• このオートメーションは、Windows Server 2008 R2、2012 R2、および 2016 インスタンスでのみ動作
します。
• このオートメーションは、暗号化されていない Amazon EBS ルートボリュームを持つ Amazon EC2 イ
ンスタンスでのみ動作します。指定されたインスタンスに暗号化されたルートボリュームがある場合、
オートメーションは失敗します。
• インスタンスでブートディスクに 20 GB の空きディスク領域があることを確認します。
• インスタンスが AWS の提供する Windows ライセンスを使用しない場合は、Windows Server 2012 R2
インストールメディアを含む Amazon EBS スナップショット ID を指定します。これを実行するには:
1. Amazon EC2 インスタンスで Windows Server 2012 以降が実行されていることを確認します。
2. インスタンスが実行されているのと同じアベイラビリティーゾーンに 6 GB の Amazon EBS ボリュー
ムを作成します。ボリュームをインスタンスにアタッチします。それをマウントします (例えばドラ
イブ D として)。
3. ISO を右クリックし、インスタンスにマウントします (例えばドライブ E として)。
4. ISO の内容をドライブ E:\ からドライブ D:\ にコピーします。
5. 上記のステップ 2 で作成した 6 GB ボリュームの Amazon EBS スナップショットを作成します。

Windows Server のアップグレードの制限事項
このオートメーションでは、Windows のドメインコントローラー、クラスター、または Windows デスク
トップオペレーティングシステムのアップグレードはサポートされていません。さらに、このオートメー
ションでは、以下のロールがインストールされた Windows Server の Amazon EC2 インスタンスもサポー
トされていません。
• リモートデスクトップセッションホスト (RDSH)
• リモートデスクトップ接続ブローカー (RDCB)
• リモートデスクトップ仮想化ホスト (RDVH)
• リモートデスクトップウェブアクセス (RDWA)

Windows Server の自動アップグレードの実行のステップ
以下のステップに従い、AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeWindows オートメーションランブックを使
用して Windows Server インスタンスをアップグレードします。
1.

AWS マネジメントコンソールから Systems Manager を開きます。

2.

左のナビゲーションペインの [Change Management] (変更管理) で、[Automation] (オートメーション)
を選択します。

3.

[Execute automation (自動化の実行)] を選択します。

4.

AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeWindows と呼ばれるオートメーションドキュメントを検索し
ます。

5.

ドキュメント名が表示されたら、選択します。選択すると、ドキュメントの詳細が表示されます。

6.

[Execute automation] (オートメーションの実行) を選択して、このドキュメントのパラメータを入力し
ます。ページの上部にある [シンプルな実行] は選択したままにします。

7.

次のガイダンスに従って、リクエストされたパラメータを入力します。
• InstanceID
型: 文字列
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(必須) SSM Agent がインストールされている Windows Server 2008 R2、2012 R2、または 2016 を
実行しているインスタンス。
• InstanceProfile.
型: 文字列
(必須) IAM インスタンスプロファイル。この IAM ロールは、Amazon EC2 インスタンスと AWS
AMI に対して Systems Manager のオートメーションを実行するために使用されます。詳細につい
ては、 AWS Systems Manager ユーザーガイドの「Systems Manager の IAM インスタンスプロ
ファイルを作成する」を参照してください。
• TargetWindowsVersion
型: 文字列
(必須) ターゲットの Windows バージョンを選択します。
• SubnetId
型: 文字列
(必須) このサブネットはアップグレードプロセス用であり、ソース EC2 インスタンスの場所を指し
ます。サブネットに Amazon S3 などの AWS サービス や Microsoft (パッチのダウンロード用) への
アウトバウンド接続があることを確認します。
• KeepPreUpgradedBackUp
型: 文字列
(オプション) このパラメータが true に設定されている場合は、自動化によって、インスタンスか
ら作成されたイメージが保持されます。デフォルトの設定は、false です。
• RebootInstanceBeforeTakingImage
型: 文字列
(オプション) デフォルトは false です (再起動なし)。このパラメータが true に設定されている場
合は、Systems Managerによって、アップグレード用の AMI を作成する前にインスタンスが再起動
されます。
8.

パラメータを入力したら、[実行] を選択します。自動化が開始したら、実行の進行状況をモニタリン
グすることができます。

9.

自動化が完了すると、AMI ID が表示されます。Windows OS がアップグレードされたことを確認する
には、AMI を起動します。

Note
自動化のすべてのステップを実行する必要はありません。それぞれのステップには、自動化
とインスタンスの動作に基づいた条件が付けられています。Systems Manager は、必須でな
い一部のステップをスキップする場合があります。
さらに、いくつかの手順がタイムアウトすることもあります。Systems Manager では、すべ
ての最新パッチについて、インストールとアップグレードが試みられます。ただし、場合に
よっては、特定のステップの定義可能なタイムアウト設定に基づいてパッチがタイムアウト
します。この場合、Systems Manager の自動化は、次のステップに進み、内部 OS ターゲッ
トの Windows Server バージョンにアップグレードされるようにします。
10. 自動化が完了したら、AMI ID を使用して Amazon EC2 インスタンスを起動して、アップグレードを
確認することができます。AWS AMI から Amazon EC2 インスタンスを作成する方法の詳細について
は、「カスタムの Amazon マシンイメージ (AMI) から EC2 インスタンスを起動する方法」を参照し
てください。
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SQL Server のアップグレード
AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeSQLServer スクリプトでは、アカウントで SQL Server を実行
している Amazon EC2 インスタンスから AMI を作成し、その AMI を SQL Server の新しいバージョンに
アップグレードします。このマルチステッププロセスは、完了するまで 2 時間かかる場合があります。
自動化はインスタンスから AMI を作成し、指定したサブネットで新しい AMI を起動します。その後、
オートメーションは、SQL Server のインプレースアップグレードを実行します。アップグレードが完了し
たら、自動化によって、アップグレードされたインスタンスを終了する前に新しい AMI が作成されます。
自動アップグレードプロセスには 2 つの AMI が含まれています。
• 現在実行中のインスタンス。最初の AMI は現在実行中のインスタンスです。このインスタンスはアッ
プグレードされません。この AMI は、別のインスタンスを起動してインプレースアップグレードを実
行するために使用されます。プロセスが完了したら、この AMI はアカウントから削除されます。た
だし、元のインスタンスを保持するように特別にリクエストした場合を除きます。この設定を行うに
は、KeepPreUpgradeImageBackUp パラメータを使用します (デフォルト値は false です。つま
り、AMI はデフォルトで削除されます)。
• 更新された AMI。この AMI は、自動化プロセスの結果です。
最終結果は、1 つの AMI です。つまり、AMI の更新されたインスタンスです。
アップグレードが完了したら、Amazon VPC で新しい AMI を起動して、アプリケーション機能をテストで
きます。テストが終了したら、別のアップグレードを実行する前に、アプリケーションのダウンタイムを
スケジュールしてから、アップグレードされたインスタンスに完全に切り替えます。

SQL Server の自動アップグレードパス
AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeSQLServer オートメーションランブックでは、以下のアップグレー
ドパスをサポートしています。
• SQL Server 2008 から SQL Server 2017、2016、または 2014 へ
• SQL Server 2008 R2 から SQL Server 2017、2016、または 2014 へ
• SQL Server 2012 から SQL Server 2019、2017、2016、または 2014 へ
• SQL Server 2014 から SQL Server 2019、2017、または 2016 へ
• SQL Server 2016 から SQL Server 2019 または 2017 へ
• SQL Server 2017 から SQL Server 2019 へ

前提条件
AWS Systems Manager オートメーションドキュメントを使用して SQL Server のアップグレードを自動
化するには、以下のタスクを実行する必要があります。
• 指定された IAM ポリシーを使用して IAM ロールを作成することで、Systems Manager が Amazon EC2
インスタンスに対して自動化タスクを実行できるようにし、Systems Manager を使用するための前提条
件を満たしていることを確認します。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユー
ザーガイド」の「AWS のサービスにアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。
• 自動化の実行方法に関するオプションを選択します (p. 860)。実行のオプションには、[シンプルな実
行]、[レートの制御]、[複数のアカウントとリージョン]、[手動の実行] があります。これらのパラメータ
の詳細については、「実行オプション (p. 860)」を参照してください。
• Amazon EC2 インスタンスでは、Windows Server 2008 R2 以降および SQL Server 2008 以降を使用す
る必要があります。
• インスタンスに SSM Agent がインストールされていることを確認します。詳細については、「Installing
and configuring SSM Agent on Amazon EC2 instances for Windows Server (Windows Server の Amazon
EC2 インスタンスで SSM Agent をインストールして設定する)」を参照してください。
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• インスタンスのブートディスクに 20 GB の空きディスク領域があるか、インスタンスを確認します。
• Bring Your Own License (BYOL) SQL Server バージョンを使用するインスタンスの場合、次の前提条件
が追加で適用されます。
• ターゲットの SQL Server インストールメディアを含む Amazon EBS スナップショット ID を提供し
ます。これを実行するには:
1. Amazon EC2 インスタンスで Windows Server 2008 R2 以降が実行されていることを確認します。
2. インスタンスが実行されているのと同じアベイラビリティーゾーンに 6 GB の Amazon EBS ボ
リュームを作成します。ボリュームをインスタンスにアタッチします。それをマウントします (例
えばドライブ D として)。
3. ISO を右クリックし、インスタンスにマウントします (例えばドライブ E として)。
4. ISO の内容をドライブ E:\ からドライブ D:\ にコピーします。
5. ステップ 2 で作成した 6 GB ボリュームの Amazon EBS スナップショットを作成します。

SQL Server 自動アップグレードの制限事項
AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeSQLServer ランブックを使用して自動アップグレードを実行する場
合は、以下の制限が適用されます。
• アップグレードは、Windows 認証を使用して SQL Server 上でのみ実行できます。
• インスタンスに保留中のセキュリティパッチの更新がないことを確認します。[Control Panel (コント
ロール パネル)] を開き、[Check for updates (更新の確認)] を選択します。
• HA およびミラーリングモードでの SQL Server のデプロイはサポートされていません。

SQL Server の自動アップグレードの実行のステップ
以下のステップに従い、AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeSQLServer オートメーションランブックを
使用して SQL Server をアップグレードします。
1.

まだダウンロードしていない場合は、SQL Server 2016 の .iso ファイルをダウンロードして、ソース
サーバーにマウントします。

2.

.iso ファイルがマウントされたら、コンポーネントファイルをすべてコピーし、任意のボリューム上
に置きます。

3.

そのボリュームの Amazon EBS スナップショットを取得し、後で使用できるようにそのスナッ
プショット ID をクリップボードにコピーします。EBS スナップショットの作成の詳細について
は、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの「EBS スナップショットの作成」を参照して
ください。

4.

インスタンスプロファイルを Amazon EC2 ソースインスタンスにアタッチします。これによ
り、Systems Manager は、EC2 インスタンスと通信し、AWS Systems Manager サービスに追加され
ているコマンドを実行できるようになります。例えば、ロールに SSM-EC2-Profile-Role という
名前を付け、そのロールに AmazonSSMManagedInstanceCore ポリシーをアタッチします。AWS
Systems Manager ユーザーガイドの「Systems Manager の IAM インスタンスプロファイルを作成す
る」を参照してください。

5.

AWS Systems Manager コンソールの左のナビゲーションペインで、[マネージドインスタンス] を選
択します。EC2 インスタンスがマネージドインスタンスのリストに含まれていることを確認します。
数分後にインスタンスが表示されない場合は、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「インスタ
ンスがある場所」を参照してください。

6.

左のナビゲーションペインの [Change Management] (変更管理) で、[Automation] (オートメーション)
を選択します。

7.

[Execute automation (自動化の実行)] を選択します。

8.

AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeSQLServer と呼ばれるオートメーションドキュメントを検
索します。
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9.

AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeSQLServer SSM ドキュメントを選択し、[Next] (次へ) を選
択します。

10. [シンプルな実行] オプションが選択されていることを確認します。
11. 次のガイダンスに従って、リクエストされたパラメータを入力します。
• InstanceId
型: 文字列
(必須) SQL Server 2008 R2 (またはそれ以降) を実行しているインスタンス。
• IamInstanceProfile
型: 文字列
(必須) IAM インスタンスプロファイル。
• SQLServerSnapshotId
型: 文字列
(必須) ターゲット SQL Server インストールメディア用のスナップショット ID。このパラメータ
は、SQL Server ライセンス込みインスタンスには必要ありません。
• SubnetId
型: 文字列
(必須) このサブネットはアップグレードプロセス用であり、ソース EC2 インスタンスの場所を指し
ます。サブネットに Amazon S3 などの AWS サービス や Microsoft (パッチのダウンロード用) への
アウトバウンド接続があることを確認します。
• KeepPreUpgradedBackUp
型: 文字列
(オプション) このパラメータが true に設定されている場合は、自動化によって、インスタンスか
ら作成されたイメージが保持されます。デフォルトの設定は、false です。
• RebootInstanceBeforeTakingImage
型: 文字列
(オプション) デフォルトは false です (再起動なし)。このパラメータが true に設定されている場
合は、Systems Managerによって、アップグレード用の AMI を作成する前にインスタンスが再起動
されます。
• TargetSQLVersion
型: 文字列
(オプション) ターゲット SQL Server のバージョン。デフォルト: 2016。
12. パラメータを入力したら、[実行] を選択します。自動化が開始したら、実行の進行状況をモニタリン
グすることができます。
13. [実行ステータス] に [成功] と表示されている場合は、[出力] を展開して AMI 情報を確認します。AMI
ID を使用して、任意の VPC で SQL Server インスタンスを起動します。
14. Amazon EC2 コンソールを開きます。左のナビゲーションペインで [AMI] を選択します。新しい AMI
が表示されます。
15. SQL Server の新しいバージョンが正常にインストールされていることを確認するには、新しい AMI
を選択して、[Launch] (起動) を選択します。
16. AMI で使用するインスタンスのタイプ、デプロイする VPC とサブネット、使用するストレージを選
択します。AMI から新しいインスタンスを起動しているため、起動している新しい EC2 インスタンス
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に含めるボリュームがオプションとして提示されます。これらのボリュームは、必要に応じて削除ま
たは追加できます。
17. インスタンスを識別しやすいようにタグを追加します。
18. 1 つ以上のセキュリティグループをインスタンスに追加します。
19. [インスタンスの作成] を選択します。
20. インスタンスのタグ名を選択し、[アクション] ドロップダウンの [接続] を選択します。
21. SQL Server の新しいバージョンが新しいインスタンスのデータベースエンジンとして表示されている
ことを確認します。

最新世代のインスタンスタイプへの移行
AWS Windows AMI は、Microsoft のインストールメディアで使用されるデフォルト設定で設定されてお
り、いくつかのカスタマイズがあります。カスタマイズには、M5 や C5 などの Nitro System (p. 201) 上で
構築された、最新世代のインスタンスタイプをサポートするドライバーと設定が含まれます。
以下のようなケースで Nitro ベース (p. 201)のインスタンス (ベアメタルインスタンスを含む) に移行する場
合には、このトピックの手順に従うことをお勧めします。
• カスタム Windows AMI からインスタンスを作成する場合
• 2018 年 8 月より前に作成された Amazon が提供する Windows AMI からインスタンスを作成する場合
詳細については、「Amazon EC2 の更新 - 追加インスタンスタイプ、Nitro システム、および CPU オプ
ション」を参照してください。

Note
Windows Server バージョン 2008 R2 以降では、以下の移行手順を実行できます。Linux インスタ
ンスを最新世代のインスタンスタイプに移行するには、「インスタンスタイプを変更する」を参
照してください。
目次
• パート 1: AWS PV ドライバーのインストールとアップグレード (p. 869)
• パート 2: ENA のインストールとアップグレード (p. 870)
• パート 3: AWS NVMe ドライバーをアップグレード (p. 870)
• パート 4: EC2Config および EC2Launch の更新 (p. 871)
• パート 5: ベアメタルインスタンスのシリアルポートドライバーのインストール (p. 871)
• パート 6: 電源管理設定の更新 (p. 872)
• パート 7: 新しいインスタンスタイプ用のインテルチップセットドライバーの更新 (p. 872)
• (代替案) AWS Systems Manager を使用した AWS PV、ENA、NVMe ドライバーのアップグレー
ド (p. 872)
• Nitro インスタンスタイプから Xen インスタンスタイプに移行する (p. 874)

Note
また、AWSSupport-UpgradeWindowsAWSDrivers オートメーションドキュメントを使用し
て、パート 1、パート 2、パート 3 で説明した手順を自動化することもできます。自動化された
手順を使用する場合は、(代替案) AWS Systems Manager を使用した AWS PV、ENA、NVMe ド
ライバーのアップグレード (p. 872) を参照して、パート 4 とパート 5 に進みます。
開始する前に
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この手順では、現在 M4 または C4 など、前の世代の Xen ベースのインスタンスタイプを実行してお
り、M5 または C5 などの Nitro システム (p. 201) ベースのインスタンスに移行する場合を想定していま
す。
アップグレードを正常に実行するには、PowerShell バージョン 3.0 以降を使用する必要があります。

Note
最新世代のインスタンスに移行する場合、インスタンスが新しい Enhanced Networking Adapter
デバイスにデフォルトで設定されるため、既存の ENI の静的 IP またはカスタム DNS ネットワー
ク設定は失われる場合があります。
この手順のステップを実行する前に、インスタンスのバックアップを作成することをお勧めします。EC2
コンソールで、移行が必要なインスタンスを選択し、コンテキストメニュー (右クリック) を開いたら、[イ
ンスタンスの状態]、[停止] の順に選択します。

Warning
インスタンスを停止すると、インスタンスストアボリューム上のデータは消去されます。インス
タンスストアボリューム上のデータを保持するには、永続的ストレージにデータをバックアップ
するようにしてください。
EC2 コンソールでインスタンスの右クリックコンテキストメニューを開き、[イメージ]、[イメージの作成]
の順に選択します。

Note
この手順のパート 4 およびパート 5 は、インスタンスタイプを M5 または C5 などの最新世代に
移行または変更した後で完了できます。ただし、特に EC2 ベアメタルインスタンスタイプに移行
する場合は、移行前に完了することをお勧めします。

パート 1: AWS PV ドライバーのインストールとアップグレード
AWS PV ドライバーが Nitro システムで使用されていなくても、Citrix PV または AWS PV の以前のバー
ジョンを使用している場合は、アップグレードする必要があります。最新の AWS PV ドライバーは、Nitro
システムがある場合、または Xen ベースインスタンスに戻す必要がある場合に表面化するかもしれない以
前のバージョンのドライバーのバグを解決します。ベストプラクティスとして、AWS の Windows インス
タンスの最新ドライバーに常に更新することをお勧めします。
次の手順に従って、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012
R2、Windows Server 2016、または Windows Server 2019 で、 AWS PV ドライバーのインプレースアッ
プグレードを実行するか、Citrix PV ドライバーから AWS PV ドライバーにアップグレードします。詳細に
ついては、Windows インスタンスでの PV ドライバーのアップグレード (p. 735) を参照してください。
ドメインコントローラーをアップグレードするには、「ドメインコントローラーのアップグレード (AWS
PV アップグレード) (p. 737)」を参照してください。

AWS PV ドライバーのアップグレードを実行するには
1.

リモートデスクトップを使用してインスタンスに接続し、アップグレードのためにインスタンス
を準備します。アップグレードを実行する前に、システムディスク以外をすべてオフラインにしま
す。AWS PV ドライバーのインプレースアップグレードを実行する場合は、このステップは必要あり
ません。また、サービスコンソールで、不可欠でないサービスを [手動] 起動に設定します。

2.

インスタンスに最新のドライバーパッケージをダウンロードします。

3.

フォルダの内容を抽出し、AWSPVDriverSetup.msi を実行します。

MSI の実行後、インスタンスは自動的に再起動され、ドライバーがアップグレードされます。インスタン
スは最大 15 分間、使用できなる場合があります。
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アップグレードが完了し、インスタンスが Amazon EC2 コンソールの両方のヘルスチェックに合格した
後、リモートデスクトップを使用してインスタンスに接続して、新しいドライバーがインストールされた
ことを確認します。デバイスマネージャーの [Storage Controllers] で、[AWS PV Storage Host Adapter] を
見つけます。ドライバーバージョンがドライバーのバージョン履歴の表に掲載されている最新バージョン
と同じであることを確認します。詳細については、AWS PV ドライバーパッケージの履歴 (p. 731) を参
照してください。

パート 2: ENA のインストールとアップグレード
すべてのネットワーク機能がサポートされるように、最新の Elastic Network Adapter ドライバーにアップ
グレードします。インスタンスを起動し、すでに拡張ネットワーキングが有効になっていない場合、必要
なネットワークアダプタドライバーをダウンロードしてインスタンスにインストールします。次に、拡張
ネットワークを有効にするように enaSupport インスタンス属性を設定します。この属性は、サポートさ
れるインスタンスタイプにおいて、ENA ドライバーがインストールされている場合のみ有効にできます。
詳細については、Windows インスタンスにおける Elastic Network Adapter (ENA) を使用した拡張ネット
ワーキングの有効化 (p. 1269) を参照してください。
1.

インスタンスに最新のドライバーをダウンロードします。

2.

zip アーカイブを展開します。

3.

展開したフォルダから install.ps1 PowerShell スクリプトを実行してドライバーをインストールし
ます。

Note
インストールエラーを回避するには、install.ps1 スクリプトを管理者として実行しま
す。
4.

ご使用の AMI が enaSupport を有効にしているかどうか確認します。有効でない場合は、Windows
インスタンスにおける Elastic Network Adapter (ENA) を使用した拡張ネットワーキングの有効
化 (p. 1269) のマニュアルに従ってください。

パート 3: AWS NVMe ドライバーをアップグレード
AWS NVMe ドライバーは、Nitro システム内では NVMe ブロックデバイスとして表示される Amazon EBS
および SSD インスタンスストアボリュームとやり取りを行い、パフォーマンスを向上させるために使用さ
れます。

Important
次の手順は、インスタンスを最新世代のインスタンスタイプに移行する目的で、特に以前の世代
のインスタンスにある AWS NVMe をインストールまたはアップグレードする場合のために変更
されています。
1.

インスタンスに最新のドライバーパッケージをダウンロードします。

2.

zip アーカイブを展開します。

3.

dpinst.exe を実行してドライバーをインストールします。

4.

PowerShell セッションを開き、次のコマンドを入力します。
start rundll32.exe sppnp.dll,Sysprep_Generalize_Pnp -wait

Note
コマンドを適用するには、管理者として PowerShell セッションを実行している必要がありま
す。PowerShell (x86) のバージョンではエラーが発生します。
このコマンドはデバイスドライバーでのみ sysprep を実行します。完全な sysprep 準備は実
行しません。
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5.

Windows Server 2008 R2 および Windows Server 2012 の場合、インスタンスをシャットダウンし、
インスタンスタイプを最新世代のインスタンスに変更して起動してからパート 4 に進みます。イン
スタンスを最新世代のインスタンスタイプに移行する前に以前の世代のインスタンスタイプでインス
タンスを再び開始しても、起動しません。他のサポートされた Windows AMI の場合は、デバイスの
sysprep の後いつでもインスタンスタイプを変更できます。

パート 4: EC2Config および EC2Launch の更新
Windows インスタンスの場合、最新の EC2Config および EC2Launch ユーティリティが EC2 ベアメタ
ルの場合を含む Nitro Systemで実行されると追加の機能および情報が提供されます。EC2Config サービ
スは、Windows Server 2016 より前の AMI にデフォルトで含まれています。EC2Launch は、Windows
Server 2016 以降の AMI の EC2Config を置き換えます。
EC2Config サービスおよび EC2Launch サービスが更新されると、AWS からの新しい Windows AMI には
最新バージョンのサービスが含まれます。ただし、EC2Config および EC2Launch の最新バージョンを使
用して、独自の Windows AMI とインスタンスを更新する必要があります。

EC2Config のインストールまたは更新
1.

EC2Config インストーラをダウンロードして解凍します。

2.

EC2Install.exe を実行します。オプションの完全なリストについては、EC2Install オプション
を指定して /? を実行してください。デフォルトでは、セットアップによってプロンプトが表示され
ます。プロンプトを表示せずにコマンドを実行するには、/quiet オプションを使用します。

詳細については、EC2Config の最新バージョンのインストール (p. 701) を参照してください。

EC2Launch のインストールまたは更新
1.

インスタンスで EC2Launch をすでにインストールして設定している場合は、EC2Launch 設定ファ
イルのバックアップを作成します。インストールプロセスでは、このファイルに変更内容が保存さ
れません。デフォルトでは、このファイルは C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch
\Config ディレクトリにあります。

2.

EC2-Windows-Launch.zip をインスタンス上のディレクトリにダウンロードします。

3.

install.ps1 を EC2-Windows-Launch.zip のダウンロード先と同じディレクトリにダウンロードしま
す。

4.

install.ps1 を実行します。

Note
インストールエラーを回避するには、install.ps1 スクリプトを管理者として実行しま
す。
5.

EC2Launch 設定ファイルのバックアップを作成する場合は、同ファイルを C:\ProgramData
\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config ディレクトリにコピーします。

詳細については、EC2Launch を使用した Windows インスタンスの設定 (p. 690) を参照してください。

パート 5: ベアメタルインスタンスのシリアルポートドライバー
のインストール
i3.metal インスタンスタイプでは、I/O ポートベースのシリアルデバイスではなく、PCI ベースのシリ
アルデバイスを使用しています。最新の Windows AMI は自動的に PCI ベースのシリアル・デバイスを使
用し、シリアル・ポート・ドライバーがインストール済みです。日付が 2018.04.11 以降の Amazon が提
供する Windows AMI から作成したインスタンスを使用していない場合、シリアル・ポート・ドライバー
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をインストールしてパスワード生成やコンソール出力などの EC2 機能用のシリアル・デバイスを有効にす
る必要があります。最新の EC2Config および EC2Launch は、i3.metal もサポートし、追加機能を提供し
ます。まだ実行していない場合は、パート 4 のステップに従います。

シリアルポートドライバーをインストールするには
1.

インスタンスにシリアルドライバーパッケージをダウンロードします。

2.

フォルダの内容を展開し、aws_ser.INF のコンテキストメニューを開き (右クリック)、[インストー
ル] を選択します。

3.

[OK] を選択します。

パート 6: 電源管理設定の更新
次のように電源管理設定を更新すると、ディスプレイが消灯しないように設定されます。これによ
り、Nitro Systemで正常な OS のシャットダウンが可能になります。2018 年 11 月 28 日時点で Amazon
が提供しているすべての Windows AMI は、既にこのデフォルトの設定になっています。
1.

コマンドプロンプトまたは PowerShell セッションを開きます。

2.

以下のコマンドを実行します。
powercfg /setacvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 7516b95ff776-4464-8c53-06167f40cc99 3c0bc021-c8a8-4e07-a973-6b14cbcb2b7e 0
powercfg /setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 7516b95ff776-4464-8c53-06167f40cc99 3c0bc021-c8a8-4e07-a973-6b14cbcb2b7e 0
powercfg /setacvalueindex a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a 7516b95ff776-4464-8c53-06167f40cc99 3c0bc021-c8a8-4e07-a973-6b14cbcb2b7e 0

パート 7: 新しいインスタンスタイプ用のインテルチップセット
ドライバーの更新
u-6tb1.metal、u-9tb1.metal、および u-12tb1.metal インスタンスタイプは、以前は Windows
AMI にインストールされていなかったチップセットドライバーを必要とするハードウェアを使用します。
日付が 2018 年 11 月 19 日以降の Amazon が提供する Windows AMI から起動したインスタンスを使用し
ていない場合、Intel チップセット INF ユーティリティを使用して、そのドライバーをインストールする必
要があります。

チップセットドライバーをインストールするには
1.

インスタンスにチップセットユーティリティをダウンロードします。

2.

ファイルを展開します。

3.

SetupChipset.exe を実行します。

4.

Intel ソフトウェアライセンス契約に同意し、チップセットドライバーをインストールします。

5.

インスタンスを再起動します。

(代替案) AWS Systems Manager を使用した AWS
PV、ENA、NVMe ドライバーのアップグレード
AWSSupport-UpgradeWindowsAWSDrivers オートメーションドキュメントは、パート 1、パート 2、
パート 3 で説明した手順を自動化することもできます。この方法は、ドライバーのアップグレードに失敗
したインスタンスを修復することもできます。
872

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
最新世代のインスタンスタイプへの移行

AWSSupport-UpgradeWindowsAWSDrivers オートメーションドキュメントは、指定された EC2 イン
スタンスでストレージおよびネットワーク AWS ドライバーをアップグレードまたは修復します。このド
キュメントでは、AWS Systems Manager エージェント (SSM Agent) を呼び出すことによって、最新バー
ジョンの AWS ドライバーをオンラインでインストールしようとしています。SSM Agent が接続可能でな
い場合、明示的に要求された場合、ドキュメントは AWS ドライバーのオフラインインストールを実行で
きます。

Note
ドメインコントローラーでは、この手順は失敗します。ドメインコントローラーでドライバを更
新するには、「ドメインコントローラーのアップグレード (AWS PV アップグレード) (p. 737)」
を参照してください。

AWS Systems Manager を使用して AWS PV、ENA および NVMe ドライバーを自動的にアップグ
レードするには
1.

https://console.aws.amazon.com/ Systems Manager で Systems Manager コンソールを開きます。

2.

[オートメーション]、[オートメーションの実行] の順に選択します。

3.

AWSSupport-UpgradeWindowsAWSDrivers オートメーションドキュメントを選択し、[入力パラメー
タ] セクションで次のオプションを設定します。
インスタンス ID
アップグレードするインスタンスの一意の ID を入力します。
AllowOffline
(オプション) 次のオプションのいずれかを選択します。
• True —オフラインインストールを実行するには、このオプションを選択します。インスタン
スは、アップグレード処理中に停止され、再開されます。

Warning
インスタンスを停止すると、インスタンスストアボリューム上のデータは消去されま
す。インスタンスストアボリューム上のデータを保持するには、永続的ストレージに
データをバックアップするようにしてください。
• False — (デフォルト) オンラインインストールを実行するには、このオプションを選択したま
まにします。インスタンスは、アップグレード処理中に再起動されます。

Important
オンラインおよびオフラインのアップグレードでは、アップグレード操作を試みる前に
AMI が作成されます。AMI は、自動化が完了した後も維持されます。AMI へのアクセス
を保護するか、不要になった場合は削除してください。
SubnetId
(オプション) 以下のいずれかの値にエラーがあります。
• SelectedInstanceSubnet — (デフォルト) アップグレードプロセスでは、アップグレー
ドするインスタンスと同じサブネットにヘルパーインスタンスを起動します。サブネット
は、Systems Manager エンドポイント (ssm.*) との通信を可能にする必要があります。
• CreateNewVPC — アップグレードプロセスでは、ヘルパーインスタンスが新しい VPC で起動
されます。ターゲットインスタンスのサブネットが ssm.* エンドポイントと通信できるかどう
かが不明な場合は、このオプションを使用します。IAM ユーザーは、VPC を作成するアクセス
許可が必要です。
• 特定のサブネット ID — ヘルパーインスタンスを起動する特定のサブネットの ID を指定しま
す。サブネットは、アップグレードするインスタンスと同じアベイラビリティーゾーンに存在
し、ssm.* エンドポイントとの通信を許可する必要があります。
4.

[Execute automation (自動化の実行)] を選択します。
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5.

アップグレードの完了を許可します。オンラインアップグレードの完了には最大 10 分、オフライン
アップグレードの完了までには最大 25 分かかります。

Nitro インスタンスタイプから Xen インスタンスタイプに移行す
る
次の手順では、現在 M5 または C5 などの Nitro ベースのインスタンスタイプを実行しており、M4 または
C4 などの Xen システムベースのインスタンスに移行する場合を想定しています。インスタンスタイプの
仕様については、「Amazon EC2 インスタンスタイプ」を参照してください。起動プロセス中のエラーを
回避するには、移行前に次の手順を実行します。
1.

Xen インスタンスに移行する前に、AWS PV ドライバーを Nitro インスタンスにインストールおよび
アップグレードする必要があります。AWS PV ドライバーをインストールおよびアップグレードする
手順については、「パート 1: AWS PV ドライバーのインストールとアップグレード (p. 869)」を参
照してください。

2.

EC2Launch v2 を最新バージョンに更新します。手順については、「EC2Launch v2 への移
行 (p. 651)」を参照してください。

3.

PowerShell セッションを開き、管理者として次のコマンドを実行して、デバイスドライバーで
sysprep を実行します。sysprep を実行すると、Xen インスタンスでの起動に必要な早期の起動スト
レージドライバーが Windows に正しく登録されます。

Note
PowerShell (x86) のバージョンを使用してコマンドを実行するとエラーが発生します。この
コマンドは、重要なデバイスデータベースに、ブートに不可欠なデバイスドライバーのみを
追加します。完全な sysprep 準備は実行しません。
Start-Process rundll32.exe sppnp.dll,Sysprep_Generalize_Pnp -wait

4.

sysprep プロセスが完了したら、Xen インスタンスタイプへの移行を実行します。

Microsoft SQL Server データベースでの Windows か
ら Linux へのプラットフォーム変更アシスタント
Microsoft SQL Server データベースでの Windows から Linux へのプラットフォーム変更アシスタントサー
ビスはスクリプトツールです。既存の Microsoft SQL Server ワークロードを Windows から Linux オペ
レーティングシステムに移行するのに役立ちます。このプラットフォーム変更アシスタントは、Microsoft
SQL Server 2008 以降を実行しているクラウドまたはオンプレミス環境にホストされた Windows Server
の仮想マシン (VM) でお使いいただけます。このツールは、一般的な非互換性をチェックし、Windows VM
からデータベースをエクスポートして、Ubuntu 16.04 で Microsoft SQL Server 2017 を実行している EC2
インスタンスへインポートします。自動化されたプロセスにより、選択した SQL Server データベースを
使用して構成された、すぐに使える Linux VM が得られ、これを実験やテストに使用できます。
目次
• 概念 (p. 875)
• 関連サービス (p. 875)
• Microsoft SQL Server での Windows から Linux へのプラットフォーム変更アシスタントの仕組
み (p. 875)
• コンポーネント (p. 875)
• セットアップ (p. 876)
• 開始方法 (p. 877)
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概念
次の用語と概念は、Microsoft SQL Server データベース用の Windows から Linux へのプラットフォーム変
更アシスタントを理解し、使用する際の中心となるものです。
バックアップ
Microsoft SQL Server のバックアップは、Microsoft SQL Server データベースまたはそのトランザクショ
ンログからディスクなどのバックアップデバイスにデータまたはログレコードをコピーします。詳細は、
「バックアップの概要 (Microsoft SQL Server)」を参照してください。
復元
一連の Microsoft SQL Server バックアップを復元するための論理的で意味のあるシーケンス。詳細は、
「復元と復旧の概要 (Microsoft SQL Server)」を参照してください。
プラットフォーム変更
Microsoft SQL Server データベースのプラットフォームは、EC2 Windows インスタンスから Microsoft
SQL Server を実行する EC2 Linux インスタンスに変更できます。また、AWS で Microsoft SQL Server
Linux を実行する VMware Cloud にもプラットフォームを変更できます。

関連サービス
AWS Systems Manager (Systems Manager) は、AWS 上のインフラストラクチャを可視化し、制御する
ためのサービスです。Microsoft SQL Server データベースでの Windows から Linux へのプラットフォー
ム変更アシスタントは、Systems Manager を使用して Microsoft SQL データベースのプラットフォームを
EC2 Linux の Microsoft SQL Server に変更します。Systems Manager の詳細については、AWS Systems
Manager ユーザーガイドを参照してください。

Microsoft SQL Server での Windows から Linux へのプラット
フォーム変更アシスタントの仕組み
Microsoft SQL Server データベースでの Windows から Linux へのプラットフォーム変更アシスタントを使
用すると、バックアップと復元を利用して、Microsoft SQL Server データベースをオンプレミス環境また
は EC2 Windows インスタンスから EC2 Linux の Microsoft SQL Server 2017 に移行できます。以降先の
EC2 Linux インスタンスでは、EC2 インスタンス ID または EC2 インスタンスタイプのいずれかを、サブ
ネット ID と EC2 キーペアとともに提供します。
移行元の Microsoft SQL Server データベースで、Microsoft SQL Server データベースでの Windows から
Linux へのプラットフォーム変更アシスタントの PowerShell スクリプトを実行する際、Windows インス
タンスは暗号化された Amazon Simple Storage Service (S3) ストレージバケットにデータベースをバック
アップします。その後、バックアップを EC2 Linux インスタンスの既存の Microsoft SQL Server に復元
するか、EC2 Linux インスタンスで新しい Microsoft SQL Server を起動して新しく作成したインスタンス
にバックアップを復元します。このプロセスを使用して、エンタープライズアプリケーションを実行して
いる 2 層データベースを置き換えることができます。データベースを Linux 上の Microsoft SQL Server に
レプリケートして、移行元の Microsoft SQL Server がまだオンラインである間にアプリケーションをテス
トすることもできます。テスト後、アプリケーションのダウンタイムをスケジュールして、最後のカット
オーバー中に PowerShell バックアップスクリプトを再実行できます。
プラットフォーム変更プロセス全体を自動化し、無人で実行することもできます。Systems Manager SSM
ドキュメント AWSEC2-SQLServerDBRestore を実行して、PowerShell バックアップスクリプトを使用せ
ずに、既存のデータベースのバックアップファイルを EC2 Linux 上の Microsoft SQL Server にインポート
できます。

コンポーネント
Microsoft SQL Server データベースでの Windows から Linux へのプラットフォーム変更アシスタントサー
ビスのスクリプトは 2 つの主なコンポーネントで構成されます。
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1. PowerShell バックアップスクリプトは、オンプレミスの Microsoft SQL Server データベース
を、Amazon S3 ストレージバケットにバックアップします。その後、SSM Automation ドキュメント
AWSEC2-SQLServerDBRestore を呼び出して、バックアップを EC2 Linux の Microsoft SQL Server に
復元します。
2. AWSEC2-SQLServerDBRestore という SSM Automation ドキュメントは、データベースのバック
アップを EC2 Linux の Microsoft SQL Server に復元します。この自動化は、Amazon S3 に保存されて
いる Microsoft SQL Server データベースのバックアップを EC2 Linux インスタンスで実行されている
Microsoft SQL Server 2017 に復元します。Microsoft SQL Server 2017 Linux を実行する独自の EC2 イ
ンスタンスか、Ubuntu 16.04 の Microsoft SQL Server 2017 がある新しい EC2 インスタンスを起動し
設定する自動化を提供できます。自動化は、フル、差分、トランザクションログバックアップの復元
をサポートし、複数のデータベースバックアップファイルを受け入れます。この自動化は、提供され
たファイル内の各データベースの最新の有効なバックアップを自動的に復元します。詳細については、
「AWSEC2-SQLServerDBRestore」を参照してください。

セットアップ
このセクションでは、Windows から Linux へのプラットフォーム変更スクリプトを実行するために必要な
手順を説明します。
目次
• 前提条件 (p. 876)
• 既存の EC2 インスタンスにプラットフォームを変更する前提条件 (p. 877)

前提条件
Microsoft SQL Server データベースでの Windows から Linux へのプラットフォーム変更アシスタントを実
行するには、以下の操作が必要です。
1.

AWS PowerShell モジュールのインストール
AWS PowerShell モジュールをインストールするには、「Windows ベースのコンピュータでの AWS
Tools for PowerShell のセットアップ」に記載されている手順に従います。スクリプトのバックアップ
が正常に機能するには、PowerShell 3.0 以降を使用することをお勧めします。

2.

Windows から Linux へのプラットフォーム変更アシスタント PowerShell バックアップスクリプトを
インストールする
Windows から Linux へのリプラットフォームアシスタントを実行するには、PowerShell バックアップ
スクリプト MigrateSQLServerToEC2Linux.ps1 をダウンロードします。

3.

AWS SDK ストアへの AWS ユーザープロファイルの追加
AWS ユーザープロファイルを追加および設定するには、AWS Tools for PowerShell ユーザーガイドの
「プロファイルの管理」に記載されている手順を参照してください。ユーザープロファイルに以下の
IAM ポリシーを設定します。IAM コンソールを使用して、これらのアクセス許可を AWS ユーザーア
カウントにインラインポリシーとして追加することもできます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/DevTeam*"
},
{
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}

4.

]

}

"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RebootInstances",
"ssm:SendCommand",
"ssm:GetAutomationExecution",
"ec2:DescribeInstances",
"ssm:ListCommands",
"ec2:CreateTags",
"s3:CreateBucket",
"ec2:RunInstances",
"s3:ListBucket",
"ssm:GetCommandInvocation",
"s3:PutEncryptionConfiguration",
"ec2:DescribeImages",
"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"ssm:StartAutomationExecution",
"ssm:DescribeInstanceInformation",
"s3:DeleteObject",
"ssm:ListCommandInvocations",
"s3:DeleteBucket",
"ec2:DescribeInstanceStatus"
],
"Resource": "*"

IAM インスタンスプロファイルを作成する
EC2 Linux で Systems Manager を実行するために IAM インスタンスプロファイルロールを作成する
には、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「Systems Manager のインスタンスプロファイルを
作成する」に記載の手順に従います。

既存の EC2 インスタンスにプラットフォームを変更する前提条件
Linux で Microsoft SQL Server 2017 を実行する既存のインスタンスにプラットフォームを変更するには、
以下が必要です。
1.

EC2 インスタンスを AWS Identity and Access Management (IAM) インスタンスプロファイルで設定
し、このインスタンスに AmazonSSMManagedInstanceCore 管理ポリシーをアタッチします。
Systems Manager の IAM インスタンスプロファイルを作成してインスタンスにアタッチする方法に
ついては、AWS Systems Manager ユーザーガイドにある以下のトピックを参照してください。
• Systems Manager のインスタンスプロファイルを作成する
• IAM インスタンスプロファイルを Amazon EC2 インスタンスにアタッチする

2.

EC2 インスタンスに SSM Agent がインストールされていることを確認します。詳細について
は、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「Windows インスタンスで SSM Agent をインストー
ルして設定する」を参照してください。

3.

EC2 インスタンスに、Microsoft SQL Server バックアップをダウンロードして復元するのに十分な空
きディスク容量があることを確認します。

開始方法
このセクションには、PowerShell パラメータの定義とデータベースのプラットフォームを変更するための
スクリプトが記載されています。PowerShell スクリプトの使用方法の詳細については、「PowerShell」を
参照してください。
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トピック
• Microsoft SQL Server スクリプトでの Windows から Linux へのプラットフォーム変更アシスタントの
実行 (p. 878)
• パラメータ (p. 879)

Microsoft SQL Server スクリプトでの Windows から Linux へのプラットフォーム
変更アシスタントの実行
次の一般的なシナリオと PowerShell スクリプトのサンプルは、Microsoft SQL Server データベースでの
Windows から Linux へのプラットフォーム変更アシスタントを使用して Microsoft SQL Server データベー
スのプラットフォームを変更する方法を示しています。

Important
Microsoft SQL Server データベースでの Windows から Linux へのプラットフォーム変更アシス
タントは、実行するたびに、移行先のインスタンスのSQL Server のサーバー管理者 (SA) ユー
ザーパスワードをリセットします。プラットフォーム変更プロセスが完了したら、移行先の SQL
Server インスタンスに接続する前に、独自の SA ユーザーパスワードを設定する必要がありま
す。
構文
Microsoft SQL Server データベースでの Windows から Linux へのプラットフォーム変更アシスタントのス
クリプトは、次の例にある構文に従います。
PS C:\> C:\MigrateSQLServerToEC2Linux.ps1 [[-SqlServerInstanceName] <String>] [[DBNames]<Object[]>] [MigrateAllDBs] [PathForBackup] <String> [-SetSourceDBModeReadOnly] [IamInstanceProfileName] <String>[AWSRegion] <String> [[-EC2InstanceId] <String>] [[-EC2InstanceType] <String>] [[EC2KeyPair] <String>] [[SubnetId] <String>] [[-AWSProfileName] <String>] [[-AWSProfileLocation] <String>] [GeneratePresignedUrls]
[<CommonParameters>]

例 1: データベースを EC2 インスタンスに移動する
次の例は、AdventureDB という名前のデータベースを、i-024689abcdef というインスタンス ID
で、MSSQLSERVER という名前の Microsoft SQL Server インスタンスから Linux インスタンスの EC2
Microsoft SQL Server に移動する方法を示しています。使用するバックアップディレクトリは D:\
\Backup、AWS リージョンは us-east-2 です。
PS C:\> ./MigrateSQLServerToEC2Linux.ps1 - SQLServerInstanceName MSSQLSERVER EC2InstanceId i024689abcdef -DBNames AdventureDB -PathForBackup D:\\Backup -AWSRegion us-east-2 IamInstanceProfileName AmazonSSMManagedInstanceCore

例 2: AWS 認証情報プロファイルを使用して EC2 インスタンス にデータベースを移動する
次の例は、AWS 認証情報プロファイルを使用して、例 1 のデータベースを移動する方法を示しています:
DBMigration。
PS C:\> ./MigrateSQLServerToEC2Linux.ps1 - SQLServerInstanceName MSSQLSERVER EC2InstanceId i024689abcdef -DBNames AdventureDB -PathForBackup D:\\Backup -AWSRegion us-east-2 AWSProfileName
DBMigration -IamInstanceProfileName AmazonSSMManagedInstanceCore

例 3: 1 つのデータベースを新しい m5.large タイプインスタンスに移動する
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次の例は、キーペア (customer-ec2-keypair) を使用して m5.large タイプの EC2 Linux インスタン
スを subnet-abc127 に作成し、その後 AdventureDB および TestDB を例 1 および 2 で使用したデー
タベースから新しいインスタンスに移動する方法を示しています。
PS C:\> ./MigrateSQLServerToEC2Linux.ps1 -EC2InstanceType m5.large -SubnetId subnet-abc127
-EC2KeyPair
customer-ec2-keypair -DBNames AdventureDB,TestDB -PathForBackup D:\\Backup -AWSRegion useast-2 AWSProfileName DBMigration -IamInstanceProfileName AmazonSSMManagedInstanceCore

例 4: すべてのデータベースを新しい m5.large タイプインスタンスに移動する
次の例は、キーペア (customer-ec2-keypair) を使用して m5.large タイプの EC2 Linux インスタン
スを subnet-abc127 に作成し、その後すべてのデータベースを例 1 および 2 で使用したデータベースか
ら新しいインスタンスに移行する方法を示しています。
PS C:\> ./MigrateSQLServerToEC2Linux.ps1 -EC2InstanceType m5.large -SubnetId subnet-abc127
-EC2KeyPair
customer-ec2-keypair -MigrateAllDBs -PathForBackup D:\\Backup -AWSRegion us-east-2 AWSProfileName
DBMigration -IamInstanceProfileName AmazonSSMManagedInstanceCore

パラメータ
次のパラメータは、Microsoft SQL Server データベースのプラットフォームを変更するために PowerShell
スクリプトで使用されます。
-SqlServerInstanceName
バックアップされる Microsoft SQL Server インスタンスの名前。SqlServerInstanceName の値が提供
されていない場合、デフォルトで $env:ComputerName が使用されます。
型: 文字列
必須: いいえ
-DBNames
バックアップおよび復元されるデータベースの名前。データベースの名前を、コンマ区切りのリスト (例:
adventureDB,universityDB) で指定します。DBNames または MigrateAllDBs いずれかのパラメータ
が必要です。
タイプ: オブジェクト
必須: いいえ
-MigrateAllDBs
このスイッチはデフォルトでは無効となっています。このスイッチが有効である場合、自動化により、シ
ステムデータベース (master, msdb, tempdb) 以外のすべてのデータベースが移行されます。DBNames ま
たは MigrateAllDBs いずれかのパラメータが必要です。
タイプ: SwitchParameter
必須: いいえ
-PathForBackup
フルバックアップが格納されるパス。
型: 文字列
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必須: はい
-SetSourceDBModeReadOnly
このスイッチはデフォルトでは無効となっています。このスイッチが有効である場合、移行中データベー
スを読み取り専用にします。
タイプ: SwitchParameter
必須: いいえ
-IamInstanceProfileName
ユーザーに代わって Systems Manager のオートメーションを実行するための許可を持つ、AWS IAM イン
スタンスロールを入力します。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「オートメー
ションの使用開始」を参照してください。
型: 文字列
必須: はい
-AWSRegion
データベースのバックアップを格納するための Amazon S3 バケットが作成される AWS リージョンを入力
します。
型: 文字列
必須: はい
-EC2InstanceId
Microsoft SQL Server データベースを Microsoft SQL Server Linux を実行する既存の EC2 インスタンスに
復元するには、インスタンスのインスタンス ID を入力します。既に EC2 インスタンスに AWS Systems
Manager SSM Agent がインストールされ実行されていることを確認します。
型: 文字列
必須: いいえ
-EC2InstanceType
Microsoft SQL Server データベースを新しい EC2 Linux インスタンスに復元するには、起動するインスタ
ンスのインスタンスタイプを入力します。
型: 文字列
必須: いいえ
-EC2KeyPair
Microsoft SQL Server データベースを新しい EC2 Linux インスタンスに復元するには、インスタンスへ
のアクセスに使用する EC2 キーペアの名前を入力します。新しい EC2 Linux インスタンスを作成する場
合、このパラメータが推奨されます。
型: 文字列
必須: いいえ
-SubnetId
新しい EC2 Linux インスタンスを作成する場合、このパラメータが必須です。新しい EC2 Linux インスタ
ンスを作成する場合、SubnetId が提供されていなければ、EC2 Linux インスタンスの起動に AWS ユー
ザーのデフォルトサブネットが使用されます。
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型: 文字列
必須: いいえ
-AWSProfileName
AWS のサービスに接続する際に自動化で使用される AWS プロファイルの名前。必須な IAM ユーザーア
クセス許可の詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「オートメーションの使用開
始」を参照してください。プロファイルが入力されていない場合、自動化にはデフォルトの AWS プロ
ファイルを使用されます。
型: 文字列
必須: いいえ
-AWSProfileLocation
AWS プロファイルがデフォルトの場所に保存されていない場合の AWS プロファイルの場所。
型: 文字列
必須: いいえ
-GeneratePresignedUrls
このパラメータは、VMware Cloud on AWS や オンプレミスの VM など、EC2 以外のインスタンスにプ
ラットフォーム変更する場合にのみ使用されます。
タイプ: SwitchParameter
必須: いいえ
<CommonParameters>

この cmdlet は一般的なパラメー
タ、VerboseDebug、ErrorAction、ErrorVariable、WarningAction、WarningVariable、OutBuffer、Pip
をサポートします。詳細は、Microsoft PowerShell のドキュメントの「共通パラメータについて」を参照
してください。
必須: いいえ

アップグレードのトラブルシューティング
AWS は Upgrade Helper Service に関する問題についてアップグレードサポートを提供していま
す。Upgrade Helper Service は、Citrix PV ドライバーを伴うインプレースアップグレードの実行を支援す
る AWS ユーティリティです。
アップグレードの後で、.NET Runtime Optimization サービスが .NET フレームワークを最適化する間、イ
ンスタンスの平均 CPU 使用率が一時的に高くなる場合があります。これは想定される動作です。
インスタンスが数時間後に両方のステータスチェックで成功にならない場合は、以下を確認します。
• Windows Server 2008 にアップグレードし、数時間後に両方のステータスチェックで失敗になる場合、
アップグレードは失敗し、"Click OK to confirm rolling back" というプロンプトが表示されます。この状
態ではコンソールにアクセスできないため、[OK] ボタンをクリックすることはできません。この状態を
回避するには、Amazon EC2 コンソールまたは API を使用して再起動を行います。再起動が始まるまで
10 分以上かかります。インスタンスが使用可能になるまで 25 分ほどかかることがあります。
• サーバーからアプリケーションまたはサーバーロールを削除した後、もう一度試します。
サーバーからアプリケーションまたはサーバーロールを削除した後、インスタンスが両方のステータス
チェックで失敗になる場合は、以下の操作を行います。
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• インスタンスを停止し、ルートボリュームを別のインスタンスにアタッチします。詳細については、
「"メタデータサービスを待っています" (p. 1899)」でルートボリュームを停止して別のインスタンスに
アタッチする方法の説明を参照してください。
• Windows セットアップのログファイルとイベントログで失敗の原因を調べます。
オペレーティングシステムのアップグレードまたは移行に関するその他の問題についてには、「インプ
レースアップグレードを開始する前に (p. 855)」に一覧表示されている記事を確認することをお勧めしま
す。

EC2 Windows インスタンスを特定する
場合によっては、アプリケーションにより EC2 インスタンスで実行されているかどうかを判断する必要が
あります。
Linux インスタンス特定の詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド の「EC2
Linux インスタンスの特定」を参照してください。

インスタンスアイデンティティドキュメント の検査
EC2 インスタンスを識別する、暗号により確認された確実な方法については、その署名を含めて、イン
スタンスアイデンティティドキュメントを参照してください。これらのドキュメントは、ローカルのルー
ティングできないアドレス http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/
の各 EC2 インスタンスで入手できます。詳細については、インスタンスアイデンティティドキュメン
ト (p. 825) を参照してください。

システム UUID の検査
システムの UUID を取得して、UUID の最初のオクテットに「EC2」という文字が存在するかどうかを検
索することができます。システムが EC2 インスタンスであるかどうかを判断するこの方法は、EC2 イン
スタンスではないシステムがこれらの文字で始まる UUID を持つ可能性が低いため、迅速でありながら不
正確である可能性があります。SMBIOS 2.4 を使用する EC2 インスタンスで、については、リトルエン
ディアン形式で UUID を表すことがあるため、"EC2" の文字列は UUID の先頭には使用されません。

Example : WMI または Windows PowerShell を使用して UUID を取得
以下のように、Windows Management Instrumentation コマンドライン (WMIC) を使用します。
wmic path win32_computersystemproduct get uuid

または、Windows PowerShell を使用している場合、次のように Get-WmiObject コマンドレットを使用し
ます。
PS C:\> Get-WmiObject -query "select uuid from Win32_ComputerSystemProduct" | Select UUID

次の出力例では、UUID は「EC2」で始まりますが、これは多くの場合システムが EC2 インスタンスであ
ることを示しています。
EC2AE145-D1DC-13B2-94ED-012345ABCDEF

SMBIOS 2.4 を使用するインスタンスの場合、UUID は次のようにリトルエンディアン形式で表されること
があります。
45E12AEC-DCD1-B213-94ED-012345ABCDEF
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システムの仮想マシン生成識別子を調べる
仮想マシン生成識別子は、暗号化ランダム整数識別子として解釈される 128 ビットの一意のバッファで構
成されます。仮想マシン生成識別子を取得すると、Amazon Elastic Compute Cloud インスタンスを識別で
きます。生成識別子は、ACPI テーブルエントリを介してインスタンスのゲストオペレーティングシステム
内に公開されています。AWS にマシンをクローン、コピー、またはインポートすると、値は VM Import/
Export などに変わります。

Example : Windows から仮想マシン生成識別子を取得する
Windows を実行しているインスタンスから仮想マシン生成識別子を取得するサンプルアプリケーション
を作成できます。詳細については、Microsoft のドキュメントの「Obtaining the virtual machine generation
identifier」(仮想マシン生成識別子の取得) を参照してください。

チュートリアル: Amazon EC2 での Windows HPC
クラスターのセットアップ
スケーラブルな Windows ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) クラスターは、Amazon EC2 イ
ンスタンスを使用して起動できます。Windows HPC クラスターには、Active Directory ドメインコント
ローラーと DNS サーバー、ヘッドノード、1 つまたは複数のコンピュートノードが必要です。
Amazon EC2 で Windows HPC クラスターをセットアップするには、次のタスクを実行します。
• ステップ 1: セキュリティグループを作成する (p. 883)
• ステップ 2: Active Directory ドメインコントローラーをセットアップする (p. 886)
• ステップ 3: ヘッドノードを設定する (p. 887)
• ステップ 4: コンピュートノードをセットアップする (p. 888)
• ステップ 5: HPC コンピュートノードを拡張する (オプション) (p. 889)
ハイパフォーマンスコンピューティングの詳細については、「AWS でのハイパフォーマンスコンピュー
ティング (HPC)」を参照してください。

前提条件
VPC でインスタンスを起動する必要があります。デフォルト VPC を使用する、またはデフォルト以外の
VPC を作成することができます。詳細については、『Amazon VPC ユーザーガイド』の「開始方法」を参
照してください。

ステップ 1: セキュリティグループを作成する
Tools for Windows PowerShell を使用して、ドメインコントローラー、ドメインメンバーおよび HPC クラ
スター用のセキュリティグループを作成します。

セキュリティグループを作成するには
1.

New-EC2SecurityGroup cmdlet を使用して、ドメインコントローラのセキュリティグループを作成し
ます。出力で、セキュリティグループ ID をメモしておきます。
PS C:\> New-EC2SecurityGroup -VpcId vpc-id -GroupName "SG - Domain Controller" Description "Active Directory Domain Controller"
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2.

New-EC2SecurityGroup cmdlet を使用して、ドメインメンバーのセキュリティグループを作成しま
す。出力で、セキュリティグループ ID をメモしておきます。
PS C:\> New-EC2SecurityGroup -VpcId vpc-id -GroupName "SG - Domain Member" -Description
"Active Directory Domain Member"

3.

New-EC2SecurityGroup cmdlet を使用して HPC クラスタのセキュリティグループを作成します。出
力で、セキュリティグループ ID をメモしておきます。
PS C:\> New-EC2SecurityGroup -VpcId vpc-id -GroupName "SG - Windows HPC Cluster" Description "Windows HPC Cluster Nodes"

セキュリティグループにルールを追加するには
1.

次のルールを作成して、ドメインコントローラセキュリティグループに追加します。プレースホルダ
のセキュリティグループ ID をドメインメンバーのセキュリティグループの ID で置き換え、プレース
ホルダの CIDR ブロックをネットワークの CIDR ブロックで置き換えます。
PS C:\> $sg_dm = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
PS C:\> $sg_dm.GroupId = "sg-12345678
PS C:\> $r1 = @{ IpProtocol="UDP"; FromPort="123"; ToPort="123"; UserIdGroupPairs=
$sg_dm }
PS C:\> $r2 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="135"; ToPort="135"; UserIdGroupPairs=
$sg_dm }
PS C:\> $r3 = @{ IpProtocol="UDP"; FromPort="138"; ToPort="138"; UserIdGroupPairs=
$sg_dm }
PS C:\> $r4 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="49152"; ToPort="65535"; UserIdGroupPairs=
$sg_dm }
PS C:\> $r5 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="389"; ToPort="389"; UserIdGroupPairs=
$sg_dm }
PS C:\> $r6 = @{ IpProtocol="UDP"; FromPort="389"; ToPort="389"; UserIdGroupPairs=
$sg_dm }
PS C:\> $r7 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="636"; ToPort="636"; UserIdGroupPairs=
$sg_dm }
PS C:\> $r8 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="3268"; ToPort="3269"; UserIdGroupPairs=
$sg_dm }
PS C:\> $r9 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="53"; ToPort="53"; UserIdGroupPairs=
$sg_dm }
PS C:\> $r10 = @{ IpProtocol="UDP"; FromPort="53"; ToPort="53"; UserIdGroupPairs=
$sg_dm }
PS C:\> $r11 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="88"; ToPort="88"; UserIdGroupPairs=
$sg_dm }
PS C:\> $r12 = @{ IpProtocol="UDP"; FromPort="88"; ToPort="88"; UserIdGroupPairs=
$sg_dm }
PS C:\> $r13 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="445"; ToPort="445"; UserIdGroupPairs=
$sg_dm }
PS C:\> $r14 = @{ IpProtocol="UDP"; FromPort="445"; ToPort="445"; UserIdGroupPairs=
$sg_dm }
PS C:\> $r15 = @{ IpProtocol="ICMP"; FromPort="-1"; ToPort="-1"; UserIdGroupPairs=
$sg_dm }
PS C:\> $r16 = @{ IpProtocol="UDP"; FromPort="53"; ToPort="53";
IpRanges="203.0.113.25/32" }
PS C:\> $r17 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="3389"; ToPort="3389";
IpRanges="203.0.113.25/32" }

2.

Grant-EC2SecurityGroupIngress cmdlet を使用して、ドメインコントローラ－のセキュリティグルー
プにルールを追加します。
PS C:\> Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-1a2b3c4d -IpPermission @( $r1, $r2,
$r3, $r4, $r5, $r6, $r7, $r8, $r9, $r10, $r11, $r12, $r13, $r14, $r15, $r16, $r17 )
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これらのセキュリティグループのルールの詳細については、Microsoft の記事、「How to configure a
firewall for domains and trusts (ドメインおよび信頼にファイアウォールを構成する方法)」を参照して
ください。
3.

次のルールを作成して、ドメインメンバーのセキュリティグループに追加します。プレースホルダの
セキュリティグループ ID をドメインコントローラのセキュリティグループ ID に置き換えます。
PS C:\> $sg_dc = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
PS C:\> $sg_dc.GroupId = "sg-1a2b3c4d
PS C:\> $r1 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="49152"; ToPort="65535"; UserIdGroupPairs=
$sg_dc }
PS C:\> $r2 = @{ IpProtocol="UDP"; FromPort="49152"; ToPort="65535"; UserIdGroupPairs=
$sg_dc }
PS C:\> $r3 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="53"; ToPort="53"; UserIdGroupPairs=
$sg_dc }
PS C:\> $r4 = @{ IpProtocol="UDP"; FromPort="53"; ToPort="53"; UserIdGroupPairs=
$sg_dc }

4.

Grant-EC2SecurityGroupIngress cmdlet を使用して、ドメインメンバーのセキュリティグループに
ルールを追加します。
PS C:\> Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission @( $r1, $r2,
$r3, $r4 )

5.

HPC クラスタのセキュリティグループに追加する次のルールを作成します。プレースホルダのセキュ
リティグループ ID を HPC クラスタのセキュリティグループの ID で置き換え、プレースホルダの
CIDR ブロックをネットワークの CIDR ブロックで置き換えます。
$sg_hpc
PS C:\>
PS C:\>
$sg_hpc
PS C:\>
$sg_hpc
PS C:\>
$sg_hpc
PS C:\>
$sg_hpc
PS C:\>
$sg_hpc
PS C:\>
$sg_hpc
PS C:\>
$sg_hpc
PS C:\>
$sg_hpc
PS C:\>
$sg_hpc
PS C:\>
$sg_hpc
PS C:\>
$sg_hpc
PS C:\>
$sg_hpc
PS C:\>
$sg_hpc
PS C:\>
$sg_hpc
PS C:\>
$sg_hpc
PS C:\>
$sg_hpc

= New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$sg_hpc.GroupId = "sg-87654321
$r1 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="80"; ToPort="80"; UserIdGroupPairs=
}
$r2 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="443"; ToPort="443"; UserIdGroupPairs=
}
$r3 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="1856"; ToPort="1856"; UserIdGroupPairs=
}
$r4 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="5800"; ToPort="5800"; UserIdGroupPairs=
}
$r5 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="5801"; ToPort="5801"; UserIdGroupPairs=
}
$r6 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="5969"; ToPort="5969"; UserIdGroupPairs=
}
$r7 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="5970"; ToPort="5970"; UserIdGroupPairs=
}
$r8 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="5974"; ToPort="5974"; UserIdGroupPairs=
}
$r9 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="5999"; ToPort="5999"; UserIdGroupPairs=
}
$r10 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="6729"; ToPort="6730"; UserIdGroupPairs=
}
$r11 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="7997"; ToPort="7997"; UserIdGroupPairs=
}
$r12 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="8677"; ToPort="8677"; UserIdGroupPairs=
}
$r13 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="9087"; ToPort="9087"; UserIdGroupPairs=
}
$r14 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="9090"; ToPort="9092"; UserIdGroupPairs=
}
$r15 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="9100"; ToPort="9163"; UserIdGroupPairs=
}
$r16 = @{ IpProtocol="TCP"; FromPort="9200"; ToPort="9263"; UserIdGroupPairs=
}
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PS C:\> $r17 = @{ IpProtocol="TCP";
$sg_hpc }
PS C:\> $r18 = @{ IpProtocol="TCP";
$sg_hpc }
PS C:\> $r19 = @{ IpProtocol="UDP";
$sg_hpc }
PS C:\> $r20 = @{ IpProtocol="TCP";
$sg_hpc }
PS C:\> $r21 = @{ IpProtocol="TCP";
$sg_hpc }
PS C:\> $r22 = @{ IpProtocol="TCP";
$sg_hpc }
PS C:\> $r23 = @{ IpProtocol="TCP";
$sg_hpc }
PS C:\> $r24 = @{ IpProtocol="TCP";
IpRanges="203.0.113.25/32" }

6.

FromPort="9794"; ToPort="9794"; UserIdGroupPairs=
FromPort="9892"; ToPort="9893"; UserIdGroupPairs=
FromPort="9893"; ToPort="9893"; UserIdGroupPairs=
FromPort="6498"; ToPort="6498"; UserIdGroupPairs=
FromPort="7998"; ToPort="7998"; UserIdGroupPairs=
FromPort="8050"; ToPort="8050"; UserIdGroupPairs=
FromPort="5051"; ToPort="5051"; UserIdGroupPairs=
FromPort="3389"; ToPort="3389";

Grant-EC2SecurityGroupIngress cmdlet を使用して、HPC クラスタのセキュリティグループにルール
を追加します。
PS C:\> Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-87654321 -IpPermission @( $r1, $r2,
$r3, $r4, $r5, $r6, $r7, $r8, $r9, $r10, $r11, $r12, $r13, $r14, $r15, $r16, $r17,
$r18, $r19, $r20, $r21, $r22, $r23, $r24 )

これらのセキュリティグループのルールの詳細については、Microsoft の記事、「HPC Cluster
Networking: Windows ファイアウォールconfiguration (HPC クラスタネットワーク: Windows ファイア
ウォール構成)」をご覧ください。
7.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

8.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。3 つのセキュリティグループすべてがリ
ストに表示されており、必要なルールがあることを確認します。

ステップ 2: Active Directory ドメインコントローラー
をセットアップする
Active Directory ドメインコントローラーは、HPC 環境で認証とリソース中央管理を行うもので、インス
トールに必要です。Active Directory を設定するには、HPC クラスターのドメインコントローラーとして
機能するインスタンスを作成し、設定します。

HPC クラスタのドメインコントローラを立ち上げるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

コンソールダッシュボードで、[Launch Instance] を選択します。

3.

[Choose an AMI] ページで、Windows Server の AMI を選択し、[Select] を選択します。

4.

ウィザードの次のページで、インスタンスタイプを選択し、[Next: Configure Instance Details] を選択
します。

5.

[Configure Instance Details] ページで、[Network] から VPC を選択し、[Subnet] からサブネットを選
択します。ウィザードの次のページで、インスタンスに追加のストレージを指定できます。

6.

[Add Tags] ページで、インスタンスの Domain Controller タグの値として Name と入力し、[Next:
Configure Security Group] を選択します。

7.

[Configure Security Group] ページで、[Select an existing security group] を選択し、SG - Domain
Controller セキュリティグループを選択して、[Review and Launch] を選択します。

8.

[Launch] を選択します。

9.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

10. [Allocate new address] を選択します。[Allocate] を選択します。[閉じる] を選択します。
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11. 作成した Elastic IP アドレスを選択し、[Actions]、[Associate address] の順に選択します。[Instance]
で、ドメインコントローラのインスタンスを選択します。[Associate] を選択します。
作成したインスタンスに接続し、そのインスタンスを HPC クラスターのドメインコントローラーとして
設定します。

インスタンスをドメインコントローラーとして設定するには
1.

Domain Controller インスタンスに接続します。詳細については、「Windows インスタンスに接
続する」を参照してください。

2.

[Server Manager] を開き、Active Directory ドメインサービスの役割を追加します。

3.

[Server Manager] を使用するか、または DCPromo.exe を実行して、サーバーをドメインコントロー
ラーに昇格させます。

4.

新しいフォレスト内に新しいドメインを作成します。

5.

完全修飾ドメイン名 (FQDN) として hpc.local を入力します。

6.

Forest Functional Level として [Windows Server 2008 R2] を選択します。

7.

[DNS Server] オプションが選択されていることを確認し、[Next] を選択します。

8.

[Yes, the computer will use an IP address automatically assigned by a DHCP server (not
recommended)] (はい、このコンピューターは DHCP サーバーによって自動的に割り当てられた IP ア
ドレスを使用します (非推奨)) を選択します。

9.

プロンプトが表示されたら、[Yes] を選択して続行します。

10. ウィザードを完了して[”Reboot on Completion”]を選択します。
11. インスタンスに hpc.local\administrator として接続します。
12. ドメインユーザー hpc.local\hpcuser を作成します。

ステップ 3: ヘッドノードを設定する
HPC クライアントはヘッドノードに接続します。ヘッドノードは、スケジュールされたジョブを実行でき
るようにします。インスタンスを作成し、HPC Pack をインストールし、クラスターを設定することで、
ヘッドノードを設定します。
インスタンスを起動し、必要なユーザーアカウントを持つ hpc.local ドメインのメンバーとして設定し
ます。

インスタンスをヘッドノードとして設定するには
1.

インスタンスを起動し、HPC-Head という名前を付けます。インスタンスを起動するときは、セキュ
リティグループ [SG - Windows HPC Cluster] および [SG - Domain Member] の両方を選択します。

2.

インスタンスに接続し、次のコマンドを使用して既存の DNS サーバーアドレスを取得します。
IPConfig /all

3.

[HPC-Head] NIC の TCP/IPv4 プロパティを、プライマリ DNS として Domain Controller インス
タンスの Elastic IP アドレスを含めるように更新し、前の手順の追加の DNS IP アドレスを指定しま
す。

4.

hpc.local (ドメイン管理者アカウント) の認証情報を使って、コンピュータを hpc.local
\administrator ドメインに参加させます。

5.

hpc.local\hpcuser をローカル管理者として追加します。証明書を求められたら、hpc.local
\administrator を使用してインスタンスを再起動します。

6.

HPC-Head に hpc.local\hpcuser として接続します。
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HPC Pack をインストールするには
1.

hpc.local\hpcuser アカウントを使って HPC-Head インスタンスに接続します。

2.

[Server Manager] を使って、Administrators の Internet Explorer セキュリティ強化の構成 (IE ESC) を
オフにします。

3.

a.

[Server Manager] の [Security Information] で、[Configure IE ESC] を選択します。

b.

Administrators の IE ESC をオフにします。

HPC-Head に HPC Pack をインストールします。
a.

HPC-HeadMicrosoft Download Center から HPC Pack を にダウンロードします。HPC-Head で
Windows Server のバージョンに合った HPC Pack を選択します。

b.

フォルダにファイルを抽出し、フォルダを開いて、[setup.exe] をダブルクリックします。

c.

インストールのページで [Create a new HPC cluster by creating a head node] を選択し、[Next] を
選択します。

d.

デフォルト設定のままですべてのデータベースをヘッドノードにインストールし、[Next] を選択
します。

e.

ウィザードを終了します。

HPC クラスターにヘッドノードを設定するには
1.
2.

[HPC Cluster Manager] を開始します。
[”Deployment To-Do List”]内で、[”Configure your network”]を選択します。
a.

ウィザードでデフォルトオプション (5) を選択し、[”Next”]を選択します。

b.

すべての画面でデフォルト値を受け入れ、サーバーの更新方法とカスタマーフィードバックへの
参加方法を選択して、ウィザードを終了します。

c.

[Configure] を選択します。

3.

[Provide Network Credentials] を選択し、hpc.local\hpcuser 認証情報を提供します。

4.
5.

[Configure the naming of new nodes] を選択し、[OK] を選択します。
[Create a node template]を選択します。
a.
b.
c.

[Compute node template] を選択し、[Next] を選択します。
[Without operating system] を選択し、デフォルト設定のまま続行します。
[作成] を選択します。

ステップ 4: コンピュートノードをセットアップする
インスタンスを作成し、HPC Pack をインストールし、クラスターにノードを追加することで、コン
ピュートノードを設定します。
まずインスタンスを作成し、必要なユーザーアカウントを持つ hpc.local ドメインのメンバーとして設
定します。

コンピュートノード用のインスタンスを設定するには
1.
2.

インスタンスを起動し、HPC-Compute という名前を付けます。インスタンスを起動するときは、セ
キュリティグループ [SG - Windows HPC Cluster] および [SG - Domain Member] を選択します。
インスタンスにログインし、次のコマンドを使用して、HPC-Compute から既存の DNS サーバーアド
レスを取得します。
IPConfig /all
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HPC-Compute NIC の TCP/IPv4 プロパティを、プライマリ DNS として Domain Controller イン
スタンスの Elastic IP アドレスが含まれるように更新します。前の手順から追加 DNS IP アドレスを指
定します。

4.

hpc.local (ドメイン管理者アカウント) の認証情報を使って、コンピュータを hpc.local
\administrator ドメインに参加させます。

5.

hpc.local\hpcuser をローカル管理者として追加します。認証情報を求められたら、hpc.local
\administrator を指定し、再起動します。

6.

HPC-Compute に hpc.local\hpcuser として接続します。

コンピュートノードに HPC Pack をインストールするには
1.

HPC-Compute アカウントを使って hpc.local\hpcuser インスタンスに接続します。

2.

[Server Manager] を使って、Administrators の Internet Explorer セキュリティ強化の構成 (IE ESC) を
オフにします。

3.

a.

[Server Manager] の [Security Information] で、[Configure IE ESC] を選択します。

b.

Administrators の IE ESC をオフにします。

HPC-Compute に HPC Pack をインストールします。
a.

HPC-ComputeMicrosoft Download Center から HPC Pack を にダウンロードします。HPCCompute で Windows Server のバージョンに合った HPC Pack を選択します。

b.

フォルダにファイルを抽出し、フォルダを開いて、[setup.exe] をダブルクリックします。

c.

[Installation] ページで、[Join an existing HPC cluster by creating a new compute node] を選択
し、[Next] を選択します。

d.

HPC-Head インスタンスの完全修飾名を指定し、デフォルトを選択します。

e.

ウィザードを終了します。

クラスター設定を完了するために、ヘッドノードから、コンピュートノードをクラスターに追加します。

クラスターにコンピュートノードを追加するには
1.

HPC-Head インスタンスに hpc.local\hpcuser として接続します。

2.

[HPC Cluster Manager] を開きます。

3.

[Node Management] を選択します。

4.

[Unapproved] バケット内にコンピュートノードが表示されたら、リストされているノードを右クリッ
クして [Add Node] を選択します。

5.

a.

[Add compute nodes or broker nodes that have already been configured] (すでに構成されている
コンピュートノードまたはブローカーノードを追加する) を選択します。

b.

ノードの横にあるチェックボックスを選択して、[Add] を選択します。

ノードを右クリックして [Bring Online] を選択します。

ステップ 5: HPC コンピュートノードを拡張する (オ
プション)
コンピュートノードをスケーリングするには
1.

HPC-Compute インスタンスに hpc.local\hpcuser として接続します。
889

2.

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
ステップ 5: HPC コンピュート
ノードを拡張する (オプション)
HP Pack インストールパッケージからローカルにダウンロードしたファイルをすべて削除します (す
でにセットアップを実行してイメージ上にこれらのファイルが作成されているため、AMI 用にクロー
ンを保持する必要はありません)。

3.

[C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService] で、[sysprep2008.xml] のファイルを開き
ます。

4.

<settings pass="specialize"> の下部に、次のセクションを追加します。必ず、環境に合わせ
て hpc.local、password、hpcuser を置き換えてください。
<component name="Microsoft-Windows-UnattendedJoin" processorArchitecture="amd64"
publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/
WMIConfig/2002/State"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Identification>
<UnsecureJoin>false</UnsecureJoin>
<Credentials>
<Domain>hpc.local</Domain>
<Password>password</Password>
<Username>hpcuser</Username>
</Credentials>
<JoinDomain>hpc.local</JoinDomain>
</Identification>
</component>

5.

sysprep2008.xml を保存します。

6.

[スタート]、[すべてのプログラム]、[EC2ConfigService Settings] の順に選択します。
a.

7.
8.

[General] タブを選択し、[Set Computer Name] チェックボックスをオフにします。

b. [Bundle] タブを選択し、[Run Sysprep and Shutdown Now] を選択します。
Amazon EC2 コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

9. インスタンスのステータスが [Stopped] になるまで待ちます。
10. インスタンスを選択し、[Actions]、[Image and templates]、[Create image] の順に選択します。
11. イメージ名とイメージの説明を入力し、[Create image] を選択すると、インスタンスから AMI が作成
されます。
12. シャットダウンされた元の [HPC-Compute] インスタンスを開始します。
13. hpc.local\hpcuser アカウントを使ってヘッドノードに接続します。
14. [HPC Cluster Manager] から、エラー状態で表示されるようになった古いノードを削除します。
15. Amazon EC2 コンソールのナビゲーションペインで、[AMI] を選択します。
16. 作成した AMI を使ってクラスターに追加のノードを作成します。
作成した AMI から追加のコンピュートノードを起動できます。これらのノードは自動的にドメインに追
加されますが、クラスターへの追加は手動で行う必要があります。ヘッドノードを使って [HPC Cluster
Manager] から設定済みノードとして追加した後、オンラインにします。
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EC2 フリートとスポットフリート
EC2 フリートまたはスポットフリートを使用して、インスタンスのフリートを起動できます。単一の API
呼び出しでは、フリートは、オンデマンドインスタンス、リザーブドインスタンス、スポットインスタン
スの購入オプションを一緒に使用して、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがって複数のインスタン
スタイプを起動できます。
トピック
• EC2 Fleet (p. 891)
• スポットフリート (p. 954)
• Amazon EventBridge を使用したフリートイベントのモニタリング (p. 1013)
• EC2 フリートとスポットフリートのチュートリアル (p. 1031)
• EC2 フリートとスポットフリートの設定例 (p. 1042)
• フリートのクォータ (p. 1066)

EC2 Fleet
EC2 フリート には、インスタンスのフリート (つまり、グループ) を起動するための設定情報が含まれて
います。単一の API 呼び出しでは、フリートは、オンデマンドインスタンス、リザーブドインスタンス、
スポットインスタンスの購入オプションを一緒に使用して、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっ
て複数のインスタンスタイプを起動できます。EC2 フリート を使用して、以下のことができます。
• オンデマンドとスポットのターゲット容量を別個に定義し、さらに 1 時間あたりの支払い上限料金を定
義する
• アプリケーションに最適なインスタンスタイプを指定する
• 各購入オプション内でフリート容量を Amazon EC2 で分散する方法を指定する
フリートに対する 1 時間あたりの支払い上限容量を設定し、上限料金に達するまで EC2 フリート でイン
スタンスを起動することもできます。支払い上限料金に達すると、ターゲット容量に満たない場合でも、
フリートはインスタンスの起動を停止します。
EC2 フリート は、リクエストで指定したターゲット容量を満たすために必要なインスタンス数の起動を試
みます。1 時間あたりの上限の合計料金を指定すると、支払いの上限料金に達するまで、容量が満たされ
ます。また、スポットインスタンス が中断した場合、フリートはスポットのターゲット容量を維持しよう
とします。詳細については、「スポットインスタンス のしくみ (p. 367)」を参照してください。

EC2 フリート ごとにインスタンスタイプを無制限に指定できます。これらのインスタンスタイプは、オ
ンデマンドおよびスポット購入オプションの両方を使用してプロビジョニングできます。複数のアベイラ
ビリティーゾーンを指定し、インスタンスごとに異なる最大スポット料金を指定し、フリートごとに追加

891

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EC2 フリート の制限事項

のスポットオプションを選択することもできます。Amazon EC2 は、フリートの起動時に指定されたオプ
ションを使用して容量をプロビジョニングします。
フリートの実行中に、価格の値上げまたはインスタンスの障害のために Amazon EC2 が スポットインス
タンス を再利用する場合、EC2 フリート は指定するインスタンスタイプのいずれかで、そのインスタン
スを置き換えようとします。これにより、スポット料金の急激な増加中に容量を再取得することが容易に
なります。フリートごとに、柔軟で順応性に富むリソース戦略を作成できます。例えば、特定のフリート
内で、プライマリ容量に、利用できる場合はより安価なスポット容量をオンデマンドで補足することがで
きます。
リザーブドインスタンス があり、フリートで オンデマンドインスタンス を指定した場合、EC2 フリート
は リザーブドインスタンス を使用します。例えば、フリートがオンデマンドインスタンスを c4.large
として指定し、c4.large のリザーブドインスタンスがある場合、リザーブドインスタンスの価格を受け
取ります。
EC2 フリート は追加料金なしで使用できます。フリートが起動した EC2 インスタンスに対してのみお支
払いいただきます。
コンテンツ
• EC2 フリート の制限事項 (p. 892)
• バーストパフォーマンスインスタンス (p. 892)
• EC2 フリートのリクエストタイプ (p. 893)
• EC2 フリートの設定戦略 (p. 911)
• EC2 フリートの操作 (p. 935)

EC2 フリート の制限事項
以下の制限が EC2 フリート に適用されます。
• EC2 フリートは、Amazon EC2 API、AWS CLI、AWS SDK、およびAWS CloudFormation のみで利用
可能です。
• EC2 フリート リクエストは、AWS リージョンにまたがることはできません。リージョンごとに別個の
EC2 フリート を作成する必要があります。
• EC2 フリート リクエストは、同じアベイラビリティーゾーンから複数の異なるサブネットにまたがるこ
とはできません。

バーストパフォーマンスインスタンス
バーストパフォーマンスインスタンスタイプ (p. 218) を使用して スポットインスタンス を起動し、CPU
クレジットを蓄積するアイドル時間なしでバーストパフォーマンス スポットインスタンス をすぐに短時間
使用する場合は、支払いコストが高くなるのを避けるために、インスタンスを 標準モード (p. 234) で起動
することをお勧めします。バーストパフォーマンス スポットインスタンス を Unlimited モード (p. 226) で
起動し、すぐに CPU をバーストさせると、余分なクレジットがバーストに消費されます。インスタンス
を短時間使用する場合、インスタンスは余分なクレジットに見合うだけの CPU クレジットを蓄積する時
間がないため、インスタンスの終了時に余分なクレジットに対して課金されます。
Unlimited モードがバーストパフォーマンス スポットインスタンス に適しているのは、バースト用の CPU
クレジットが蓄積されるまで、そのインスタンスが十分に長く実行される場合のみです。それ以外の場合
は、余分なクレジットを支払う必要があるため、バーストパフォーマンス スポットインスタンス は他のイ
ンスタンスよりも、使用コストが高くなります。詳細については、「Unlimited モードと固定 CPU を使用
する場合 (p. 228)」を参照してください。
起動クレジットは、インスタンスを構成するために十分なコンピューティングリソースを提供し、T2 イン
スタンスの初期起動を効率的に実現することを意図しています。T2 インスタンスの起動を繰り返して新し
い起動クレジットにアクセスすることは許可されていません。CPU が持続的に必要な場合、(一定期間の
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アイドリングにより) クレジットを獲得して T2 スポットインスタンス の Unlimited モード (p. 226) を使
用するか、専用 CPU を搭載したインスタンスタイプを使用します。

EC2 フリートのリクエストタイプ
EC2 フリート リクエストには、次の 3 つの種類があります。
instant
リクエストタイプを instant として設定すると、EC2 フリートは必要な容量に対して同期ワンタ
イムリクエストを送信します。API レスポンスで、起動したインスタンスとともに起動できなかった
インスタンスのエラーを返します。詳細については、「EC2フリート「インスタント」タイプの使
用 (p. 893)」を参照してください。
request
リクエストタイプを request として設定すると、EC2 フリートは、必要な容量に対して非同期の 1
回限りのリクエストを送信します。それ以降にスポットの中断のためにキャパシティーが減少した場
合、フリートは スポットインスタンス の補充を試みません。また、キャパシティーが利用できない場
合にも代替のスポットキャパシティープールへのリクエストを送信しません。
maintain
(デフォルト) リクエストタイプを maintain として設定すると、EC2 フリートは目的の容量に対して
非同期リクエストを送信し、中断されたスポットインスタンスを自動的に補充することで容量を維持
します。
3 つのタイプすべてのリクエストが、配分戦略の恩恵を受けます。詳細については、「スポットインスタ
ンスの配分戦略 (p. 912)」を参照してください。

EC2フリート「インスタント」タイプの使用
EC2 フリート インスタント タイプは、希望する容量を起動するために 1 回だけ試行する、同期ワンタイ
ムリクエストです。API レスポンスは、起動したインスタンスとともに、起動できなかったインスタンス
のエラーを一覧表で表示します。このガイドで述べている、EC2 フリートの インスタント タイプを使用
することにはいくつかの利点があります。構成例については、ガイドの最後に記載しています。
EC2 インスタンスを起動するために起動専用 API が必要なワークロードの場合は、RunInstances API を
使用できます。ただし、RunInstances では、オンデマンドインスタンスまたはスポットインスタンスのみ
を起動できますが、同じリクエストで両方を起動することはできません。さらに、RunInstances を使用し
てスポットインスタンスを起動する場合、スポットインスタンスリクエストは 1 つのインスタンスタイプ
と 1 つのアベイラビリティーゾーンに制限されます。これは、単一のスポットキャパシティープール（同
じインスタンスタイプとアベイラビリティーゾーンを有する、未使用のインスタンスセット）をターゲッ
トにしています。スポットキャパシティープールに、リクエストに対して十分なスポットインスタンス容
量がない場合、RunInstances 呼び出しは失敗します。
RunInstances を使用してスポットインスタンスを起動する代わりに、CreateFleet API を instant に設定
した type パラメータと使用すると、以下の利点があります。
• オンデマンドインスタンスとスポットインスタンスを 1 回のリクエストで起動します。EC2 フリート
は、オンデマンドインスタンス、スポットインスタンス、またはその両方を起動できます。スポットイ
ンスタンスへのリクエストは、利用可能な容量があり、リクエストで指定した 1 時間あたりの上限料金
がスポット料金を超えている場合に達成されます。
• スポットインスタンスの可用性を向上させます。EC2 フリートタイプ instant を使用してスポットイ
ンスタンスを起動でき、以下のような スポットベストプラクティス という利点があります:
• ベストプラクティス: インスタンスタイプとアベイラビリティーゾーンについて柔軟に対応する。
利点:複数のインスタンスタイプとアベイラビリティーゾーンを指定すると、スポットキャパシティー
プールの数が増加します。これにより、スポットサービスは、希望するスポットコンピューティング
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容量を見つけて割り当てる可能性が高くなります。経験則としては、ワークロードごとに少なくとも
10 種類のインスタンスタイプで柔軟に対応し、すべてのアベイラビリティーゾーンが VPC で使用す
るように設定されていることを確認します。
• スポットベストプラクティス:容量を最適化する配分戦略を使用する。
利点:最も利用性の高いスポットキャパシティプールから、capacity-optimized 配分戦略が自動的
にインスタンスをプロビジョニングします。最適な容量を持つプールからスポットインスタンス容量
が供給されるため、Amazon EC2 が容量を元に戻す必要があるときにスポットインスタンスが中断さ
れます。
• 幅広い機能にアクセスする。起動専用 API が必要なワークロードで、EC2 フリートにインスタン
スのライフサイクルを管理させるのではなく、インスタンスのライフサイクルを管理したい場合
は、RunInstances API の代わりに EC2 フリートタイプ instant を使用します。EC2 フリートは、次
の例で示すように、RunInstances よりも幅広い機能を提供します。その他のすべてのワークロードにつ
いては、Amazon EC2 Auto Scaling を使用する必要があります。これは、ELB ベースのアプリケーショ
ン、コンテナ化されたワークロード、キュー処理ジョブなど、さまざまなワークロードに対してより包
括的な機能セットを提供するからです。
Amazon EC2 Auto Scaling や Amazon EMR などの AWS サービスでは、EC2 フリートの インスタント タ
イプを使用し、EC2 インスタンスを起動します。

EC2 フリートインスタントタイプ の前提条件
EC2 フリートを作成するための前提条件については、「EC2 フリートの前提条件 (p. 937)」を参照して
ください。

瞬時に実行される EC2 フリート機能
EC2 フリートタイプ instant で作業する場合、イベントのシーケンスは以下のようになります。
1. instant のような CreateFleet リクエストタイプを設定してください。詳細については、「EC2 フ
リートの作成 (p. 943)」を参照してください。API コールを行った後は、それを変更することはでき
ません。
2. API コールを行うとき、EC2 フリート は、希望する容量に同期ワンタイムリクエストを配置します。
3. API レスポンスは、起動したインスタンスとともに、起動できなかったインスタンスのエラーを一覧表
で表示します。
4. EC2 フリートの説明、EC2 フリートに関連付けられたインスタンスの一覧表示、EC2 フリートの履歴
の表示を行うことができます。
5. インスタンスが起動したら、フリートリクエストを削除 できます。フリートリクエストを削除するとき
に、関連するインスタンスを終了するか、実行したままにすることもできます。
6. インスタンスはいつでも終了できます。

例
以下の例では、EC2 フリートタイプ instant の使用方法を示します。さまざまなユースケースで使用で
きます。EC2 CreateFleet API パラメータの使用方法の詳細については、Amazon EC2 API リファレンス
内の CreateFleet を参照してください。
例
• 例 1: 容量最適化配分戦略を使用してスポットインスタンスを起動する (p. 895)
• 例 2: 容量最適化割り当て戦略を使用して 1 つのスポットインスタンスを起動する (p. 896)
• 例 3: インスタンスの重み付けを使用して、スポットインスタンスを起動する (p. 897)
• 例 4:1 つのアベイラビリティーゾーン内でスポットインスタンスを起動する (p. 899)
• 例 5: 単一アベイラビリティーゾーン内で単一インスタンスタイプのスポットインスタンスを起動す
る (p. 900)
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• 例 6: 最小ターゲット容量を起動できる場合にのみスポットインスタンスを起動する (p. 901)
• 例 7: 単一のアベイラビリティーゾーンで同じインスタンスタイプで最小ターゲット容量を起動できる
場合にのみスポットインスタンスを起動する (p. 903)
• 例 8: 複数の起動テンプレートを使用したインスタンスの起動 (p. 904)
• 例 9: オンデマンドインスタンスのベースを使用してスポットインスタンスを起動する (p. 906)
• 例 10: キャパシティーの予約および優先順位配分戦略を使用したオンデマンドインスタンスをベース
にして、キャパシティー最適化配分戦略を使用しスポットインスタンスを起動する (p. 907)
• 例 11: 容量最適化優先順位配分戦略を使用してスポットインスタンスを起動する (p. 909)

例 1: 容量最適化配分戦略を使用してスポットインスタンスを起動する
次の例では、EC2 フリートのタイプで必要なパラメータ(起動テンプレート、ターゲット容量、デフォルト
購入オプション、および起動テンプレートオーバーライド) を指定します。instant
• 起動テンプレートは、起動テンプレート名とバージョン番号によって識別されます。
• 12 の起動テンプレートオーバーライドでは、4 つの異なるインスタンスタイプと 3 つの異なるサブネッ
トが指定され、それぞれ別のアベイラビリティーゾーンに配置されます。各インスタンスタイプとサ
ブネットの組み合わせによってスポットキャパシティープールが定義され、12 個のスポットキャパシ
ティープールが作成されます。
• フリートのターゲット容量は 20 インスタンスです。
• デフォルト購入オプションの spot では、フリートは、起動中のインスタンス数の最適な容量のスポッ
トキャパシティプールに 20 個のスポットインスタンスを起動しようとします。

{

"SpotOptions": {
"AllocationStrategy": "capacity-optimized"
},
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification":{
"LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
"Version":"$Latest"
},
"Overrides":[
{
"InstanceType":"c5.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
},
{
"InstanceType":"c5.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
},
{
"InstanceType":"c5.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
},
{
"InstanceType":"c5d.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
},
{
"InstanceType":"c5d.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
},
{
"InstanceType":"c5d.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
},
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}

"InstanceType":"m5.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
"InstanceType":"m5.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
"InstanceType":"m5.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
"InstanceType":"m5d.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
"InstanceType":"m5d.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
"InstanceType":"m5d.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922"

}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 20,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
},
"Type": "instant"

例 2: 容量最適化割り当て戦略を使用して 1 つのスポットインスタンスを起動する
複数の EC2 フリート API コールタイプ instant を行い、TotalTargetCapacity を 1 に設定することで、
一度に 1 つのスポットインスタンスを最適に起動できます。
次の例では、EC2 フリートインスタントタイプで必要なパラメータ (起動テンプレート、ターゲット容
量、デフォルト購入オプション、および起動テンプレートオーバーライド) を指定します。起動テンプ
レートは、起動テンプレート名とバージョン番号によって識別されます。12 の起動テンプレートオーバー
ライドには、4 つの異なるインスタンスタイプと 3 つの異なるサブネットがあり、それぞれ別のアベイラ
ビリティーゾーンにあります。フリートのターゲット容量は 1 インスタンスで、デフォルトの購入オプ
ションはスポットです。これにより、フリートは、容量最適化の割り当て戦略に基づいて 12 のスポット
キャパシティープールのいずれかからスポットインスタンスを起動し、最も利用可能な容量プールからス
ポットインスタンスを起動しようとします。
{

"SpotOptions": {
"AllocationStrategy": "capacity-optimized"
},
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification":{
"LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
"Version":"$Latest"
},
"Overrides":[
{
"InstanceType":"c5.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
},
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}

"InstanceType":"c5.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
"InstanceType":"c5.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
"InstanceType":"c5d.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
"InstanceType":"c5d.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
"InstanceType":"c5d.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
"InstanceType":"m5.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
"InstanceType":"m5.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
"InstanceType":"m5.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
"InstanceType":"m5d.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
"InstanceType":"m5d.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
"InstanceType":"m5d.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922"

}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 1,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
},
"Type": "instant"

例 3: インスタンスの重み付けを使用して、スポットインスタンスを起動する
次の例では、インスタンス分量指定を使っています。これは、料金が 1 インスタンス時間当たりではな
く、1 ユニット時間当たりであることを意味します。各起動設定では、ワークロードのユニットに 15 GB
のメモリと 4 vCPU が必要であると仮定して、インスタンスで実行できるワークロードのユニット数に基
づいて、異なるインスタンスタイプと異なる重みが表示されます。たとえば、m5.xlarge（4 vCPU と 16
GB のメモリ）は 1 つのユニットを実行でき、重み付けは 1、m5.2xlarge（8 vCPU と 32 GB のメモリ）
は 2 ユニットを実行でき、重み付けは 2 というように続きます。総目標容量は 40 ユニットに設定されて
います。デフォルトの購入オプションはスポットで、割り当て戦略は容量最適化です。これにより、40
m5.xlarge（40 を 1 で割ったもの）、20 m5.2xlarge（40 を 2 で割ったもの）、10 m5.4xlarge（40 を 4 で
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割ったもの）、5 m5.8xlarge（40 を 8 で割ったもの）、またはインスタンスタイプの組み合わせのいずれ
かになります。容量を最適化した割り当て戦略に基づきます。
詳細については、「EC2 フリートインスタンスの分量指定 (p. 934)」を参照してください。
{

"SpotOptions":{
"AllocationStrategy":"capacity-optimized"
},
"LaunchTemplateConfigs":[
{
"LaunchTemplateSpecification":{
"LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
"Version":"$Latest"
},
"Overrides":[
{
"InstanceType":"m5.xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380",
"WeightedCapacity":1
},
{
"InstanceType":"m5.xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab",
"WeightedCapacity":1
},
{
"InstanceType":"m5.xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922",
"WeightedCapacity":1
},
{
"InstanceType":"m5.2xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380",
"WeightedCapacity":2
},
{
"InstanceType":"m5.2xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab",
"WeightedCapacity":2
},
{
"InstanceType":"m5.2xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922",
"WeightedCapacity":2
},
{
"InstanceType":"m5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380",
"WeightedCapacity":4
},
{
"InstanceType":"m5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab",
"WeightedCapacity":4
},
{
"InstanceType":"m5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922",
"WeightedCapacity":4
},
{
"InstanceType":"m5.8xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380",
"WeightedCapacity":8
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}

"InstanceType":"m5.8xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab",
"WeightedCapacity":8
"InstanceType":"m5.8xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922",
"WeightedCapacity":8

}
],
"TargetCapacitySpecification":{
"TotalTargetCapacity":40,
"DefaultTargetCapacityType":"spot"
},
"Type":"instant"

例 4:1 つのアベイラビリティーゾーン内でスポットインスタンスを起動する
スポットオプション singleAvailabilityZone を true に設定することで、1 つのアベイラビリティーゾーンで
すべてのインスタンスを起動するようにフリートを設定できます。
12 の起動テンプレートオーバーライドでは、インスタンスタイプとサブネット（それぞれ別々のアベイ
ラビリティーゾーン内）が異なりますが、重み容量は同じです。合計ターゲット容量は 20 インスタンス
で、デフォルトの購入オプションは スポットで、スポット配分戦略は容量最適化です。EC2 フリートは、
起動仕様を使用して最適な容量を持つスポットキャパシティープールから、1 つの AZ で 20 個のスポット
インスタンスをすべて起動します。
{

"SpotOptions": {
"AllocationStrategy": "capacity-optimized",
"SingleAvailabilityZone": true
},
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification":{
"LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
"Version":"$Latest"
},
"Overrides":[
{
"InstanceType":"c5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
},
{
"InstanceType":"c5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
},
{
"InstanceType":"c5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
},
{
"InstanceType":"c5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
},
{
"InstanceType":"c5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
},
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}

"InstanceType":"c5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
"InstanceType":"m5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
"InstanceType":"m5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
"InstanceType":"m5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
"InstanceType":"m5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
"InstanceType":"m5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
"InstanceType":"m5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922"

}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 20,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
},
"Type": "instant"

例 5: 単一アベイラビリティーゾーン内で単一インスタンスタイプのスポットインスタンスを起動
する
SpotOptions singleInstanceType を true、SingleAvailabilityZone を true に設定することで、同じインスタ
ンスタイプのすべてのインスタンスを単一のアベイラビリティーゾーンで起動するようにフリートを設定
できます。
12 の起動テンプレートオーバーライドでは、インスタンスタイプとサブネット（それぞれ別々のアベイ
ラビリティーゾーン内）が異なりますが、重み容量は同じです。合計ターゲット容量は 20 インスタンス
で、デフォルトの購入オプションは spot で、スポット配分戦略は容量最適化です。EC2 フリートは、起
動仕様を使用して最適な容量でスポットインスタンスプールから、同じインスタンスタイプの 20 個のス
ポットインスタンスをすべて単一の AZ で起動します。
{

"SpotOptions": {
"AllocationStrategy": "capacity-optimized",
"SingleInstanceType": true,
"SingleAvailabilityZone": true
},
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification":{
"LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
"Version":"$Latest"
},
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"Overrides":[
{
"InstanceType":"c5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
},
{
"InstanceType":"c5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
},
{
"InstanceType":"c5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
},
{
"InstanceType":"c5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
},
{
"InstanceType":"c5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
},
{
"InstanceType":"c5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
},
{
"InstanceType":"m5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
},
{
"InstanceType":"m5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
},
{
"InstanceType":"m5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
},
{
"InstanceType":"m5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
},
{
"InstanceType":"m5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
},
{
"InstanceType":"m5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
}
]

}

}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 20,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
},
"Type": "instant"

例 6: 最小ターゲット容量を起動できる場合にのみスポットインスタンスを起動する
スポットオプション MinTargetCapacity を一緒に起動する最小ターゲットキャパシティに設定すること
で、最小ターゲットキャパシティを起動できる場合にのみインスタンスを起動するようにフリートを設定
できます。
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12 の起動テンプレートオーバーライドでは、インスタンスタイプとサブネット（それぞれ別々のアベイラ
ビリティーゾーン内）が異なりますが、重み容量は同じです。合計ターゲット容量と最小ターゲット容量
は両方とも 20 インスタンスに設定され、デフォルトの購入オプションはスポット、スポット割り当て戦
略は容量最適化です。EC2 フリートは、起動テンプレートのオーバーライドを使用して、最適な容量でス
ポットキャパシティープールから 20 個のスポットインスタンスを起動します。これは、20 個のインスタ
ンスをすべて同時に起動できる場合のみです。
{

"SpotOptions": {
"AllocationStrategy": "capacity-optimized",
"MinTargetCapacity": 20
},
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification":{
"LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
"Version":"$Latest"
},
"Overrides":[
{
"InstanceType":"c5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
},
{
"InstanceType":"c5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
},
{
"InstanceType":"c5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
},
{
"InstanceType":"c5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
},
{
"InstanceType":"c5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
},
{
"InstanceType":"c5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
},
{
"InstanceType":"m5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
},
{
"InstanceType":"m5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
},
{
"InstanceType":"m5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
},
{
"InstanceType":"m5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
},
{
"InstanceType":"m5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
},
{
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]

}

}

"InstanceType":"m5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922"

}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 20,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
},
"Type": "instant"

例 7: 単一のアベイラビリティーゾーンで同じインスタンスタイプで最小ターゲット容量を起動で
きる場合にのみスポットインスタンスを起動する
スポットオプション MinTargetCapacity を SingleInstanceType および SingleAvailabilityZone オプションと
ともに起動する最小ターゲットキャパシティに設定することで、単一のアベイラビリティーゾーン内の単
一のインスタンスタイプで最小ターゲットキャパシティを起動できる場合にのみ、インスタンスを起動す
るようにフリートを設定できます。
起動テンプレートをオーバーライドする 12 の起動条件は、インスタンスタイプとサブネットが異なりま
すが(それぞれ異なるアベイラビリティーゾーン内で)、加重容量は同じです。合計ターゲット容量と最
小ターゲット容量は両方とも 20 インスタンスに設定され、デフォルトの購入オプションはスポット、ス
ポット割り当て戦略は容量最適化、SingleInstanceType は true、SingleAvailabilityZone は true です。EC2
フリートは、同じインスタンスタイプの 20 個のスポットインスタンスをすべて 1 つの AZ で起動し、起動
条件を使用して最適な容量を持つスポットキャパシティープールから起動します。これは、20 個のインス
タンスをすべて同時に起動できる場合に限ります。
{

"SpotOptions": {
"AllocationStrategy": "capacity-optimized",
"SingleInstanceType": true,
"SingleAvailabilityZone": true,
"MinTargetCapacity": 20
},
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification":{
"LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
"Version":"$Latest"
},
"Overrides":[
{
"InstanceType":"c5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
},
{
"InstanceType":"c5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
},
{
"InstanceType":"c5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
},
{
"InstanceType":"c5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
},
{
"InstanceType":"c5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
},
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},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{

]

}

}

"InstanceType":"c5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
"InstanceType":"m5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
"InstanceType":"m5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
"InstanceType":"m5.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
"InstanceType":"m5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
"InstanceType":"m5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
"InstanceType":"m5d.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922"

}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 20,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
},
"Type": "instant"

例 8: 複数の起動テンプレートを使用したインスタンスの起動
複数の起動テンプレートを指定することで、異なるインスタンスタイプまたはインスタンスタイプの
グループに対して異なる起動条件でインスタンスを起動するようにフリートを設定できます。この例
では、インスタンスタイプごとに異なる EBS ボリュームサイズが必要で、起動テンプレート ec2-fleetlt-4xl、ec2-fleet-lt-9xl、ec2-fleet-lt-18xl で設定されています。
この例では、サイズに基づいて 3 種類のインスタンスタイプに対して 3 種類の起動テンプレートを使用し
ます。すべての起動テンプレートの起動条件オーバーライドでは、インスタンスタイプの vCPUs に基づ
くインスタンスの重みが使用されます。合計ターゲット容量は 144 ユニットで、デフォルトの購入オプ
ションは spot で、スポット配分戦略は容量最適化です。EC2 フリートは、起動テンプレート ec2-fleet-4xl
を使用して 9 c5n.4xlarge (144 を 16 で割った) を起動するか、起動テンプレート ec2-fleet-9xl を使用して
4 c5n.9xlarge (144 を 36 で割った) を起動するか、 または起動テンプレート ec2-fleet-18xl を使用して 2
c5n.18xlarge (144 を 72 で割った) を起動するか、もしくはインスタンスタイプ容量最適化の割り当て戦略
に基づいて重みを追加したインスタンスタイプの混合を使って起動することができます。
{

"SpotOptions": {
"AllocationStrategy": "capacity-optimized"
},
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification":{
"LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt-18xl",
"Version":"$Latest"
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},
{

},
{

}
],

},
"Overrides":[
{
"InstanceType":"c5n.18xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380",
"WeightedCapacity":72
},
{
"InstanceType":"c5n.18xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab",
"WeightedCapacity":72
},
{
"InstanceType":"c5n.18xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922",
"WeightedCapacity":72
}
]
"LaunchTemplateSpecification":{
"LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt-9xl",
"Version":"$Latest"
},
"Overrides":[
{
"InstanceType":"c5n.9xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380",
"WeightedCapacity":36
},
{
"InstanceType":"c5n.9xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab",
"WeightedCapacity":36
},
{
"InstanceType":"c5n.9xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922",
"WeightedCapacity":36
}
]
"LaunchTemplateSpecification":{
"LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt-4xl",
"Version":"$Latest"
},
"Overrides":[
{
"InstanceType":"c5n.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-fae8c380",
"WeightedCapacity":16
},
{
"InstanceType":"c5n.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-e7188bab",
"WeightedCapacity":16
},
{
"InstanceType":"c5n.4xlarge",
"SubnetId":"subnet-49e41922",
"WeightedCapacity":16
}
]
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}

"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 144,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
},
"Type": "instant"

例 9: オンデマンドインスタンスのベースを使用してスポットインスタンスを起動する
次の例では、フリートの合計ターゲット容量を 20 インスタンス、ターゲット容量を 5 オンデマンド
インスタンス として指定します。デフォルト購入オプションはスポットです。フリートは指定された
とおり 5 オンデマンドインスタンス を起動しますが、合計ターゲット容量を満たすために、さらに
15 以上のインスタンスを起動する必要があります。差額の購入オプションは、TotalTargetCapacity OnDemandTargetCapacity = DefaultTargetCapacityType で計算されます。この結果、15 のスポットイン
スタンスを起動するフリートは容量最適化配分戦略に基づいて 12 スポットキャパシティープールのうち
の 1 つを形成します。
{

"SpotOptions": {
"AllocationStrategy": "capacity-optimized"
},
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification":{
"LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
"Version":"$Latest"
},
"Overrides":[
{
"InstanceType":"c5.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
},
{
"InstanceType":"c5.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
},
{
"InstanceType":"c5.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
},
{
"InstanceType":"c5d.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
},
{
"InstanceType":"c5d.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
},
{
"InstanceType":"c5d.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
},
{
"InstanceType":"m5.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
},
{
"InstanceType":"m5.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
},
{
"InstanceType":"m5.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922"
},
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},
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{

]

}

}

"InstanceType":"m5d.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380"
"InstanceType":"m5d.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab"
"InstanceType":"m5d.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922"

}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 20,
"OnDemandTargetCapacity": 5,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
},
"Type": "instant"

例 10: キャパシティーの予約および優先順位配分戦略を使用したオンデマンドインスタンスを
ベースにして、キャパシティー最適化配分戦略を使用しスポットインスタンスを起動する
キャパシティーの予約の使用戦略を use-capacity-reservations-first に設定することで、デフォルトのター
ゲット容量タイプをスポットにしたオンデマンドインスタンス の起動時に、最初にオンデマンドキャパシ
ティー予約 を使用するようにフリートを設定できます。また、複数のインスタンスプールに未使用のキャ
パシティーの予約がある場合、選択したオンデマンド配分戦略が適用されます。この例では、オンデマン
ド配分戦略は優先されています。
この例では、利用可能な未使用の予約予約 が 6 個あります。これは、フリートの目標オンデマンド容量で
ある 10 オンデマンドインスタンス を下回っています。
アカウントには、2 つのプールに 6 個の未使用キャパシティーの予約 があります。各プールのキャパシ
ティーの予約の数は AvailableInstanceCount で示されます。
{

}
{

}

"CapacityReservationId": "cr-111",
"InstanceType": "m5.large",
"InstancePlatform": "Linux/UNIX",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"AvailableInstanceCount": 3,
"InstanceMatchCriteria": "open",
"State": "active"

"CapacityReservationId": "cr-222",
"InstanceType": "c5.large",
"InstancePlatform": "Linux/UNIX",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"AvailableInstanceCount": 3,
"InstanceMatchCriteria": "open",
"State": "active"

以下のフリート設定は、この例に関連する設定のみを示しています。オンデマンド配分戦略は優先的であ
り、キャパシティーの予約の使用戦略予約は use-capacity-reservations-first です。スポット配分戦略を容
量最適化する 合計ターゲット容量は 20 で、オンデマンドターゲット容量は 10 で、デフォルトのターゲッ
ト容量タイプはスポットです。
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{

"SpotOptions": {
"AllocationStrategy": "capacity-optimized"
},
"OnDemandOptions":{
"CapacityReservationOptions": {
"UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
},
"AllocationStrategy":"prioritized"
},
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification":{
"LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
"Version":"$Latest"
},
"Overrides":[
{
"InstanceType":"c5.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380",
"Priority": 1.0
},
{
"InstanceType":"c5.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab",
"Priority": 2.0
},
{
"InstanceType":"c5.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922",
"Priority": 3.0
},
{
"InstanceType":"c5d.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380",
"Priority": 4.0
},
{
"InstanceType":"c5d.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab",
"Priority": 5.0
},
{
"InstanceType":"c5d.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922",
"Priority": 6.0
},
{
"InstanceType":"m5.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380",
"Priority": 7.0
},
{
"InstanceType":"m5.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab",
"Priority": 8.0
},
{
"InstanceType":"m5.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922",
"Priority": 9.0
},
{
"InstanceType":"m5d.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380",
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{

},
{

]

}

}

"Priority": 10.0
"InstanceType":"m5d.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab",
"Priority": 11.0
"InstanceType":"m5d.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922",
"Priority": 12.0

}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 20,
"OnDemandTargetCapacity": 10,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
},
"Type": "instant"

上記の設定を使用してインスタントフリートを作成すると、目標容量を満たすために以下の 20 個のイン
スタンスが起動されます。
• 7 c5.large オンデマンドインスタンス (us-east-1a) – c5.large (us-east-1a) が最初に優先され、利用可能
な未使用 c5.large キャパシティーの予約が 3 つあります。キャパシティーの予約は、3 つの オンデマン
ドインスタンス を起動するために最初に使用され、さらにオンデマンド配分戦略に従って、この例で優
先されている追加の 4 つのオンデマンドインスタンス が起動されます。
• 3 m5.large オンデマンドインスタンス (us-east-1a) – m5.large (us-east-1a) が 2 番目に優先され、利用
可能な未使用 c3.large キャパシティーの予約が 3 つあります。
• 容量最適化割り当て戦略に従って最適な容量を持つ 12 個のスポットキャパシティープールのうちの 1
つからの 10 個のスポットインスタンス。
フリートの起動後、describe-capacity-reservations を実行して、未使用のキャパシティ予約の数を確認で
きます。この例では、以下のレスポンスが表示されます。これは、c5.large および m5.large のすべての
キャパシティーの予約が使用されていることを示しています。
{

}
{

}

"CapacityReservationId": "cr-111",
"InstanceType": "m5.large",
"AvailableInstanceCount": 0

"CapacityReservationId": "cr-222",
"InstanceType": "c5.large",
"AvailableInstanceCount": 0

例 11: 容量最適化優先順位配分戦略を使用してスポットインスタンスを起動する
次の例では、EC2 フリートインスタントタイプで必要なパラメータ (起動テンプレート、ターゲット容
量、デフォルト購入オプション、および起動テンプレートオーバーライド) を指定します。起動テンプ
レートは、起動テンプレート名とバージョン番号によって識別されます。起動テンプレートを上書きする
12 の起動仕様には、優先順位が割り当てられた 4 つの異なるインスタンスタイプと、それぞれ別のアベイ
ラビリティーゾーンに 3 つの異なるサブネットがあります。フリートのターゲット容量は 20 インスタン
スで、デフォルトの購入オプションはスポットです。このため、フリートは、容量最適化優先順位付き割
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り当て戦略に基づいて 12 のスポットキャパシティープールのいずれかから 20 のスポットインスタンスを
起動しようとします。これは、ベストエフォート方式で優先順位を実装します。ですが、最初に容量を最
適化します。
{

"SpotOptions": {
"AllocationStrategy": "capacity-optimized-prioritized"
},
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification":{
"LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
"Version":"$Latest"
},
"Overrides":[
{
"InstanceType":"c5.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380",
"Priority": 1.0
},
{
"InstanceType":"c5.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab",
"Priority": 1.0
},
{
"InstanceType":"c5.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922",
"Priority": 1.0
},
{
"InstanceType":"c5d.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380",
"Priority": 2.0
},
{
"InstanceType":"c5d.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab",
"Priority": 2.0
},
{
"InstanceType":"c5d.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922",
"Priority": 2.0
},
{
"InstanceType":"m5.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380",
"Priority": 3.0
},
{
"InstanceType":"m5.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab",
"Priority": 3.0
},
{
"InstanceType":"m5.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922",
"Priority": 3.0
},
{
"InstanceType":"m5d.large",
"SubnetId":"subnet-fae8c380",
"Priority": 4.0
},
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},
{

]

}

"InstanceType":"m5d.large",
"SubnetId":"subnet-e7188bab",
"Priority": 4.0
"InstanceType":"m5d.large",
"SubnetId":"subnet-49e41922",
"Priority": 4.0

}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 20,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
},
"Type": "instant"

}

EC2 フリートの設定戦略
EC2 フリート は、オンデマンドインスタンス と スポットインスタンス のグループです。
EC2 フリート は、フリートのリクエストで指定したターゲット容量を満たすために必要なインスタンス数
の起動を試みます。フリートは、オンデマンドインスタンス のみ、または スポットインスタンス のみで
構成するか、オンデマンドインスタンス と スポットインスタンス を組み合わせて構成できます。スポッ
トインスタンス へのリクエストは、利用可能な容量があり、リクエストで指定した 1 時間あたりの上限
料金がスポット料金を超えている場合に達成されます。また、スポットインスタンス が中断した場合、フ
リートはターゲット容量を維持しようとします。
フリートに対する 1 時間あたりの支払い上限容量を設定し、上限料金に達するまで EC2 フリート でイン
スタンスを起動することもできます。支払い上限料金に達すると、ターゲット容量に満たない場合でも、
フリートはインスタンスの起動を停止します。
スポットキャパシティプール は、同じインスタンスタイプとアベイラビリティーゾーンを使用する、未
使用の EC2 インスタンスのセットです。EC2 フリート を作成する場合に複数の起動条件を含めることが
でき、これにはインスタンスタイプ、アベイラビリティーゾーン、サブネット、上限価格があります。フ
リートは、リクエストに含まれる起動条件と、そのリクエストの設定に基づいてリクエストを処理するた
めの、スポットキャパシティープールを選択します。スポットインスタンス は選択されたプールから取得
されます。
EC2 フリート では、コアまたはインスタンスの数やメモリの量に基づいてアプリケーションにとって意味
がある大量の EC2 容量をプロビジョニングできます。例えば、EC2 フリート が 200 インスタンス (その
うち 130 が オンデマンドインスタンス で、残りが スポットインスタンス) のターゲット容量を起動する
ように指定できます。
ニーズを満たす EC2 フリート を作成するのに適切な設定戦略を使用してください。
目次
• EC2 フリートの計画 (p. 912)
• スポットインスタンスの配分戦略 (p. 912)
• EC2 フリートの属性ベースのインスタンスタイプの選択 (p. 915)
• オンデマンドバックアップのための EC2 フリートの設定 (p. 929)
• 容量の再調整 (p. 930)
• 上限価格の優先 (p. 933)
• 使用量の管理 (p. 933)
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• EC2 フリートインスタンスの分量指定 (p. 934)

EC2 フリートの計画
EC2 フリートを計画するときは、次の操作を実行することをお勧めします。
• 目的のターゲット容量の同期または非同期のワンタイムリクエストを送信する EC2 フリート と、ター
ゲット容量の継続した維持を行うスポットフリートのどちらを作成するかを決定します。詳細について
は、「EC2 フリートのリクエストタイプ (p. 893)」を参照してください。
• アプリケーションの要件を満たすインスタンスタイプを決定します。
• EC2 フリート に スポットインスタンス を含める予定の場合、フリートを作成する前に「Spot Best
Practices」を確認してください。フリートを計画するときにこれらのベストプラクティスを使用して、
できるだけ低価格でインスタンスをプロビジョニングできるようにします。
• EC2 フリート のターゲット容量を決定します。インスタンスまたはカスタムユニットでターゲット容量
を設定できます。詳細については、「EC2 フリートインスタンスの分量指定 (p. 934)」を参照してく
ださい。
• EC2 フリート のターゲット容量のどの部分がオンデマンド容量およびスポット容量となるかを決定しま
す。オンデマンド容量とスポット容量のいずれか、または両方に対して 0 を指定できます。
• インスタンス分量指定を使用している場合は、ユニット当りの料金を決定します。インスタンス時間当
りの料金の計算は、インスタンス時間当たりの料金をそのインスタンスが表すユニット数 (または分量)
で割って算出します インスタンス分量指定を使用する場合、ユニット当りのデフォルトの料金は 1 イン
スタンス時間当りの料金となります。
• フリートに支払う 1 時間あたりの上限料金を設定します。詳細については、「使用量の管
理 (p. 933)」を参照してください。
• EC2 フリートに対して可能なオプションを確認します。フリートパラメータの詳細については、「AWS
CLI コマンドリファレンス」の「create-fleet」を参照してください。EC2 フリートの設定の例について
は、「EC2 フリートの設定例 (p. 1042)」を参照してください。

スポットインスタンスの配分戦略
起動設定によって、EC2 フリートがスポットインスタンスを起動できるすべてのスポットキャパシティ
プール (インスタンスタイプおよびアベイラビリティーゾーン) が決定されます。ただし、インスタンスを
起動する際、EC2 フリートは指定された配分戦略を使用して、使用可能なすべてのプールから特定のプー
ルを選択します。
次のいずれかの配分戦略を指定できます。
lowest-price
スポットインスタンスは、使用可能な容量を持つ最低価格のプールから取得されます。これはデフォ
ルトの戦略です。
最も安価なプールに使用可能な容量がない場合、スポットインスタンスは使用可能な容量のある 2 番
目に安価なプールから取得されます。
希望する容量を満たす前にプールの容量が不足した場合、EC2 フリートは 2 番目に安価なプールか
ら容量を引き出し、引き続きリクエストを満たします。希望する容量を確実に満たすために、複数の
プールからスポットインスタンスを受け取る場合があります。
diversified
スポットインスタンス は、すべてのスポットキャパシティープールに分散されます。
capacity-optimized
スポットインスタンス は、起動中のインスタンスの数に最適な容量のスポットキャパシティープール
から提供されます。オプションで capacity-optimized-prioritized により、フリート内の各イ
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ンスタンスタイプに優先順位を設定できます。EC2 フリートは最初に容量を最適化しますが、インス
タンスタイプの優先順位をベストエフォートベースで尊重します。
スポットインスタンス では、価格は需要と供給の長期的な傾向に基づいて時間の経過とともに緩やか
に変動しますが、容量はリアルタイムで変動します。capacity-optimized 戦略では、リアルタイ
ムの容量データを調べ、可用性の最も高いプールを予測することで、そのプールから スポットインス
タンス を自動的に起動します。この戦略は、作業の再開とチェックポイントの設定に関連する中断の
コストが高くなる可能性のあるワークロード (ビッグデータと分析、画像とメディアのレンダリング、
機械学習、ハイパフォーマンスコンピューティングなど) に適しています。中断の可能性を低くするこ
とにより、capacity-optimized 戦略ではワークロードの全体的なコストを削減できます。
または、優先パラメータで capacity-optimized-prioritized 配分戦略を使用して、インスタ
ンスタイプを優先順位の高い順から低い順へ指定できます。異なるインスタンスタイプに対し同じ
優先順位を設定できます。EC2 フリートは最初に容量を最適化しますが、インスタンスタイプの優
先順位をベストエフォートベースで決定します（例えば、優先順位を尊重しても、EC2 フリートの
最適な容量をプロビジョニングする能力に大きな影響を与えない場合など）。これは、中断の可能
性を最小限に抑える必要があり、特定のインスタンスタイプを優先することが重要なワークロード
に適したオプションです。優先順位の使用は、フリートが起動テンプレートを使用する場合にのみサ
ポートされます。capacity-optimized-prioritized の優先順位を設定するとき、オンデマンド
AllocationStrategy が prioritized に設定されていると、同じ優先順位がオンデマンドインス
タンスにも適用されますのでご注意ください。
InstancePoolsToUseCount
ターゲットスポット容量を割り当てる先のスポットプールの数。配分戦略が lowest-price に設定
されている場合にのみ有効です。EC2 フリートでは最低価格のスポットプールを選択し、指定した数
のスポットプールにターゲットスポット容量を均等に割り当てます。
EC2 フリートは、指定したプール数内のスポットインスタンスを、ベストエフォート方式で利用しよ
うとすることご注意ください。ターゲット容量を満たす前にプールにスポットキャパシティーの残量
がなくなった場合、EC2 フリートは次の最も安価なプールの容量を利用してリクエストを満たしま
す。ターゲット容量を確実に満たすために、スポットインスタンスが、指定した数を超えるプールか
ら割り当てられることがあります。また、ほとんどのプールにスポット容量がない場合には、指定し
た数より少ないプールからターゲット容量のすべてが割り当てられることがあります。

ターゲット容量を維持する
スポット料金やスポットキャパシティプールで使用可能な容量の変動に伴って スポットインスタンス が
終了すると、maintain 型の EC2 フリート によって代替の スポットインスタンス が起動されます。配
分戦略が lowest-price である場合、スポット群は、スポット料金が現在最低値のプールに代替イン
スタンスを起動します。割り当て戦略が lowest-price と InstancePoolsToUseCount の組み合わ
せである場合、フリートは最低価格のスポット容量プールを選択し、指定した数のスポット容量プール
にわたってスポットインスタンスを起動します。配分戦略が capacity-optimized の場合、フリート
は、利用可能なスポットインスタンス容量が最大のプールで交換インスタンスを起動します。配分戦略が
diversified である場合には、フリートは残りのプールに代替 スポットインスタンス を分散します。

適切な配分戦略の選択
ユースケースに基づいてフリートを最適化できます。
作業の再開とチェックポイント設定に関連する中断に伴うコストが高くなる可能性があるワークロードを
フリートで実行している場合は、capacity-optimized 戦略を使用します。この戦略では中断の可能性
を低くすることにより、ワークロードの全体的なコストを削減できます。中断の可能性を最小限に抑える
必要があると同時に、適切なインスタンスタイプも重要なワークロードには、capacity-optimizedprioritized 戦略を使用します。
フリートが小規模、あるいは実行が短時間で終了する場合、すべてのインスタンスが単一のスポットキャ
パシティープールに置かれていても、スポットインスタンス が中断される可能性は低くなります。これよ
り、lowest-price 戦略は、低コストを提供している期間に条件に合いやすくなります。

913

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EC2 フリートの設定戦略

フリートが大規模、または長期間実行される場合には、diversified 戦略を使用して複数のプールに ス
ポットインスタンス を分散することで、フリートの可用性を改善できます。例えば、EC2 フリート の条
件が 10 プールとして、ターゲット容量が 100 インスタンスとすると、フリートはプールごとに 10 個の
スポットインスタンス を起動します。1 つのプールのスポット料金がこのプールの上限料金を超える場
合、フリートの 10% のみに影響がおよびます。この戦略を使用すると、いずれのプールにおいても経時
的にフリートが受けるスポット料金の上昇の影響を減少させます。diversified 戦略では、EC2 フリー
ト は、オンデマンド価格 以上のスポット料金のいずれのプールにも スポットインスタンス を起動しませ
ん。
安価で分散型のフリートを作成するには、lowest-price 戦略を InstancePoolsToUseCount と組
み合わせて使用します。スポットインスタンス を配分するために、少数または多数のスポットキャパシ
ティープールを選択して使用することができます。たとえば、バッチ処理を実行する場合は、少数のス
ポットキャパシティープール ( など) を指定することをお勧めします。これにより、キューのコンピュー
ティング性能を常に確保しながら、コストを最大限削減できます。InstancePoolsToUseCount=2ウェ
ブサービスを実行する場合は、スポットキャパシティプールが一時的に使用不可になった場合の影響を最
小限に抑えるために、多数のスポットキャパシティプール (InstancePoolsToUseCount=10 など) を指
定することをお勧めします。

コスト最適化のための EC2 フリート の設定
スポットインスタンス の使用コストを最適化するには、lowest-price 配分戦略を指定し、EC2 フリー
ト が現在のスポット料金に基づいてインスタンスタイプおよびアベイラビリティーゾーンの最も安価な組
み合わせを自動的にデプロイするようにします。
オンデマンドインスタンス のターゲット容量では、EC2 フリート は スポットインスタンス の配分戦略
(lowest-price、capacity-optimized、または diversified) を引き続き採用しながら、公開オン
デマンド価格に基づいて最も安いインスタンスタイプを常に選択します。

コスト最適化と分散のための EC2 フリート の設定
安価で分散型のスポットインスタンスのフリートを作成するには、lowest-price 配分戦略を
InstancePoolsToUseCount と組み合わせて使用します。EC2 フリートは、現在のスポット料金に基
づく最も安価なインスタンスタイプとアベイラビリティーゾーンの組み合わせを、指定した数のスポット
キャパシティープールで自動的にデプロイします。この組み合わせを使用することで、最も高価な スポッ
トインスタンス を回避できます。
例えば、ターゲットのキャパシティが 10 のスポットインスタンスで、2 つのスポットキャパシティプール
を (InstancePoolsToUseCount により) 指定した場合、EC2 フリートはスポットキャパシティを満たす
ために最も安価プールを 2 つ利用します。
EC2 フリートは、指定したプール数内のスポットインスタンスを、ベストエフォート方式で利用しよう
とすることご注意ください。ターゲット容量を満たす前にプールにスポットキャパシティーの残量がなく
なった場合、EC2 フリートは次の最も安価なプールの容量を利用してリクエストを満たします。ターゲッ
ト容量を確実に満たすために、スポットインスタンスが、指定した数を超えるプールから割り当てられる
ことがあります。また、ほとんどのプールにスポット容量がない場合には、指定した数より少ないプール
からターゲット容量のすべてが割り当てられることがあります。

容量最適化のための EC2 フリート の設定
最も利用可能なスポットキャパシティプールでスポットインスタンスを起動するには、capacityoptimized 割り当て戦略を使用します。設定の例については、「例 9: 容量最適化フリートでスポットイ
ンスタンスを起動する (p. 1053)」を参照してください。
また、capacity-optimized-prioritized の配分戦略を使用し、インスタンスタイプの順序を優先順
位の高い順にすれば、プールの優先順位を表すことができます。優先順位の使用は、フリートが起動テン
プレートを使用する場合にのみサポートされます。capacity-optimized-prioritized の優先順位を
設定するとき、オンデマンド AllocationStrategy が prioritized に設定されていると、同じ優先順
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位がオンデマンドインスタンスにも適用されるのでご注意ください。設定の例については、「例 10: 優先
順位のある容量最適化フリートでスポットインスタンスを起動する (p. 1053)」を参照してください。

EC2 フリートの属性ベースのインスタンスタイプの選択
EC2 フリートを作成するときは、フリートのオンデマンドインスタンスとスポットインスタンスを設定す
るため、1 つ以上のインスタンスタイプを指定する必要があります。インスタンスタイプを手動で指定す
る代わりに、インスタンスが持つ必要がある属性を指定でき、Amazon EC2 は、それらの属性を持つすべ
てのインスタンスタイプを識別します。これは 属性ベースのインスタンスタイプの選択 と呼ばれます。
例えば、インスタンスに必要な vCPU の最小数および最大数を指定できます。EC2 フリートは、これらの
vCPU 要件を満たす使用可能なインスタンスタイプを使用してインスタンスを起動します。
属性ベースのインスタンスタイプの選択は、コンテナやウェブフリートの実行、ビッグデータの処理、継
続的インテグレーションおよびデプロイ (CI/CD) ツールの実装など、使用するインスタンスタイプについ
て柔軟に使用できるワークロードとフレームワークに最適です。
利点
属性ベースのインスタンスタイプを選択すると、次の利点があります。
• 利用可能なインスタンスタイプの数が多いため、ワークロードに適したインスタンスタイプを見つける
には時間がかかることがあります。インスタンス属性を指定すると、インスタンスタイプにはワーク
ロードに必要な属性が自動的に設定されます。
• EC2 フリートに複数のインスタンスタイプを手動で指定するには、インスタンスタイプごとに個別の起
動テンプレートの上書きを作成する必要があります。ただし、属性ベースのインスタンスタイプを選択
すると、複数のインスタンスタイプを提供するには、起動テンプレートまたは起動テンプレートの上書
きでインスタンス属性を指定するだけで済みます。
• インスタンスタイプではなくインスタンス属性を指定すると、フリートではリリース時に新しい世代の
インスタンスタイプを使用できます。これにより、フリートの設定の将来の対応性も確保されます。
• インスタンスタイプではなくインスタンスアトリビュートを指定すると、EC2 フリートはスポットイン
スタンスを起動する際に幅広いインスタンスタイプから選択することができ、インスタンスタイプの柔
軟性というスポットのベストプラクティス (p. 365) に準拠することができます。
トピック
• 属性ベースのインスタンスタイプ選択の仕組み (p. 915)
• 考慮事項 (p. 917)
• 属性ベースのインスタンスタイプを選択した EC2 フリートを作成する (p. 917)
• 有効な設定と無効な設定の例 (p. 920)
• 指定された属性でインスタンスタイプをプレビューする (p. 926)

属性ベースのインスタンスタイプ選択の仕組み
フリート設定で属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用するには、インスタンスタイプのリストを
インスタンスが必要とするインスタンス属性のリストに置き換えます。EC2 フリートは、指定されたイン
スタンス属性を持つ使用可能なインスタンスタイプでインスタンスを起動します。
トピック
• インスタンス属性のタイプ (p. 916)
• 属性ベースのインスタンスタイプの選択を設定する場所 (p. 916)
• EC2 フリートがフリートをプロビジョニングするときに、属性ベースのインスタンスタイプ選択を使
用する方法 (p. 916)
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• 料金保護 (p. 917)

インスタンス属性のタイプ
コンピューティング要件を表現するために指定できるインスタンス属性はいくつかあります。各属性の説
明およびデフォルト値については、「Amazon EC2 API リファレンス」の「InstanceRequirements」を参
照してください。

属性ベースのインスタンスタイプの選択を設定する場所
コンソールと AWS CLI のどちらを使用するかによって、属性ベースのインスタンスタイプ選択のインス
タンス属性を次のように指定できます。
コンソールでは、次のフリート設定コンポーネントの 1 つまたは両方でインスタンス属性を指定できま
す。
• 起動テンプレートでフリートリクエストの起動テンプレートを参照します
• フリートリクエストで
AWS CLI で、以下のフリート設定コンポーネントのいずれかまたはすべてでインスタンスの属性を指定す
ることができます。
• 起動テンプレートでフリートリクエストの起動テンプレートを参照します
• 起動テンプレートの上書きで
異なる AMI を使用するインスタンスを混在させたい場合は、複数の起動テンプレートの上書きでインス
タンス属性を指定できます。例えば、異なるインスタンスタイプで x86 および ARM ベースのプロセッ
サを使用できます。
• 起動仕様で

EC2 フリートがフリートをプロビジョニングするときに、属性ベースのインスタンスタイプ選択
を使用する方法
EC2 フリートは次の方法でフリートをプロビジョニングします。
• EC2 フリートは、指定された属性を持つインスタンスタイプを識別します。
• EC2 フリートは、料金保護を使用して、除外するインスタンスタイプを決定します。
• EC2 フリートは、インスタンスタイプが一致する AWS リージョンまたはアベイラビリティーゾーンに
基づいて、インスタンスの起動を検討するキャパシティプールを決定します。
• EC2 フリートは、指定された割り当て戦略を適用して、インスタンスを起動するキャパシティプールを
決定します。
属性ベースのインスタンスタイプの選択では、フリートをプロビジョニングするキャパシティプールは
選択されません。これが割り当て戦略のジョブです。指定された属性を持つインスタンスタイプが多数
存在し、一部のインスタンスタイプにはコストがかかる場合があります。スポットとオンデマンドのデ
フォルトの割り当て戦略である lowest-price は、EC2 フリートが最も安価なキャパシティプールか
らインスタンスを起動することを保証します。
割り当て戦略を指定すると、EC2 フリートは指定された割り当て戦略に従ってインスタンスを起動しま
す。
• スポットインスタンスでは、属性ベースのインスタンスタイプ選択により、capacity-optimized
および lowest-price の配分戦略がサポートされます。
• オンデマンドインスタンスでは、属性ベースのインスタンスタイプの選択は、lowest-price 配分戦
略をサポートします。
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• 指定されたインスタンス属性を持つインスタンスタイプの容量がない場合、インスタンスは起動でき
ず、フリートはエラーを返します。

料金保護
料金保護は、EC2 フリートが指定した属性に適合した場合でも、高すぎると考えられるインスタンスタ
イプを使用できないようにする機能です。属性ベースのインスタンスタイプを選択してフリートを作成す
ると、オンデマンドインスタンスとスポットインスタンスには個別のしきい値を使用して、料金保護がデ
フォルトで有効になります。Amazon EC2 が属性を持つインスタンスタイプを選択すると、しきい値を超
える料金が設定されたインスタンスタイプは除外されます。しきい値は、指定した属性を持つ最小コスト
の現行世代 M、C、または R インスタンスタイプを上回る割合 (%) で表され、最大支払い額を示します。
しきい値を指定しない場合、デフォルトで次のしきい値が使用されます。
• オンデマンドインスタンスの場合、料金保護のしきい値は 20% に設定されます。
• スポットインスタンスの場合、料金保護のしきい値は 100% に設定されます。

料金保護のしきい値を指定するには
EC2 フリートを作成するときに、属性ベースのインスタンスタイプを選択するようにフリートを設定して
から、次の手順を実行します。
• オンデマンドインスタンスの料金保護のしきい値を指定するには、JSON 設定ファイルの
InstanceRequirements 構造の OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice で、料金保護
のしきい値をパーセンテージ (%) で入力します。
• スポットインスタンスの料金保護のしきい値を指定するには、JSON 設定ファイルの
InstanceRequirements 構造の SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice で、料金保護のし
きい値をパーセンテージ (%) で入力します。
フリートの作成の詳細については、「属性ベースのインスタンスタイプを選択した EC2 フリートを作成す
る (p. 917)」を参照してください。

Note
EC2 フリートを作成するときに、TargetCapacityUnitType を vcpu または memory-mib に
設定すると、インスタンスごとの料金ではなく、vCPU ごとまたはメモリごとの料金に基づいて
料金保護のしきい値が適用されます。

考慮事項
• EC2 フリートのインスタンスタイプまたはインスタンス属性のいずれかを指定できますが、両方を同時
に指定することはできません。
CLI を使用する場合、起動テンプレートの上書きによって起動テンプレートが上書きされます。例え
ば、起動テンプレートにインスタンスタイプが含まれ、起動テンプレートの上書きにインスタンス属性
が含まれている場合、インスタンス属性によって識別されるインスタンスは、起動テンプレートのイン
スタンスタイプを上書きします。
• CLI を使用していて、インスタンス属性の上書きを指定する場合、重みまたは優先順位も指定できませ
ん。
• リクエスト設定では、最大 4 つの InstanceRequirements 構造を指定できます。

属性ベースのインスタンスタイプを選択した EC2 フリートを作成する
AWS CLI を使用して、属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用するようにフリートを設定できま
す。
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AWS CLI を使用してスポットフリートを作成するには
EC2 フリートを作成するには (AWS CLI)
•

create-fleet (AWS CLI) コマンドを使用して、EC2 フリートを作成します。JSON ファイルでフリート
設定を指定します。

aws ec2 create-fleet \
--region us-east-1 \
--cli-input-json file://file_name.json

次の JSON ファイルには、EC2 フリートを設定するときに指定できるすべてのパラメータが含まれて
います。属性ベースのインスタンスタイプ選択のパラメータは、InstanceRequirements 構造に配
置されています。各属性の説明およびデフォルト値については、「Amazon EC2 API リファレンス」の
「InstanceRequirements」を参照してください。

Note
InstanceRequirements がフリート設定に含まれる場合、InstanceType と
WeightedCapacity は除外しなければならず、インスタンス属性と同時にフリート設定を決定
することはできません。
{

"DryRun": true,
"ClientToken": "",
"SpotOptions": {
"AllocationStrategy": "capacity-optimized",
"MaintenanceStrategies": {
"CapacityRebalance": {
"ReplacementStrategy": "launch"
}
},
"InstanceInterruptionBehavior": "stop",
"InstancePoolsToUseCount": 0,
"SingleInstanceType": true,
"SingleAvailabilityZone": true,
"MinTargetCapacity": 0,
"MaxTotalPrice": ""
},
"OnDemandOptions": {
"AllocationStrategy": "prioritized",
"CapacityReservationOptions": {
"UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
},
"SingleInstanceType": true,
"SingleAvailabilityZone": true,
"MinTargetCapacity": 0,
"MaxTotalPrice": ""
},
"ExcessCapacityTerminationPolicy": "no-termination",
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "",
"LaunchTemplateName": "",
"Version": ""
},
"Overrides": [
{
"InstanceType": "r5ad.large",
"MaxPrice": "",
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"SubnetId": "",
"AvailabilityZone": "",
"WeightedCapacity": 0.0,
"Priority": 0.0,
"Placement": {
"AvailabilityZone": "",
"Affinity": "",
"GroupName": "",
"PartitionNumber": 0,
"HostId": "",
"Tenancy": "host",
"SpreadDomain": "",
"HostResourceGroupArn": ""
},
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"CpuManufacturers": [
"amd"
],
"MemoryGiBPerVCpu": {
"Min": 0.0,
"Max": 0.0
},
"ExcludedInstanceTypes": [
""
],
"InstanceGenerations": [
"previous"
],
"SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
"OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
"BareMetal": "excluded",
"BurstablePerformance": "required",
"RequireHibernateSupport": true,
"NetworkInterfaceCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"LocalStorage": "required",
"LocalStorageTypes": [
"hdd"
],
"TotalLocalStorageGB": {
"Min": 0.0,
"Max": 0.0
},
"BaselineEbsBandwidthMbps": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"AcceleratorTypes": [
"fpga"
],
"AcceleratorCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"AcceleratorManufacturers": [
"xilinx"
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}

}

]

}

}

],
"AcceleratorNames": [
"vu9p"
],
"AcceleratorTotalMemoryMiB": {
"Min": 0,
"Max": 0
}

],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 0,
"OnDemandTargetCapacity": 0,
"SpotTargetCapacity": 0,
"DefaultTargetCapacityType": "spot",
"TargetCapacityUnitType": "vcpu"
},
"TerminateInstancesWithExpiration": true,
"Type": "instant",
"ValidFrom": "1970-01-01T00:00:00",
"ValidUntil": "1970-01-01T00:00:00",
"ReplaceUnhealthyInstances": true,
"TagSpecifications": [
{
"ResourceType": "route-table",
"Tags": [
{
"Key": "",
"Value": ""
}
]
}
],
"Context": ""

有効な設定と無効な設定の例
AWS CLI を使用して EC2 フリートを作成する場合は、フリートの設定が有効であることを確認する必要
があります。次の例は、有効な設定と無効な設定を示しています。
次のものが含まれている場合、設定は無効と見なされます。
• InstanceRequirements および InstanceType を持つ 1 つの Overrides 構造
• 一つは InstanceRequirements、もう一つは InstanceType を持つ 2 つの Overrides 構造
• 同じ LaunchTemplateSpecification 内で属性値が重複している 2 つの InstanceRequirements
構造
設定例
• 有効な設定: 上書きを含む単一の起動テンプレート (p. 921)
• 有効な設定: 複数のインスタンス要件を持つ単一の起動テンプレート (p. 922)
• 有効な設定: 2 つの起動テンプレート、それぞれに上書きがある (p. 922)
• 設定が無効です: Overrides が InstanceRequirements および InstanceType を含んでいる (p. 923)
• 設定が無効です: 2 つの Overrides に InstanceRequirements および InstanceType が含まれてい
る (p. 924)
• 有効な設定: InstanceRequirements のみ指定され、重複する属性値なし (p. 925)
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• 設定が無効です: 重複する属性値 (p. 925)

有効な設定: 上書きを含む単一の起動テンプレート
以下の設定は有効です。これには、1 つの起動テンプレートと、InstanceRequirements 構造を含む 1
つの Overrides が含まれています。以下に、構成例をテキストで説明します。
{

}

"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "My-launch-template",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 2,
"Max": 8
},
"MemoryMib": {
"Min": 0,
"Max": 10240
},
"MemoryGiBPerVCpu": {
"Max": 10000
},
"RequireHibernateSupport": true
}
}
]
}

],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 5000,
"DefaultTargetCapacityType": "spot",
"TargetCapacityUnitType": "vcpu"
}
}

InstanceRequirements
属性ベースのインスタンス選択を使用するには、フリート設定に InstanceRequirements 構造を含め、
フリート内のインスタンスに必要な属性を指定する必要があります。
前の例に、以下のインスタンス属性が指定されています。
• VCpuCount - インスタンスタイプには、2 個以上、最大 8 個の vCPU が必要です。
• MemoryMiB - インスタンスタイプには最大 10,240 MiB のメモリが必要です。最小数が 0 の場合、最小
制限がないことを示します。
• MemoryGiBPerVCpu - インスタンスタイプには、vCPU あたり最大 10,000 GiB のメモリが必要で
す。Min パラメータはオプションです。省略すると、最小制限がないことを示します。
TargetCapacityUnitType
TargetCapacityUnitType パラメータは、ターゲット容量の単位を指定します。この例では、ターゲッ
ト容量は 5000 であり、ターゲット容量ユニットタイプは vcpu で、これを組み合わせて 5,000 vCPU の
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希望するターゲット容量を指定します。EC2 フリートは、フリート内の vCPU の総数が 5,000 vCPU にな
るように、十分なインスタンスを起動します。

有効な設定: 複数のインスタンス要件を持つ単一の起動テンプレート
以下の設定は有効です。これには、1 つの起動テンプレートと、InstanceRequirements 構造を
含む 2 つの Overrides が含まれています。InstanceRequirements で指定された属性は有効で
す。最初の InstanceRequirements 構造が 0～2 vCPU のうち VCpuCount が指定し、2 つ目の
InstanceRequirements 構造では 4～8 vCPU が指定されています。
{

}

}

"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 2
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0
}
}
},
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 4,
"Max": 8
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0
}
}
}
]
}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 1,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
}

有効な設定: 2 つの起動テンプレート、それぞれに上書きがある
以下の設定は有効です。これには 2 つの起動テンプレートが含まれ、各起動テンプレートには 1 つの
InstanceRequirements 構造を含む Overrides 構造が 1 つ含まれています。この設定は、同じフリー
トで arm と x86 のアーキテクチャをサポートする場合に有効です。
{

"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "armLaunchTemplate",
"Version": "1"
},

922

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EC2 フリートの設定戦略

}

}

}

]

"Overrides": [
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 2
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0
}
}
},
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "x86LaunchTemplate",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 2
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0
}
}
}

],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 1,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
}

設定が無効です: Overrides が InstanceRequirements および InstanceType を含んでいる
以下は設定が有効ではありません。Overrides 構造体には InstanceRequirements および
InstanceType が両方含まれています。Overrides では、InstanceRequirements または
InstanceType のどちらかを指定できますが、両方は指定できません。
{

"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 2
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0
}
}
},
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{

}

}

}

]

}

"InstanceType": "m5.large"

],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 1,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
}

設定が無効です: 2 つの Overrides に InstanceRequirements および InstanceType が含ま
れている
以下は設定が有効ではありません。Overrides 構造に InstanceRequirements および
InstanceType が両方含まれています。異なる Overrides 構造にある場合、InstanceRequirements
または InstanceType を指定できますが、両方を指定することはできません。
{

}

}

"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 2
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0
}
}
}
]
},
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "MyOtherLaunchTemplate",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceType": "m5.large"
}
]
}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 1,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
}
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有効な設定: InstanceRequirements のみ指定され、重複する属性値なし
以下の設定は有効です。2 つの LaunchTemplateSpecification 構造が含まれ、各構造にぞれ
ぞれ起動テンプレートと、Overrides 構造を含む InstanceRequirements 構造が含まれていま
す。InstanceRequirements で指定された属性は有効です。最初の InstanceRequirements 構造が
0～2 vCPU のうち VCpuCount が指定し、2 つ目の InstanceRequirements 構造では 4～8 vCPU が指
定されています。
{

}

}

"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 2
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0
}
}
}
]
},
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "MyOtherLaunchTemplate",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 4,
"Max": 8
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0
}
}
}
]
}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 1,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
}

設定が無効です: 重複する属性値
以下は設定が有効ではありません。2 つの InstanceRequirements 構造がそれぞれ "VCpuCount":
{"Min": 0, "Max": 2} を含んでいます。これらの属性の値が重複するため、容量プールが重複しま
す。
{
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}

}

"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 2
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0
}
},
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 2
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0
}
}
}
}
]
}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 1,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
}

指定された属性でインスタンスタイプをプレビューする
get-instance-types-from-instance-requirements AWS CLI コマンドを使用して、指定した属性に一致するイ
ンスタンスタイプをプレビューします。これは、インスタンスを起動せずにリクエスト設定で指定する属
性を調べる場合に特に便利です。このコマンドでは、使用可能な容量は考慮されません。

AWS CLI を使用して属性を指定してインスタンスタイプのリストをプレビューするには
1.

(オプション) 指定可能なすべての属性を生成するには、get-instance-types-from-instancerequirements コマンドと --generate-cli-skeleton パラメータを使用します。オプション
で、input > attributes.json を使用して出力を保存用ファイルに送ることができます。
aws ec2 get-instance-types-from-instance-requirements \
--region us-east-1 \
--generate-cli-skeleton input > attributes.json

正常な出力
{

"DryRun": true,
"ArchitectureTypes": [
"x86_64_mac"
],
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"VirtualizationTypes": [
"paravirtual"
],
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"CpuManufacturers": [
"intel"
],
"MemoryGiBPerVCpu": {
"Min": 0.0,
"Max": 0.0
},
"ExcludedInstanceTypes": [
""
],
"InstanceGenerations": [
"current"
],
"SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
"OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
"BareMetal": "included",
"BurstablePerformance": "excluded",
"RequireHibernateSupport": true,
"NetworkInterfaceCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"LocalStorage": "required",
"LocalStorageTypes": [
"hdd"
],
"TotalLocalStorageGB": {
"Min": 0.0,
"Max": 0.0
},
"BaselineEbsBandwidthMbps": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"AcceleratorTypes": [
"inference"
],
"AcceleratorCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"AcceleratorManufacturers": [
"xilinx"
],
"AcceleratorNames": [
"t4"
],
"AcceleratorTotalMemoryMiB": {
"Min": 0,
"Max": 0
}
},
"MaxResults": 0,
"NextToken": ""

927

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EC2 フリートの設定戦略
}

2.

前のステップの出力を使用して JSON 設定ファイルを作成し、次のように設定します。

Note
ArchitectureTypes、VirtualizationTypes、VCpuCount、および MemoryMiB の値
を指定する必要があります。その他の属性は省略できます。省略すると、デフォルト値が使
用されます。
各属性およびそのデフォルト値の説明については、「Amazon EC2 コマンドラインリファレ
ンス」の「get-instance-types-from-instance-requirements」を参照してください。

3.

a.

ArchitectureTypes に、1 つ以上のタイプのプロセッサアーキテクチャを指定します。

b.

VirtualizationTypes に、1 つまたは複数のタイプの仮想化を指定します。

c.

VCpuCount に、vCPU の最小数と最大数を指定します。最小制限を指定しない場合は、Min
で、0 を指定します。最大制限を指定しない場合は、Max パラメータを省略します。

d.

MemoryMiB に、最小値と最大値を MiB 単位で指定します。最小制限を指定しない場合は、Min
で、0 を指定します。最大制限を指定しない場合は、Max パラメータを省略します。

e.

オプションで、他の属性を 1 つ以上指定して、返されるインスタンスタイプのリストをさらに制
約できます。

JSON ファイルで指定した属性を持つインスタンスタイプをプレビューするには、get-instance-typesfrom-instance-requirements コマンドを入力し、--cli-input-json パラメータを使用して、JSON
ファイルの名前とパスを指定します。オプションで、出力が表形式で表示されるようにフォーマット
できます。
aws ec2 get-instance-types-from-instance-requirements \
--cli-input-json file://attributes.json \
--output table

例: attributes.json ファイル
この例では、JSON ファイルに必須属性が含まれています。それら
は、ArchitectureTypes、VirtualizationTypes、VCpuCount、および MemoryMiB です。さ
らに、オプションで InstanceGenerations 属性も含まれます。MemoryMiB では、Max の値を省
略し、制限がないことを示すことができることを注意してください。
{

}

"ArchitectureTypes": [
"x86_64"
],
"VirtualizationTypes": [
"hvm"
],
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 4,
"Max": 6
},
"MemoryMiB": {
"Min": 2048
},
"InstanceGenerations": [
"current"
]
}
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出力例
-----------------------------------------|GetInstanceTypesFromInstanceRequirements|
+----------------------------------------+
||
InstanceTypes
||
|+--------------------------------------+|
||
InstanceType
||
|+--------------------------------------+|
|| c4.xlarge
||
|| c5.xlarge
||
|| c5a.xlarge
||
|| c5ad.xlarge
||
|| c5d.xlarge
||
|| c5n.xlarge
||
|| d2.xlarge
||
...

4.

ニーズに合ったインスタンスタイプを特定したら、フリートリクエストを設定するときにそれらを使
用できるように、使用したインスタンスの属性をメモしておきます。

オンデマンドバックアップのための EC2 フリートの設定
重大なニュースイベントや試合の開始時にニュースウェブサイトをスケールする必要があるなど、予測で
きない緊急のスケーリングニーズが生じた場合、希望するオプションに十分な容量がないときは、オンデ
マンドインスタンスの代替インスタンスタイプを指定することをお勧めします。たとえば、c5.2xlarge
オンデマンドインスタンス を希望するが使用可能な容量が十分でない場合、ピーク負荷時に c4.2xlarge
インスタンスを使用できます。この場合、EC2 フリート は c5.2xlarge インスタンスを使用してすべて
のターゲット容量を満たそうとしますが、容量が十分でない場合、c4.2xlarge インスタンスを自動的に
起動してターゲット容量を満たします。
トピック
• オンデマンド容量に基づくインスタンスタイプの優先順位付け (p. 929)
• オンデマンドインスタンスのためのキャパシティ予約の使用 (p. 930)

オンデマンド容量に基づくインスタンスタイプの優先順位付け
EC2 フリート でオンデマンド容量を達成する場合、デフォルトで最低価格のインスタンスタイプが最初に
起動されます。AllocationStrategy を prioritized に設定すると、EC2 フリート は優先度に従っ
て、オンデマンド容量を達成するために最初に使用するインスタンスタイプを決定します。優先度は起動
テンプレートの上書きに割り当てられ、最も高い優先度が最初に起動されます。
例: インスタンスタイプの優先付け
例えば、3 つの起動テンプレートの上書きに、それぞれ異なるインスタンスタイプを設定したとします。
インスタンスタイプのオンデマンド料金は、幅があります。以下は、この例で使用しているインスタンス
タイプで、料金の安いものから順に並んでいます。
• m4.large — 最も安い
• m5.large
• m5a.large
優先度を使って順番を決めない場合、フリートは、最も安いインスタンスタイプから始めてオンデマンド
の容量を満たします。
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ただし、最初に使用する m5.large リザーブドインスタンスが未使用である場合、次のように、インスタ
ンスタイプが優先度順に使われるように、起動テンプレートの、上書きの優先度を設定できます。
• m5.large – 優先度 1
• m4.large – 優先度 2
• m5a.large – 優先度 3

オンデマンドインスタンスのためのキャパシティ予約の使用
オンデマンド容量予約を使用すると、特定のアベイラビリティーゾーンで任意の所要時間だけ、オンデマ
ンドインスタンスのコンピューティング性能を予約できます。オンデマンドインスタンスを起動するとき
に、容量予約を最初に使用するように EC2 フリートを設定できます。
容量予約は、open または targeted のいずれかで設定されます。EC2 フリートは、オンデマンドインス
タンスを open または targeted キャパシティ予約で設定できます (次のとおり)：
• キャパシティ予約が open の場合、一致する属性を持つオンデマンドインスタンスは、リザーブドキャ
パシティで自動的に実行されます。
• キャパシティ予約 が targeted の場合、オンデマンドインスタンスはそれがリザーブドキャパシティ
で実行されるように具体的に設定する必要があります。これは、特定のキャパシティ予約を使い切った
り、特定のキャパシティ予約をいつ使用するかを制御する場合に便利です。
また、targeted を使用した場合、EC2 フリートのキャパシティ予約では、ターゲットのオンデマンド
キャパシティを満たすのに十分なキャパシティ予約が必要です。そうしないと、起動に失敗します。起動
が失敗するのを避けるには、targeted キャパシティ予約をリソースグループに加え、リソースグルー
プをターゲットにします。リソースグループは十分なキャパシティ予約を持っている必要はありません。
ターゲットのオンデマンドキャパシティが満たされる前にキャパシティ予約がなくなった場合、フリート
は残りのターゲットキャパシティを通常のオンデマンドキャパシティに起動できます。

EC2 フリートでキャパシティ予約を使用するには
1.

フリートをタイプ instant として設定する: その他のタイプのフリートには、キャパシティーの予約
を使用することはできません。

2.

キャパシティ予約の使用戦略として、use-capacity-reservations-first を設定する。

3.

起動テンプレートで、キャパシティ予約 には、オープン または グループ別のターゲット のいずれか
を選択します。グループ別のターゲット を選択した場合、キャパシティ予約リソースグループ ID を
指定します。

フリートがオンデマンド容量を満たそうとしたときに、複数のインスタンスプールで一致するキャパシ
ティ予約が未使用であることがわかった場合、オンデマンド割り当て戦略に基づいてオンデマンドインス
タンスを起動するプールを決定します (lowest-price または prioritized)。
オンデマンド容量を満たすために、キャパシティーの予約を使用するようフリートを設定する方法の例に
ついては、EC2 フリートの設定例 (p. 1042) (特に例 5 から 7) を参照してください。
キャパシティ予約の設定の詳細については、On-Demand Capacity Reservations (p. 472) と オンデマンド
キャパシティ予約のよくある質問 を参照してください。

容量の再調整
Amazon EC2 が再調整に関する推奨を発して、スポットインスタンスが中断リスクが高まっていること
を通知したとき、代替スポットインスタンスを起動するように EC2 フリートを設定できます。容量の再
調整は、実行中のインスタンスが Amazon EC2 により中断される前に、新しいスポットインスタンスで
フリートを事前に拡張することにより、ワークロードの可用性を維持するのに役立ちます。詳細について
は、「EC2 インスタンスの再調整に関する推奨事項 (p. 399)」を参照してください。
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代替スポットインスタンスを起動するように EC2 フリート を設定するには、フリートの作成 (AWS CLI)
コマンドおよび MaintenanceStrategies 構造内の関連するパラメータを使用します。詳細について
は、「起動設定の例 (p. 1051)」を参照してください。

制約事項
• 容量の再調整は、タイプ maintain のフリートでのみ使用可能です。
• フリートが実行されているときは、容量の再調整設定を変更できません。容量の再調整設定を変更する
には、フリートを削除し、新しいフリートを作成する必要があります。

設定オプション
EC2 フリートの ReplacementStrategy では、次の 2 つの値がサポートされます。
launch-before-terminate
EC2 フリートは、新しい置換スポットインスタンスが起動された後に、再調整通知を受信するスポッ
トインスタンスを終了します。launch-before-terminate を指定する場合は、terminationdelay の値も指定する必要があります。新しい置換インスタンスが起動された後、EC2 フリート
は termination-delay の時間だけ待って、古いインスタンスを終了させます。terminationdelay では、最小値は 120 秒 (2 分)、最大値は 7200 秒 (2 時間) です。
launch-before-terminate は、インスタンスのシャットダウン手順が完了するまでの時間が予測
できる場合にのみ使用することをお勧めします。これにより、シャットダウン手順が完了した後にの
み、古いインスタンスが確実に終了されます。Amazon EC2 は、termination-delay の前に 2 分
間の警告を行い、その後古いインスタンスを中断する可能性があることに注意してください。
また、lowest-price 配分戦略を launch-before-terminate と組み合わせて使用することは、
中断のリスクが高い代替スポットインスタンスを持つことになるため、強く推奨されません。
launch
EC2 フリートは、既存のスポットインスタンスに対して再調整通知が送信されると、代替スポットイ
ンスタンスを起動します。EC2 フリートは、再調整通知を受け取るインスタンスを自動的に終了しま
せん。古いインスタンスを終了することも、実行したままにすることもできます。実行中は、すべて
のインスタンスに対して課金されます。

考慮事項
容量の再調整用に EC2 フリート を設定する場合は、次の点を考慮してください。
リクエストでは可能な限り多くのスポットキャパシティープールを指定する
複数のインスタンスタイプとアベイラビリティーゾーンを使用するように EC2 フリート を設定しま
す。これにより、さまざまなスポットキャパシティープールでスポットインスタンスを起動するため
の柔軟性が得られます。詳細については、「インスタンスタイプとアベイラビリティーゾーンについ
て柔軟に対応する (p. 365)」を参照してください。
代替スポットインスタンスが中断されるリスクの増大を回避する
lowest-price 割り当て戦略を使用している場合、代替スポットインスタンスが中断するリスクが高
くなることがあります。これは、代替スポットインスタンスが起動後すぐに中断される可能性があっ
ても、Amazon EC2 は、その時点で利用可能な容量を持つ最低料金のプールでインスタンスを常に起
動するためです。中断のリスクが高くなるのを避けるため、lowest-price アロケーションストラテ
ジー、代わりに推奨する capacity-optimized または capacity-optimized-prioritized 配
分戦略。これらの戦略により、代替スポットインスタンスが最適なスポットキャパシティプールで起
動されるため、近い将来中断される可能性が低くなります。詳細については、「容量を最適化する配
分戦略を使用する (p. 365)」を参照してください。
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キャパシティーの再調整は、スポットインスタンスの中断率を増加させるものではありません
キャパシティーの再調整を有効にしても、スポットインスタンスの中断率 (p. 403) (Amazon EC2
がキャパシティーを取り戻す必要があるときに再利用されるスポットインスタンスの数) は増加し
ません。ただし、インスタンスに中断のリスクがあることをキャパシティーの再調整が検出した場
合、EC2 フリートは直ちに新しいインスタンスの起動を試みます。その結果、リスクのあるインスタ
ンスが中断された後に EC2 フリートが新しいインスタンスを起動するのを待つ場合よりも多くのイン
スタンスが置き換えられる可能性があります。
キャパシティーの再調整が有効になっているインスタンスをさらに置き換える可能性がありますが、
インスタンスが中断される前にアクションを実行するための時間をより長く確保できるため、事後
対応ではなくプロアクティブに対応できるというメリットがあります。スポットインスタンスの中断
通知 (p. 411)では、通常、インスタンスを正常にシャットダウンするための猶予期間が最大 2 分しか
ありません。キャパシティーの再調整で新しいインスタンスを事前に起動することで、既存のプロセ
スがリスクのあるインスタンスで完了する可能性が高くなり、インスタンスのシャットダウン手順
を開始して、リスクのあるインスタンスで新しい作業がスケジュールされないようにできます。新し
く起動したインスタンスの準備を開始して、アプリケーションを引き継ぐこともできます。キャパシ
ティーの再調整のプロアクティブな置き換えにより、正常な継続性の恩恵を受けることができます。
キャパシティーの再調整を使用するリスクとメリットを示す理論的な例として、次のシナリオを検討
してください。
• 午後 2 時 – インスタンス A の再調整の推奨が受信され、EC2 フリートは直ちに代替インスタンス B
の起動の試行を開始するため、シャットダウン手順を開始する時間を確保できます。*
• 午後 2 時 30 分 – インスタンス B の再調整の推奨が受信され、インスタンス C に置き換えられるた
め、シャットダウン手順を開始する時間を確保できます。*
• 午後 2 時 32 分 – キャパシティーの再調整が有効になっておらず、インスタンス A のスポットイン
スタンスの中断通知が午後 2 時 32 分に受信されていたとすれば、アクションを実行するための猶
予期間は最大でも 2 分だけでしたが、インスタンス A はこの時間まで稼働していたことでしょう。
* launch-before-terminate が指定されている場合、EC2 フリートは、代替インスタンスがオン
ラインになった後、リスクのあるインスタンスを終了します。
EC2 フリート は、満たされた容量がターゲット容量の 2 倍になるまで、新しい代替 スポットインスタン
ス を起動できます
EC2 フリートが容量の再調整用に設定されている場合、フリートは、再調整に関する推奨事項を受け
取るすべてのスポットインスタンスに対して、新しい代替スポットインスタンスを起動しようとしま
す。スポットインスタンスが再調整勧告を受け取った後は、満たされた容量の一部としてカウントさ
れなくなります。交換戦略に応じて、EC2 フリートは事前設定された終了遅延の後にインスタンス
を終了するか、インスタンスを実行のままにします。これにより、インスタンスで 再調整アクショ
ン (p. 400) を実行できるようになります。
フリートがターゲットキャパシティの 2 倍に達すると、代替インスタンス自体が再調整に関する推奨
事項を受け取った場合でも、新しい代替インスタンスの起動を停止します。
例えば、100 個のスポットインスタンスのターゲットキャパシティを持つ EC2 フリートを作成したと
します。すべてのスポットインスタンスは、再調整に関するレコメンデーションを受け取ります。こ
れにより、EC2 フリート は 100 個の代替スポットインスタンスを起動します。これにより、満たさ
れたスポットインスタンスの数が 200 になり、ターゲットキャパシティの 2 倍になります。一部の代
替インスタンスは再調整に関する推奨事項を受け取りますが、フリートがターゲット容量の 2 倍を超
えることができないため、代替インスタンスはそれ以上起動されません。
インスタンスの実行中は、すべてのインスタンスに対して課金されることに注意してください。
再調整に関する推奨事項を受け取るスポットインスタンスを終了するため、EC2 フリートを設定すること
をお勧めします
EC2 フリートに容量の再調整を設定する場合は、インスタンスのシャットダウン手順の完了までの時
間が予測できる場合に限り、適切な終了遅延を持つ launch-before-terminate を選択することを
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お勧めします。これにより、シャットダウン手順が完了した後にのみ、古いインスタンスが確実に終
了されます。
再調整のために推奨されるインスタンスを終了する場合は、フリートのスポットインスタンスが受信
する再調整レコメンデーションシグナルをモニタリングすることをお勧めします。シグナルをモニタ
リングすることで、Amazon EC2 が中断する前に、影響を受けるインスタンスで 再調整のアクショ
ン (p. 400) をすばやく実行し、手動で終了できます。インスタンスを終了しない場合、インスタンス
の実行中、課金が継続します。EC2 フリートは、再調整に関する推奨を受け取るインスタンスを自動
的に終了しません。
Amazon EventBridge またはインスタンスメタデータを使用して通知を設定できます。詳細について
は、「再調整に関する推奨事項シグナルのモニタリング (p. 400)」を参照してください。
EC2 フリート は、スケールインまたはスケールアウト中に満たされた容量を計算する際、再調整に関する
推奨事項を受け取るインスタンスはカウントされない
容量の再調整を行うように EC2 フリート が設定されていて、ターゲット容量をスケールインまたは
スケールアウトするように変更した場合、次のように、フリートは、再調整の対象としてマークされ
たインスタンスを、満たされた容量の一部としてカウントしません。
• – のスケールイン。希望するターゲット容量を減らすと、フリートは目的の容量に達するまで、再
調整の対象としてマークされていないインスタンスを終了します。再調整の対象としてマークされ
たインスタンスは、満たされた容量にはカウントされません。
例えば、EC2 フリートを 100 個のスポットインスタンスのターゲット容量で作成します。10 個の
インスタンスは再調整に関する推奨を受け取るため、フリートは 10 個の新しい代替インスタンス
を起動し、その結果、110 個のインスタンスの容量が満たされます。その後、ターゲット容量を 50
個に減らし (スケールインし) ますが、再調整の対象としてマークされた 10 個のインスタンスはフ
リートによって終了されないため、満たされた容量は実際には 60 インスタンスになります。この
ようなインスタンスは手動で終了する必要があります。または、実行したままにしておくことがで
きます。
• – のスケールアウト。目的のターゲット容量を増やすと、目的の容量に達するまでフリートは新し
いインスタンスを起動します。再調整の対象としてマークされたインスタンスは、満たされた容量
にはカウントされません。
例えば、EC2 フリートを 100 個のスポットインスタンスのターゲット容量で作成します。10 個の
インスタンスは再調整に関する推奨を受け取るため、フリートは 10 個の新しい代替インスタンス
を起動し、その結果、110 個のインスタンスの容量が満たされます。その後、ターゲット容量を
200 個に増やし (スケールアウトし) ますが、再調整の対象としてマークされた 10 個のインスタン
スは、フリートによってターゲット容量の一部としてカウントされないため、実際には 210 個のイ
ンスタンスになります。このようなインスタンスは手動で終了する必要があります。または、実行
したままにしておくことができます。

上限価格の優先
各 EC2 フリート には、グローバルな上限料金を含めるか、デフォルト (オンデマンド価格) を使用できま
す。フリートは、これを起動条件のデフォルト上限料金として使用します。
任意で 1 つまたは複数の起動条件に上限料金を指定することができます。これは、起動条件に指定された
料金です。起動条件に特定の料金が含まれる場合、EC2 フリート は起動条件の上限料金としてこの料金を
使用し、全体の上限料金に優先することになります。特定の上限料金を含まないそのほかの起動条件は、
全体の上限料金を引き続き使用することにご注意ください。

使用量の管理
EC2 フリート は、TotalTargetCapacity パラメータまたは MaxTotalPrice パラメータ (支払い上限
料金) のいずれかに達すると、インスタンスの起動を停止します。フリートに支払う 1 時間あたりの料金
を管理するには、MaxTotalPrice を指定できます。上限の合計料金に達すると、ターゲット容量に満た
ない場合でも、EC2 フリート はインスタンスの起動を停止します。
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以下の例は、2 つの異なるシナリオを示しています。最初の例では、ターゲット容量に達すると、EC2 フ
リート はインスタンスの起動を停止します。2 番目の例では、支払い上限料金 (MaxTotalPrice) に達す
ると、EC2 フリート はインスタンスの起動を停止します。
例: ターゲットキャパシティに達したときにインスタンスの起動を停止する
m4.large オンデマンドインスタンス に対するリクエストの内容が以下のとおりとします。
• オンデマンド料金: 1 時間あたり 0.10 USD
• OnDemandTargetCapacity: 10
• MaxTotalPrice: 1.50 USD
EC2 フリート は 10 オンデマンドインスタンス を起動します。合計料金 1.00 USD (10 インスタンス x
0.10 USD) は オンデマンドインスタンス の MaxTotalPrice (1.50 USD) を超えないためです。
例: 最大の合計料金に達したときにインスタンスの起動を停止する
m4.large オンデマンドインスタンス に対するリクエストの内容が以下のとおりとします。
• オンデマンド料金: 1 時間あたり 0.10 USD
• OnDemandTargetCapacity: 10
• MaxTotalPrice: 0.80 USD
EC2 フリート がオンデマンドターゲット容量 (10 オンデマンドインスタンス) を起動した場合、1 時間あ
たりの合計コストは 1.00 USD になります。これは オンデマンドインスタンス の MaxTotalPrice とし
て指定した料金 (0.80 USD) を超えます。支払い可能な額を超えないように、EC2 フリート は 8 オンデマ
ンドインスタンス (オンデマンドターゲット容量未満) を起動します。これを超えて起動すると、オンデマ
ンドインスタンス の MaxTotalPrice を超えてしまいます。

EC2 フリートインスタンスの分量指定
EC2 フリートを作成する場合、各インスタンスタイプがアプリケーションのパフォーマンスに寄与する容
量単位を定義できます。次に、インスタンスの分量 指定を使用して、起動仕様ごとの上限料金を調整でき
ます。
デフォルトでは、指定する料金は 1 インスタンス時間あたり の料金となります。インスタンスの分量指定
機能を使用すると、指定した料金は ユニット時間ごと の料金となります｡ ユニット時間あたりの使用料金
はインスタンスタイプの料金を対応するユニット数で割って計算できます。EC2 フリートは、ターゲット
容量をインスタンス分量で割ることで、起動するインスタンス数を計算します。その結果が整数でなけれ
ば、フリートはその数を次の整数に切り上げ、これによりフリートのサイズがターゲット容量以上になり
ます。起動されたインスタンスの容量がリクエストされたターゲット容量を超えた場合でも、フリートは
起動仕様で指定したどのプールでも選択できます。
次の表には、10 のターゲット容量の EC2 フリート のユニット当たり入札価格を特定するために計算の例
が含まれています。
インスタン
スタイプ

インスタン
スの分量

ターゲット
容量

起動された
インスタン
スの数

インスタン
ス時間あた
りのスポッ
ト料金

ユニット時間あたりの価格

r3.xlarge

2

10

5

0.05 USD

0.025 USD

(10 ÷ 2)
r3.8xlarge 8

10

2
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インスタン
スタイプ

インスタン
スの分量

ターゲット
容量

起動された
インスタン
スの数
(10 ÷ 8、結
果切り上げ)

インスタン
ス時間あた
りのスポッ
ト料金

ユニット時間あたりの価格

(.10 ÷ 8)

次に示すように、EC2 フリート を使用して、受理時のユニットごとの最低価格のプールに指定するター
ゲット容量をプロビジョニングします。
1.

EC2 フリート のターゲット容量を、インスタンス (デフォルト) あるいは仮想 CPU、メモリ、スト
レージまたはスループットからご希望のユニットで設定します。

2.

ユニットあたりの料金を設定します｡

3.

各起動条件で、インスタンスタイプがターゲット容量に対して必要なユニット数である分量を指定し
ます。

インスタンスの分量指定例
次の設定の EC2 フリート を検討します。
• ターゲット容量 24
• r3.2xlarge のインスタンスタイプの起動条件と分量 6
• c3.xlarge のインスタンスタイプの起動条件と分量 5
分量とは、インスタンスタイプがターゲット容量に対して必要なユニット数を表します。最初の起動条件
がユニットあたりの料金を最低値で提供する場合 (インスタンス時間あたりの r3.2xlarge の料金を 6 で
割ったもの)、EC2 フリート はこれらのインスタンスから 4 つを起動します (24 を 6 で割ったもの)。
2 番目の起動条件がユニットあたりの料金を最低値で提供する場合 (インスタンス時間あたりの
c3.xlarge の料金を 5 で割ったもの)、EC2 フリート はこれらのインスタンスから 5 つを起動します (24
を 5 で割ったもの、結果が切り上げられる)。
インスタンスの分量指定と配分戦略
次の設定の EC2 フリート を検討します。
• ターゲット容量 30 スポットインスタンス
• c3.2xlarge のインスタンスタイプの起動条件と分量 8
• m3.xlarge のインスタンスタイプの起動条件と分量 8
• r3.xlarge のインスタンスタイプの起動条件と分量 8
EC2 フリート は、4 つのインスタンスを起動します (30 を 8 出割ったもの、結果を切り上げ)。lowestprice 戦略では、すべての 4 つのインスタンスはユニットあたりの最低価格を提供するプールから取得さ
れます。diversified 戦略では、フリートは 3 プールごとに 1 つのインスタンスを起動し、そしてこの
3 つのプールのいずれかから取得された 4 つ目のインスタンスがユニットあたりの最低価格を提供するこ
とになります。

EC2 フリートの操作
EC2 フリート を使用開始するには、合計ターゲット容量、オンデマンド容量、スポット容量、インスタン
スの 1 つ以上の起動仕様、希望上限価格などを指定したリクエストを作成します。フリートリクエストに
は、フリートがインスタンスの起動に必要とする情報 (AMI、インスタンスタイプ、サブネットまたはアベ
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イラビリティーゾーン、そして 1 つ以上のセキュリティグループ) を定義する起動テンプレートを含める
必要があります。お客様は、インスタンスタイプ、サブネット、アベイラビリティーゾーン、支払い上限
価格の起動条件オーバーライドを指定でき、各起動条件オーバーライドに加重容量を割り当てることがで
きます。
EC2 フリート は、使用可能な容量があるときは オンデマンドインスタンス を起動し、上限価格がスポッ
ト料金を超えていて容量が利用可能なときは スポットインスタンス を起動します。
フリートに スポットインスタンス が含まれている場合、Amazon EC2 はスポット料金の変更に応じてフ
リートのターゲット容量を維持しようと試みることができます。
タイプ maintain または request の EC2 フリート リクエストは、期限切れになるかお客様によって削
除されるまで、アクティブのままになります。タイプ maintain または request のフリートを削除す
るときは、削除によってそのフリートのインスタンスを終了するかどうかを指定できます。それ以外の場
合、オンデマンドインスタンスは、終了されるまで実行され、スポットインスタンス は中断されるか終了
されるまで実行されます。
目次
• EC2 フリート リクエストの状態 (p. 936)
• EC2 フリートの前提条件 (p. 937)
• EC2 フリート ヘルスチェック (p. 940)
• EC2 フリート JSON 設定ファイルの生成 (p. 940)
• EC2 フリートの作成 (p. 943)
• EC2 フリート のタグ付け (p. 946)
• EC2 フリートを記述する (p. 947)
• EC2 フリート の変更 (p. 949)
• EC2 フリート の削除 (p. 950)

EC2 フリート リクエストの状態
EC2 フリート リクエストは、次に示す状態のいずれかになります。
submitted
EC2 フリート リクエストは評価中です。Amazon EC2 は目標数のインスタンスを起動する準備をし
ています。リクエストには オンデマンドインスタンス または スポットインスタンス、あるいはその
両方を含めることができます。
active
EC2 フリート リクエストは検証済みです。Amazon EC2 は実行中のインスタンスをターゲット数
分、確保しようとしています。リクエストは、変更または削除されるまで、この状態のままになりま
す。
modifying
EC2 フリート リクエストは変更中です。リクエストは、変更が完全に処理されるか、 リクエストが
削除されるまで、この状態のままになります。maintain フリートタイプのみを変更できます。この
状態はその他のリクエストタイプには適用されません。
deleted_running
EC2 フリート リクエストが削除され、追加のインスタンスは起動されません。その既存のインスタ
ンスは、手動で中断または終了されるまで実行され続けます。リクエストは、すべてのインスタン
スが中断されるか終了されるまで、この状態のままになります。EC2 フリートリクエストが削除さ
れた後、タイプ maintain または request の EC2 フリート のみがインスタンスを実行できます。
実行中のインスタンスを持つ削除した instant フリートはサポートされていません。この状態は
instant フリートには適用されません。
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deleted_terminating
EC2 フリートリクエストが削除され、そのインスタンスが終了します。リクエストは、すべてのイン
スタンスが終了されるまで、この状態のままになります。
deleted
EC2 フリートが削除され、実行中のインスタンスはありません。リクエストは、そのインスタンスが
終了されてから 2 日後に削除されます。
次の図は、EC2 フリート リクエストの状態の遷移を示しています。フリートの制限を超えた場合、リクエ
ストはすぐに削除されます。

EC2 フリートの前提条件
EC2 フリートを作成するには、以下の前提条件を設定する必要があります。
• 起動テンプレート (p. 937)
• EC2 フリート用のサービスにリンクされたロール (p. 937)
• 暗号化された AMI および EBS スナップショット用のカスタマーマネージド型キーへのアクセス権限
の付与 (p. 938)
• EC2 フリート IAM ユーザーのアクセス許可 (p. 939)

起動テンプレート
起動テンプレートには、インスタンスタイプ、アベイラビリティーゾーン、支払い上限価格など、起動す
るインスタンスの情報が含まれています。詳細については、「起動テンプレートからのインスタンスの起
動 (p. 534)」を参照してください。

EC2 フリート用のサービスにリンクされたロール
ロールは、インスタンスのリクエスト、起動、終了、タグ付けを行う許可を EC2 フリートに付与しま
す。AWSServiceRoleForEC2FleetAmazon EC2 は、このサービスにリンクされたロールを使用して、
以下のアクションを完了します。
• ec2:RunInstances – インスタンスを起動します。
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• ec2:RequestSpotInstances – スポットインスタンス をリクエストします。
• ec2:TerminateInstances – インスタンスを終了します。
• ec2:DescribeImages – スポットインスタンス の Amazon マシンイメージ (AMI) の説明
• ec2:DescribeInstanceStatus – スポットインスタンス のステータスを表示します。
• ec2:DescribeSubnets – スポットインスタンス のサブネットを表示します。
• ec2:CreateTags – EC2 フリート、インスタンス、ボリュームにタグを追加します。
AWS CLI または API を使用して EC2 フリート を作成する前に、このロールが存在していることを確認し
ます。

Note
instant EC2 フリート に、このロールは必要ありません。
ロールを作成するには、IAM コンソールを次のように使用します。

EC2 フリート の AWSServiceRoleForEC2Fleet ロールを作成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択してから、[Create role] (ロールを作成する) を選択し
ます。

3.
4.

信頼できるエンティティの種類の選択 で、AWS サービス を選択します。
このロールを使用するサービスを選択 で、EC2 -フリート を選択後、[Next: Permissions] (次へ:アクセ
ス許可)、[Next: Tags] (次へ: タグ)、[Next: Review] (次へ: 確認) の順に選択します。

5.

[Review] (確認) ページで、[Create role] (ロールの作成) を選択します。

EC2 フリート を使用する必要がなくなった場合は、AWSServiceRoleForEC2Fleet ロールを削除すること
をお勧めします。このロールがアカウントから削除された後で、別のフリートを作成した場合はロールを
再度作成できます。
詳細については、IAM ユーザーガイド の「サービスにリンクされたロールの使用」を参照してください。

暗号化された AMI および EBS スナップショット用のカスタマーマネージド型
キーへのアクセス権限の付与
暗号化された AMI (p. 176) または 暗号化された Amazon EBS スナップショット (p. 1719) を EC2 フ
リートで指定し、暗号化の AWS KMS キーを使用する場合は、カスタマーマネージドキーを使用し
て、Amazon EC2 がユーザーの代わりにインスタンスを起動する許可を、[AWSServiceRoleForEC2Fleet]
ロールに付与する必要があります。これを行うには、次の手順で示すように、カスタマーマネージド型
キーに許可を追加する必要があります。
アクセス権限を設定するときは、付与がキーポリシーの代わりになります。詳細については、「AWS Key
Management Service デベロッパーガイド」で「許可の使用」と「AWS KMS でのキーポリシーの使用」
を参照してください。

AWSServiceRoleForEC2Fleet ロールにカスタマーマネージド型キーを使用する許可を付与するに
は
•

許可の作成 コマンドを使用して、カスタマーマネージド型キーに許可を付与し、オペレーションを
実行する許可を追加するプリンシパル (AWSServiceRoleForEC2Fleet サービスにリンクされたロー
ル) を指定します。カスタマーマネージド型キーは、key-id パラメーターとカスタマーマネージド
型キーの ARN を指定されます。プリンシパルを指定するには、grantee-principal パラメータと
AWSServiceRoleForEC2Fleet サービスにリンクされたロールの ARN を使用します。
aws kms create-grant \
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--key-id arn:aws:kms:useast-1:444455556666:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--grantee-principal arn:aws:iam::111122223333:role/AWSServiceRoleForEC2Fleet \
--operations "Decrypt" "Encrypt" "GenerateDataKey"
"GenerateDataKeyWithoutPlaintext" "CreateGrant" "DescribeKey" "ReEncryptFrom"
"ReEncryptTo"

EC2 フリート IAM ユーザーのアクセス許可
IAM ユーザーが EC2 フリート を作成または管理する場合、必ず次のようにして必要なアクセス許可を付
与してください。

IAM ユーザーに EC2 フリート のアクセス許可を付与するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。

3.

[ポリシーの作成] を選択します。

4.

[Create policy] (ポリシーの作成) ページで、JSON タブを選択し、テキストを以下に置き換えて
[Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListRoles",
"iam:PassRole",
"iam:ListInstanceProfiles"
],
"Resource":"arn:aws:iam::123456789012:role/DevTeam*"
}
]

ec2:* は、IAM ユーザーにすべての Amazon EC2 API アクションを呼び出すアクセス許可を付与し
ます。特定の Amazon EC2 API アクションに制限するには、代わりにこれらのアクションを指定しま
す。
IAM ユーザーは、既存の IAM ロールを列挙する iam:ListInstanceProfiles アクション、EC2 フ
リート ロールを指定する iam:PassRole アクション、および既存のインスタンスプロファイルを列
挙する iam:ListRoles アクションを呼び出すには、アクセス許可が必要です。
(オプション) IAM ユーザーが IAM コンソールを使用してロールまたはインスタンスプロファイルを作
成できるようにするには、次のアクションをポリシーに追加する必要もあります。
• iam:AddRoleToInstanceProfile
• iam:AttachRolePolicy
• iam:CreateInstanceProfile
• iam:CreateRole
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• iam:GetRole
5.
6.

• iam:ListPolicies
[Review policy] (ポリシーの確認) ページでポリシー名と説明を入力し、[Create policy] (ポリシーの作
成) を選択します。
ナビゲーションペインで [Users] (Users) を選択し、ユーザーを選択します。

7.
8.

[Permissions] (権限) タブで、[Add permissions] (権限を追加する) を選択します。
[Attach existing policies directly] (既存のポリシーを直接添付する) を選択します。以前に作成したポリ
シーを選択し、[Next: Review] (次へ: レビュー) を選択します。

9.

[Add permissions] (権限を追加する) を選択します。

EC2 フリート ヘルスチェック
EC2 フリート は、2 分ごとにフリートのインスタンスのヘルスステータスをチェックします。インスタン
スのヘルスステータスは healthy または unhealthy です。
EC2 フリート は Amazon EC2 によって提供されるステータスチェックを使用して、インスタンスのヘル
スステータスを判断します。インスタンスステータスチェックまたはシステムステータスチェックのい
ずれかのステータスが 3 回の連続したヘルスステータスチェックで impaired の場合、インスタンスは
unhealthy と判断されます。詳細については、「インスタンスのステータスチェック (p. 1086)」を参照
してください。
フリートを設定して、異常のある スポットインスタンス を置き換えることができま
す。ReplaceUnhealthyInstances を true に設定した後、unhealthy として報告されたときにス
ポットインスタンスが置き換えられます。異常のあるスポットインスタンスを置き換えている間、最大数
分間、フリートがターゲット容量を下回る場合があります。

要件
• ヘルスチェックによる置き換えは、タイプ request または instant のフリートではなく、ターゲット
キャパシティを維持している EC2 フリート (タイプ maintain のフリート) でのみサポートされます。
• ヘルスチェックによる置き換えは、スポットインスタンス でのみサポートされます。この機能は オンデ
マンドインスタンス ではサポートされていません。
• 作成時のみ異常なインスタンスを置き換えるよう EC2 フリート を設定できます。
• IAM ユーザーは、ec2:DescribeInstanceStatus アクションを呼び出すアクセス許可を持っている
場合のみ、ヘルスチェックの置換を使用できます。

異常のある スポットインスタンス を置き換えるように EC2 フリート を設定するには
1.
2.

表示されるステップに従って EC2 フリート を作成します。詳細については、「EC2 フリートの作
成 (p. 943)」を参照してください。
異常なスポットインスタンスを置き換えるようにフリートを設定するには、JSON ファイルの
ReplaceUnhealthyInstances に true と入力します。

EC2 フリート JSON 設定ファイルの生成
フリート設定パラメータの詳細なリストを見るには、JSON ファイルを次のように作成できます。各パラ
メータの説明については、AWS CLI コマンドリファレンスの「create-fleet」を参照してください。

コマンドラインを使用して使用可能なすべての EC2 フリートパラメータを含む JSON ファイルを
生成するには
•

create-fleet (AWS CLI) コマンドと --generate-cli-skeleton パラメータを使用して、EC2 フ
リート JSON ファイルを生成し、出力のファイルへの保存を指示します。
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aws ec2 create-fleet \
--generate-cli-skeleton input > ec2createfleet.json

出力例
{

"DryRun": true,
"ClientToken": "",
"SpotOptions": {
"AllocationStrategy": "capacity-optimized",
"MaintenanceStrategies": {
"CapacityRebalance": {
"ReplacementStrategy": "launch"
}
},
"InstanceInterruptionBehavior": "hibernate",
"InstancePoolsToUseCount": 0,
"SingleInstanceType": true,
"SingleAvailabilityZone": true,
"MinTargetCapacity": 0,
"MaxTotalPrice": ""
},
"OnDemandOptions": {
"AllocationStrategy": "prioritized",
"CapacityReservationOptions": {
"UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
},
"SingleInstanceType": true,
"SingleAvailabilityZone": true,
"MinTargetCapacity": 0,
"MaxTotalPrice": ""
},
"ExcessCapacityTerminationPolicy": "termination",
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "",
"LaunchTemplateName": "",
"Version": ""
},
"Overrides": [
{
"InstanceType": "r5.metal",
"MaxPrice": "",
"SubnetId": "",
"AvailabilityZone": "",
"WeightedCapacity": 0.0,
"Priority": 0.0,
"Placement": {
"AvailabilityZone": "",
"Affinity": "",
"GroupName": "",
"PartitionNumber": 0,
"HostId": "",
"Tenancy": "dedicated",
"SpreadDomain": "",
"HostResourceGroupArn": ""
},
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
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}

]

}

}

"MemoryMiB": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"CpuManufacturers": [
"amd"
],
"MemoryGiBPerVCpu": {
"Min": 0.0,
"Max": 0.0
},
"ExcludedInstanceTypes": [
""
],
"InstanceGenerations": [
"previous"
],
"SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
"OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
"BareMetal": "included",
"BurstablePerformance": "required",
"RequireHibernateSupport": true,
"NetworkInterfaceCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"LocalStorage": "excluded",
"LocalStorageTypes": [
"ssd"
],
"TotalLocalStorageGB": {
"Min": 0.0,
"Max": 0.0
},
"BaselineEbsBandwidthMbps": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"AcceleratorTypes": [
"inference"
],
"AcceleratorCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"AcceleratorManufacturers": [
"amd"
],
"AcceleratorNames": [
"a100"
],
"AcceleratorTotalMemoryMiB": {
"Min": 0,
"Max": 0
}

],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 0,
"OnDemandTargetCapacity": 0,
"SpotTargetCapacity": 0,
"DefaultTargetCapacityType": "on-demand",
"TargetCapacityUnitType": "memory-mib"
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}

},
"TerminateInstancesWithExpiration": true,
"Type": "instant",
"ValidFrom": "1970-01-01T00:00:00",
"ValidUntil": "1970-01-01T00:00:00",
"ReplaceUnhealthyInstances": true,
"TagSpecifications": [
{
"ResourceType": "fleet",
"Tags": [
{
"Key": "",
"Value": ""
}
]
}
],
"Context": ""

EC2 フリートの作成
EC2 フリートを作成するには、次のパラメータを指定するだけです。
• LaunchTemplateId または LaunchTemplateName — 使用する起動テンプレートを指定します (イン
スタンスタイプ、アベイラビリティーゾーン、支払い上限価格など、起動するインスタンスのパラメー
タが含まれています)。
• TotalTargetCapacity — フリートの合計ターゲット容量を指定します。
• DefaultTargetCapacityType — デフォルトの購入オプションをオンデマンドにするかスポットにす
るかを指定します。
起動テンプレートをオーバーライドする複数の起動条件を指定できます。起動条件は、インスタンスタイ
プ、アベイラビリティーゾーン、サブネット、上限価格によって異なり、異なる加重容量が含まれている
ことがあります。または、インスタンスが持つ必要がある属性を指定すると、Amazon EC2 はそれらの属
性を持つすべてのインスタンスタイプを識別します。詳細については、「EC2 フリートの属性ベースのイ
ンスタンスタイプの選択 (p. 915)」を参照してください。
パラメータを指定しない場合、フリートはデフォルト値を使用します。
JSON ファイルのフリートパラメータを指定します。詳細については、「EC2 フリート JSON 設定ファイ
ルの生成 (p. 940)」を参照してください。
EC2 フリート の作成に使用できるのは、AWS CLI のみです。

EC2 フリート (AWS CLI) を作成するには
•

create-fleet (AWS CLI) コマンドを使用して EC2 フリートを作成し、フリート設定パラメータを含む
JSON ファイルを指定します。

aws ec2 create-fleet --cli-input-json file://file_name.json

設定ファイルの例については、「EC2 フリートの設定例 (p. 1042)」を参照してください。
タイプ request またはタイプ maintain のフリートの出力例を次に示します。
{
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"FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE"

ターゲット容量を起動したタイプ instant のフリートの出力例を次に示します。
{

}

"FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE",
"Errors": [],
"Instances": [
{
"LaunchTemplateAndOverrides": {
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "lt-01234a567b8910abcEXAMPLE",
"Version": "1"
},
"Overrides": {
"InstanceType": "c5.large",
"AvailabilityZone": "us-east-1a"
}
},
"Lifecycle": "on-demand",
"InstanceIds": [
"i-1234567890abcdef0",
"i-9876543210abcdef9"
],
"InstanceType": "c5.large",
"Platform": null
},
{
"LaunchTemplateAndOverrides": {
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "lt-01234a567b8910abcEXAMPLE",
"Version": "1"
},
"Overrides": {
"InstanceType": "c4.large",
"AvailabilityZone": "us-east-1a"
}
},
"Lifecycle": "on-demand",
"InstanceIds": [
"i-5678901234abcdef0",
"i-5432109876abcdef9"
]
]

ターゲット容量の一部を起動し、起動されなかったインスタンスをエラーとするタイプ instant のフ
リートの出力例を次に示します。
{

"FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE",
"Errors": [
{
"LaunchTemplateAndOverrides": {
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "lt-01234a567b8910abcEXAMPLE",
"Version": "1"
},
"Overrides": {
"InstanceType": "c4.xlarge",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
}
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"Lifecycle": "on-demand",
"ErrorCode": "InsufficientInstanceCapacity",
"ErrorMessage": ""
},

}

],
"Instances": [
{
"LaunchTemplateAndOverrides": {
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "lt-01234a567b8910abcEXAMPLE",
"Version": "1"
},
"Overrides": {
"InstanceType": "c5.large",
"AvailabilityZone": "us-east-1a"
}
},
"Lifecycle": "on-demand",
"InstanceIds": [
"i-1234567890abcdef0",
"i-9876543210abcdef9"
]
]

インスタンスを起動しなかったタイプ instant のフリートの出力例を次に示します。
{

}

"FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE",
"Errors": [
{
"LaunchTemplateAndOverrides": {
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "lt-01234a567b8910abcEXAMPLE",
"Version": "1"
},
"Overrides": {
"InstanceType": "c4.xlarge",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
}
},
"Lifecycle": "on-demand",
"ErrorCode": "InsufficientCapacity",
"ErrorMessage": ""
},
{
"LaunchTemplateAndOverrides": {
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "lt-01234a567b8910abcEXAMPLE",
"Version": "1"
},
"Overrides": {
"InstanceType": "c5.large",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
}
},
"Lifecycle": "on-demand",
"ErrorCode": "InsufficientCapacity",
"ErrorMessage": ""
},
],
"Instances": []
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EC2 フリート のタグ付け
EC2 フリート リクエストを分類および管理しやすくするため、カスタムメタデータでタグ付けすることが
できます。EC2 フリート タグは、作成時または作成後にリクエストに割り当てることができます。
フリートリクエストにタグを付けると、フリートによって起動されるインスタンスとボリュームには自動
的にタグ付けされません。フリートによって起動されるインスタンスとボリュームには、明示的にタグを
付ける必要があります。タグは、フリートリクエストのみに割り当てるか、フリートによって起動された
インスタンスのみに割り当てるか、フリートによって起動されたインスタンスにアタッチされたボリュー
ムのみに割り当てるか、または上記 3 つすべてに割り当てるかを選択できます。

Note
instant フリートタイプでは、 オンデマンドインスタンス および スポットインスタンス にア
タッチされているボリュームにタグ付けできます。request または maintain フリートタイプ
では、オンデマンドインスタンス にアタッチされているボリュームにのみタグ付けできます。
タグの仕組みの詳細については、「Amazon EC2 リソースのタグ付け (p. 1874)」を参照してください。
前提条件
リソースにタグ付けするアクセス許可を IAM ユーザーに付与します。詳細については、「例: リソースの
タグ付け (p. 1424)」を参照してください。
リソースにタグ付けするアクセス許可を IAM ユーザーに付与するには
以下を含む IAM ポリシーを作成します。
• ec2:CreateTags アクション。これにより、タグを作成するアクセス許可が IAM ユーザーに付与され
ます。
• ec2:CreateFleet アクション。これにより、EC2 フリート リクエストを作成するアクセス許可が
IAM ユーザーに付与されます。
• Resource に対しては、"*" を指定することをお勧めします。これにより、ユーザーはすべてのリソー
スタイプにタグ付けできます。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "TagEC2FleetRequest",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags",
"ec2:CreateFleet"
],
"Resource": "*"

Important
現在、create-fleet リソースに対するリソースレベルのアクセス許可はサポートされていませ
ん。リソースとして create-fleet を指定した場合、フリートにタグ付けしようとすると、不
正な例外が発生します。以下の例は、ポリシーを設定 しない 方法を示しています。
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags",
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}

"ec2:CreateFleet"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:create-fleet/*"

新しい EC2 フリート リクエストにタグ付けするには
作成時に EC2 フリート リクエストをタグ付けするには、フリートを作成するために使用した JSON ファ
イル (p. 940) でキーと値のペアを指定します。ResourceType の値は fleet にする必要があります。
別の値で指定すると、フリートリクエストは失敗します。
EC2 フリート によって起動されたインスタンスおよびボリュームにタグ付けするには
フリートが起動したインスタンスおよびボリュームにタグ付けするには、EC2 フリート リクエストで参照
される 起動テンプレート (p. 536) でタグを指定します。

Note
request または maintain フリートタイプによって起動される スポットインスタンス にアタッ
チされたボリュームにタグを付けることはできません。
既存の EC2 フリート リクエスト、インスタンス、ボリュームにタグを付けるには (AWS CLI)
create-tags コマンドを使用して、既存のリソースにタグを付けます。
aws ec2 create-tags \
--resources fleet-12a34b55-67cd-8ef9ba9b-9208dEXAMPLE i-1234567890abcdef0 vol-1234567890EXAMPLE \
--tags Key=purpose,Value=test

EC2 フリートを記述する
EC2 フリートの設定、EC2 フリートのインスタンス、EC2 フリートのイベント履歴を記述できます。
EC2 フリートを記述するには (AWS CLI)
EC2 フリート の詳細を表示するには、describe-fleets コマンドを使用します。
aws ec2 describe-fleets

Important
フリートがタイプ instant の場合は、フリート ID を指定する必要があります。指定しない場
合、レスポンスに表示されません。--fleet-ids を次のように含めます。
aws ec2 describe-fleets --fleet-ids fleet-8a22eee4-f489-ab02-06b8-832a7EXAMPLE

出力例
{

"Fleets": [
{
"ActivityStatus": "fulfilled",
"CreateTime": "2022-02-09T03:35:52+00:00",
"FleetId": "fleet-364457cd-3a7a-4ed9-83d0-7b63e51bb1b7",
"FleetState": "active",
"ExcessCapacityTerminationPolicy": "termination",
"FulfilledCapacity": 2.0,
"FulfilledOnDemandCapacity": 0.0,

947

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EC2 フリートの操作

}

]

}

"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "$Latest"
}
}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 2,
"OnDemandTargetCapacity": 0,
"SpotTargetCapacity": 2,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
},
"TerminateInstancesWithExpiration": false,
"Type": "maintain",
"ReplaceUnhealthyInstances": false,
"SpotOptions": {
"AllocationStrategy": "capacity-optimized",
"InstanceInterruptionBehavior": "terminate"
},
"OnDemandOptions": {
"AllocationStrategy": "lowestPrice"
}

指定した EC2 フリート のインスタンスの詳細を表示するには、describe-fleet-instances コマンドを使用し
ます。実行中のインスタンスの返されるリストは定期的に更新されますが、古い可能性もあります。
aws ec2 describe-fleet-instances

--fleet-id fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE

出力例
{

}

"ActiveInstances": [
{
"InstanceId": "i-09cd595998cb3765e",
"InstanceHealth": "healthy",
"InstanceType": "m4.large",
"SpotInstanceRequestId": "sir-86k84j6p"
},
{
"InstanceId": "i-09cf95167ca219f17",
"InstanceHealth": "healthy",
"InstanceType": "m4.large",
"SpotInstanceRequestId": "sir-dvxi7fsm"
}
],
"FleetId": "fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE"

指定した EC2 フリート の指定期間の履歴を表示するには、describe-fleet-history コマンドを使用します。
aws ec2 describe-fleet-history --fleet-id fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -start-time 2018-04-10T00:00:00Z

出力例
{
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}

"HistoryRecords": [
{
"EventInformation": {
"EventSubType": "submitted"
},
"EventType": "fleetRequestChange",
"Timestamp": "2020-09-01T18:26:05.000Z"
},
{
"EventInformation": {
"EventSubType": "active"
},
"EventType": "fleetRequestChange",
"Timestamp": "2020-09-01T18:26:15.000Z"
},
{
"EventInformation": {
"EventDescription": "t2.small, ami-07c8bc5c1ce9598c3, ...",
"EventSubType": "progress"
},
"EventType": "fleetRequestChange",
"Timestamp": "2020-09-01T18:26:17.000Z"
},
{
"EventInformation": {
"EventDescription": "{\"instanceType\":\"t2.small\", ...}",
"EventSubType": "launched",
"InstanceId": "i-083a1c446e66085d2"
},
"EventType": "instanceChange",
"Timestamp": "2020-09-01T18:26:17.000Z"
},
{
"EventInformation": {
"EventDescription": "{\"instanceType\":\"t2.small\", ...}",
"EventSubType": "launched",
"InstanceId": "i-090db02406cc3c2d6"
},
"EventType": "instanceChange",
"Timestamp": "2020-09-01T18:26:17.000Z"
}
],
"FleetId": "fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
"LastEvaluatedTime": "1970-01-01T00:00:00.000Z",
"StartTime": "2018-04-09T23:53:20.000Z"

EC2 フリート の変更
状態が submitted または active の EC2 フリート を変更することができます。フリートを変更する
と、そのフリートは modifying 状態に移行します。
変更できるのは、maintain タイプの EC2 フリート だけです。request または instant タイプの EC2
フリート は変更できません。
EC2 フリート の以下のパラメータを変更できます。
• target-capacity-specification – TotalTargetCapacity、OnDemandTargetCapacity、お
よび SpotTargetCapacity のターゲット容量を増やすか減らします。
• excess-capacity-termination-policy – EC2 フリート の合計ターゲット容量がフリートの現
在のサイズより小さくなった場合、実行中のインスタンスが終了されるかどうか。有効な値は、noterminationおよび termination です。
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ターゲット容量を増やすと、EC2 フリート は DefaultTargetCapacityType で指定されたインスタン
ス購入オプション (オンデマンドインスタンス または スポットインスタンス) に従って追加のインスタン
スを起動します。
DefaultTargetCapacityType が spot の場合、EC2 フリート はその配分戦略に従って追加の スポッ
トインスタンス を起動します。配分戦略が lowest-price の場合、フリートは、リクエスト内にある最
低価格のスポットキャパシティプールからインスタンスを起動します。配分戦略が diversified の場
合、フリートは、リクエストのプールにインスタンスを分散します。
ターゲット容量を減らす場合、EC2 フリート は新しいターゲット容量を超えるすべてのオープンリクエス
トをキャンセルします。フリートのサイズが新しいターゲット容量に達するとフリートのスポットインス
タンスが終了されるようにリクエストできます。配分戦略が lowest-price である場合は、フリートの
最低単価のインスタンスが終了されます。配分戦略が diversified である場合は、フリートのプール全
体でインスタンスが終了されます。あるいは、EC2 フリート の現在のサイズを保持するようにリクエスト
することもできますが、中断された スポットインスタンス や手動終了されたインスタンスへの置き換えは
できません。
ターゲット容量が減ったために EC2 フリートがスポットインスタンスを終了する場合、インスタンスはス
ポットインスタンスの中断通知を受け取ります。
EC2 フリートを変更するには (AWS CLI)
modify-fleet コマンドを使用して、指定された EC2 フリート のターゲット容量を更新します。
aws ec2 modify-fleet \
--fleet-id fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
--target-capacity-specification TotalTargetCapacity=20

ターゲット容量を小さくしてもフリートの現在のサイズを保持する場合は、前のコマンドを以下のように
変更できます。
aws ec2 modify-fleet \
--fleet-id fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
--target-capacity-specification TotalTargetCapacity=10 \
--excess-capacity-termination-policy no-termination

EC2 フリート の削除
EC2 フリート が不要になった場合には、それを削除することができます。フリートを削除すると、新しい
インスタンスは起動されません。
EC2 フリート を削除するときは、そのインスタンスも終了させるかどうかを指定する必要が
あります。フリートを削除するときにインスタンスを終了する必要があることを指定した場
合、deleted_terminating 状態へ移行します。それ以外の場合は deleted_running 状態になり、イ
ンスタンスは中断または手動終了されるまで、引き続き実行されます。

制限事項
• 1 回のリクエストで最大 25 個の instant フリートを削除できます。この数を超えると、instant フ
リートは削除されず、エラーが返されます。タイプ maintain または request のフリートについて
は、1 回のリクエストで削除できるフリートの数に制限はありません。
• instant フリートを削除するのに、1 回のリクエストで最大 1000 インスタンスを終了できます。
EC2 フリート を削除してインスタンスを終了するには (AWS CLI)
delete-fleets コマンドと --terminate-instances パラメータを使用し、指定された EC2 フリート を
削除してインスタンスを終了します。
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aws ec2 delete-fleets \
--fleet-ids fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
--terminate-instances

出力例を次に示します。
{

}

"UnsuccessfulFleetDeletions": [],
"SuccessfulFleetDeletions": [
{
"CurrentFleetState": "deleted_terminating",
"PreviousFleetState": "active",
"FleetId": "fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE"
}
]

インスタンスを終了せずに EC2 フリート を削除するには (AWS CLI)
--no-terminate-instances パラメータを使用して前のコマンドを変更することで、インスタンスを
終了せずに、指定された EC2 フリート を削除できます。

Note
--no-terminate-instances は instant フリートではサポートされていません。
aws ec2 delete-fleets \
--fleet-ids fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
--no-terminate-instances

出力例を次に示します。
{

}

"UnsuccessfulFleetDeletions": [],
"SuccessfulFleetDeletions": [
{
"CurrentFleetState": "deleted_running",
"PreviousFleetState": "active",
"FleetId": "fleet-4b8aaae8-dfb5-436d-a4c6-3dafa4c6b7dcEXAMPLE"
}
]

フリートの削除に失敗した場合のトラブルシューティング
EC2 フリート の削除に失敗すると、出力中の UnsuccessfulFleetDeletions は EC2 フリート の
ID、エラーコード、エラーメッセージを返します。
エラーコードは次のとおりです。
• ExceededInstantFleetNumForDeletion
• fleetIdDoesNotExist
• fleetIdMalformed
• fleetNotInDeletableState
• NoTerminateInstancesNotSupported
• UnauthorizedOperation
• unexpectedError
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ExceededInstantFleetNumForDeletion のトラブルシューティング
1 回のリクエストで 25 個 を超える instant フリートを削除しようとする
と、ExceededInstantFleetNumForDeletion エラーが返されます。このエラーの出力例を次に示し
ます。
{

"UnsuccessfulFleetDeletions": [
{
"FleetId": " fleet-5d130460-0c26-bfd9-2c32-0100a098f625",
"Error": {
"Message": "Can’t delete more than 25 instant fleets in a single
request.",
"Code": "ExceededInstantFleetNumForDeletion"
}
},
{
"FleetId": "fleet-9a941b23-0286-5bf4-2430-03a029a07e31",
"Error": {
"Message": "Can’t delete more than 25 instant fleets in a single
request.",
"Code": "ExceededInstantFleetNumForDeletion"
}
}
.
.
.
],
"SuccessfulFleetDeletions": []

}

NoTerminateInstancesNotSupported のトラブルシューティング
フリートを削除するときに instant フリート内のインスタンスを終了しないように指定した場
合、NoTerminateInstancesNotSupported エラーが返されます。--no-terminate-instances は
instant フリートではサポートされていません。このエラーの出力例を次に示します。
{

"UnsuccessfulFleetDeletions": [
{
"FleetId": "fleet-5d130460-0c26-bfd9-2c32-0100a098f625",
"Error": {
"Message": "NoTerminateInstances option is not supported for
instant fleet",
"Code": "NoTerminateInstancesNotSupported"
}
}
],
"SuccessfulFleetDeletions": []

UnauthorizedOperation のトラブルシューティング
インスタンスを終了するアクセス許可がない場合、インスタンスを終了する必要があるフリートを削除す
るときに UnauthorizedOperation エラーが発生します。以下はエラーレスポンスです。

<Response><Errors><Error><Code>UnauthorizedOperation</Code><Message>You are not authorized
to perform this
operation. Encoded authorization failure message: VvuncIxj7Z_CPGNYXWqnuFVYjByeAU66Q9752NtQ-I3-qnDLWs6JLFd
KnSMMiq5s6cGqjjPtEDpsnGHzzyHasFHOaRYJpaDVravoW25azn6KNkUQQlFwhJyujt2dtNCdduJfrqcFYAjlEiRMkfDHt7N63SKlwe
BHturzDK6A560Y2nDSUiMmAB1y9UNtqaZJ9SNe5sNxKMqZaqKtjRbk02RZu5V2vn9VMk6fm2aMVHbY9JhLvGypLcMUjtJ76H9ytg2zR
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VPiU5v2sUgZ7h0p2yth6ysUdhlONg6dBYu8_y_HtEI54invCj4CoK0qawqzMNe6rcmCQHvtCxtXsbkgyaEbcwmrm2m01EMhekLFZeJLr
DtYOpYcEl4_nWFX1wtQDCnNNCmxnJZAoJvb3VMDYpDTsxjQv1PxODZuqWHs23YXWVywzgnLtHeRf2o4lUhGBw17mXsS07k7XAfdPMP_
PT9vrHtQiILor5VVTsjSPWg7edj__1rsnXhwPSu8gI48ZLRGrPQqFq0RmKO_QIE8N8s6NWzCK4yoX-9gDcheurOGpkprPIC9YPGMLK9
</Message></Error></Errors><RequestID>89b1215c-7814-40ae-a8db-41761f43f2b0</RequestID></
Response>

エラーを解決するには、次の例に示すように、ec2:TerminateInstances アクションを IAM ポリシー
に追加する必要があります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DeleteFleetsAndTerminateInstances",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DeleteFleets"
"ec2:TerminateInstances"
],
"Resource": "*"
}
]
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スポットフリート
スポットフリートは、スポットインスタンスのセットであり、オプションで、指定した条件に基づいて起
動されるオンデマンドインスタンスでもあります。スポットフリートは、ニーズに合うスポットキャパシ
ティープールを選択して、フリートのターゲット容量を満たすまでスポットインスタンスを起動します。
デフォルトでは、スポットフリート は、フリートの スポットインスタンス が削除された後に代替インス
タンスを作成することによってターゲット容量が 維持 されるように設定されています。インスタンスの終
了後に保持されないワンタイム リクエスト としてスポットフリートを送信できます。オンデマンドインス
タンスリクエストをスポットフリートリクエストに含めることができます。
トピック
• スポットフリートのリクエストタイプ (p. 954)
• スポットフリートの設定戦略 (p. 954)
• スポットフリートの操作 (p. 982)
• スポットフリートの CloudWatch メトリクス (p. 1004)
• スポットフリートの自動スケーリング (p. 1007)

スポットフリートのリクエストタイプ
スポットフリートリクエストには2 つのタイプがあります。
request
リクエストタイプを request として設定した場合、スポットフリートは希望する容量に非同期ワン
タイムリクエストを配置します。それ以降にスポットの中断のためにキャパシティーが減少した場
合、フリートは スポットインスタンス の補充を試みません。また、キャパシティーが利用できない場
合にも代替のスポットキャパシティープールへのリクエストを送信しません。
maintain
(デフォルト) リクエストタイプを maintain として設定した場合、スポットフリートは希望する容量
に非同期リクエストを配置し、中断された スポットインスタンス を自動的に補充して、容量を維持し
ます。
Amazon EC2 コンソールでリクエストのタイプを指定するには、スポットフリートリクエストを作成する
ときに次の操作を行います。
• タイプ request のスポットフリートを作成するには [Maintain target capacity] (ターゲット容量を維持
する) チェックボックスをクリアにします。
• タイプ maintain のスポットフリートを作成するには [Maintain target capacity] (ターゲット容量を維持
する) チェックボックスを選択します。
詳細については、「定義済みパラメータを使用してスポットフリートリクエストを作成する (コンソー
ル) (p. 991)」を参照してください。
どちらのリクエストタイプも分散戦略の恩恵を受けます。詳細については、「スポットインスタンスの配
分戦略 (p. 956)」を参照してください。

スポットフリートの設定戦略
スポットフリート は、スポットインスタンスのコレクションまたはフリートであり、オプションで、オン
デマンドインスタンスでもあります。
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スポットフリートは、スポットフリートリクエストで指定したターゲット容量を満たすため、スポットイ
ンスタンスとオンデマンドインスタンスの数を起動しようとします。スポットインスタンス へのリクエス
トは、利用可能な容量があり、リクエストで指定した上限料金がスポット料金を超えている場合に達成さ
れます。スポットインスタンス が中断した場合、スポットフリートはターゲット容量フリートを維持しよ
うともします。
フリートに支払う 1 時間あたりの支払い上限額を設定し、上限額に達するまで スポットフリートでインス
タンスを起動することもできます。支払い上限料金に達すると、ターゲット容量に満たない場合でも、フ
リートはインスタンスの起動を停止します。
[Spot capacity pool] (スポットキャパシティプール) は、同様のインスタンスタイプ (m5.large など)、オ
ペレーティングシステム、アベイラビリティーゾーン、ネットワークプラットフォームの一連の使われて
いない EC2 インスタンスです。スポットフリートのリクエストを行う場合、複数の起動条件を含めるこ
とができ、これにはインスタンスタイプ、AMI、アベイラビリティーゾーン、またはサブネットがありま
す。スポットフリートは、スポットフリートリクエストに含まれる起動条件と、そのスポットフリートリ
クエストの設定に基づいてリクエストを満たすために使用されるスポットキャパシティープールを選択し
ます。スポットインスタンスは選択されたプールから取得されます。
目次
• スポットフリートリクエストの計画 (p. 955)
• スポットインスタンスの配分戦略 (p. 956)
• スポットフリートの属性ベースのインスタンスタイプの選択 (p. 958)
• スポットフリートでのオンデマンド (p. 976)
• キャパシティーの再調整 (p. 977)
• スポット料金の優先 (p. 980)
• 使用量の管理 (p. 980)
• スポットフリートインスタンスの分量指定 (p. 980)

スポットフリートリクエストの計画
スポットフリートリクエストを作成する前に、「スポットのベストプラクティス」を確認してください。
スポットフリートリクエストを計画するときにこれらのベストプラクティスを使用して、できるだけ低価
格で希望するインスタンスのタイプをプロビジョニングできます。また、次のことをお勧めします。
• 希望するターゲット容量のワンタイムリクエストを送信するスポットフリート、またはターゲット容量
の継続した維持を行うスポットフリートのどちらを作成するか決定します。
• アプリケーションの要件を満たすインスタンスタイプを決定します。
• スポットフリートリクエストのターゲット容量を決定します。インスタンスまたはカスタムユニッ
トでターゲット容量を設定できます。詳細については、「スポットフリートインスタンスの分量指
定 (p. 980)」を参照してください。
• スポットフリートのターゲット容量のどの部分がオンデマンド容量となるか決定します。オンデマンド
キャパシティーに対して 0 を指定できます。
• インスタンス分量指定を使用している場合は、ユニット当りの料金を決定します。インスタンス時間当
りの料金の計算は、インスタンス時間当たりの料金をそのインスタンスが表すユニット数 (または分量)
で割って算出します インスタンス分量指定を使用する場合、ユニット当りのデフォルトの料金は 1 イン
スタンス時間当りの料金となります。
• スポットフリートリクエストの可能なオプションを確認します。詳細については、「AWS CLI コマン
ドリファレンス」の「request-spot-fleet」コマンドを参照してください。その他の例については、「ス
ポットフリートの設定例 (p. 1054)」を参照してください。
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スポットインスタンスの配分戦略
起動設定によって、スポットフリートがスポットインスタンスを起動できるすべてのスポットキャパシ
ティプール (インスタンスタイプおよびアベイラビリティーゾーン) が決定されます。ただし、インスタン
スを起動する際、スポットフリートは指定された配分戦略を使用して、使用可能なすべてのプールから特
定のプールを選択します。
次のいずれかの配分戦略を指定できます。
lowestPrice
スポットインスタンスは、使用可能な容量を持つ最低価格のプールから取得されます。これはデフォ
ルトの戦略です。
最も安価なプールに使用可能な容量がない場合、スポットインスタンスは使用可能な容量のある 2 番
目に安価なプールから取得されます。
希望する容量を満たす前にプールの容量が不足した場合、スポットフリートは 2 番目に安価なプール
から容量を引き出し、引き続きリクエストを満たします。希望する容量を確実に満たすために、複数
のプールからスポットインスタンスを受け取る場合があります。
diversified
スポットインスタンス はすべてのプールに分散されます。
capacityOptimized
スポットインスタンス は、起動中のインスタンスの数に最適な容量を持つプールから提供されます。
オプションで capacityOptimizedPrioritized により、フリート内の各インスタンスタイプに優
先順位を設定できます。スポットフリートは、最初に容量を最適化しますが、ベストエフォートベー
スでインスタンスタイプの優先順位を重視します。
スポットインスタンス では、価格は需要と供給の長期的な傾向に基づいて時間の経過とともに緩やか
に変動しますが、容量はリアルタイムで変動します。capacityOptimized 戦略では、リアルタイム
の容量データを調べ、可用性の最も高いプールを予測することで、そのプールから スポットインスタ
ンス を自動的に起動します。この戦略は、作業の再開とチェックポイントの設定に関連する中断のコ
ストが高くなる可能性のあるワークロード (ビッグデータと分析、画像とメディアのレンダリング、機
械学習、ハイパフォーマンスコンピューティングなど) に適しています。中断の可能性を低くすること
により、capacityOptimized 戦略ではワークロードの全体的なコストを削減できます。
または、優先パラメータで capacityOptimizedPrioritized 配分戦略を使用して、インスタン
スタイプを優先順位の高い順から低い順へ指定できます。異なるインスタンスタイプに対し同じ優
先順位を設定できます。スポットフリートは最初に容量を最適化しますが、インスタンスタイプの
優先順位をベストエフォートベースで決定します（例えば、優先順位を尊重しても、EC2 フリート
の最適な容量をプロビジョニングする能力に大きな影響を与えない場合など）。これは、中断の可
能性を最小限に抑える必要があり、特定のインスタンスタイプを優先することが重要なワークロード
に適したオプションです。優先順位の使用は、フリートが起動テンプレートを使用する場合にのみサ
ポートされます。capacityOptimizedPrioritized の優先順位を設定するとき、オンデマンド
AllocationStrategy が prioritized に設定されていると、同じ優先順位がオンデマンドインス
タンスにも適用されますのでご注意ください。
InstancePoolsToUseCount
ターゲットスポット容量を割り当てる先のスポットプールの数。配分戦略が lowest-price に設定
されている場合にのみ有効です。スポットフリートでは最低価格のスポットプールを選択し、指定し
た数のスポットプールにターゲットスポット容量を均等に割り当てます。
スポットフリートは、指定したプール数内のスポットインスタンスを、ベストエフォート方式で利用
しようとすることにご注意ください。ターゲット容量を満たす前にプールにスポットキャパシティー
の残量がなくなった場合、スポットフリートは、次の最も安価なプールの容量を利用してリクエスト
を満たします。ターゲット容量を確実に満たすために、スポットインスタンスが、指定した数を超え

956

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
スポットフリートの設定戦略

るプールから割り当てられることがあります。また、ほとんどのプールにスポット容量がない場合に
は、指定した数より少ないプールからターゲット容量のすべてが割り当てられることがあります。

ターゲット容量の維持
スポット料金やスポットキャパシティプールで使用可能な容量の変動に伴ってスポットインスタンスが終
了すると、タイプ maintain のスポットフリートは代替スポットインスタンスを起動します。配分戦略が
lowestPrice である場合、スポット群は、スポット料金が現在最低値のプールに代替インスタンスを起
動します。配分戦略が diversified である場合には、フリートは残りのプールに代替 スポットインスタ
ンス を分散します。配分戦略が lowestPrice と InstancePoolsToUseCount の組み合わせである場
合、フリートは最低価格のスポットプールを選択し、指定した数のスポットプールで スポットインスタン
ス を起動します。

適切な配分戦略の選択
ユースケースに基づいて スポットフリート を最適化できます。
作業の再開とチェックポイント設定に関連する中断に伴うコストが高くなる可能性があるワークロードを
フリートで実行している場合は、capacityOptimized 戦略を使用します。この戦略では中断の可能性
を低くすることにより、ワークロードの全体的なコストを削減できます。これが推奨される戦略です。
中断の可能性を最小限に抑える必要があると同時に、適切なインスタンスタイプも重要なワークロードに
は、capacityOptimizedPrioritized 戦略を使用します。
フリートが小規模、あるいは実行が短時間で終了する場合、すべてのインスタンスが単一のスポットキャ
パシティープールに置かれていても、スポットインスタンス が中断される可能性は低くなります。これよ
り、lowestPrice 戦略は、低コストを提供している期間に条件に合いやすくなります。
フリートが大サイズ、または長期間実行される場合には、複数のプールにスポットインスタンス を分散す
ることでフリートの可用性を改善できます。例えば、スポットフリートの条件が 10 プールとして、ター
ゲット容量が 100 インスタンスとすると、フリートはプールごとに 10 個の スポットインスタンス を起動
します。1 つのプールのスポット料金がこのプールの上限料金を超える場合、フリートの 10% のみに影響
がおよびます。この戦略を使用すると、いずれのプールにおいても経時的にフリートが受けるスポット料
金の上昇の影響を減少させます。diversified 戦略では、スポットフリートは、オンデマンド価格 以上
のスポット料金のいずれのプールにもスポットインスタンスを起動しません。
安価で分散型のフリートを作成するには、lowestPrice 戦略を InstancePoolsToUseCount
と組み合わせて使用します。スポットインスタンス には少数または多数のスポットプールを選択
して割り当てることができます。例えば、バッチ処理を実行する場合は、少数のスポットプール
(InstancePoolsToUseCount=2 など) を指定することをお勧めします。これにより、キューのコン
ピューティング性能を常に確保しながら、削減額を最大化できます。ウェブサービスを実行する場合は、
スポットプールが一時的に使用不可になった場合の影響を最小限に抑えるために、多数のスポットキャパ
シティプール (InstancePoolsToUseCount=10 など) を指定することをお勧めします。

コスト最適化のためのスポットフリートの設定
スポットインスタンスの使用コストを最適化するには、lowestPrice 配分戦略を指定し、現在のスポッ
ト料金に基づいて最低価格のインスタンスタイプおよびアベイラビリティーゾーンの組み合わせを、ス
ポットフリートが自動的にデプロイします。
オンデマンドインスタンスのターゲット容量では、スポットフリートはスポットインスタンス の配分戦略
(lowestPrice、capacityOptimized、または diversified) を引き続き採用しながら、パブリック
オンデマンド料金に基づいて、最低価格のインスタンスタイプを常に選択します。

コスト最適化と分散のためのスポットフリートの設定
安価で分散型のスポットインスタンスのフリートを作成するには、lowestPrice 配分戦略を
InstancePoolsToUseCount と組み合わせて使用します。スポットフリートは、現在のスポット料金に
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基づく最低価格のインスタンスタイプとアベイラビリティーゾーンの組み合わせを、指定した数のスポッ
トプールに自動的にデプロイします。この組み合わせを使用することで、最も高価な スポットインスタン
ス を回避できます。
例えば、ターゲットのキャパシティが 10 のスポットインスタンスで、2 つのスポットキャパシティプール
(InstancePoolsToUseCount により) 指定した場合、スポットフリートはスポットキャパシティを満た
すために最も安価なプールを 2 つ利用します。
スポットフリートは、指定したプール数内のスポットインスタンスを、ベストエフォート方式で利用しよ
うとすることにご注意ください。ターゲット容量を満たす前にプールにスポットキャパシティーの残量
がなくなった場合、スポットフリートは、次の最も安価なプールの容量を利用してリクエストを満たしま
す。ターゲット容量を確実に満たすために、スポットインスタンスが、指定した数を超えるプールから割
り当てられることがあります。また、ほとんどのプールにスポット容量がない場合には、指定した数より
少ないプールからターゲット容量のすべてが割り当てられることがあります。

容量最適化のためのスポットフリートの設定
最も利用可能なスポットキャパシティプールでスポットインスタンスを起動するに
は、capacityOptimized 割り当て戦略を使用します。設定の例については、「例 9: 容量最適化フリー
トでスポットインスタンスを起動する (p. 1064)」を参照してください。
また、capacityOptimizedPrioritized の配分戦略を使用し、インスタンスタイプの順序を優先順位
の高い順にすれば、プールの優先順位を表すことができます。優先順位の使用は、フリートが起動テンプ
レートを使用する場合にのみサポートされます。capacityOptimizedPrioritized の優先順位を設定
するとき、オンデマンド OnDemandAllocationStrategy が prioritized に設定されていると、同
じ優先順位がオンデマンドインスタンスにも適用されるのでご注意ください。設定の例については、「例
10: 優先順位のある容量最適化フリートでスポットインスタンスを起動する (p. 1065)」を参照してくださ
い。

スポットフリートの属性ベースのインスタンスタイプの選択
スポットフリートを作成するときは、フリートのオンデマンドインスタンスとスポットインスタンスを設
定するための 1 つ以上のインスタンスタイプを指定する必要があります。インスタンスタイプを手動で指
定する代わりに、インスタンスが持つ必要がある属性を指定でき、Amazon EC2 は、それらの属性を持つ
すべてのインスタンスタイプを識別します。これは 属性ベースのインスタンスタイプの選択 と呼ばれま
す。例えば、インスタンスに必要な vCPU の最小数と最大数を指定でき、スポットフリートはこれらの
vCPU 要件を満たす使用可能なインスタンスタイプを使用してインスタンスを起動します。
属性ベースのインスタンスタイプの選択は、コンテナやウェブフリートの実行、ビッグデータの処理、継
続的インテグレーションおよびデプロイ (CI/CD) ツールの実装など、使用するインスタンスタイプについ
て柔軟に使用できるワークロードとフレームワークに最適です。
利点
属性ベースのインスタンスタイプを選択すると、次の利点があります。
• 利用可能なインスタンスタイプの数が多いため、ワークロードに適したインスタンスタイプを見つける
には時間がかかることがあります。インスタンス属性を指定すると、インスタンスタイプにはワーク
ロードに必要な属性が自動的に設定されます。
• スポットフリートに複数のインスタンスタイプを手動で指定するには、インスタンスタイプごとに個別
の起動テンプレートの上書きを作成する必要があります。ただし、属性ベースのインスタンスタイプを
選択すると、複数のインスタンスタイプを提供するには、起動テンプレートまたは起動テンプレートの
上書きでインスタンス属性を指定するだけで済みます。
• インスタンスタイプではなくインスタンス属性を指定すると、フリートではリリース時に新しい世代の
インスタンスタイプを使用できます。これにより、フリートの設定の将来の対応性も確保されます。
• インスタンスタイプではなくインスタンスアトリビュートを指定すると、スポットフリートは、スポッ
トインスタンスを起動するために幅広いインスタンスタイプから選択することができ、インスタンスタ
イプの柔軟性というスポットのベストプラクティス (p. 365) に準拠することができます。
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トピック
• 属性ベースのインスタンスタイプ選択の仕組み (p. 959)
• 考慮事項 (p. 961)
• 属性ベースのインスタンスタイプを選択してスポットフリートを作成する (p. 961)
• 有効な設定と無効な設定の例 (p. 967)
• 指定された属性でインスタンスタイプをプレビューする (p. 973)

属性ベースのインスタンスタイプ選択の仕組み
フリート設定で属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用するには、インスタンスタイプのリストを
インスタンスが必要とするインスタンス属性のリストに置き換えます。スポットフリートは、指定された
インスタンス属性を持つ使用可能なインスタンスタイプでインスタンスを起動します。
トピック
• インスタンス属性のタイプ (p. 959)
• 属性ベースのインスタンスタイプの選択を設定する場所 (p. 959)
• フリートをプロビジョニングするときに、スポットフリートが属性ベースのインスタンスタイプの選
択をどのように使用するかについて (p. 959)
• 料金保護 (p. 960)

インスタンス属性のタイプ
コンピューティング要件を表現するために指定できるインスタンス属性はいくつかあります。各属性の説
明およびデフォルト値については、「Amazon EC2 API リファレンス」の「InstanceRequirements」を参
照してください。

属性ベースのインスタンスタイプの選択を設定する場所
コンソールと AWS CLI のどちらを使用するかによって、属性ベースのインスタンスタイプ選択のインス
タンス属性を次のように指定できます。
コンソールでは、次のフリート設定コンポーネントの 1 つまたは両方でインスタンス属性を指定できま
す。
• 起動テンプレートでフリートリクエストの起動テンプレートを参照します
• フリートリクエストで
AWS CLI で、以下のフリート設定コンポーネントのいずれかまたはすべてでインスタンスの属性を指定す
ることができます。
• 起動テンプレートでフリートリクエストの起動テンプレートを参照します
• 起動テンプレートの上書きで
異なる AMI を使用するインスタンスを混在させたい場合は、複数の起動テンプレートの上書きでインス
タンス属性を指定できます。例えば、異なるインスタンスタイプで x86 および ARM ベースのプロセッ
サを使用できます。
• 起動仕様で

フリートをプロビジョニングするときに、スポットフリートが属性ベースのインスタンスタイプ
の選択をどのように使用するかについて
スポットフリートは、以下の方法でフリートをプロビジョニングします。
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• スポットフリートは、指定された属性を持つインスタンスタイプを識別します。
• スポットフリートは、料金保護を使用して、除外するインスタンスタイプを決定します。
• スポットフリートは、インスタンスタイプが一致する AWS リージョンまたはアベイラビリティーゾー
ンに基づいて、インスタンスの起動を検討する容量プールを決定します。
• スポットフリートは、指定された配分戦略を適用して、インスタンスを起動する容量プールを決定しま
す。
属性ベースのインスタンスタイプの選択では、フリートをプロビジョニングするキャパシティプールは
選択されません。これが割り当て戦略のジョブです。指定された属性を持つインスタンスタイプが多数
存在し、一部のインスタンスタイプにはコストがかかる場合があります。スポットとオンデマンドのデ
フォルトの割り当て戦略である lowest-price は、スポットフリートが最も安価なキャパシティプー
ルからインスタンスを起動することを保証します。
配分戦略を指定すると、スポットフリートは指定された配分戦略に従ってインスタンスを起動します。
• スポットインスタンスでは、属性ベースのインスタンスタイプ選択により、capacity-optimized
および lowest-price の配分戦略がサポートされます。
• オンデマンドインスタンスでは、属性ベースのインスタンスタイプの選択は、lowest-price 配分戦
略をサポートします。
• 指定されたインスタンス属性を持つインスタンスタイプの容量がない場合、インスタンスは起動でき
ず、フリートはエラーを返します。

料金保護
料金保護は、スポットフリートが指定した属性に適合した場合でも、コストが高すぎると考えるインスタ
ンスタイプを使用できないようにする機能です。属性ベースのインスタンスタイプを選択してフリートを
作成すると、オンデマンドインスタンスとスポットインスタンスには個別のしきい値を使用して、料金保
護がデフォルトで有効になります。Amazon EC2 が属性を持つインスタンスタイプを選択すると、しきい
値を超える料金が設定されたインスタンスタイプは除外されます。しきい値は、指定した属性を持つ最小
コストの現行世代 M、C、または R インスタンスタイプを上回る割合 (%) で表され、最大支払い額を示し
ます。
しきい値を指定しない場合、デフォルトで次のしきい値が使用されます。
• オンデマンドインスタンスの場合、料金保護のしきい値は 20% に設定されます。
• スポットインスタンスの場合、料金保護のしきい値は 100% に設定されます。

料金保護のしきい値を指定するには
スポットフリートを作成するときに、属性ベースのインスタンスタイプを選択するようにフリートを設定
してから、次の手順を実行します。
• コンソール
オンデマンドインスタンスの料金保護のしきい値を指定するには、[Additional instance attribute] (追加の
インスタンス属性) で、[On-demand price protection] (オンデマンドの料金保護) を選択してから、[Add
attribute] (属性を追加) を選択します。[On-Demand price protection percentage] (オンデマンドの料金保
護 (%)) で、料金保護のしきい値をパーセンテージ (%) で入力します。
スポットインスタンスの料金保護のしきい値を指定するには、[Additional instance attribute] (追加のイン
スタンス属性) で、[Spot price protection] (スポットの料金保護) を選択してから、[Add attribute] (属性を
追加) を選択します。[Spot price protection percentage] (スポット料金保護 (%)) で、料金保護のしきい
値をパーセンテージ (%) で入力します。
• AWS CLI
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オンデマンドインスタンスの料金保護のしきい値を指定するには、JSON 設定ファイルの
InstanceRequirements 構造の OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice で、料金保護
のしきい値をパーセンテージ (%) で入力します。
スポットインスタンスの料金保護のしきい値を指定するには、JSON 設定ファイルの
InstanceRequirements 構造の SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice で、料金保護のし
きい値をパーセンテージ (%) で入力します。
フリートの作成の詳細については、「属性ベースのインスタンスタイプを選択してスポットフリートを作
成する (p. 961)」を参照してください。

Note
スポットフリートを作成するときに、[Total target capacity] (合計ターゲット容量)
タイプを [vCPUs] もしくは [Memory (MiB)] (メモリ (MiB)) (コンソール) に、または
TargetCapacityUnitType を vcpu、もしくは memory-mib (AWS CLI) に設定すると、料金
保護のしきい値は、インスタンスごとの料金ではなく、vCPU ごとまたはメモリごとの料金に基
づいて適用されます。

考慮事項
• スポットフリートでは、インスタンスタイプまたはインスタンス属性のいずれかを指定できますが、両
方を同時に指定することはできません。
CLI を使用する場合、起動テンプレートの上書きによって起動テンプレートが上書きされます。例え
ば、起動テンプレートにインスタンスタイプが含まれ、起動テンプレートの上書きにインスタンス属性
が含まれている場合、インスタンス属性によって識別されるインスタンスは、起動テンプレートのイン
スタンスタイプを上書きします。
• CLI を使用していて、インスタンス属性の上書きを指定する場合、重みまたは優先順位も指定できませ
ん。
• リクエスト設定では、最大 4 つの InstanceRequirements 構造を指定できます。

属性ベースのインスタンスタイプを選択してスポットフリートを作成する
属性ベースのインスタンスタイプ選択を使用するようにフリートを設定するには、Amazon EC2 コンソー
ルまたは AWS CLI を使用します。
トピック
• コンソールを使用してスポットフリートを作成するには (p. 961)
• AWS CLI を使用したスポットフリートの作成 (p. 962)

コンソールを使用してスポットフリートを作成するには
属性ベースのインスタンスタイプの選択にスポットフリートを設定するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Spot Requests] (スポットリクエスト) を選択した後、[Request Spot
Instances] (スポットインスタンスのリクエスト) を選択します。

3.

手順に従ってスポットフリートを作成します。詳細については、「定義済みパラメータを使用してス
ポットフリートリクエストを作成する (コンソール) (p. 991)」を参照してください。
スポットフリートを作成するときに、属性ベースのインスタンスタイプ選択にフリートを次のように
設定します。
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a.

[Instance type requirements] (インスタンスタイプの要件) では、[Specify instance attributes that
match your compute requirements] (コンピューティング要件に一致するインスタンス属性を指定
する) を選択します。

b.

[vCPUs] に、希望する vCPU の最小数と最大数を入力します。制限なしを指定するには、[No
minimum] (最小値なし)、[No maximum] (最大値なし)、または両方を選択します。

c.

[Memory (GiB)] (メモリ (GiB)) に、希望するメモリの最小値と最大値を入力します。制限なしを
指定するには、[No minimum] (最小値なし)、[No maximum] (最大値なし)、または両方を選択しま
す。

d.

(オプション) [Additional instance attributes] (その他のインスタンス属性) では、オプションで 1 つ
以上の属性を指定して、コンピューティング要件をより詳細に表現できます。追加の属性は、リ
クエストにさらに制約を追加します。

e.

(オプション) [Preview matching instance types] (一致するインスタンスタイプをプレビューする)
を展開して、指定した属性を持つインスタンスタイプを表示します。

AWS CLI を使用したスポットフリートの作成
スポットフリートを作成するには (AWS CLI)
•

スポットフリートリクエストを作成するには、request-spot-fleet (AWS CLI) コマンドを使用しま
す。JSON ファイルでフリート設定を指定します。

aws ec2 request-spot-fleet \
--region us-east-1 \
--cli-input-json file://file_name.json

次の JSON ファイルには、スポット群の設定時に指定できるすべてのパラメータが含まれていま
す。属性ベースのインスタンスタイプ選択のパラメータは、InstanceRequirements 構造に配置
されています。各属性の説明およびデフォルト値については、「Amazon EC2 API リファレンス」の
「InstanceRequirements」を参照してください。

Note
InstanceRequirements がフリート設定に含まれる場合、InstanceType と
WeightedCapacity は除外しなければならず、インスタンス属性と同時にフリート設定を決定
することはできません。
{

"DryRun": true,
"SpotFleetRequestConfig": {
"AllocationStrategy": "diversified",
"OnDemandAllocationStrategy": "lowestPrice",
"SpotMaintenanceStrategies": {
"CapacityRebalance": {
"ReplacementStrategy": "launch"
}
},
"ClientToken": "",
"ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
"FulfilledCapacity": 0.0,
"OnDemandFulfilledCapacity": 0.0,
"IamFleetRole": "",
"LaunchSpecifications": [
{
"SecurityGroups": [
{
"GroupName": "",
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"GroupId": ""

],
"AddressingType": "",
"BlockDeviceMappings": [
{
"DeviceName": "",
"VirtualName": "",
"Ebs": {
"DeleteOnTermination": true,
"Iops": 0,
"SnapshotId": "",
"VolumeSize": 0,
"VolumeType": "st1",
"KmsKeyId": "",
"Throughput": 0,
"OutpostArn": "",
"Encrypted": true
},
"NoDevice": ""
}
],
"EbsOptimized": true,
"IamInstanceProfile": {
"Arn": "",
"Name": ""
},
"ImageId": "",
"InstanceType": "vt1.24xlarge",
"KernelId": "",
"KeyName": "",
"Monitoring": {
"Enabled": true
},
"NetworkInterfaces": [
{
"AssociatePublicIpAddress": true,
"DeleteOnTermination": true,
"Description": "",
"DeviceIndex": 0,
"Groups": [
""
],
"Ipv6AddressCount": 0,
"Ipv6Addresses": [
{
"Ipv6Address": ""
}
],
"NetworkInterfaceId": "",
"PrivateIpAddress": "",
"PrivateIpAddresses": [
{
"Primary": true,
"PrivateIpAddress": ""
}
],
"SecondaryPrivateIpAddressCount": 0,
"SubnetId": "",
"AssociateCarrierIpAddress": true,
"InterfaceType": "",
"NetworkCardIndex": 0,
"Ipv4Prefixes": [
{
"Ipv4Prefix": ""
}
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"Ipv4PrefixCount": 0,
"Ipv6Prefixes": [
{
"Ipv6Prefix": ""
}
],
"Ipv6PrefixCount": 0

}
],
"Placement": {
"AvailabilityZone": "",
"GroupName": "",
"Tenancy": "dedicated"
},
"RamdiskId": "",
"SpotPrice": "",
"SubnetId": "",
"UserData": "",
"WeightedCapacity": 0.0,
"TagSpecifications": [
{
"ResourceType": "placement-group",
"Tags": [
{
"Key": "",
"Value": ""
}
]
}
],
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"CpuManufacturers": [
"intel"
],
"MemoryGiBPerVCpu": {
"Min": 0.0,
"Max": 0.0
},
"ExcludedInstanceTypes": [
""
],
"InstanceGenerations": [
"previous"
],
"SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
"OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
"BareMetal": "included",
"BurstablePerformance": "excluded",
"RequireHibernateSupport": true,
"NetworkInterfaceCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"LocalStorage": "required",
"LocalStorageTypes": [
"ssd"
],
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}

}

"TotalLocalStorageGB": {
"Min": 0.0,
"Max": 0.0
},
"BaselineEbsBandwidthMbps": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"AcceleratorTypes": [
"fpga"
],
"AcceleratorCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"AcceleratorManufacturers": [
"amd"
],
"AcceleratorNames": [
"t4"
],
"AcceleratorTotalMemoryMiB": {
"Min": 0,
"Max": 0
}

],
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "",
"LaunchTemplateName": "",
"Version": ""
},
"Overrides": [
{
"InstanceType": "t4g.large",
"SpotPrice": "",
"SubnetId": "",
"AvailabilityZone": "",
"WeightedCapacity": 0.0,
"Priority": 0.0,
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"CpuManufacturers": [
"amd"
],
"MemoryGiBPerVCpu": {
"Min": 0.0,
"Max": 0.0
},
"ExcludedInstanceTypes": [
""
],
"InstanceGenerations": [
"current"
],
"SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
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}

]

}

}

"OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
"BareMetal": "excluded",
"BurstablePerformance": "excluded",
"RequireHibernateSupport": true,
"NetworkInterfaceCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"LocalStorage": "included",
"LocalStorageTypes": [
"ssd"
],
"TotalLocalStorageGB": {
"Min": 0.0,
"Max": 0.0
},
"BaselineEbsBandwidthMbps": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"AcceleratorTypes": [
"gpu"
],
"AcceleratorCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"AcceleratorManufacturers": [
"xilinx"
],
"AcceleratorNames": [
"vu9p"
],
"AcceleratorTotalMemoryMiB": {
"Min": 0,
"Max": 0
}

],
"SpotPrice": "",
"TargetCapacity": 0,
"OnDemandTargetCapacity": 0,
"OnDemandMaxTotalPrice": "",
"SpotMaxTotalPrice": "",
"TerminateInstancesWithExpiration": true,
"Type": "request",
"ValidFrom": "1970-01-01T00:00:00",
"ValidUntil": "1970-01-01T00:00:00",
"ReplaceUnhealthyInstances": true,
"InstanceInterruptionBehavior": "hibernate",
"LoadBalancersConfig": {
"ClassicLoadBalancersConfig": {
"ClassicLoadBalancers": [
{
"Name": ""
}
]
},
"TargetGroupsConfig": {
"TargetGroups": [
{
"Arn": ""
}
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}

}

}

]

},
"InstancePoolsToUseCount": 0,
"Context": "",
"TargetCapacityUnitType": "memory-mib",
"TagSpecifications": [
{
"ResourceType": "instance",
"Tags": [
{
"Key": "",
"Value": ""
}
]
}
]

有効な設定と無効な設定の例
AWS CLI を使用してスポットフリートを作成する場合は、フリート設定が有効であることを確認する必要
があります。次の例は、有効な設定と無効な設定を示しています。
次のものが含まれている場合、設定は無効と見なされます。
• InstanceRequirements および InstanceType を持つ 1 つの Overrides 構造
• 一つは InstanceRequirements、もう一つは InstanceType を持つ 2 つの Overrides 構造
• 同じ LaunchTemplateSpecification 内で属性値が重複している 2 つの InstanceRequirements
構造
設定例
• 有効な設定: 上書きを含む単一の起動テンプレート (p. 967)
• 有効な設定: 複数のインスタンス要件を持つ単一の起動テンプレート (p. 968)
• 有効な設定: 2 つの起動テンプレート、それぞれに上書きがある (p. 969)
• 設定が無効です: Overrides が InstanceRequirements および InstanceType を含んでいる (p. 970)
• 設定が無効です: 2 つの Overrides に InstanceRequirements および InstanceType が含まれてい
る (p. 971)
• 有効な設定: InstanceRequirements のみ指定され、重複する属性値なし (p. 971)
• 設定が無効です: 重複する属性値 (p. 972)

有効な設定: 上書きを含む単一の起動テンプレート
以下の設定は有効です。これには、1 つの起動テンプレートと、InstanceRequirements 構造を含む 1
つの Overrides が含まれています。以下に、構成例をテキストで説明します。
{

"SpotFleetRequestConfig": {
"AllocationStrategy": "lowestPrice",
"ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::000000000000:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
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],

}

}

}

]

"LaunchTemplateName": "My-launch-template",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 2,
"Max": 8
},
"MemoryMib": {
"Min": 0,
"Max": 10240
},
"MemoryGiBPerVCpu": {
"Max": 10000
},
"RequireHibernateSupport": true
}
}

"TargetCapacity": 5000,
"OnDemandTargetCapacity": 0,
"TargetCapacityUnitType": "vcpu"

InstanceRequirements
属性ベースのインスタンス選択を使用するには、フリート設定に InstanceRequirements 構造を含め、
フリート内のインスタンスに必要な属性を指定する必要があります。
前の例に、以下のインスタンス属性が指定されています。
• VCpuCount - インスタンスタイプには、2 個以上、最大 8 個の vCPU が必要です。
• MemoryMiB - インスタンスタイプには最大 10,240 MiB のメモリが必要です。最小数が 0 の場合、最小
制限がないことを示します。
• MemoryGiBPerVCpu - インスタンスタイプには、vCPU あたり最大 10,000 GiB のメモリが必要で
す。Min パラメータはオプションです。省略すると、最小制限がないことを示します。
TargetCapacityUnitType
TargetCapacityUnitType パラメータは、ターゲット容量の単位を指定します。この例では、ターゲッ
ト容量は 5000 であり、ターゲット容量ユニットタイプは vcpu で、これを組み合わせて 5,000 vCPU の
希望するターゲット容量を指定します。スポットフリートは、フリート内の vCPU の総数が 5,000 vCPU
になるように、十分なインスタンスを起動します。

有効な設定: 複数のインスタンス要件を持つ単一の起動テンプレート
以下の設定は有効です。これには、1 つの起動テンプレートと、InstanceRequirements 構造を
含む 2 つの Overrides が含まれています。InstanceRequirements で指定された属性は有効で
す。最初の InstanceRequirements 構造が 0～2 vCPU のうち VCpuCount が指定し、2 つ目の
InstanceRequirements 構造では 4～8 vCPU が指定されています。
{

"SpotFleetRequestConfig": {
"AllocationStrategy": "lowestPrice",
"ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
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}

}

"IamFleetRole": "arn:aws:iam::000000000000:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 2
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0
}
}
},
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 4,
"Max": 8
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0
}
}
}
]
}
],
"TargetCapacity": 1,
"OnDemandTargetCapacity": 0,
"Type": "maintain"

有効な設定: 2 つの起動テンプレート、それぞれに上書きがある
以下の設定は有効です。これには 2 つの起動テンプレートが含まれ、各起動テンプレートには 1 つの
InstanceRequirements 構造を含む Overrides 構造が 1 つ含まれています。この設定は、同じフリー
トで arm と x86 のアーキテクチャをサポートする場合に有効です。
{

"SpotFleetRequestConfig": {
"AllocationStrategy": "lowestPrice",
"ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::000000000000:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "armLaunchTemplate",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 2
},
"MemoryMiB": {
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}

}

}

]

"Min": 0

}
},
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "x86LaunchTemplate",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 2
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0
}
}
}

],
"TargetCapacity": 1,
"OnDemandTargetCapacity": 0,
"Type": "maintain"

設定が無効です: Overrides が InstanceRequirements および InstanceType を含んでいる
以下は設定が有効ではありません。Overrides 構造体には InstanceRequirements および
InstanceType が両方含まれています。Overrides では、InstanceRequirements または
InstanceType のどちらかを指定できますが、両方は指定できません。
{

"SpotFleetRequestConfig": {
"AllocationStrategy": "lowestPrice",
"ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::000000000000:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 2
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0
}
}
},
{
"InstanceType": "m5.large"
}
]
}
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}

}

],
"TargetCapacity": 1,
"OnDemandTargetCapacity": 0,
"Type": "maintain"

設定が無効です: 2 つの Overrides に InstanceRequirements および InstanceType が含ま
れている
以下は設定が有効ではありません。Overrides 構造に InstanceRequirements および
InstanceType が両方含まれています。異なる Overrides 構造にある場合、InstanceRequirements
または InstanceType を指定できますが、両方を指定することはできません。
{

}

"SpotFleetRequestConfig": {
"AllocationStrategy": "lowestPrice",
"ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::000000000000:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 2
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0
}
}
}
]
},
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "MyOtherLaunchTemplate",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceType": "m5.large"
}
]
}
],
"TargetCapacity": 1,
"OnDemandTargetCapacity": 0,
"Type": "maintain"
}

有効な設定: InstanceRequirements のみ指定され、重複する属性値なし
以下の設定は有効です。2 つの LaunchTemplateSpecification 構造が含まれ、各構造にぞれ
ぞれ起動テンプレートと、Overrides 構造を含む InstanceRequirements 構造が含まれていま
す。InstanceRequirements で指定された属性は有効です。最初の InstanceRequirements 構造が
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0～2 vCPU のうち VCpuCount が指定し、2 つ目の InstanceRequirements 構造では 4～8 vCPU が指
定されています。
{

}

"SpotFleetRequestConfig": {
"AllocationStrategy": "lowestPrice",
"ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::000000000000:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 2
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0
}
}
}
]
},
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "MyOtherLaunchTemplate",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 4,
"Max": 8
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0
}
}
}
]
}
],
"TargetCapacity": 1,
"OnDemandTargetCapacity": 0,
"Type": "maintain"
}

設定が無効です: 重複する属性値
以下は設定が有効ではありません。2 つの InstanceRequirements 構造がそれぞれ "VCpuCount":
{"Min": 0, "Max": 2} を含んでいます。これらの属性の値が重複するため、容量プールが重複しま
す。
{

"SpotFleetRequestConfig": {
"AllocationStrategy": "lowestPrice",
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}

}

"ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::000000000000:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 2
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0
}
},
{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 2
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0
}
}
}
}
]
}
],
"TargetCapacity": 1,
"OnDemandTargetCapacity": 0,
"Type": "maintain"

指定された属性でインスタンスタイプをプレビューする
get-instance-types-from-instance-requirements AWS CLI コマンドを使用して、指定した属性に一致するイ
ンスタンスタイプをプレビューします。これは、インスタンスを起動せずにリクエスト設定で指定する属
性を調べる場合に特に便利です。このコマンドでは、使用可能な容量は考慮されません。

AWS CLI を使用して属性を指定してインスタンスタイプのリストをプレビューするには
1.

(オプション) 指定可能なすべての属性を生成するには、get-instance-types-from-instancerequirements コマンドと --generate-cli-skeleton パラメータを使用します。オプション
で、input > attributes.json を使用して出力を保存用ファイルに送ることができます。
aws ec2 get-instance-types-from-instance-requirements \
--region us-east-1 \
--generate-cli-skeleton input > attributes.json

正常な出力
{

"DryRun": true,
"ArchitectureTypes": [
"x86_64_mac"
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],
"VirtualizationTypes": [
"paravirtual"
],
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"MemoryMiB": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"CpuManufacturers": [
"intel"
],
"MemoryGiBPerVCpu": {
"Min": 0.0,
"Max": 0.0
},
"ExcludedInstanceTypes": [
""
],
"InstanceGenerations": [
"current"
],
"SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
"OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
"BareMetal": "included",
"BurstablePerformance": "excluded",
"RequireHibernateSupport": true,
"NetworkInterfaceCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"LocalStorage": "required",
"LocalStorageTypes": [
"hdd"
],
"TotalLocalStorageGB": {
"Min": 0.0,
"Max": 0.0
},
"BaselineEbsBandwidthMbps": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"AcceleratorTypes": [
"inference"
],
"AcceleratorCount": {
"Min": 0,
"Max": 0
},
"AcceleratorManufacturers": [
"xilinx"
],
"AcceleratorNames": [
"t4"
],
"AcceleratorTotalMemoryMiB": {
"Min": 0,
"Max": 0
}
},
"MaxResults": 0,
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}

2.

"NextToken": ""

前のステップの出力を使用して JSON 設定ファイルを作成し、次のように設定します。

Note
ArchitectureTypes、VirtualizationTypes、VCpuCount、および MemoryMiB の値
を指定する必要があります。その他の属性は省略できます。省略すると、デフォルト値が使
用されます。
各属性およびそのデフォルト値の説明については、「Amazon EC2 コマンドラインリファレ
ンス」の「get-instance-types-from-instance-requirements」を参照してください。

3.

a.

ArchitectureTypes に、1 つ以上のタイプのプロセッサアーキテクチャを指定します。

b.

VirtualizationTypes に、1 つまたは複数のタイプの仮想化を指定します。

c.

VCpuCount に、vCPU の最小数と最大数を指定します。最小制限を指定しない場合は、Min
で、0 を指定します。最大制限を指定しない場合は、Max パラメータを省略します。

d.

MemoryMiB に、最小値と最大値を MiB 単位で指定します。最小制限を指定しない場合は、Min
で、0 を指定します。最大制限を指定しない場合は、Max パラメータを省略します。

e.

オプションで、他の属性を 1 つ以上指定して、返されるインスタンスタイプのリストをさらに制
約できます。

JSON ファイルで指定した属性を持つインスタンスタイプをプレビューするには、get-instance-typesfrom-instance-requirements コマンドを入力し、--cli-input-json パラメータを使用して、JSON
ファイルの名前とパスを指定します。オプションで、出力が表形式で表示されるようにフォーマット
できます。
aws ec2 get-instance-types-from-instance-requirements \
--cli-input-json file://attributes.json \
--output table

例: attributes.json ファイル
この例では、JSON ファイルに必須属性が含まれています。それら
は、ArchitectureTypes、VirtualizationTypes、VCpuCount、および MemoryMiB です。さ
らに、オプションで InstanceGenerations 属性も含まれます。MemoryMiB では、Max の値を省
略し、制限がないことを示すことができることを注意してください。
{

}

"ArchitectureTypes": [
"x86_64"
],
"VirtualizationTypes": [
"hvm"
],
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {
"Min": 4,
"Max": 6
},
"MemoryMiB": {
"Min": 2048
},
"InstanceGenerations": [
"current"
]
}
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出力例
-----------------------------------------|GetInstanceTypesFromInstanceRequirements|
+----------------------------------------+
||
InstanceTypes
||
|+--------------------------------------+|
||
InstanceType
||
|+--------------------------------------+|
|| c4.xlarge
||
|| c5.xlarge
||
|| c5a.xlarge
||
|| c5ad.xlarge
||
|| c5d.xlarge
||
|| c5n.xlarge
||
|| d2.xlarge
||
...

4.

ニーズに合ったインスタンスタイプを特定したら、フリートリクエストを設定するときにそれらを使
用できるように、使用したインスタンスの属性をメモしておきます。

スポットフリートでのオンデマンド
インスタンス容量を常に確保するには、オンデマンド容量のリクエストをスポットフリートリクエスト
に含めることができます。スポットフリートリクエストでは、希望するターゲット容量と、その容量の
うちオンデマンドである必要がある量を指定します。このバランスは、利用可能な Amazon EC2 キャパ
シティーと可用性がある場合に起動されるスポットキャパシティーで構成されます。例えば、スポットフ
リートのリクエストで、ターゲット容量を 10、オンデマンド容量を 8 と指定した場合、Amazon EC2 は 8
容量ユニットをオンデマンドとして、2 容量ユニット (10-8=2) をスポットとして起動します。

オンデマンド容量に基づくインスタンスタイプの優先順位付け
スポットフリートがオンデマンド容量を満たそうとする場合、デフォルトで、最低価格のインスタンスタ
イプを最初に起動します。OnDemandAllocationStrategy を prioritized に設定すると、スポット
フリートは優先順位に従って、オンデマンド容量を満たすために最初に使用するインスタンスタイプを決
定します。
優先度は起動テンプレートの上書きに割り当てられ、最も高い優先度が最初に起動されます。
例: インスタンスタイプの優先付け
例えば、3 つの起動テンプレートの上書きに、それぞれ異なるインスタンスタイプを設定したとします。
インスタンスタイプのオンデマンド料金は、幅があります。以下は、この例で使用しているインスタンス
タイプで、料金の安いものから順に並んでいます。
• m4.large — 最も安い
• m5.large
• m5a.large
優先度を使って順番を決めない場合、フリートは、最も安いインスタンスタイプから始めてオンデマンド
の容量を満たします。
ただし、最初に使用する m5.large リザーブドインスタンスが未使用である場合、次のように、インスタ
ンスタイプが優先度順に使われるように、起動テンプレートの、上書きの優先度を設定できます。
• m5.large – 優先度 1
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• m4.large – 優先度 2
• m5a.large – 優先度 3

キャパシティーの再調整
Amazon EC2 が再調整に関する推奨を発して、スポットインスタンスが中断リスクが高まっていることを
通知したとき、代替スポットインスタンスを起動するようにスポットフリートを設定できます。容量の再
調整は、実行中のインスタンスが Amazon EC2 により中断される前に、新しいスポットインスタンスで
フリートを事前に拡張することにより、ワークロードの可用性を維持するのに役立ちます。詳細について
は、「EC2 インスタンスの再調整に関する推奨事項 (p. 399)」を参照してください。
代替スポットインスタンスを起動するようにスポットフリートを設定するには、Amazon EC2 コンソール
または を使用できます。AWS CLI
• Amazon EC2 コンソール: スポットフリートを作成するときは、[容量の再調整] チェックボックスをオン
にする必要があります。詳細については、「」のステップ 6.d を参照してください。定義済みパラメー
タを使用してスポットフリートリクエストを作成する (コンソール) (p. 991)
• : request-spot-fleet コマンドと 構造内の関連するパラメーターを使用しま
す。AWS CLIhttps://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/request-spotfleet.htmlSpotMaintenanceStrategies詳細については、「起動設定の例 (p. 1063)」を参照してくだ
さい。

制約事項
• 容量の再調整は、タイプ maintain のフリートでのみ使用可能です。
• フリートが実行されているときは、容量の再調整設定を変更できません。容量の再調整設定を変更する
には、フリートを削除し、新しいフリートを作成する必要があります。

設定オプション
スポットフリートの ReplacementStrategy では、次の 2 つの値がサポートされています。
launch-before-terminate
スポットフリートは、新しい代替スポットインスタンスが起動された後に、再調整通知を受
信するスポットインスタンスを終了します。launch-before-terminate を指定する場合
は、termination-delay の値も指定する必要があります。新しい代替インスタンスが起動され
ると、スポットフリートは termination-delay の間待ち、その後古いインスタンスを終了しま
す。termination-delay では、最小値は 120 秒 (2 分)、最大値は 7200 秒 (2 時間) です。
launch-before-terminate は、インスタンスのシャットダウン手順が完了するまでの時間が予測
できる場合にのみ使用することをお勧めします。これにより、シャットダウン手順が完了した後にの
み、古いインスタンスが確実に終了されます。Amazon EC2 は、termination-delay の前に 2 分
間の警告を行い、その後古いインスタンスを中断する可能性があることに注意してください。
また、lowestPrice 配分戦略を launch-before-terminate と組み合わせて使用することは、中
断のリスクが高い代替スポットインスタンスを持つことになるため、強く推奨されません。
launch
スポットフリートは、既存のスポットインスタンスに対して再調整通知が発せられると、代替のス
ポットインスタンスを起動します。スポットフリートは、再調整通知を受け取ったインスタンスを終
了しません。古いインスタンスを終了することも、実行したままにすることもできます。実行中は、
すべてのインスタンスに対して課金されます。
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考慮事項
容量の再調整用にスポットフリートを設定する場合は、次の点を考慮してください。
リクエストでは可能な限り多くのスポットキャパシティープールを指定する
複数のインスタンスタイプとアベイラビリティーゾーンを使用するように、スポットフリートを設定
します。これにより、さまざまなスポットキャパシティープールでスポットインスタンスを起動する
ための柔軟性が得られます。詳細については、「インスタンスタイプとアベイラビリティーゾーンに
ついて柔軟に対応する (p. 365)」を参照してください。
代替スポットインスタンスが中断されるリスクの増大を回避する
lowest-price 割り当て戦略を使用している場合、代替スポットインスタンスが中断するリスクが高
くなることがあります。これは、代替スポットインスタンスが起動後すぐに中断される可能性があっ
ても、Amazon EC2 は、その時点で利用可能な容量を持つ最低料金のプールでインスタンスを常に起
動するためです。中断のリスクが高くなるのを避けるため、lowest-price アロケーションストラテ
ジー、代わりに推奨する capacity-optimized または capacity-optimized-prioritized 配
分戦略。これらの戦略により、代替スポットインスタンスが最適なスポットキャパシティプールで起
動されるため、近い将来中断される可能性が低くなります。詳細については、「容量を最適化する配
分戦略を使用する (p. 365)」を参照してください。
キャパシティーの再調整は、スポットインスタンスの中断率を増加させるものではありません
キャパシティーの再調整を有効にしても、スポットインスタンスの中断率 (p. 403) (Amazon EC2 が
キャパシティーを取り戻す必要があるときに再利用されるスポットインスタンスの数) は増加しませ
ん。ただし、インスタンスに中断のリスクがあることをキャパシティーの再調整が検出した場合、ス
ポットフリートは直ちに新しいインスタンスの起動を試みます。その結果、リスクのあるインスタン
スが中断された後にスポットフリートが新しいインスタンスを起動するのを待つ場合よりも多くのイ
ンスタンスが置き換えられる可能性があります。
キャパシティーの再調整が有効になっているインスタンスをさらに置き換える可能性がありますが、
インスタンスが中断される前にアクションを実行するための時間をより長く確保できるため、事後
対応ではなくプロアクティブに対応できるというメリットがあります。スポットインスタンスの中断
通知 (p. 411)では、通常、インスタンスを正常にシャットダウンするための猶予期間が最大 2 分しか
ありません。キャパシティーの再調整で新しいインスタンスを事前に起動することで、既存のプロセ
スがリスクのあるインスタンスで完了する可能性が高くなり、インスタンスのシャットダウン手順
を開始して、リスクのあるインスタンスで新しい作業がスケジュールされないようにできます。新し
く起動したインスタンスの準備を開始して、アプリケーションを引き継ぐこともできます。キャパシ
ティーの再調整のプロアクティブな置き換えにより、正常な継続性の恩恵を受けることができます。
キャパシティーの再調整を使用するリスクとメリットを示す理論的な例として、次のシナリオを検討
してください。
• 午後 2 時 – インスタンス A の再調整の推奨が受信され、スポットフリートは直ちに代替インスタン
ス B の起動の試行を開始するため、シャットダウン手順を開始する時間を確保できます。*
• 午後 2 時 30 分 – インスタンス B の再調整の推奨が受信され、インスタンス C に置き換えられるた
め、シャットダウン手順を開始する時間を確保できます。*
• 午後 2 時 32 分 – キャパシティーの再調整が有効になっておらず、インスタンス A のスポットイン
スタンスの中断通知が午後 2 時 32 分に受信されていたとすれば、アクションを実行するための猶
予期間は最大でも 2 分だけでしたが、インスタンス A はこの時間まで稼働していたことでしょう。
* launch-before-terminate が指定されている場合、スポットフリートは、代替インスタンスが
オンラインになった後、リスクのあるインスタンスを終了します。
スポットフリートは、満たされた容量がターゲット容量の 2 倍になるまで、新しい代替スポットインスタ
ンスを起動できます
スポットフリートが容量の再調整用に設定されている場合、フリートは、再調整に関する推奨を受け
取るすべてのスポットインスタンスに対して、新しい代替スポットインスタンスを起動しようとしま
す。スポットインスタンスが再調整勧告を受け取った後は、満たされた容量の一部としてカウントさ
れなくなります。置換戦略に応じて、スポットフリートは事前に設定された終了遅延時間後にインス
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タンスを終了させるか、または稼働させたままにします。これにより、インスタンスで 再調整アク
ション (p. 400) を実行できるようになります。
フリートがターゲットキャパシティの 2 倍に達すると、代替インスタンス自体が再調整に関する推奨
事項を受け取った場合でも、新しい代替インスタンスの起動を停止します。
例えば、100 個のスポットインスタンスのターゲット容量を持つスポットフリートを作成するとしま
す。すべてのスポットインスタンスは、再調整に関する推奨を受け取り、これにより、スポットフ
リートは 100 個の代替スポットインスタンスを起動します。これにより、満たされたスポットインス
タンスの数が 200 になり、ターゲットキャパシティの 2 倍になります。一部の代替インスタンスは再
調整に関する推奨事項を受け取りますが、フリートがターゲット容量の 2 倍を超えることができない
ため、代替インスタンスはそれ以上起動されません。
インスタンスの実行中は、すべてのインスタンスに対して課金されることに注意してください。
再調整通知を受け取ったスポットインスタンスを終了させるようにスポットフリートを設定することをお
勧めします
容量再調整のためにスポットフリートを設定する場合、インスタンスのシャットダウン手順が完了す
るまでの時間を予測できる場合に限り、適切な終了遅延を持つ launch-before-terminate を選択
することをお勧めします。これにより、シャットダウン手順が完了した後にのみ、古いインスタンス
が確実に終了されます。
再調整のために推奨されるインスタンスを終了する場合は、フリートのスポットインスタンスが受信
する再調整レコメンデーションシグナルをモニタリングすることをお勧めします。シグナルをモニタ
リングすることで、Amazon EC2 が中断する前に、影響を受けるインスタンスで 再調整のアクショ
ン (p. 400) をすばやく実行し、手動で終了できます。インスタンスを終了しない場合、インスタンス
の実行中、課金が継続します。スポットフリートは、再調整に関する推奨事項を受け取るインスタン
スを自動的に終了しません。
Amazon EventBridge またはインスタンスメタデータを使用して通知を設定できます。詳細について
は、「再調整に関する推奨事項シグナルのモニタリング (p. 400)」を参照してください。
スポットフリートは、スケールインまたはスケールアウト中に満たされた容量を計算するとき、再調整に
関する推奨を受け取るインスタンスはカウントしません
容量の再調整のためにスポットフリートを設定し、ターゲット容量をスケールインまたはスケールア
ウトするように変更した場合、フリートは次のように、再調整の対象としてマークされたインスタン
スを、満たされた容量の一部としてカウントしません。
• – のスケールイン。希望するターゲット容量を減らすと、フリートは目的の容量に達するまで、再
調整の対象としてマークされていないインスタンスを終了します。再調整の対象としてマークされ
たインスタンスは、満たされた容量にはカウントされません。
例えば、100 個のスポットインスタンスをターゲット容量を持つスポットフリートを作成するとし
ます。10 個のインスタンスは再調整に関する推奨事項を受け取ります。そのため、フリートは 10
個の新しい代替インスタンスを起動し、その結果、110 個のインスタンスの容量が満たされます。
その後、ターゲット容量を 50 個に減らし (スケールインし) ますが、再調整の対象としてマークさ
れた 10 個のインスタンスはフリートによって終了されないため、満たされた容量は実際には 60 イ
ンスタンスになります。このようなインスタンスは手動で終了する必要があります。または、実行
したままにしておくことができます。
• – のスケールアウト。目的のターゲット容量を増やすと、目的の容量に達するまでフリートは新し
いインスタンスを起動します。再調整の対象としてマークされたインスタンスは、満たされた容量
にはカウントされません。
例えば、100 個のスポットインスタンスをターゲット容量を持つスポットフリートを作成するとし
ます。10 個のインスタンスは再調整に関する推奨事項を受け取ります。そのため、フリートは 10
個の新しい代替インスタンスを起動し、その結果、110 個のインスタンスの容量が満たされます。
その後、ターゲット容量を 200 個に増やし (スケールアウトし) ますが、再調整の対象としてマーク
された 10 個のインスタンスは、フリートによってターゲット容量の一部としてカウントされない
ため、実際には 210 個のインスタンスになります。このようなインスタンスは手動で終了する必要
があります。または、実行したままにしておくことができます。

979

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
スポットフリートの設定戦略

スポット料金の優先
各スポットフリートは、グローバルな上限料金を含めるか、デフォルト (オンデマンド価格) を使用できま
す。スポットフリートは、これを起動仕様のデフォルト上限料金として使用します。
任意で 1 つまたは複数の起動条件に上限料金を指定することができます。これは、起動条件に指定され
た料金です。起動仕様に特定の料金が含まれる場合、スポットフリートはこの起動仕様の上限料金を使用
し、グローバル上限料金に優先することになります。特定の上限料金を含まないそのほかの起動条件は、
全体の上限料金を引き続き使用することにご注意ください。

使用量の管理
ターゲット容量または支払い上限料金に達すると、スポットフリートはインスタンスの起動を停止しま
す。フリートに支払う 1 時間あたりの料金を管理するには、スポットインスタンス の と オンデマンドイ
ンスタンス の を指定できます。SpotMaxTotalPriceOnDemandMaxTotalPrice上限の合計料金に達す
ると、ターゲット容量に満たない場合でも、スポットフリートはインスタンスの起動を停止します。
以下の例は、2 つの異なるシナリオを示しています。最初の例では、ターゲット容量に達すると、スポッ
トフリートはインスタンスの起動を停止します。2 番目の例では、支払い上限料金に達すると、スポット
フリートはインスタンスの起動を停止します。
例: ターゲット容量に達したときにインスタンスの起動を停止する
m4.large オンデマンドインスタンス に対するリクエストの内容が以下のとおりとします。
• オンデマンド料金: 1 時間あたり 0.10 USD
• OnDemandTargetCapacity: 10
• OnDemandMaxTotalPrice: 1.50 USD
スポットフリートは 10 個のオンデマンドインスタンスを起動します。合計料金 1.00 USD (10 インスタン
ス x 0.10 USD) は、 の 1.50 USD を超えないためです。OnDemandMaxTotalPrice
例: 最大の合計料金に達したときにインスタンスの起動を停止する
m4.large オンデマンドインスタンス に対するリクエストの内容が以下のとおりとします。
• オンデマンド料金: 1 時間あたり 0.10 USD
• OnDemandTargetCapacity: 10
• OnDemandMaxTotalPrice: 0.80 USD
スポットフリートがオンデマンドターゲット容量 (10 オンデマンドインスタンス) を起動した場合、1
時間あたりの合計料金は 1.00 USD になります。これは として指定した料金 (0.80 USD) を超えま
す。OnDemandMaxTotalPrice支払い可能な額を超えないように、スポットフリートは 8 オンデマンド
インスタンス (オンデマンドターゲット容量未満) だけを起動します。これ以上起動すると、 を超えるため
です。OnDemandMaxTotalPrice

スポットフリートインスタンスの分量指定
スポットインスタンス のフリートをリクエストする際に、それぞれのインスタンスタイプがアプリケー
ションのパフォーマンスに貢献するように容量ユニットを定義し、また、インスタンスの分量指定を利用
してスポットキャパシティープールごとに上限価格を調整できます。
デフォルトでは、指定する料金は 1 インスタンス時間あたりの料金となります。インスタンスの分量指定
機能を使用すると、指定した料金は ユニット時間ごと の料金となります｡ ユニット時間あたりの使用料
金はインスタンスタイプの料金を対応するユニット数で割って計算できます。スポットフリートは、ター
ゲット容量をインスタンス分量で割ることで、起動するインスタンス数を計算します。結果が整数でない
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場合、スポットフリートはその数を次の整数に切り上げ、そのためフリートのサイズがターゲット容量以
上になります。起動されたインスタンスの容量がリクエストされたターゲット容量を超えた場合でも、ス
ポットフリートは起動仕様で指定したどのプールでも選択できます。
以下の表では、スポットフリートリクエストのターゲット容量が 10 の場合の、単位あたりの料金を計算
する例を示します。
インスタンスタ インスタンスの インスタンス
ユニット時間あ 起動されたインスタンスの数
イプ
分量
時間あたりのス たりの価格
ポット料金
r3.xlarge

2

0.05 USD

.025

5

(.05 ÷ 2)

(10 ÷ 2)

インスタンスタ インスタンスの インスタンス
ユニット時間あ 起動されたインスタンスの数
イプ
分量
時間あたりのス たりの価格
ポット料金
r3.8xlarge

8

0.10 USD

.0125

2

(.10 ÷ 8)

(10 ÷ 8、結果切り上げ)

次のように、スポットフリートのインスタンスの分量指定を使用して、受理時に単位ごとの最低価格の
プールに指定するターゲット容量をプロビジョニングします。
1.

スポットフリートのターゲット容量を、インスタンス (デフォルト) または仮想 CPU、メモリ、スト
レージまたはスループットなどご希望のユニットで設定します。

2.

ユニットあたりの料金を設定します｡

3.

各起動設定で、インスタンスタイプがターゲット容量に対して必要なユニット数である分量を指定し
ます。

インスタンスの分量指定例
次の設定のスポットフリートリクエストの場合を考えます。
• ターゲット容量 24
• r3.2xlarge のインスタンスタイプの起動条件と分量 6
• c3.xlarge のインスタンスタイプの起動条件と分量 5
分量とは、インスタンスタイプがターゲット容量に対して必要なユニット数を表します。最初の起動条件
がユニットあたりの料金を最低値で提供する場合 (インスタンス時間あたりの の料金を 6 で割ったもの)、
スポットフリートはこれらのインスタンスから 4 つを起動します (24 を 6 で割ったもの)。r3.2xlarge
2 番目の起動仕様がユニットあたりの最低料金を提供する場合 (インスタンス時間あたりの の料金を 5 で
割ったもの)、スポットフリートはこれらのインスタンスから 5 個を起動します (24 を 5 で割ったもの、結
果は切り上げられる)。c3.xlarge
インスタンスの分量指定と配分戦略
次の設定のスポットフリートリクエストの場合を考えます。
• ターゲット容量 30
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• c3.2xlarge のインスタンスタイプの起動条件と分量 8
• m3.xlarge のインスタンスタイプの起動条件と分量 8
• r3.xlarge のインスタンスタイプの起動条件と分量 8
スポットフリートは、4 個のインスタンスを起動します (30 を 8 で割ったもの、結果を切り上
げ)。lowestPrice 戦略では、すべての 4 つのインスタンスはユニットあたりの最低価格を提供するプー
ルから取得されます。 戦略では、スポットフリート は 3 プールごとに 1 インスタンスを起動し、4 つ目の
インスタンスはいずれかのプールで、単位あたりの最低価格を提供します。diversified

スポットフリートの操作
スポットフリートを使用するには、ターゲット容量、オプションでオンデマンド部分、インスタンスの 1
つ以上の起動仕様、希望上限価格を含めたスポットフリートリクエストを作成します。フリートリクエス
トには、フリートがインスタンスの起動に必要とする情報 (AMI、インスタンスタイプ、サブネットまたは
アベイラビリティーゾーン、そして 1 つ以上のセキュリティグループ) を定義する起動仕様を含める必要
があります。
フリートに スポットインスタンス が含まれている場合、Amazon EC2 はスポット料金の変更に応じてフ
リートのターゲット容量を維持しようと試みることができます。
送信後にワンタイムリクエストのターゲット容量を変更することはできません。ターゲット容量を変更す
るには、リクエストを変更し、新しいリクエストを送信します。
スポットフリートリクエストは、期限切れになるかキャンセルされるまで、アクティブな状態を維持しま
す。フリートリクエストをキャンセルするとき、フリートのスポットインスタンスをキャンセルするか、
終了するか、どちらかを指定できます。
目次
• スポットフリートリクエストの状態 (p. 982)
• スポットフリートのヘルスチェック (p. 983)
• スポットフリートアクセス許可 (p. 984)
• スポットフリートリクエストを作成します。 (p. 991)
• スポットフリートにタグ付けします。 (p. 995)
• スポットフリートを記述する (p. 1001)
• スポットフリートリクエストを変更します。 (p. 1002)
• スポットフリートリクエストをキャンセルします。 (p. 1003)

スポットフリートリクエストの状態
スポットフリートリクエストは、次の状態のいずれかになります。
• - スポットフリートリクエストは評価中です。Amazon EC2 はターゲット数のインスタンスの起動を準
備中です。submitted
• - スポットフリートは検証済みです。Amazon EC2 はターゲット数の実行中のスポットインスタンスを
維持しようとしています。activeリクエストは、変更またはキャンセルされるまで、この状態のままに
なります。
• - スポットフリートリクエストは変更中です。modifyingリクエストは、変更が完全に処理されるか、
スポットフリートがキャンセルされるまで、この状態を維持します。ワンタイム を変更することはでき
ません。この状態は、そのようなスポットリクエストには適用されません。request
• — スポットフリートはキャンセルされ、追加のスポットインスタンスを起動しませ
ん。cancelled_runningその既存の スポットインスタンス は、中断または終了されるまで実行され
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続けます。リクエストは、すべてのインスタンスが中断されるか終了されるまで、この状態のままにな
ります。
• — スポットフリートはキャンセルされ、スポットインスタンスは終了しま
す。cancelled_terminatingリクエストは、すべてのインスタンスが終了されるまで、この状態のま
まになります。
• — スポットフリートはキャンセルされ、実行中のスポットインスタンスはありません。cancelledス
ポットリクエストは、インスタンスが終了して 2 日後に削除されます。
次の図は、 リクエストの状態の遷移を示しています。スポットフリートの制限を超えた場合、リクエスト
はすぐにキャンセルされます。

スポットフリートのヘルスチェック
スポットフリートは、2 分ごとにフリートのスポットインスタンスのヘルスステータスをチェックしま
す。インスタンスのヘルスステータスは healthy または unhealthy です。
スポットフリートは、Amazon EC2 が提供するステータスチェックを使用して、インスタンスのヘルスス
テータスを判断します。インスタンスステータスとシステムステータスのいずれかのチェック結果におい
て、ステータスが 3 回連続して impaired を示した場合、そのインスタンスは unhealthy と判断されま
す。詳細については、「インスタンスのステータスチェック (p. 1086)」を参照してください。
フリートを設定して、異常のある スポットインスタンス を置き換えることができます。ヘルスチェックに
よる置き換えを有効化すると、 と報告されたスポットインスタンスが置き換えられます。unhealthy異
常なスポットインスタンスの置き換え中、最大数分間フリートがターゲット容量を下回る場合がありま
す。

要件
• ヘルスチェックによる置き換えは、1 回限りの スポットフリート (maintain のフリート) ではなく、
ターゲットキャパシティを維持しているスポットフリート (タイプ request のフリート) でのみサポー
トされます。
• ヘルスチェックによる置き換えは、スポットインスタンス でのみサポートされます。この機能は オンデ
マンドインスタンス ではサポートされていません。
• 作成時のみ、異常なインスタンスを置き換えるようスポットフリートを設定できます。
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• IAM ユーザーは、ec2:DescribeInstanceStatus アクションを呼び出すアクセス許可を持っている
場合のみ、ヘルスチェックの置換を使用できます。
Console

コンソールを使用して、異常なスポットインスタンスを置き換えるようにスポットフリートを
設定するには
1.

手順に従ってスポットフリートを作成します。詳細については、「定義済みパラメータを使用し
てスポットフリートリクエストを作成する (コンソール) (p. 991)」を参照してください。

2.

異常のある スポットインスタンス を置き換えるようにフリートを設定するには、[ヘルスチェッ
ク] で [異常のあるインスタンスの置き換え] を選択します。このオプションを有効にするには、
まず [Maintain target capacity](ターゲット容量の維持) を選択する必要があります。

AWS CLI

を使用して、異常なスポットインスタンスを置き換えるようにスポットフリートを設定するに
はAWS CLI
1.

手順に従ってスポットフリートを作成します。詳細については、「スポットフリートを作成する
にはAWS CLI (p. 995)」を参照してください。

2.

異常のある スポットインスタンス を置き換えるようにフリートを設定するには、 に を指定しま
す。ReplaceUnhealthyInstancestrue

スポットフリートアクセス許可
IAM ユーザーがスポットフリートを作成または管理する場合、必要なアクセス許可を付与する必要があり
ます。
Amazon EC2 コンソールを使用してスポットフリートを作成した場合、 および というサービ
スにリンクされた 2 つのロールと、 というロールが作成されます。ユーザーの代わりに、リ
ソースのリクエスト、起動、終了、タグ付けを行うアクセス許可をスポットフリートに与えま
す。AWSServiceRoleForEC2SpotFleetAWSServiceRoleForEC2Spotaws-ec2-spot-fleettagging-role または API を使用する場合は、これらのロールが存在することを確認する必要がありま
す。AWS CLI
次の手順に従って、必要なアクセス許可を付与し、ロールを作成します。
アクセス許可とロール
• IAM ユーザーにスポットフリートのアクセス許可を付与します。 (p. 984)
• スポットフリート用のサービスにリンクされたロール (p. 986)
• スポットインスタンス用のサービスにリンクされたロール (p. 988)
• スポットフリートにタグ付けするための IAM ロール (p. 988)

IAM ユーザーにスポットフリートのアクセス許可を付与します。
IAM ユーザーがスポットフリートを作成または管理する場合、次のように、必要なアクセス許可を必ず付
与してください。

IAM ユーザーにスポットフリートのアクセス許可を付与するには
1.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインで、[Policies]、[Create policy] の順に選択します。

3.

[ポリシーの作成] ページで、 [JSON] を選択し、テキストを以下に置き換えます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RunInstances",
"ec2:CreateTags",
"ec2:RequestSpotFleet",
"ec2:ModifySpotFleetRequest",
"ec2:CancelSpotFleetRequests",
"ec2:DescribeSpotFleetRequests",
"ec2:DescribeSpotFleetInstances",
"ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole",
"iam:ListRoles",
"iam:ListInstanceProfiles"
],
"Resource": "*"
}
]

前述したポリシーの例では、ほとんどのスポットフリートのユースケースで必要なアクセス許可を
IAM ユーザーに付与します。特定の API アクションに制限するには、代わりにこれらの API アクショ
ンのみを指定します。
必要な EC2 および IAM の API
ポリシーには、次の API を含める必要があります。
• — スポットフリートでインスタンスを起動するために必要ec2:RunInstances
• — スポットフリートのリクエスト、インスタンス、またはボリュームのタグ付けに必
要ec2:CreateTags
• — スポットフリートロールを指定するために必要iam:PassRole
• - サービスにリンクされたロールの作成に必要iam:CreateServiceLinkedRole
• - 既存の IAM ロールを列挙するために必要iam:ListRoles
• - 既存のインスタンスプロファイルを列挙するために必要iam:ListInstanceProfiles

Important
起動仕様または起動テンプレートで IAM インスタンスプロファイルのロールを指定す
る場合は、そのロールをサービスに渡すアクセス許可を IAM ユーザーに付与する必要
があります。これを行うには、IAM ポリシーで アクションのリソースとして を含めま
す。"arn:aws:iam::*:role/IamInstanceProfile-role"iam:PassRole詳細につい
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ては、IAM ユーザーガイドの「 サービスにロールを渡すアクセス権限をユーザーに付与す
る」を参照してください。AWS
スポットフリートの API
必要に応じて、次のスポットフリート API アクションをポリシーに追加します。
• ec2:RequestSpotFleet
• ec2:ModifySpotFleetRequest
• ec2:CancelSpotFleetRequests
• ec2:DescribeSpotFleetRequests
• ec2:DescribeSpotFleetInstances
• ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory
オプションの IAM API
(オプション) IAM ユーザーが IAM コンソールを使用してロールまたはインスタンスプロファイルを作
成できるようにするには、次のアクションをポリシーに追加する必要があります。
• iam:AddRoleToInstanceProfile
• iam:AttachRolePolicy
• iam:CreateInstanceProfile
• iam:CreateRole
• iam:GetRole
• iam:ListPolicies
4.

[ポリシーの確認] を選択します。

5.

[ポリシーの確認] ページでポリシー名と説明を入力し、[ポリシーの作成] を選択します。

6.

ナビゲーションペインで [Users] を選択し、ユーザーを選択します。

7.

[Permissions]、[Add permissions] の順に選択します。

8.

[Attach existing policies directly] を選択します。以前に作成したポリシーを選択し、[Next: Review] (次
へ: レビュー) を選択します。

9.

[Add permissions] を選択します。

スポットフリート用のサービスにリンクされたロール
Amazon EC2 は、ユーザーに代わって の他のサービスを呼び出すために必要なアクセス許可のために、
サービスにリンクされたロールを使用します。AWSサービスにリンクされたロールは、AWS のサービス
に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは、AWS のサービ
スにアクセス許可を委任するためのセキュアな方法を提供します。これは、リンクされたサービスのみ
が、サービスにリンクされたロールを引き受けることができるためです。詳細については、IAM ユーザー
ガイドの「サービスにリンクされたロールの使用」を参照してください。https://docs.aws.amazon.com/
IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html
Amazon EC2 は、AWSServiceRoleForEC2SpotFleet という、サービスにリンクされたロールを使用し
て、ユーザーの代わりにインスタンスを起動して管理します。

Important
暗号化された AMI または暗号化された Amazon EBS スナップショットをスポットフリートで指
定した場合は、CMK を使用するアクセス許可を AWSServiceRoleForEC2SpotFleet ロールに付
与し、Amazon EC2 がユーザーの代わりにインスタンスを起動できるようにする必要がありま
す。??? (p. 176)??? (p. 1719)詳細については、「暗号化された AMI および EBS スナップショッ
ト用の CMK へのアクセス権の付与 (p. 988)」を参照してください。
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AWSServiceRoleForEC2SpotFleet によって付与されるアクセス許可
Amazon EC2 は、[AWSServiceRoleForEC2SpotFleet] という、サービスにリンクされたロールを使用し
て、次のアクションを実行します。
• - スポットインスタンス のリクエストec2:RequestSpotInstances
• - インスタンスの起動ec2:RunInstances
• - インスタンスの終了ec2:TerminateInstances
• - インスタンスの Amazon マシンイメージ (AMI) の表示ec2:DescribeImages
• - インスタンスのステータスの表示ec2:DescribeInstanceStatus
• - インスタンスのサブネットを記述しますec2:DescribeSubnets
• - スポットフリートリクエスト、インスタンス、ボリュームにタグを追加ec2:CreateTags
• - 指定されたインスタンスを指定されたロードバランサーに追
加elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer
• - 指定されたターゲットを指定されたターゲットグループに登
録elasticloadbalancing:RegisterTargets

サービスにリンクされたロールの作成
ほとんどの状況では、サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。Amazon EC2
は、コンソールを使用してスポットフリートを初めて作成するときに、AWSServiceRoleForEC2SpotFleet
サービスにリンクされたロールを作成します。
Amazon EC2 がこのサービスにリンクされたロールのサポートを開始した 2017 年 10 月よりも
前にアクティブなスポットフリートリクエストを行った場合は、Amazon EC2は アカウントで
AWSServiceRoleForEC2SpotFleet ロールを作成します｡AWS 詳細については、IAM ユーザーガイドの
「 アカウントに新しいロールが表示される」を参照してください。AWS
または API を使用してスポットフリートを作成する場合、最初にこのロールが存在しているか確認する必
要があります。AWS CLI

コンソールを使用して AWSServiceRoleForEC2SpotFleet を作成するには
1.

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

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで [Roles (ロール) ] を選択します。
[ロールの作成] を選択します。
[Select type of trusted entity (信頼されたエンティティのタイプの選択)] で、[AWS のサービス] を選択
します。

5.

[ユースケースの選択]、または [サービスを選択してそのユースケースを表示する] で、[EC2] を選択し
ます。

6.
7.

[ユースケースを選択する] で [EC2 - スポットフリート] を選択します。
[Next: Permissions (次へ: アクセス許可)] を選択します。

8.
9.

次のページで、[次へ: タグ] を選択します。
次のページで、[次へ: 確認] を選択します。

10. [確認] ページで、[ロールの作成] を選択します。
を使用して AWSServiceRoleForEC2SpotFleet を作成するにはAWS CLI
次のように、create-service-linked-role コマンドを使用します。https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/
reference/iam/create-service-linked-role.html
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spotfleet.amazonaws.com
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スポットフリートを使用する必要がなくなった場合は、[AWSServiceRoleForEC2Fleet] ロールを削除する
ことをお勧めします。このロールがアカウントから削除された後、コンソールを使用してスポットフリー
トをリクエストすると､ Amazon EC2 はロールを再作成します。詳細については、IAM ユーザーガイドの
「サービスにリンクされたロールの削除」を参照してください。

暗号化された AMI および EBS スナップショット用の CMK へのアクセス権の付与
暗号化された AMI または暗号化された Amazon EBS スナップショットをスポットフリートで指定し、
カスタマーマネージド型キー (CMK) を暗号化に使用する場合は、CMK を使用するアクセス許可を
AWSServiceRoleForEC2Fleet ロールに付与して、Amazon EC2 がユーザーの代わりにインスタンスを
起動できるようにする必要があります。??? (p. 176)??? (p. 1719)これを行うには、次の手順で示すよう
に、CMK に付与を追加する必要があります。
アクセス権限を設定するときは、付与がキーポリシーの代わりになります。詳細については、 デ
ベロッパーガイドの「許可の使用」と「 でのキーポリシーの使用」を参照してください。https://
docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/grants.htmlAWS KMSAWS Key Management Service

CMK を使用するアクセス許可を AWSServiceRoleForEC2SpotFleet ロールに付与するには
•

create-grant コマンドを使用して CMK に付与を追加し、プリンシパル (サービスにリンクされた
ロール AWSServiceRoleForEC2SpotFleet) を指定します。このプリンシパルには、付与が許可す
るオペレーションを実行するためのアクセス許可が提供されます。https://docs.aws.amazon.com/
cli/latest/reference/kms/create-grant.htmlCMK を指定するには、 パラメータと CMK の ARN を使
用します。key-idプリンシパルを指定するには、 パラメータとサービスにリンクされたロール
AWSServiceRoleForEC2SpotFleet の ARN を使用します。grantee-principal
aws kms create-grant \
--region us-east-1 \
--key-id arn:aws:kms:useast-1:444455556666:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--grantee-principal arn:aws:iam::111122223333:role/AWSServiceRoleForEC2SpotFleet \
--operations "Decrypt" "Encrypt" "GenerateDataKey"
"GenerateDataKeyWithoutPlaintext" "CreateGrant" "DescribeKey" "ReEncryptFrom"
"ReEncryptTo"

スポットインスタンス用のサービスにリンクされたロール
Amazon EC2 は、AWSServiceRoleForEC2Spot という、サービスにリンクされたロールを使用して、ユー
ザーの代わりに スポットインスタンス を起動して管理します。詳細については、「スポットインスタンス
リクエスト向けのサービスにリンクされたロール (p. 374)」を参照してください。

スポットフリートにタグ付けするための IAM ロール
IAM ロールは、スポットフリートリクエスト、インスタンス、ボリュームにタグ付けするアクセス権限を
スポットフリートに付与します。aws-ec2-spot-fleet-tagging-role詳細については、「スポットフ
リートにタグ付けします。 (p. 995)」を参照してください。

Important
フリートのインスタンスにタグ付けすることを選択し、ターゲット容量を維持することを選択し
た場合 (スポットフリートリクエストのタイプは maintain)、IAM ユーザーと IamFleetRole
のアクセス許可の違いにより、フリートのインスタンスのタグ付け動作に整合性がなくなる可能
性があります。 に アクセス許可が含まれていない場合、フリートによって起動されたインスタン
スの一部がタグ付けされていない可能性があります。IamFleetRoleCreateTags当社はこの不
整合の修正に取り組んでいますが、フリートによって起動されたすべてのインスタンスがタグ付
けされるようにするために、IamFleetRoleにはaws-ec2-spot-fleet-tagging-roleロー
ルを使用することをお勧めします。または、既存のロールを使用するには、 管理ポリシーを既存
のロールにアタッチします。AmazonEC2SpotFleetTaggingRoleAWSそれ以外の場合は、既存
のポリシーに アクセス許可を手動で追加する必要があります。CreateTags
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スポットフリートにタグ付けする IAM ロールを作成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Roles (ロール) ] を選択します。

3.

[Create role] を選択します。

4.

[Select trusted entity] (信頼できるエンティティの選択) ページの [Trusted entity type] (信頼できるエン
ティティタイプ) で、[AWS service] ( のサービス) を選択します。

5.

[Use case] (ユースケース) で、[Use cases for other AWS services] (他の サービスでのユースケース)
から [EC2] を選択し、[EC2 - Spot Fleet Tagging] (EC2 - スポットフリートのタグ付け) を選択しま
す。

6.

[Next] を選択します。

7.

[Add permissions] (アクセス許可を追加する) ページで Next (次へ) を選択します。

8.

[Name, review, and create] (名前、レビュー、および作成) ページで、[Role name] (ロール名) にロー
ルの名前 (例えば、aws-ec2-spot-fleet-tagging-role) を入力します。

9.

ページ内の情報を確認し、[Create role] (ロールを作成) をクリックします。

サービス間の混乱した代理の防止
「混乱した代理」問題は、アクションを実行するためのアクセス許可を持たないエンティティが、よ
り特権のあるエンティティにアクションの実行を強制できてしまう場合に生じる、セキュリティ上の問
題です。aws-ec2-spot-fleet-tagging-role 信頼ポリシー内のグローバル条件コンテキストキー
aws:SourceArn と aws:SourceAccount を使用して、リソースについてスポットフリートが別のサー
ビスに付与するアクセス許可を、制限することをお勧めします。

aws:SourceArn および aws:SourceAccount 条件キーを aws-ec2-spot-fleet-tagging-role
信頼ポリシーに追加するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。

3.

前に作成してある aws-ec2-spot-fleet-tagging-role を見つけ、リンク (チェックボックスで
はありません) をクリックします。

4.

[Summary] (概要) にある [Trust relationships] (信頼関係) タブを開き、[Edit trust policy] (信頼ポリシー
の編集) をクリックします。

5.

「混乱した代理」問題を防止するために、JSON ステートメント内で、以下のようにグローバル条件
コンテキストキー aws:SourceAccount および aws:SourceArn を含む Condition 要素を追加ま
す。
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:account_id:spot-fleet-request/sfr-*"
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "account_id"
}

Note
aws:SourceArn の値にアカウント ID が含まれており、上記のグローバル条件コンテキス
トキーの両方を同じポリシーステートメント内で使用する場合、aws:SourceAccount 値と
aws:SourceArn 値の中のアカウントには、同じアカウント ID を使用する必要があります。
最終的な信頼ポリシーは次のようになります。
{
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}

6.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "spotfleet.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:account_id:spot-fleet-request/sfr-*"
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "account_id"
}
}
}

[ポリシーの更新] を選択します。

次の表に、aws-ec2-spot-fleet-tagging-role の範囲を制限するために想定される
aws:SourceArn の値を、その特異性の様々なレベルについてまとめました。
API オペレーション

呼び出されたサービス

範囲

aws:SourceArn

RequestSpotFleet

AWS STS
(AssumeRole)

aws-ec2-spotfleet-tagging-role
が持つ AssumeRole の
機能を、指定されたア
カウントの spot-fleetrequests に制限しま
す。

arn:aws:ec2:*:123456789012:sp
fleet-request/sfr*

RequestSpotFleet

AWS STS
(AssumeRole)

aws-ec2-spotfleet-taggingroleが持つ
AssumeRole の機能
を、指定されたアカウ
ントおよび指定された
リージョンの spot-fleetrequests に制限しま
す。このロールは他の
リージョンでは使用で
きないことに注意して
ください。

arn:aws:ec2:useast-1:123456789012:spotfleet-request/sfr*

RequestSpotFleet

AWS STS
(AssumeRole)

aws-ec2-spotarn:aws:ec2:usfleet-tagging-role east-1:123456789012:spotが持つ AssumeRoleの
fleet-request/
機能を、フリート
sfrsfr-11111111-1111-1111-1111-111111111111
11111111-1111-1111-1111-11111
に影響を与えるアク
ションのみに制限し
ます。このロールは、
他のスポットフリート
では使用できない場合
があることに注意して
ください。また、こ
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API オペレーション

呼び出されたサービス

範囲

aws:SourceArn

のロールを使用して
request-spot-fleet に
より新しいスポットフ
リートを起動すること
はできません。

スポットフリートリクエストを作成します。
を使用して、アプリケーションまたはタスクのニーズと最低限のコンピューティング仕様のみを選択し
て、スポットフリートを迅速に作成します。AWS Management ConsoleAmazon EC2 は、ユーザーのニー
ズに最適なフリートを設定し、スポットベストプラクティスに従います。詳細については、「スポットフ
リートリクエストを迅速に作成します (コンソール) (p. 991)」を参照してください。それ以外の場合は、
デフォルト設定のいれかを変更できます。詳細については、「定義済みパラメータを使用してスポット
フリートリクエストを作成する (コンソール) (p. 991)」および「スポットフリートを作成するにはAWS
CLI (p. 995)」を参照してください。
スポットフリートを作成するためのオプション
• スポットフリートリクエストを迅速に作成します (コンソール) (p. 991)
• 定義済みパラメータを使用してスポットフリートリクエストを作成する (コンソール) (p. 991)
• スポットフリートを作成するにはAWS CLI (p. 995)

スポットフリートリクエストを迅速に作成します (コンソール)
以下の手順に従って、スポットフリートリクエストを迅速に作成します。

推奨設定を使用してスポットフリートリクエストを作成するには (コンソール)
1.
2.

スポットコンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2spot) を開きます。
スポットを初めて使用する場合は、ウェルカムページが表示されるので、そこで [Get started] を選択
します。それ以外の場合は、[Request Spot Instances] (スポットインスタンスのリクエスト) を選択し
ます。

3.

[Launch parameters] (起動パラメータ) で、[Manually configure launch parameters] (起動パラメータを
手動で構成する) を選択します。
AMI で、AMI を選択します。
[Target capacity] (ターゲット容量) の下の [Total target capacity] (総ターゲット容量) で、リクエスト
する単位数を指定します。ユニットのタイプには、[Instances] (ユニット)、[vCPU]、または [Memory
(MiB)] (メモリ (MiB)) を選択できます。
[Your fleet request at a glance] (フリートリクエストの概要) で、フリートの設定を確認し、[Launch]
(起動) を選択します。

4.
5.
6.

定義済みパラメータを使用してスポットフリートリクエストを作成する (コン
ソール)
定義済みパラメータを使用して、スポットフリートを作成できます。

定義済みパラメータを使用してスポットフリートリクエストを作成するには (コンソール)
1.
2.

スポットコンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2spot) を開きます。
スポットを初めて使用する場合は、ウェルカムページが表示されるので、そこで [Get started] を選択
します。それ以外の場合は、[Request Spot Instances] (スポットインスタンスのリクエスト) を選択し
ます。
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3.

[Launch parameters] (起動パラメータ) では、以下の操作を行います。
a.

スポットコンソールで起動パラメータを定義するには、[Manually configure launch parameters]
(起動パラメータを手動で構成する) を選択します。

b.

[AMI] で、AWS が提供する基本 AMI のいずれかを選択します。あるいは、[Search for AMI] (AMI
を検索) をクリックして、ユーザーコミュニティの AMI、AWS Marketplace、または独自の AMI
を選択することも可能です。

c.

(オプション) [Key pair name] (キーペア名) で、既存のキーペアを使用するか、新しいキーペアを
作成するかを選択します。
[既存のキーペア] キーペアを選択します。
[新しいキーペア] [Create new key pair] (新しいキーペアの作成) を選択して [Key Pairs] (キーペア)
ページに進みます。完了したら、[Spot Requests] (スポットリクエスト) ページに戻ってリストを
更新します。

d.

(オプション) [Additional launch parameters] (追加の起動パラメータ) を展開し、次の操作を実行
します。
i.

(オプション) Amazon EBS 最適化を有効にするには、[EBS-optimized] (EBS に最適化された)
で [Launch EBS-optimized instances] (EBS に最適化されたインスタンスの起動) を選択しま
す。

ii.

(オプション) インスタンス用の一時ブロックレベルストレージを追加するには、[Instance
store] (インスタンスストア) で [Attach at launch] (起動時にアタッチ) を選択します。

iii.

(オプション) ストレージを追加するには、[Add new volume] (新しいボリュームの追加) を
選択し、インスタンスタイプに応じて追加のインスタンスストアボリュームまたは Amazon
EBS ボリュームを指定します。

iv.

(オプション) デフォルトでは、インスタンスに対して基本モニタリングが有効になります。
詳細モニタリングを有効にするには、[Monitoring] (モニタリング) で [Enable CloudWatch
detailed monitoring] (CloudWatch 詳細モニタリングの有効化) を選択します。

v.

(オプション) 専有スポットインスタンスを実行するには、[Tenancy] (テナンシー) で
[Dedicated - run a dedicated instance] (専有 - 専有インスタンスの実行) を選択します。

vi.

(オプション) [Security groups] で、1 つ以上のセキュリティグループを選択するか、新しいセ
キュリティグループを作成します。
[既存のセキュリティグループ] 1 つ以上のセキュリティグループを選択します。
[新しいセキュリティグループ] [Create new security group] (新しいセキュリティグループの
作成) を選択し、[Security Groups] (セキュリティグループ) ページに移動します。完了した
ら、[Spot Requests] (スポットリクエスト) に戻ってリストを更新します。

vii. (オプション) インスタンスにインターネットからアクセスできるようにするには、[Autoassign IPv4 Public IP] (IPv4 パブリック IP の自動割り当て) で [Enable] (有効化) を選択しま
す。
viii. (オプション) IAM ロールを指定して スポットインスタンス を起動するには、[IAM instance
profile] でロールを選択します。
ix.

(オプション) 起動スクリプトを実行するには、スクリプトを [User data] (ユーザーデータ) に
コピーします。

x.

(オプション) タグを追加するには、[Create tag] (タグの作成) を選択し、タグのキーと値を入
力してから [Create] (作成) を選択します。各タグについて、これを繰り返します。
タグごとに、インスタンスとスポットフリートリクエストに同じタグを付けるに
は、[Instances] (インスタンス) と [Fleet] (フリート) の両方が選択されていることを確認しま
す。フリートによって起動されたインスタンスのみにタグ付けするには、[Fleet] (フリート)
をクリアします。スポットフリートリクエストのみにタグ付けするには、[Istances] (インス
タンス) をクリアします。

4.

[Additional request details] (追加のリクエスト詳細) で、以下を実行します｡
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5.

a.

追加リクエストの詳細を確認します。変更するには、[Apply defaults] をオフにします。

b.

(オプション) [IAM fleet role] で、デフォルトのロールを使用するか、または別のロールを選択で
きます。ロールの変更後にデフォルトのロールを使用するには、[Use default role] を選択しま
す。

c.

(オプション) [Maximum price] では、デフォルトの上限料金 (オンデマンド料金) を使用するか、
支払う予定の上限料金を指定することができます。上限価格が選択したインスタンスタイプのス
ポット料金より低い場合、スポットインスタンス は起動されません。

d.

(オプション) 特定の期間中のみ有効なリクエストを作成するには、[Request valid from] (リクエス
ト有効期間開始日) および [Request valid until] (リクエスト有効期間終了日) を編集します。

e.

(オプション) デフォルトでは、リクエストの有効期限が切れるとスポットインスタンスは終了し
ます。リクエストの有効期限が切れた後も実行し続ける場合、[Terminate the instances when the
request expires] (リクエストの期限後にインスタンスを終了) をオフにします。

f.

(オプション) ロードバランサーを使用する スポットインスタンスを登録するには、[Receive
traffic from one or more load balancers] (1 つ以上のロードバランサーからトラフィックを受信) を
選択して、1 つ以上のクラシックロードバランサーまたはターゲットグループを選択します。

[Minimum compute unit] (最小コンピューティングユニット) で、アプリケーションまたはタスクで必
要な最低限のハードウェア仕様 (vCPU、メモリ、ストレージ) を選択して、[as specs] (仕様として) ま
たは [as an instance type] (インスタンスタイプとして) を指定します。
• [as specs] (仕様として) については、必要な vCPU 数とメモリ量を指定します。
• [as an instance type] (インスタンスタイプとして) では、デフォルトのインスタンスタイプをそのま
ま使用するか、[Change instance type] (インスタンスインスタンスタイプを変更) を選択して別のイ
ンスタンスタイプを選択します。

6.

[Target capacity] (ターゲット容量) で、以下の操作を実行します。
a.

[Total target capacity] (総ターゲット容量) で、ターゲット容量にリクエストする単位数を指定し
ます。ユニットのタイプには、[Instances] (ユニット)、[vCPU]、または [Memory (MiB)] (メモリ
(MiB)) を選択できます。ターゲット容量を 0 に指定して後で容量を追加できるようにするには、
[Maintain target capacity] を選択します。

b.

(オプション) [Include On-Demand base capacity] (オンデマンドベースの容量を含める) で、リク
エストするオンデマンド単位数を指定します。数値は [Total target capacity] (ターゲットキャパシ
ティの合計) 未満にする必要があります。Amazon EC2 は差分を計算し、この差をリクエストす
るスポット単位に割り当てます。

Important
オプションのオンデマンド容量を指定する場合、最初に起動テンプレートを選択する必
要があります。

7.

c.

(オプション) デフォルトでは、スポットサービスは中断されるとスポットインスタンスを削除し
ます。ターゲット容量を維持するには、[ターゲット容量を維持する] を選択します。これで、中
断時に スポットインスタンス を終了、停止、または休止するように指定できます。これを行うに
は、[Interruption behavior] (中断動作) から対応するオプションを選択します。

d.

(オプション) フリートの既存スポットインスタンスにインスタンスの再調整の通知が発行された
ときに、スポットフリートが代替スポットインスタンスを起動できるようにするには、[Capacity
rebalance] (容量の再調整) を選択し、インスタンス置換戦略を選択します。[Launch before
terminate] (終了前に起動する) を選択した場合、スポットフリートが古いインスタンスを終
了させるまでの遅延時間 (秒単位) を指定します。詳細については、「キャパシティーの再調
整 (p. 977)」を参照してください。

e.

(オプション) フリートのすべての スポットインスタンスに対して 1 時間あたりに支払う金額を制
御するには、[Set maximum cost for Spot Instances] (スポットインスタンスの上限価格を設定す
る) を選択し、1 時間あたりに支払うことができる上限の合計金額を入力します。上限の合計金額
に達すると、ターゲット容量に満たない場合でも、スポットフリートはスポットインスタンスの
起動を停止します。詳細については、「使用量の管理 (p. 980)」を参照してください。

[Network] (ネットワーク) で、以下の操作を実行します。
993

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
スポットフリートの操作

a.

[Network] (ネットワーク) で既存の VPC を選択するか、新しい VPC を作成します。
[既存の VPC] VPC を選択します。
[新しい VPC] [新しい VPC の作成] を選択して Amazon VPC コンソールにアクセスします。完了
したら、ウィザードに戻ってリストを更新します。

b.

(オプション) [アベイラビリティーゾーン] では、 でスポットインスタンス のアベイラビリティー
ゾーンを選択するか、1 つ以上のアベイラビリティーゾーンを指定します。AWS
アベイラビリティーゾーンに複数のサブネットがある場合、[Subnet] から適切なサブネットを選
択します。サブネットを追加するには、[Create new subnet] を選択して Amazon VPC にアクセ
スします。完了したら、ウィザードに戻ってリストを更新します。

8.

[Instance type requirements] (インスタンスタイプの要件) では、インスタンス属性を指定し
て、Amazon EC2 にこれらの属性を持つ最適なインスタンスタイプを識別させるか、またはインスタ
ンスのリストを指定することができます。詳細については、「スポットフリートの属性ベースのイン
スタンスタイプの選択 (p. 958)」を参照してください。
a.

b.

9.

[Specify instance attributes that match your compute requirements] (コンピューティング要件に一
致するインスタンス属性を指定する) を選択した場合、インスタンス属性を次のように指定しま
す。
i.

[vCPUs] に、希望する vCPU の最小数と最大数を入力します。制限なしを指定するに
は、[No minimum] (最小値なし)、[No maximum] (最大値なし)、または両方を選択します。

ii.

[Memory (GiB)] (メモリ (GiB)) に、希望するメモリの最小値と最大値を入力します。制限なし
を指定するには、[No minimum] (最小値なし)、[No maximum] (最大値なし)、または両方を選
択します。

iii.

(オプション) [Additional instance attributes] (その他のインスタンス属性) では、オプションで
1 つ以上の属性を指定して、コンピューティング要件をより詳細に表現できます。追加の属
性は、リクエストにさらに制約を追加します。追加の属性は省略できます。省略すると、デ
フォルト値が使用されます。各属性およびそのデフォルト値の説明については、「Amazon
EC2 コマンドラインリファレンス」の「get-spot-placement-scores」を参照してください。

iv.

(オプション) 指定した属性を持つインスタンスタイプを表示するには、[Preview matching
instance types] (一致するインスタンスタイプをプレビューする) を展開します。インスタ
ンスタイプがリクエストで使用されないようにするには、インスタンスを選択し、[Exclude
selected instance types] (選択したインスタンスタイプを除外する) を選択します。

[Manually select instance types] (インスタンスタイプを手動で選択する) を選択すると、スポット
フリートはインスタンスタイプのデフォルトのリストを提供します。さらにインスタンスタイプ
を選択するには、[Add instance types] (インスタンスタイプの追加) を選択し、リクエストで使用
するインスタンスタイプを選択してから [Select] (選択) を選択します。インスタンスタイプを削
除するには、インスタンスタイプを選択し、[Delete] (削除) を選択します。

[Allocation strategy] (配分戦略) で、ニーズに合った戦略を選択します。詳細については、「スポット
インスタンスの配分戦略 (p. 956)」を参照してください。

10. [Your fleet request at a glance] (フリートリクエストの概要) で、フリートの設定を確認し、必要な調
整を行います。
11. (オプション) AWS CLI で使用される起動設定のコピーをダウンロードするには、[JSON config]
(JSON 設定) を選択します。
12. [Launch] を選択します。
スポットフリートリクエストタイプは です。fleetリクエストが実行されると、タイ
プ のリクエストが追加されます。このとき、状態は になり、ステータスは になりま
す。instanceactivefulfilled
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スポットフリートを作成するにはAWS CLI
を使用して、スポットフリートリクエストを作成するにはAWS CLI
•

スポットフリートリクエストを作成するには、request-spot-fleet コマンドを使用します。https://
docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/request-spot-fleet.html

aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json

設定ファイルの例については、「スポットフリートの設定例 (p. 1054)」を参照してください。
出力例を次に示します。
{

"SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE"

}

スポットフリートにタグ付けします。
スポットフリートリクエストを分類および管理しやすくするため、カスタムメタデータでタグ付けできま
す。スポットフリートリクエストへのタグの割り当ては、リクエストの作成時または作成後に行うことが
できます。Amazon EC2 コンソールまたはコマンドラインツールを使用してタグを割り当てることができ
ます。
フリートリクエストにタグを付けると、スポットフリートが起動するインスタンスとボリュームには自動
的にタグ付けされません。スポットフリートが起動するインスタンスとボリュームには、明示的にタグを
付ける必要があります。タグは、フリートリクエストのみに割り当てるか、スポットフリートが起動した
インスタンスのみに割り当てるか、フリートが起動したインスタンスにアタッチされたボリュームのみに
割り当てるか、または 3 つすべてに割り当てるかを選択できます。

Note
ボリュームタグは、オンデマンドインスタンス にアタッチされたボリュームでのみサポートされ
ます。スポットインスタンス にアタッチされているボリュームにタグを付けることはできませ
ん。
タグの仕組みの詳細については、「Amazon EC2 リソースのタグ付け (p. 1874)」を参照してください。
目次
• 前提条件 (p. 995)
• 新しいスポットフリートにタグを付けます。 (p. 996)
• 新しいスポットフリート、およびそれが起動するインスタンスおよびボリュームにタグ付けしま
す。 (p. 997)
• 既存のスポットフリートにタグを付けます。 (p. 1000)
• スポットフリートリクエストタグを表示する (p. 1000)

前提条件
リソースにタグ付けするアクセス許可を IAM ユーザーに付与します。詳細については、「例: リソースの
タグ付け (p. 1424)」を参照してください。
リソースにタグ付けするアクセス許可を IAM ユーザーに付与するには
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以下を含む IAM ポリシーを作成します。
• ec2:CreateTags アクション。これにより、タグを作成するアクセス許可が IAM ユーザーに付与され
ます。
• ec2:RequestSpotFleet アクション。これにより、スポットフリートリクエストを作成するアクセス
許可が IAM ユーザーに付与されます。
• で、 を指定する必要があります。Resource"*"これにより、ユーザーはすべてのリソースタイプにタ
グ付けできます。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "TagSpotFleetRequest",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags",
"ec2:RequestSpotFleet"
],
"Resource": "*"
}
]

Important
現在、spot-fleet-request リソースに対するリソースレベルのアクセス許可はサポートされ
ていません。リソースとして spot-fleet-request を指定した場合、フリートにタグ付けし
ようとすると、不正な例外が発生します。以下の例は、ポリシーを設定しない方法を示していま
す。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags",
"ec2:RequestSpotFleet"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:spot-fleet-request/*"

新しいスポットフリートにタグを付けます。
コンソールを使用して、新しいスポットフリートリクエストにタグ付けするには
1.

「」の手順に従います。定義済みパラメータを使用してスポットフリートリクエストを作成する (コ
ンソール) (p. 991)

2.

タグを追加するには、[追加設定] を展開し、[新規タグの追加] を選択して、タグのキーと値を入力し
ます。各タグについて、これを繰り返します。
タグごとに、スポットフリートリクエストとインスタンスに同じタグを付けることができます。両方
にタグ付けするには、[Instance tags (インスタンスタグ)] と [Fleet tags (フリートタグ)] の両方が選択
されていることを確認します。スポットフリートリクエストのみにタグ付けするには、[インスタン
スタグ] をクリアします。フリートによって起動されたインスタンスのみにタグ付けするには、[Fleet
tags (フリートタグ)] をクリアします。

3.

必須フィールドに入力してスポットフリートリクエストを作成し、[起動] を選択します。詳細に
ついては、「定義済みパラメータを使用してスポットフリートリクエストを作成する (コンソー
ル) (p. 991)」を参照してください。
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を使用して、新しいスポットフリートリクエストにタグ付けするにはAWS CLI
作成時にスポットフリートリクエストにタグ付けするには、スポットフリートリクエスト設定を以下のよ
うにします。
• スポットフリートリクエストのタグを SpotFleetRequestConfig で指定します。
• ResourceType で、spot-fleet-request を指定します。別の値を指定すると、フリートリクエスト
は失敗します。
• Tags で、キーと値のペアを指定します。キーと値のペアは複数指定できます。
以下の例では、スポットフリートリクエストに 2 つのタグ (Key=Environment、Value=Production、および
Key=Cost-Center、Value=123) が付けられています。
{

}

"SpotFleetRequestConfig": {
"AllocationStrategy": "lowestPrice",
"ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchSpecifications": [
{
"ImageId": "ami-0123456789EXAMPLE",
"InstanceType": "c4.large"
}
],
"SpotPrice": "5",
"TargetCapacity": 2,
"TerminateInstancesWithExpiration": true,
"Type": "maintain",
"ReplaceUnhealthyInstances": true,
"InstanceInterruptionBehavior": "terminate",
"InstancePoolsToUseCount": 1,
"TagSpecifications": [
{
"ResourceType": "spot-fleet-request",
"Tags": [
{
"Key": "Environment",
"Value":"Production"
},
{
"Key": "Cost-Center",
"Value":"123"
}
]
}
]
}

新しいスポットフリート、およびそれが起動するインスタンスおよびボリューム
にタグ付けします。
新しいスポットフリートリクエストと、 を使用して起動するインスタンスおよびボリュームにタグ付けす
るにはAWS CLI
作成時にスポットフリートリクエストにタグ付けし、フリートがインスタンスを起動するときにインスタ
ンスおよびボリュームにタグ付けするには、スポットフリートリクエスト設定を次のようにします。

スポットフリートリクエストのタグ
• スポットフリートリクエストのタグを SpotFleetRequestConfig で指定します。
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• ResourceType で、spot-fleet-request を指定します。別の値を指定すると、フリートリクエスト
は失敗します。
• Tags で、キーと値のペアを指定します。キーと値のペアは複数指定できます。

インスタンスタグ:
• LaunchSpecifications で、インスタンスのタグを指定します。
• ResourceType で、instance を指定します。別の値を指定すると、フリートリクエストは失敗しま
す。
• Tags で、キーと値のペアを指定します。キーと値のペアは複数指定できます。
または、スポットフリートリクエストで参照される起動テンプレートで、インスタンスのタグを指定で
きます。??? (p. 536)

ボリュームタグ:
• スポットフリートリクエストで参照される起動テンプレートのボリュームのタグを指定しま
す。??? (p. 536)LaunchSpecifications でのボリュームのタグ付けはサポートされていません。
以下の例では、スポットフリートリクエストに 2 つのタグ (Key=Environment、Value=Production、および
Key=Cost-Center、Value=123) が付けられています。フリートが起動するインスタンスには、1 つのタグ
(スポットフリートリクエストのタグの 1 つと同じ) Key=Cost-Center and Value=123 が付けられます。
{

"SpotFleetRequestConfig": {
"AllocationStrategy": "lowestPrice",
"ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchSpecifications": [
{
"ImageId": "ami-0123456789EXAMPLE",
"InstanceType": "c4.large",
"TagSpecifications": [
{
"ResourceType": "instance",
"Tags": [
{
"Key": "Cost-Center",
"Value": "123"
}
]
}
]
}
],
"SpotPrice": "5",
"TargetCapacity": 2,
"TerminateInstancesWithExpiration": true,
"Type": "maintain",
"ReplaceUnhealthyInstances": true,
"InstanceInterruptionBehavior": "terminate",
"InstancePoolsToUseCount": 1,
"TagSpecifications": [
{
"ResourceType": "spot-fleet-request",
"Tags": [
{
"Key": "Environment",
"Value":"Production"
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},
{

}

}

]

}

]

}

"Key": "Cost-Center",
"Value":"123"

を使用して、スポットフリートが起動したインスタンスにタグ付けするにはAWS CLI
フリートがインスタンスを起動するときにインスタンスにタグ付けするには、スポットフリートリクエス
トで参照される起動テンプレートでタグを指定するか、以下のようにスポットフリートリクエスト設定で
タグを指定できます。??? (p. 536)
• LaunchSpecifications で、インスタンスのタグを指定します。
• ResourceType で、instance を指定します。別の値を指定すると、フリートリクエストは失敗しま
す。
• Tags で、キーと値のペアを指定します。キーと値のペアは複数指定できます。
以下の例では、フリートによって起動されるインスタンスに 1 つのタグ (Key=Cost-Center and
Value=123) が付けられています。
{

}

"SpotFleetRequestConfig": {
"AllocationStrategy": "lowestPrice",
"ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchSpecifications": [
{
"ImageId": "ami-0123456789EXAMPLE",
"InstanceType": "c4.large",
"TagSpecifications": [
{
"ResourceType": "instance",
"Tags": [
{
"Key": "Cost-Center",
"Value": "123"
}
]
}
]
}
],
"SpotPrice": "5",
"TargetCapacity": 2,
"TerminateInstancesWithExpiration": true,
"Type": "maintain",
"ReplaceUnhealthyInstances": true,
"InstanceInterruptionBehavior": "terminate",
"InstancePoolsToUseCount": 1
}

を使用して、スポットフリートが起動するオンデマンドインスタンスにアタッチされたボリュームにタグ
付けするにはAWS CLI
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フリートが作成したときにボリュームにタグ付けするには、スポットフリートリクエストで参照される起
動テンプレートでタグを指定する必要があります。??? (p. 536)

Note
ボリュームタグは、オンデマンドインスタンス にアタッチされたボリュームでのみサポートされ
ます。スポットインスタンス にアタッチされているボリュームにタグを付けることはできませ
ん。
LaunchSpecifications でのボリュームのタグ付けはサポートされていません。

既存のスポットフリートにタグを付けます。
コンソールを使用して、既存のスポットフリートリクエストにタグ付けするには
スポットフリートリクエストを作成した後、コンソールを使用してフリートリクエストにタグを追加でき
ます。
1.
2.

スポットコンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2spot) を開きます。
スポットフリートリクエストを選択します。

3.

[Tags (タグ)] タブを選択してから、[タグの作成] を選択します。

を使用して、既存のスポットフリートリクエストにタグ付けするにはAWS CLI
create-tags コマンドを使用して、既存のリソースにタグ付けできます。https://docs.aws.amazon.com/
cli/latest/reference/ec2/create-tags.html以下の例では、既存のスポットフリートリクエストにタグ
Key=purpose and Value=test が付けられています。
aws ec2 create-tags \
--resources sfr-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE \
--tags Key=purpose,Value=test

スポットフリートリクエストタグを表示する
コンソールを使用して、スポットフリートリクエストタグを表示するには
1.

スポットコンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2spot) を開きます。

2.

スポットフリートリクエストを選択し、[タグ] タブを選択します。

スポットフリートリクエストタグを記述するには
describe-tags コマンドを使用して、指定したリソースのタグを表示します。https://
docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/describe-tags.html以下の例では、指定したスポットフリー
トリクエストのタグを記述します。
aws ec2 describe-tags \
--filters "Name=resource-id,Values=sfr-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE"
{

"Tags": [
{
"Key": "Environment",
"ResourceId": "sfr-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE",
"ResourceType": "spot-fleet-request",
"Value": "Production"
},
{
"Key": "Another key",
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}

]

}

"ResourceId": "sfr-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE",
"ResourceType": "spot-fleet-request",
"Value": "Another value"

スポットフリートリクエストを記述することで、スポットフリートリクエストのタグを表示することもで
きます。
describe-spot-fleet-requests コマンドを使用して、指定したスポットフリートリクエストの設定を表示し
ます。これには、フリートリクエストに指定されたタグが含まれます。https://docs.aws.amazon.com/cli/
latest/reference/ec2/describe-spot-fleet-requests.html
aws ec2 describe-spot-fleet-requests \
--spot-fleet-request-ids sfr-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE
{

"SpotFleetRequestConfigs": [
{
"ActivityStatus": "fulfilled",
"CreateTime": "2020-02-13T02:49:19.709Z",
"SpotFleetRequestConfig": {
"AllocationStrategy": "capacityOptimized",
"OnDemandAllocationStrategy": "lowestPrice",
"ExcessCapacityTerminationPolicy": "Default",
"FulfilledCapacity": 2.0,
"OnDemandFulfilledCapacity": 0.0,
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-ec2-spot-fleet-taggingrole",
"LaunchSpecifications": [
{
"ImageId": "ami-0123456789EXAMPLE",
"InstanceType": "c4.large"
}
],
"TargetCapacity": 2,
"OnDemandTargetCapacity": 0,
"Type": "maintain",
"ReplaceUnhealthyInstances": false,
"InstanceInterruptionBehavior": "terminate"
},
"SpotFleetRequestId": "sfr-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE",
"SpotFleetRequestState": "active",
"Tags": [
{
"Key": "Environment",
"Value": "Production"
},
{
"Key": "Another key",
"Value": "Another value"
}
]
}
]
}

スポットフリートを記述する
上限料金がスポット料金を超え、容量が利用可能な場合、スポットフリートはスポットインスタンスを起
動します。スポットインスタンスは、中断されるか終了されるまで実行されます。
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スポットフリートを記述するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで、[Spot Requests] を選択します。
スポットフリートリクエストを選択します。設定の詳細を表示するには、[Description] を選択しま
す。
スポットフリートのスポットインスタンスを一覧表示するには、インスタンスを選択します。

5.

スポットフリートの履歴を表示するには、[履歴] を選択します。

スポットフリートを記述するには (AWS CLI)
スポットフリートリクエストの詳細を表示するには、describe-spot-fleet-requests コマンドを使用しま
す。https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/describe-spot-fleet-requests.html
aws ec2 describe-spot-fleet-requests

指定したスポットフリートのスポットインスタンスの詳細を表示するには、describe-spot-fleet-instances
コマンドを使用します。https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/describe-spot-fleetinstances.html
aws ec2 describe-spot-fleet-instances \
--spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE

指定したスポットフリートリクエストの履歴を表示するには、describe-spot-fleet-request-history コマ
ンドを使用します。https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/describe-spot-fleet-requesthistory.html
aws ec2 describe-spot-fleet-request-history \
--spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
--start-time 2015-05-18T00:00:00Z

スポットフリートリクエストを変更します。
以下のタスクを完了するように、アクティブスポットフリートリクエストを変更できます。
• ターゲット容量とオンデマンド部分を増やす
• ターゲット容量とオンデマンド部分を減らす

Note
ワンタイムスポットフリートリクエストは変更できません。スポットフリートリクエストの作成
時に [ターゲット容量の維持] を選択した場合にのみ、スポットフリートリクエストを変更するこ
とができます。
ターゲット容量を増やすと、スポットフリートは追加のスポットインスタンスを起動します。オンデマン
ド部分を増やすと、スポットフリートは追加のオンデマンドインスタンスを起動します。
ターゲット容量を増やすと、スポットフリートは、スポットフリートリクエストの配分戦略に従って、追
加のスポットインスタンスを起動します。配分戦略が の場合、スポットフリートは、スポットフリートリ
クエストの最低価格のスポットキャパシティープールからインスタンスを起動します。lowestPrice配分
戦略が の場合、スポットフリートは、スポットフリートリクエストのプール全体にインスタンスを分散し
ます。diversified
ターゲット容量を減らすと、スポットフリートは新しいターゲット容量を超えるすべてのオープンリクエ
ストをキャンセルします。フリートのサイズが新しいターゲット容量に達するまで、スポットフリートが

1002

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
スポットフリートの操作

スポットインスタンスを終了させるようにリクエストできます。配分戦略が の場合、スポットフリートは
最高単価のインスタンスを終了させます。lowestPrice配分戦略が の場合、スポットフリートはプール
全体でインスタンスを終了させます。diversifiedまたは、スポットフリートが現在のサイズを維持する
ようにリクエストすることもできますが、中断されたり手動で終了されたスポットインスタンスを置き換
えることはできません。
ターゲット容量が減ったためにスポットフリートがインスタンスを終了する場合、インスタンスはスポッ
トインスタンスの中断通知を受け取ります。

スポットフリートリクエストを変更するには (コンソール)
1.
2.

スポットコンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2spot/home/fleet) を開きます。
スポットフリートリクエストを選択します。

3.

[Actions]、[Modify target capacity] の順に選択します。

4.

[Modify target capacity] で、以下の操作を実行します。
a.
b.

新しいターゲット容量とオンデマンド部分を入力します。
(オプション) ターゲット容量を小さくしてもスポット群の現在のサイズを保持する場合は、
[Terminate instances] をオフにします。

c.

[Submit] を選択します。

を使用して、スポットフリートリクエストを変更するにはAWS CLI
modify-spot-fleet-requestコマンドを使用して、指定するスポットフリートリクエストのターゲット容量を
更新します。https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/modify-spot-fleet-request.html
aws ec2 modify-spot-fleet-request \
--spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
--target-capacity 20

前のコマンドを以下のように変更して、結果的にいずれのスポットインスタンスも終了せずに、指定した
スポットフリートのターゲット容量を減らすことができます。
aws ec2 modify-spot-fleet-request \
--spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
--target-capacity 10 \
--excess-capacity-termination-policy NoTermination

スポットフリートリクエストをキャンセルします。
スポットフリートの使用が終了すると、スポットフリートリクエストをキャンセルできます。これによ
り、スポットフリートに関連付けられているすべてのスポットリクエストがキャンセルされるため、ス
ポットフリートに新しいスポットインスタンスは起動されません。スポットフリートがスポットインスタ
ンスを終了するか指定する必要があります。インスタンスを終了する場合、スポットフリートリクエスト
は 状態になります。cancelled_terminatingそれ以外の場合、スポットフリートリクエストは 状態に
なり、インスタンスは中断または手動終了されるまで、引き続き実行されます。cancelled_running

スポットフリートリクエストをキャンセルするには (コンソール)
1.
2.
3.
4.

スポットコンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2spot/home/fleet) を開きます。
スポットフリートリクエストを選択します。
[Actions]、[Cancel spot request] の順に選択します。
[スポットリクエストのキャンセル] で、スポットフリートをキャンセルすることを確認します。ス
ポット群の現在のサイズを保持するには、[Terminate instances] をオフにします。準備ができたら、
[Confirm] を選択します。
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を使用して、スポットフリートリクエストをキャンセルするにはAWS CLI
指定したスポットフリートリクエストをキャンセルし、インスタンスを終了するには、cancel-spot-fleetrequests コマンドを使用します。https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/cancel-spot-fleetrequests.html
aws ec2 cancel-spot-fleet-requests \
--spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
--terminate-instances

出力例を次に示します。
{

}

"SuccessfulFleetRequests": [
{
"SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
"CurrentSpotFleetRequestState": "cancelled_terminating",
"PreviousSpotFleetRequestState": "active"
}
],
"UnsuccessfulFleetRequests": []

前のコマンドを以下のように変更することで、インスタンスを終了せずに、指定したスポットフリートリ
クエストをキャンセルできます。
aws ec2 cancel-spot-fleet-requests \
--spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
--no-terminate-instances

出力例を次に示します。
{

}

"SuccessfulFleetRequests": [
{
"SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
"CurrentSpotFleetRequestState": "cancelled_running",
"PreviousSpotFleetRequestState": "active"
}
],
"UnsuccessfulFleetRequests": []

スポットフリートの CloudWatch メトリクス
Amazon EC2 は、スポットフリートをモニタリングするために使用できる Amazon CloudWatch メトリク
スを提供します。

Important
正確性を確実にするため、これらのメトリクスを使用する際は詳細モニタリングを有効にするこ
とをお勧めします。詳細については、「インスタンスの詳細モニタリングを有効または無効にす
る (p. 1119)」を参照してください。
Amazon EC2 によって提供される CloudWatch メトリクスの詳細については、「」を参照してくださ
い。CloudWatch を使用したインスタンスのモニタリング (p. 1118)
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スポットフリートのメトリクス
名前空間には、次のメトリクスに加えて、スポット群の スポットインスタンス 用の CloudWatch メトリク
スが含まれます。AWS/EC2Spot詳細については、「インスタンスメトリクス (p. 1122)」を参照してくだ
さい。
メトリクス

説明

AvailableInstancePoolsCount

スポットフリートリクエストで指定されているスポットキャパシ
ティープール
単位: カウント

BidsSubmittedForCapacity

Amazon EC2 がスポットフリートリクエストを送信した容量
単位: カウント

EligibleInstancePoolCount

Amazon EC2 がリクエストを受理できるスポットフリートリク
エストで指定されたスポットキャパシティープール スポットイ
ンスタンスに支払う上限価格がスポット料金よりも低いか、ス
ポット料金がオンデマンドインスタンス料金よりも高いプールで
は、Amazon EC2 はリクエストを受理しません。
単位: カウント

FulfilledCapacity

Amazon EC2 が落札した容量。
単位: カウント

MaxPercentCapacityAllocation スポットフリートリクエストで指定されたすべてのスポットフ
リートプールでの の最大値。PercentCapacityAllocation
単位: パーセント
PendingCapacity

と の違い。TargetCapacityFulfilledCapacity
単位: カウント

PercentCapacityAllocation

指定されたディメンションのスポットキャパシティー
プールに配分された容量。すべてのスポットキャパシ
ティープールにおける最大値を取得するには、 を使用しま
す。MaxPercentCapacityAllocation
単位: パーセント

TargetCapacity

スポットフリートリクエストのターゲット容量
単位: カウント

TerminatingCapacity

プロビジョニングされた容量が目標の容量より大きいために終了
した容量。
単位: カウント

メトリクスの測定単位が である場合、最も有用な統計は です。CountAverage

スポットフリートディメンション
スポットフリートのデータをフィルタリングするには、次のディメンションを使用します。
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ディメンション

説明

AvailabilityZone

アベイラビリティーゾーン別にデータをフィルタリングします。

FleetRequestId

スポットフリートのリクエスト別にデータをフィルタリングしま
す。

InstanceType

インスタンスタイプ別にデータをフィルタリングします。

スポットフリートの CloudWatch メトリクスを表示します。
Amazon CloudWatch コンソールを使用して、スポットフリートの CloudWatch メトリクスを表示できま
す。これらのメトリクスは、モニタリング用のグラフのように表示されます。これらのグラフは、スポッ
トフリートがアクティブの場合にデータポイントを表示します。
メトリクスはまず名前空間ごとにグループ化され、次に各名前空間内の種々のディメンションの組み合わ
せごとにグループ化されます。例えば、すべてのスポットフリートメトリクスまたはスポットフリートメ
トリクスグループは、スポットフリートリクエスト ID、インスタンスタイプ、またはアベイラビリティー
ゾーン別に表示できます。

スポットフリートメトリクスを表示するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Metrics (メトリクス)] を選択します。

3.

EC2 スポットの名前空間を選択します。

Note
EC2 スポットの名前空間が表示されない場合、これには 2 つの原因があります。スポットフ
リートをまだ使用していません。使用中の サービスのみメトリクスを Amazon CloudWatch
に送信します。AWSまたは、過去 2 週間にスポットフリートを使用していない場合は、名前
空間は表示されません。
4.

(オプション) ディメンション別にメトリクスをフィルタするには、次のいずれかを選択します。
• [フリートリクエストメトリクス] - スポットフリートリクエスト別にグループ化
• [アベイラビリティーゾーン別] - スポットフリートリクエストおよびアベイラビリティーゾーン別に
グループ化
• [インスタンスタイプ別] - スポットフリートリクエストおよびインスタンスタイプ別にグループ化
• [アベイラビリティーゾーン/インスタンスタイプ別] - スポットフリートリクエスト、アベイラビリ
ティーゾーン、インスタンスタイプ別にグループ化

5.

メトリクスのデータを表示するには、メトリクスの横にあるチェックボックスをオンにします。
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スポットフリートの自動スケーリング
自動スケーリングは、需要に応じてスポットフリートのターゲット容量を自動的に増減する機能です。ス
ポットフリートは、1 つ以上のスケーリングポリシーに応答して、選択する範囲内でインスタンスを起動
(スケールアウト) するか、インスタンスを終了 (スケールイン) できます。
スポットフリートは、以下のタイプの自動スケーリングをサポートします。
• ターゲット追跡スケーリング - 特定のメトリクスのターゲット値に基づいて、フリートの現在の容量を
増減させます。??? (p. 1009)これはサーモスタットで家の温度を管理する方法と似ています (温度を選
択すれば、後はサーモスタットがすべてを実行する)。
• ステップスケーリング - アラーム違反のサイズに応じて変動する一連のスケーリング調整値 (ステップ調
整値) に基づいて、フリートの現在の容量を増減させます。??? (p. 1010)
• スケジュールに基づくスケーリング - 日付と時刻に基づいて、フリートの現在の容量を増減させま
す。??? (p. 1012)
インスタンスの分量指定を使用している場合は、必要に応じてスポットフリートがターゲット容量を超え
る場合があることに注意してください。??? (p. 980)取得済みの容量が浮動小数点数となってもターゲッ
ト容量は整数でなければならないため、スポットフリートはその数を次の整数に切り上げます。アラー
ムがトリガーされたときにスケーリングポリシーの結果を確認する際は、このような動作を考慮に入れ
る必要があります。例えば、ターゲット容量が 30、取得済み容量が 30.1 で、スケーリングポリシーが 1
を減算するとします。アラームがトリガーされると、自動スケーリングプロセスは 30.1 から 1 を減算し
て 29.1 を得るため、この数は 30 に切り上げられることになり、スケーリングアクションは実行されませ
ん。別の例として、選択したインスタンスの分量が 2、4、8 であり、ターゲット容量が 10 であるとしま
す。分量 2 のインスタンスが利用できなかったために、スポットフリートは分量 4 と 8 のインスタンスを
プロビジョニングして取得済みの容量が 12 になったとします。スケーリングポリシーがターゲット容量
を 20% 減らしてアラームがトリガーされた場合、自動スケーリングプロセスは 12 から 12×0.2 を減算し
て 9.6 を得るため、この数は 10 に切り上げられることになり、スケーリングアクションは実行されませ
ん。
スポットフリート用に作成したスケーリングポリシーは、クールダウン期間をサポートしています。クー
ルダウン期間は、以前のトリガー関連のスケーリングアクティビティが以後のスケーリングイベントに影
響を及ぼすことができる期限であり、スケーリングアクティビティが終了した時点からの秒数として指定
します。スケールアウトポリシーにクールダウン期間を設定すると、その期間中にクールダウンを開始し
たスケールアウトイベントによって追加された容量は、次のスケールアウトに予定される容量の一部とし
て繰り入れられます。これにより、スケールアウトが継続的に (ただし過剰になることなく) 行われます。
スケールインポリシーにクールダウン期間を設定すると、その期間が過ぎるまでは以後のスケールインリ
クエストがブロックされます。これにより、スケールインが抑制されてアプリケーションの可用性が確
保されます。ただし、スケールイン後のクールダウン期間中に別のアラームによってスケールアウトポリ
シーがトリガーされると、自動スケーリングによってスケーラブルなターゲットが即座にスケールアウト
されます。
使用率の変化に迅速に対応できるように、1 分間隔でインスタンスのメトリクスをスケーリングすること
をお勧めします。5 分間隔でメトリクスをスケールすると、応答時間が低速になり、古いメトリクスデー
タに基づいてスケールすることになる可能性があります。1 分ごとにインスタンスのメトリクスデータ
を CloudWatch に送信するには、インスタンスで詳細モニタリングを有効にできます。詳細については、
「インスタンスの詳細モニタリングを有効または無効にする (p. 1119)」および「定義済みパラメータを使
用してスポットフリートリクエストを作成する (コンソール) (p. 991)」を参照してください。
スポットフリートのスケーリングの設定の詳細については、次のリソースを参照してください。
• コマンドリファレンスの application-autoscaling セクションhttps://docs.aws.amazon.com/cli/latest/
reference/application-autoscalingAWS CLI
• Application Auto Scaling API リファレンスhttps://docs.aws.amazon.com/autoscaling/application/
APIReference/
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• アプリケーション Auto Scaling ユーザーガイドhttps://docs.aws.amazon.com/autoscaling/application/
userguide/

スポットフリートの自動スケーリングに必要な IAM のアクセス
許可
スポットフリートの自動スケーリングは、Amazon EC2、Amazon CloudWatch、および Application Auto
Scaling API の組み合わせによって可能になります。スポットフリートは Amazon EC2 で作成され、ア
ラームは CloudWatch で作成され、スケーリングポリシーは Application Auto Scaling で作成されます。
スポットフリートの IAM アクセス許可と Amazon EC2 に加えて、フリートスケーリング設定にアクセス
する IAM ユーザーは、動的スケーリングをサポートするサービスに対する適切なアクセス許可が必要で
す。??? (p. 984)IAM ユーザーには、次のポリシー例に示すアクションを使用するためのアクセス許可が
必要です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"application-autoscaling:*",
"ec2:DescribeSpotFleetRequests",
"ec2:ModifySpotFleetRequest",
"cloudwatch:DeleteAlarms",
"cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:PutMetricAlarm",
"cloudwatch:DisableAlarmActions",
"cloudwatch:EnableAlarmActions",
"iam:CreateServiceLinkedRole",
"sns:CreateTopic",
"sns:Subscribe",
"sns:Get*",
"sns:List*"
],
"Resource": "*"
}
]

独自の IAM ポリシーを作成し、アプリケーションの Auto Scaling API を呼び出すためのよりきめ細かな
アクセス許可を付与することもできます。詳細については、アプリケーションの Auto Scaling ユーザーガ
イドの「認証とアクセスコントロール」を参照してください。https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/
application/userguide/auth-and-access-control.html
Application Auto Scaling サービスには、スポットフリートおよび CloudWatch アラームを記述するアク
セス許可、およびユーザーの代わりにスポットフリートターゲット容量を変更するアクセス許可も必要で
す。スポットフリートの自動スケーリングを有効にすると、サービスにリンクされた というロールが作
成されます。AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_EC2SpotFleetRequestこのサービ
スにリンクされたロールは、アプリケーションの Auto Scaling に対して、ポリシーのアラームの記述、
フリートの現容量のモニタリング、およびフリートの容量の変更を行うためのアクセス許可を付与しま
す。Application Auto Scaling の元のマネージド型のスポットフリートロールは ですが、これは不要にな
りました。aws-ec2-spot-fleet-autoscale-roleサービスにリンクされたロールは、アプリケー
ションの Auto Scaling のデフォルトロールです。詳細については、アプリケーションの Auto Scaling ユー
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ザーガイドの「サービスにリンクされたロール」を参照してください。https://docs.aws.amazon.com/
autoscaling/application/userguide/application-auto-scaling-service-linked-roles.html

ターゲット追跡ポリシーを使用して、スポットフリートをスケー
リングします。
ターゲット追跡スケーリングポリシーで、メトリクスを選択してターゲット値を設定します。スポットフ
リートは、スケーリングポリシーをトリガーする CloudWatch アラームを作成および管理し、メトリクス
とターゲット値に基づいてスケーリング調整値を計算します。スケーリングポリシーは、指定されたター
ゲット値、またはそれに近い値にメトリクスを維持するため、必要に応じて容量を追加または削除しま
す。ターゲットの追跡スケーリングポリシーは、メトリクスをターゲット値近くに維持することに加え
て、負荷パターンの変動によるメトリクスの変動に合わせて調整し、フリートの容量の急速な変動を最小
化します。
それぞれが異なるメトリクスを使用していれば、スポットフリートに複数のターゲットの追跡スケーリン
グポリシーを作成できます。フリートは、最大のフリート容量を提供する方針に基づいてスケーリングさ
れます｡ これにより、複数のシナリオに対応して、アプリケーションワークロードを処理するのに十分な
容量が常に確保されます。
アプリケーションの可用性を高めるために、フリートのスケールアウトはメトリクスに比例して可能な限
り高速に行われますが、スケールインはより緩やかです。
ターゲット容量が減ったためにスポットフリートがインスタンスを終了する場合、インスタンスはスポッ
トインスタンスの中断通知を受け取ります。
ターゲットの追跡スケーリングポリシーのためにスポットフリートが管理する CloudWatch アラームを編
集または削除しないでください。ターゲット追跡スケーリングポリシーを削除すると、スポットフリート
が自動的にアラームを削除します。
制限
スポットフリートリクエストには、タイプが maintain のリクエストが必要です。自動スケーリングはタ
イプ request のリクエストまたはスポットブロックではサポートされていません。

ターゲットの追跡スケーリングポリシーを設定するには (コンソール)
1.
2.
3.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[Spot Requests] を選択します。
スポットフリートリクエストを選択し、[Auto Scaling] を選択します。

4.
5.

自動スケーリングが設定されていない場合は、[Configure] を選択します。
スポットフリートの最小容量および最大容量を設定するには、[Scale capacity between] を使用しま
す。自動スケーリングにより、最小容量以下または最大容量以上にスポットフリートがスケールされ
ることはありません。
[Policy Name] にこのポリシーの名前を入力します。
[Target metric] を選択します｡
メトリクスの [Target value] を入力します。

6.
7.
8.

9. (オプション) [クールダウン期間] を設定して､デフォルトのクールダウン期間を変更します。
10. (オプション) 現在の構成に基づいてスケールインポリシーの作成を省略するには、[スケールインの無
効化] を選択します。別の構成を使用してスケールインポリシーを作成できます。
11. [Save] を選択します。

を使用して、ターゲットの追跡スケーリングポリシーを設定します。AWS CLI
1.

register-scalable-target コマンドを使用して、スケーラブルなターゲットとしてスポットフリートリク
エストを登録します。
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2.

put-scaling-policy コマンドを使用して、スケーリングポリシーを作成します。

ステップスケーリングポリシーを使用して、スポットフリートを
スケーリングします。
ステップスケーリングポリシーでは、CloudWatch アラームを指定してスケーリングプロセスをトリガー
します。たとえば、CPU 利用率が一定のレベルに達したときにスケールアウトする場合、Amazon EC2 に
よって提供される メトリクスを使用してアラームを作成します。CPUUtilization
ステップスケーリングポリシーを作成したら、次のいずれかのスケーリング調整タイプを指定する必要が
あります。
• [追加] - 指定した数の容量ユニットまたは指定した割合の現在の容量で、スポットフリートのターゲット
容量を増やします。
• [削除] - 指定した数の容量ユニットまたは指定した割合の現在の容量で、スポットフリートのターゲット
容量を減らします。
• [設定] - 指定した数の容量ユニットに、スポットフリートのターゲット容量を設定します。
アラームがトリガーされると、自動スケーリングプロセスは、取得済み容量およびスケーリングポリシー
を使用して新しいターゲット容量を計算し、必要に応じてターゲット容量を更新します。例えば、ター
ゲット容量と取得済み容量がそれぞれ 10 で、スケーリングポリシーが 1 を加算するとします。アラーム
がトリガーされると、自動スケーリングプロセスは 10 に 1 を加えて 11 を得るため、スポットフリートは
1 インスタンスを起動します。
ターゲット容量が減ったためにスポットフリートがインスタンスを終了する場合、インスタンスはスポッ
トインスタンスの中断通知を受け取ります。
制限
スポットフリートリクエストには、タイプが maintain のリクエストが必要です。自動スケーリングはタ
イプ request のリクエストまたはスポットブロックではサポートされていません。

前提条件
• アプリケーションにとってどの CloudWatch メトリクスが重要化を検討します。 または独自のカスタム
メトリクスが提供するメトリクスに基づいて、CloudWatch アラームを作成できます。AWS
• スケーリングポリシーで使用する メトリクスについて、メトリクスを提供するサービスがデフォルトで
有効にならない場合、CloudWatch メトリクスの収集を有効にします。AWS

CloudWatch アラームを作成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[Alarms] を選択します。

3.

[アラームの作成] を選択します。

4.

[Specify metric and conditions (メトリクスと条件を指定)] ページで、[メトリクスの選択] を選択しま
す。

5.

[EC2 スポット]、[フリートリクエストのメトリクス] の順に選択し、メトリクス (CPUUtilization など)
を選択して [メトリクスの選択] を選択します。
[Specify metric and conditions (メトリクスと条件の指定)] ページに、選択したメトリクスに関するグ
ラフや他の情報が表示されます。

6.

[期間] でアラームの評価期間 (1 分など) を選択します。アラームを評価する場合、各期間は 1 つの
データポイントに集約されます。
1010

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
スポットフリートの自動スケーリング

Note
期間が短いほど、作成されるアラームの感度が高くなります。
7.

[条件] で、しきい値条件を定義してアラームを定義します。例えば、メトリクスの値が 80% 以上にな
るたびにアラームをトリガーするように、しきい値を定義できます。

8.

[Additional configuration (追加設定)] の [Datapoints to alarm (アラームするデータポイント)] で、
アラームをトリガーするために ALARM 状態になる必要があるデータポイント (評価期間) の数
を指定します (3 個の評価期間のうち 1 個または 2 個の評価期間など)。これでアラームが作成
されます。このアラームは、指定した数の期間で連続してしきい値を超過すると、ALARM 状
態に移行します。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「アラームを評価す
る」を参照してください。https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
AlarmThatSendsEmail.html#alarm-evaluation

9.

[Missing data treatment (不足しているデータの扱い)] で、いずれかのオプションを選択します (また
は、デフォルトの [Treat missing data as missing (不足しているデータを不足として扱う)] のままにし
ます)。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch アラームが欠落デー
タを処理する方法の設定」を参照してください。https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/
latest/monitoring/AlarmThatSendsEmail.html#alarms-and-missing-data

10. [Next] を選択します。
11. (オプション) スケーリングイベントの通知を受け取る場合は、[通知] で、通知を受け取るために使用
する Amazon SNS トピックを選択または作成できます。それ以外の場合は、通知を削除し、必要に応
じて後で追加できます。
12. [Next] を選択します。
13. [Add a description (説明の追加)] にアラームの名前と説明を入力し、[次へ] を選択します。
14. [アラームの作成] を選択します。

スポットフリートのステップスケーリングポリシーを設定するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Spot Requests] を選択します。

3.

スポットフリートリクエストを選択し、[Auto Scaling] を選択します。

4.

自動スケーリングが設定されていない場合は、[Configure] を選択します。

5.

スポットフリートの最小容量および最大容量を設定するには、[Scale capacity between] を使用しま
す。自動スケーリングにより、最小容量以下または最大容量以上にスポットフリートがスケールされ
ることはありません。

6.

初期状態では、[Scaling policies] には ScaleUp と ScaleDown という名前のポリシーが含まれていま
す。これらのポリシーは、完了するか、[Remove policy] を選択して削除できます。[Add policy] を選
択することもできます。

7.

ポリシーを定義するには、以下の作業を行います。

8.

a.

[Policy Name] にこのポリシーの名前を入力します。

b.

[ポリシートリガー] で、既存のアラームを選択するか、[新しいアラームの作成] を選択して
Amazon CloudWatch コンソールを開き、アラームを作成します。

c.

[Modify capacity] でスケーリングの調整タイプ、数、単位を選択します。

d.

(オプション) ステップスケーリングを実行するには、[Define steps] を選択します。デフォルトで
は、追加ポリシーには負の無限の下限値とアラームしきい値の上限値があります。デフォルトで
は、削除ポリシーにはアラームしきい値の下限値と正の無限大の上限値があります。別のステッ
プを追加するには、[Add step] を選択します。

e.

(オプション) クールダウン期間のデフォルト値を変更するには、[Cooldown period] から数値を選
択します。

[Save] を選択します。
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を使用して、スポットフリートのステップスケーリングポリシーを設定するにはAWS CLI
1.

register-scalable-target コマンドを使用して、スケーラブルなターゲットとしてスポットフリートリク
エストを登録します。

2.

put-scaling-policy コマンドを使用して、スケーリングポリシーを作成します。

3.

put-metric-alarm コマンドを使用してスケーリングポリシーをトリガーするアラームを作成しま
す。https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/cloudwatch/put-metric-alarm.html

スケジュールに基づくスケーリングを使用して、スポットフリー
トをスケーリングします。
スケジュールに基づくスケーリングにより、予想可能な需要の変化に応じてアプリケーションを拡張する
ことができます。スケジュールに基づくスケーリングを使用するには、スポットフリートに指定された時
間にスケーリングアクティビティを行うよう伝える、スケジュールされたアクションを作成します。スケ
ジュールされたアクションを作成するとき、既存のスポットフリート、スケーリングアクティビティが起
こる時刻、最小容量、最大容量を指定します。スケジュールされたアクションは1回だけ、または反復して
行われるように作成できます。
既に存在する スポットフリート 用のスケジュールされたアクションのみを作成できます。スケジュールさ
れたアクションは、スポットフリートの作成と同時に作成することはできません。
制限
スポットフリートリクエストには、タイプが maintain のリクエストが必要です。自動スケーリングはタ
イプ request のリクエストまたはスポットブロックではサポートされていません。

1 回のアクションを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Spot Requests] を選択します。

3.

スポットフリートリクエストを選択し、画面の下部にある [スケジュールされたスケーリング] タブを
選択します。

4.

[予定アクションの作成] を選択します。

5.

[名前] に、予定アクションの名前を指定します。

6.

[最小容量]、[最大容量]、または両方の値を入力します。

7.

[繰り返し] で、[1 回] を選択します。

8.

(オプション) [開始時刻]、[終了時刻]、またはその両方の日付と時刻を選択します。

9.

[Submit] を選択します。

定期的なスケジュールでスケールするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Spot Requests] を選択します。

3.

スポットフリートリクエストを選択し、画面の下部にある [スケジュールされたスケーリング] タブを
選択します。

4.

[繰り返し] で、事前定義済みのスケジュール (例えば、[毎日]) のいずれかを選択するか、[カスタム] を
選択して cron 式を入力します。スケジュールに基づくスケーリングがサポートする cron 式の詳細に
ついては、Amazon CloudWatch Events ユーザーガイドの「cron 式」を参照してください。https://
docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/ScheduledEvents.html#CronExpressions

5.

(オプション) [開始時刻]、[終了時刻]、またはその両方の日付と時刻を選択します。
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6.

[Submit] を選択します。

スケジュールされたアクションを編集するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Spot Requests] を選択します。

3.

スポットフリートリクエストを選択し、画面の下部にある [スケジュールされたスケーリング] タブを
選択します。

4.

スケジュールされたアクション を選択して、[Actions]、[Edit] の順に選択します。

5.

必要な変更を加えて、[Submit] を選択します。

スケジュールされたアクションを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Spot Requests] を選択します。

3.

スポットフリートリクエストを選択し、画面の下部にある [スケジュールされたスケーリング] タブを
選択します。

4.

スケジュールされたアクションを選択して、[アクション]、[削除] の順に選択します。

5.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。

を使用してスケジュールされたスケーリングを管理するにはAWS CLI
次のコマンドを使用します。
• put-scheduled-actionhttps://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/application-autoscaling/putscheduled-action.html
• describe-scheduled-actionshttps://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/application-autoscaling/
describe-scheduled-actions.html
• delete-scheduled-actionhttps://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/application-autoscaling/deletescheduled-action.html

Amazon EventBridge を使用したフリートイベント
のモニタリング
EC2 フリートかスポットフリートの状態に変化があった場合、そのフリートから通知が発せられます。通
知は、Amazon EventBridge (旧称 Amazon CloudWatch Events) に送信されるイベントとして利用できま
す。イベントは、ベストエフォートベースで出力されます。
Amazon EventBridge では、イベントに応答してプログラムによるアクションをトリガーするルールを作
成できます。例えば、フリートの状態が変更されたときにトリガーされるルールと、フリートのインスタ
ンスが終了したときにトリガーされるルールという 2 つの EventBridge ルールを作成できます。1 番目の
ルールでは、フリートの状態が変更された際に、そのルールが SNS トピックを呼び出して E メール通知
を送信するように設定します。2 番目のルールでは、インスタンスが終了した場合に Lambda 関数を呼び
出して、新しいインスタンスを起動するように設定します。
トピック
• EC2 フリート イベントタイプ (p. 1014)
• スポットフリートイベントタイプ (p. 1018)
• Amazon EventBridge ルールを作成する (p. 1023)
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EC2 フリート イベントタイプ
Note
タイプ と のイベントのみがイベントを発行します。maintainrequestタイプ のフリートは、
同期された 1 回限りのリクエストを送信するため、イベントを発行しません。フリートの状態は
応答ですぐに認識されます。instant
5 つの EC2 フリート イベントタイプがあります。イベントタイプごとに、いくつかのサブタイプがありま
す。
イベントは JSON 形式で EventBridge に送信されます。イベント内の次のフィールドは、ルールで定義さ
れ、アクションをトリガーするイベントパターンを形成します。
"source": "aws.ec2fleet"
イベントが EC2 フリート からのものであることを特定します。
"detail-type": "EC2 Fleet State Change"
イベントタイプを特定します。
"detail": { "sub-type": "submitted" }
イベントのサブタイプを特定します。
イベントタイプ
• EC2 フリートの状態の変更 (p. 1014)
• EC2 フリートのスポットインスタンスリクエストの変更 (p. 1015)
• EC2 フリートインスタンスの変更 (p. 1016)
• EC2 フリート情報 (p. 1017)
• EC2 フリートエラー (p. 1017)

EC2 フリートの状態の変更
EC2 フリート は、EC2 フリート の状態が変更されたときにに イベントを Amazon EventBridge に送信し
ます。EC2 Fleet State Change
以下はこのイベントのサンプルデータです。
{

"version": "0",
"id": "715ed6b3-b8fc-27fe-fad6-528c7b8bf8a2",
"detail-type": "EC2 Fleet State Change",
"source": "aws.ec2fleet",
"account": "123456789012",
"time": "2020-11-09T09:00:20Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:fleet/fleet-598fb973-87b7-422dbe4d-6b0809bfff0a"
],
"detail": {
"sub-type": "active"
}
}

sub-type に指定できる値は、次のとおりです。

1014

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EC2 フリート イベントタイプ

active
EC2 フリート リクエストは検証済みです。Amazon EC2 は実行中のインスタンスをターゲット数
分、確保しようとしています。
deleted
EC2 フリート リクエストが削除され、実行中のインスタンスがありません。EC2 フリート は、その
インスタンスが終了してから 2 日後に削除されます。
deleted_running
EC2 フリート リクエストが削除され、追加のインスタンスは起動されません。その既存のインスタン
スは、中断または終了されるまで実行され続けます。リクエストは、すべてのインスタンスが中断さ
れるか終了されるまで、この状態のままになります。
deleted_terminating
EC2 フリートリクエストが削除され、そのインスタンスが終了します。リクエストは、すべてのイン
スタンスが終了されるまで、この状態のままになります。
expired
EC2 フリートリクエストが期限切れです。このリクエストが
TerminateInstancesWithExpiration セットを使用して作成されている場合、後続の
terminated イベントは、インスタンスが終了済みなことを示します。
modify_in_progress
EC2 フリート リクエストは変更中です。リクエストは、この変更が完全に処理されるまで、同じ状態
を維持します。
modify_succeeded
EC2 フリートリクエストが変更されました。
submitted
EC2 フリート リクエストは評価中です。Amazon EC2 は目標数のインスタンスを起動する準備をし
ています。
progress
EC2 フリートリクエストは受理中です。

EC2 フリートのスポットインスタンスリクエストの変更
EC2 フリート は、フリート内のスポットインスタンスリクエストの状態が変更されたときに イベントを
Amazon EventBridge に送信します。EC2 Fleet Spot Instance Request Change
以下はこのイベントのサンプルデータです。
{

"version": "0",
"id": "19331f74-bf4b-a3dd-0f1b-ddb1422032b9",
"detail-type": "EC2 Fleet Spot Instance Request Change",
"source": "aws.ec2fleet",
"account": "123456789012",
"time": "2020-11-09T09:00:05Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:fleet/
fleet-83fd4e48-552a-40ef-9532-82a3acca5f10"
],
"detail": {
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"spot-instance-request-id": "sir-rmqske6h",
"description": "SpotInstanceRequestId sir-rmqske6h, PreviousState:
cancelled_running",
"sub-type": "cancelled"
}

}

sub-type に指定できる値は、次のとおりです。
active
スポットインスタンスリクエストは受理された状態であり、スポットインスタンスの関連付けが完了
しています。
cancelled
スポットインスタンスリクエストがキャンセルされている、あるいは、そのリクエストの有効期限が
切れています。
disabled
スポットインスタンスが停止されています。
submitted
スポットインスタンスリクエストは送信済みです。

EC2 フリートインスタンスの変更
EC2 フリート は、フリート内のインスタンスの状態が変更されたときに イベントを Amazon EventBridge
に送信します。EC2 Fleet Instance Change
以下はこのイベントのサンプルデータです。
{

"version": "0",
"id": "542ce428-c8f1-0608-c015-e8ed6522c5bc",
"detail-type": "EC2 Fleet Instance Change",
"source": "aws.ec2fleet",
"account": "123456789012",
"time": "2020-11-09T09:00:23Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:fleet/fleet-598fb973-87b7-422dbe4d-6b0809bfff0a"
],
"detail": {
"instance-id": "i-0c594155dd5ff1829",
"description": "{\"instanceType\":\"c5.large\",\"image\":\"ami-6057e21a\",
\"productDescription\":\"Linux/UNIX\",\"availabilityZone\":\"us-east-1d\"}",
"sub-type": "launched"
}
}

sub-type に指定できる値は、次のとおりです。
launched
新しいインスタンスが起動されました。
terminated
このインスタンスは終了しています。
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termination_notified
フリートのターゲット容量のスケールダウン中 (ターゲット容量 が 4 から 3 に変更される場合など)
に、Amazon EC2 によってスポットインスタンスが終了されたので、インスタンス終了通知が送信さ
れました。

EC2 フリート情報
EC2 フリート は、受理中にエラーが発生したときに EC2 Fleet Information イベントを Amazon
EventBridge に送信します。情報イベントは、フリートがターゲット容量を満たすことをブロックしませ
ん。
以下はこのイベントのサンプルデータです。
{

"version": "0",
"id": "76529817-d605-4571-7224-d36cc1b2c0c4",
"detail-type": "EC2 Fleet Information",
"source": "aws.ec2fleet",
"account": "123456789012",
"time": "2020-11-09T08:17:07Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:fleet/fleet-8becf5febb9e-415d-8f54-3fa5a8628b91"
],
"detail": {
"description": "c4.xlarge, ami-0947d2ba12ee1ff75, Linux/UNIX, us-east-1a,
Spot price in either SpotFleetRequestConfigData or SpotFleetLaunchSpecification or
LaunchTemplate or LaunchTemplateOverrides is less than Spot market price $0.0619",
"sub-type": "launchSpecUnusable"
}
}

sub-type に指定できる値は、次のとおりです。
fleetProgressHalted
すべての起動仕様の料金は、スポット料金を下回っているため無効です (すべての起動仕様が
launchSpecUnusable イベントを生成しました)。スポット料金が変更されると、起動仕様が有効に
なる場合があります。
launchSpecTemporarilyBlacklisted
設定が有効ではなく、インスタンスを起動しようとして何回か失敗しました。詳細については、イベ
ントの説明をご覧ください。
launchSpecUnusable
この起動仕様の料金は、スポット料金を下回っているため無効です。
registerWithLoadBalancersFailed
ロードバランサーにインスタンスを登録しようとして失敗しました。詳細については、イベントの説
明をご覧ください。

EC2 フリートエラー
EC2 フリート は、受理中にエラーが発生したときに EC2 Fleet Error イベントを Amazon
EventBridge に送信します。エラーイベントは、フリートがターゲット容量を満たすことをブロックしま
す。
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以下はこのイベントのサンプルデータです。
{

"version": "0",
"id": "69849a22-6d0f-d4ce-602b-b47c1c98240e",
"detail-type": "EC2 Fleet Error",
"source": "aws.ec2fleet",
"account": "123456789012",
"time": "2020-10-07T01:44:24Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:fleet/fleet-9bb19bc6-60d3-4fd2-ae47d33e68eafa08"
],
"detail": {
"description": "m3.large, ami-00068cd7555f543d5, Linux/UNIX: IPv6 is not supported
for the instance type 'm3.large'. ",
"sub-type": "spotFleetRequestConfigurationInvalid"
}
}

sub-type に指定できる値は、次のとおりです。
iamFleetRoleInvalid
この EC2 フリートには、インスタンスの起動または終了に必要なアクセス許可がありません。
allLaunchSpecsTemporarilyBlacklisted
有効な設定はありません。インスタンスを起動しようとして何回か失敗しました。詳細については、
イベントの説明をご覧ください。
spotInstanceCountLimitExceeded
起動できるスポットインスタンスの数の上限に達しました。
spotFleetRequestConfigurationInvalid
設定が有効ではありません。詳細については、イベントの説明をご覧ください。

スポットフリートイベントタイプ
5 つのスポットフリートイベントタイプがあります。イベントタイプごとに、いくつかのサブタイプがあ
ります。
イベントは JSON 形式で EventBridge に送信されます。イベント内の次のフィールドは、ルールで定義さ
れ、アクションをトリガーするイベントパターンを形成します。
"source": "aws.ec2spotfleet"
イベントがスポットフリートからのものであることを特定します
"detail-type": "EC2 Spot Fleet State Change"
イベントタイプを特定します。
"detail": { "sub-type": "submitted" }
イベントのサブタイプを特定します。
イベントタイプ
• EC2 スポットフリートの状態の変更 (p. 1019)
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• EC2 スポットフリートのスポットインスタンスリクエストの変更 (p. 1020)
• EC2 スポットフリートインスタンスの変更 (p. 1021)
• EC2 スポットフリート情報 (p. 1021)
• EC2 スポットフリートのエラー (p. 1022)

EC2 スポットフリートの状態の変更
スポットフリートは、スポットフリートの状態が変更されたときに イベントを Amazon EventBridge に送
信します。EC2 Spot Fleet State Change
以下はこのイベントのサンプルデータです。
{

"version": "0",
"id": "d1af1091-6cc3-2e24-203a-3b870e455d5b",
"detail-type": "EC2 Spot Fleet State Change",
"source": "aws.ec2spotfleet",
"account": "123456789012",
"time": "2020-11-09T08:57:06Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:spot-fleet-request/sfr-4b6d274d-0cea-4b2cb3be-9dc627ad1f55"
],
"detail": {
"sub-type": "submitted"
}
}

sub-type に指定できる値は、次のとおりです。
active
このスポットフリートリクエストは検証済みです。Amazon EC2 は実行中のインスタンスを目標数
分、確保しようとしています。
cancelled
このスポットフリートリクエストはキャンセルされており、実行中のインスタンスはありません。ス
ポットフリートは、そのインスタンスが終了されてから 2 日後に削除されます。
cancelled_running
このスポットフリートリクエストはキャンセルされており、追加のインスタンスは起動されません。
その既存のインスタンスは、中断または終了されるまで実行され続けます。リクエストは、すべての
インスタンスが中断されるか終了されるまで、この状態のままになります。
cancelled_terminating
このスポットフリートリクエストはキャンセルされており、対象のインスタンスを終了中です。リク
エストは、すべてのインスタンスが終了されるまで、この状態のままになります。
expired
スポットフリートリクエストの有効期限が切れました。このリクエストが
TerminateInstancesWithExpiration セットを使用して作成されている場合、後続の
terminated イベントは、インスタンスが終了済みなことを示します。
modify_in_progress
スポットフリートリクエストは変更中です。リクエストは、この変更が完全に処理されるまで、同じ
状態を維持します。

1019

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
スポットフリートイベントタイプ

modify_succeeded
スポットフリートリクエストが変更されました。
submitted
スポットフリートリクエストは評価中です。Amazon EC2 は目標数のインスタンスを起動する準備を
しています。
progress
スポットフリートリクエストは受理中です。

EC2 スポットフリートのスポットインスタンスリクエストの変
更
スポットフリートは、フリート内のスポットインスタンスリクエストの状態が変更されたときに イベント
を Amazon EventBridge に送信します。EC2 Spot Fleet Spot Instance Request Change
以下はこのイベントのサンプルデータです。
{

"version": "0",
"id": "cd141ef0-14af-d670-a71d-fe46e9971bd2",
"detail-type": "EC2 Spot Fleet Spot Instance Request Change",
"source": "aws.ec2spotfleet",
"account": "123456789012",
"time": "2020-11-09T08:53:21Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:spot-fleet-request/sfra98d2133-941a-47dc-8b03-0f94c6852ad1"
],
"detail": {
"spot-instance-request-id": "sir-a2w9gc5h",
"description": "SpotInstanceRequestId sir-a2w9gc5h, PreviousState:
cancelled_running",
"sub-type": "cancelled"
}
}

sub-type に指定できる値は、次のとおりです。
active
スポットインスタンスリクエストは受理された状態であり、スポットインスタンスの関連付けが完了
しています。
cancelled
スポットインスタンスリクエストがキャンセルされている、あるいは、そのリクエストの有効期限が
切れています。
disabled
スポットインスタンスが停止されています。
submitted
スポットインスタンスリクエストは送信済みです。
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EC2 スポットフリートインスタンスの変更
スポットフリートは、フリート内のインスタンスの状態が変更されたときに イベントを Amazon
EventBridge に送信します。EC2 Spot Fleet Instance Change
以下はこのイベントのサンプルデータです。
{

"version": "0",
"id": "11591686-5bd7-bbaa-eb40-d46529c2710f",
"detail-type": "EC2 Spot Fleet Instance Change",
"source": "aws.ec2spotfleet",
"account": "123456789012",
"time": "2020-11-09T07:25:02Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:spot-fleet-request/sfr-c8a764a4-bedc-4b62af9c-0095e6e3ba61"
],
"detail": {
"instance-id": "i-08b90df1e09c30c9b",
"description": "{\"instanceType\":\"r4.2xlarge\",\"image\":\"ami-032930428bf1abbff
\",\"productDescription\":\"Linux/UNIX\",\"availabilityZone\":\"us-east-1a\"}",
"sub-type": "launched"
}
}

sub-type に指定できる値は、次のとおりです。
launched
新しいインスタンスが起動されました。
terminated
このインスタンスは終了しています。
termination_notified
フリートのターゲット容量のスケールダウン中 (ターゲット容量 が 4 から 3 に変更される場合など)
に、Amazon EC2 によってスポットインスタンスが終了されたので、インスタンス終了通知が送信さ
れました。

EC2 スポットフリート情報
スポットフリートは、受理中にエラーが発生したときに EC2 Spot Fleet Information イベントを
Amazon EventBridge に送信します。情報イベントは、フリートがターゲット容量を満たすことをブロッ
クしません。
以下はこのイベントのサンプルデータです。
{

"version": "0",
"id": "73a60f70-3409-a66c-635c-7f66c5f5b669",
"detail-type": "EC2 Spot Fleet Information",
"source": "aws.ec2spotfleet",
"account": "123456789012",
"time": "2020-11-08T20:56:12Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
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"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:spot-fleet-request/sfr-2531ea06af18-4647-8757-7d69c94971b1"
],
"detail": {
"description": "r3.8xlarge, ami-032930428bf1abbff, Linux/UNIX, us-east-1a, Spot bid
price is less than Spot market price $0.5291",
"sub-type": "launchSpecUnusable"
}
}

sub-type に指定できる値は、次のとおりです。
fleetProgressHalted
すべての起動仕様の料金は、スポット料金を下回っているため無効です (すべての起動仕様が
launchSpecUnusable イベントを生成しました)。スポット料金が変更されると、起動仕様が有効に
なる場合があります。
launchSpecTemporarilyBlacklisted
設定が有効ではなく、インスタンスを起動しようとして何回か失敗しました。詳細については、イベ
ントの説明をご覧ください。
launchSpecUnusable
この起動仕様の料金は、スポット料金を下回っているため無効です。
registerWithLoadBalancersFailed
ロードバランサーにインスタンスを登録しようとして失敗しました。詳細については、イベントの説
明をご覧ください。

EC2 スポットフリートのエラー
スポットフリートは、受理中にエラーが発生したときに EC2 Spot Fleet Error イベントを Amazon
EventBridge に送信します。エラーイベントは、フリートがターゲット容量を満たすことをブロックしま
す。
以下はこのイベントのサンプルデータです。
{

"version": "0",
"id": "10adc4e7-675c-643e-125c-5bfa1b1ba5d2",
"detail-type": "EC2 Spot Fleet Error",
"source": "aws.ec2spotfleet",
"account": "123456789012",
"time": "2020-11-09T06:56:07Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:spot-fleet-request/
sfr-38725d30-25f1-4f30-83ce-2907c56dba17"
],
"detail": {
"description": "r4.2xlarge, ami-032930428bf1abbff, Linux/UNIX: The
associatePublicIPAddress parameter can only be specified for the network interface with
DeviceIndex 0. ",
"sub-type": "spotFleetRequestConfigurationInvalid"
}
}

sub-type に指定できる値は、次のとおりです。
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iamFleetRoleInvalid
このスポットフリートには、インスタンスの起動または終了に必要なアクセス許可がありません。
allLaunchSpecsTemporarilyBlacklisted
有効な設定はありません。インスタンスを起動しようとして何回か失敗しました。詳細については、
イベントの説明をご覧ください。
spotInstanceCountLimitExceeded
起動できるスポットインスタンスの数の上限に達しました。
spotFleetRequestConfigurationInvalid
設定が有効ではありません。詳細については、イベントの説明をご覧ください。

Amazon EventBridge ルールを作成する
EC2 フリートもしくはスポットフリート の状態変更に関する通知が送信されると、その通知のためのイベ
ントが Amazon EventBridge に対し送信されます。EventBridge がルールで定義されているパターンに一
致するイベントパターンを検出すると、EventBridge はルールで指定されているターゲットを呼び出しま
す。
EventBridge ルールを作成し、イベントパターンがルールに一致したときに実行するアクションを自動化
できます。
トピック
• EC2 フリート イベントをモニタリングする Amazon EventBridge を作成する (p. 1023)
• スポットフリートイベントをモニタリングする Amazon EventBridge の作成 (p. 1027)

EC2 フリート イベントをモニタリングする Amazon EventBridge
を作成する
EC2 フリートの状態変更に関する通知が送信されると、その通知のためのイベントが、JSON ファイルと
して Amazon EventBridge に対し送信されます。EventBridge ルールを作成し、イベントパターンがルー
ルに一致したときに実行するアクションを自動化できます。EventBridge がルールで定義されているパ
ターンに一致するイベントパターンを検出すると、EventBridge はルールで指定されているターゲットを
呼び出します。
次のフィールドは、ルールで定義されているイベントパターンになります。
"source": "aws.ec2fleet"
イベントが EC2 フリート からのものであることを特定します。
"detail-type": "EC2 Fleet State Change"
イベントタイプを特定します。
"detail": { "sub-type": "submitted" }
イベントのサブタイプを特定します。
EC2 フリートのイベントの一覧とイベントデータの例については、「」を参照してください。the section
called “EC2 フリート イベントタイプ” (p. 1014)
例
• 通知を送信する EventBridge ルールを作成する (p. 1024)
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• Lambda 関数をトリガーする EventBridge ルールの作成 (p. 1025)

通知を送信する EventBridge ルールを作成する
次の例では、Amazon EC2 が EC2 フリート状態変更通知を発するたびに、E メール、テキストメッセー
ジ、またはモバイルプッシュ通知を送信する EventBridge ルールを作成します。この例のシグナルは EC2
Fleet State Change イベントとして送信され、ルールによって定義されたアクションがトリガーされ
ます。
EventBridge ルールを作成する前に、E メール、テキストメッセージ、またはモバイルプッシュ通知用の
Amazon SNS トピックを作成する必要があります。

EventBridge ルールを作成して EC2 フリート状態が変更されたときに通知を送信するには
1.

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

2.

[Create rule] を選択します。

3.

[Define rule detail] (詳細の定義) で、次の操作を行います。
a.

ルールの [Name (名前)] を入力し、必要に応じて説明を入力します。
ルールには、同じリージョン内および同じイベントバス上の別のルールと同じ名前を付けること
はできません。

4.

b.

[Event bus] (イベントバス) として、[default] (デフォルト) を選択します。アカウント内の AWS
のサービスで生成されたイベントは、常に、そのアカウントのデフォルトのイベントバスに送ら
れます。

c.

[Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を
選択します。

d.

[Next] を選択します。

[Build event pattern] (イベントパターンの作成) で、次の操作を行います。
a.

[Event source] (イベントソース) で、[AWS events or EventBridge partner events] ( イベントまた
は EventBridge パートナーイベント) を選択します。

b.

この例では [Event pattern] (イベントパターン) で、EC2 Fleet Instance Change イベントと
一致するように以下のイベントパターンを指定します。
{

"source": ["aws.ec2fleet"],
"detail-type": ["EC2 Fleet Instance Change"]

}

イベントパターンを追加するには、以下のように [Event pattern form] (イベントパターンフォー
ム) を選択してテンプレートを使用するか、[Custom pattern (JSON editor)] (カスタムパターン
(JSON エディター)) を選択して独自のパターンを指定します。
i.

ii.

テンプレートを使用してイベントパターンを作成するには、以下の操作を行います。
A.

[Event pattern form] (イベントパターンフォーム) を選択します。

B.

[Event source] (イベントソース) では、AWS[services] (サービス) を選択します。

C.

[AWS Service] ( サービス) で、[EC2 Fleet] (EC2 フリート) を選択します。

D.

[Event type] (イベントタイプ) で、[EC2 Fleet Instance Change] (EC2 フリートインスタ
ンスの変更) を選択します。

E.

テンプレートをカスタマイズするには、[Edit pattern] (パターンを編集) を選択した上
で、この例のイベントパターンに合わせた変更を行います。

(代替案) 以下の操作を行って、カスタムイベントパターンを指定します。
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A.

[Custom pattern (JSON editor)] (カスタムパターン (JSON エディター)) を選択します。

B.

5.

[Event pattern] (イベントパターン) ボックスに、この例のイベントパターンを追加しま
す。
c. [Next] を選択します。
[Select target(s)] (ターゲットを選択) で、以下の操作を行います。
a.

[Target types] (ターゲットタイプ) では、AWS[services] (サービス) を選択します。

b.

イベントの発生時に E メール、テキストメッセージ、またはモバイルプッシュ通知を送信するた
めに、[Select a target] (ターゲットを選択) で、[SNS topic] (SNS トピック) を選択します。
[Topic (トピック)] で、既存のトピックを選択します。先ず、Amazon SNS コンソールを使用して
Amazon SNS トピックを作成する必要があります。詳細については、Amazon Simple Notification
Service デベロッパーガイド の「Amazon SNS を使用した Application-to-Person (A2P) メッセー
ジング」を参照してください。

c.

d.
e.

(オプション) [Additional settings] (追加設定) で、その他の設定を行うこともできます。詳細につ
いては、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「イベントに反応する Amazon EventBridge
ルールの作成」(ステップ 16) を参照してください。
[Next] を選択します。

6.

(オプション) 必要な場合は、[Tags] (タグ) で 1 つ以上のタグを作成したルールに割り当て、[Next] (次
へ) を選択します。

7.

[Review and create] (確認して作成) で、以下の操作を行いす。
a.
b.

ルールの詳細を確認し、必要な場合は変更を行います。
[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「Amazon EventBridge ルール」と
「Amazon EventBridge イベントパターン」を参照してください。

Lambda 関数をトリガーする EventBridge ルールの作成
次の例では、Amazon EC2 が EC2 フリートインスタンスが起動したときのインスタンス変更通知を発
するたびに Lambda 関数をトリガーする EventBridge ルールを作成します。この例のシグナルは EC2
Fleet Instance Change イベント、サブタイプ launched として発され、ルールによって定義された
アクションがトリガーされます。
EventBridge ルールを作成する前に、Lambda 関数を作成する必要があります。

EventBridge ルールで使用する Lambda 関数を作成するには
1.
2.

AWS Lambda コンソール (https://console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。
[関数の作成] を選択します。

3.

関数の名前を入力し、コードを設定し、[Create function (関数の作成)] を選択します。
Lambda の使用の詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイドの「コンソールで Lambda 関数
を作成する」を参照してください。

EC2 フリート のインスタンスの状態が変更されたときに Lambda 関数をトリガーする
EventBridge ルールを作成するには
1.
2.
3.

Amazon EventBridge コンソール (https://console.aws.amazon.com/events/) を開きます。
[Create rule] を選択します。
[Define rule detail] (詳細の定義) で、次の操作を行います。
a.

ルールの [Name (名前)] を入力し、必要に応じて説明を入力します。
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ルールには、同じリージョン内および同じイベントバス上の別のルールと同じ名前を付けること
はできません。

4.

b.

[Event bus] (イベントバス) として、[default] (デフォルト) を選択します。アカウント内の AWS
のサービスで生成されたイベントは、常に、そのアカウントのデフォルトのイベントバスに送ら
れます。

c.

[Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を
選択します。

d.

[Next] を選択します。

[Build event pattern] (イベントパターンの作成) で、次の操作を行います。
a.

[Event source] (イベントソース) で、[AWS events or EventBridge partner events] ( イベントまた
は EventBridge パートナーイベント) を選択します。

b.

この例では [Event pattern] (イベントパターン) で EC2 Fleet Instance Change イベントと
launched サブタイプに一致するよう、以下のイベントパターンを指定します。
{

"source": ["aws.ec2fleet"],
"detail-type": ["EC2 Fleet Instance Change"],
"detail": {
"sub-type": ["launched"]

}

イベントパターンを追加するには、以下のように [Event pattern form] (イベントパターンフォー
ム) を選択してテンプレートを使用するか、[Custom pattern (JSON editor)] (カスタムパターン
(JSON エディター)) を選択して独自のパターンを指定します。
i.

ii.

c.
5.

テンプレートを使用してイベントパターンを作成するには、以下の操作を行います。
A.

[Event pattern form] (イベントパターンフォーム) を選択します。

B.

[Event source] (イベントソース) では、AWS[services] (サービス) を選択します。

C.

[AWS Service] ( サービス) で、[EC2 Fleet] (EC2 フリート) を選択します。

D.

[Event type] (イベントタイプ) で、[EC2 Fleet Instance Change] (EC2 フリートインスタ
ンスの変更) を選択します。

E.

[Edit pattern] (パターンの編集) を選択し、サンプルのイベントパターンに一致するよう
に "detail": {"sub-type": ["launched"] を追加します。適切な JSON 形式を
得るには、前にある角括弧 (]) の後にコンマ (,) を入力します。

(代替案) 以下の操作を行って、カスタムイベントパターンを指定します。
A.

[Custom pattern (JSON editor)] (カスタムパターン (JSON エディター)) を選択します。

B.

[Event pattern] (イベントパターン) ボックスに、この例のイベントパターンを追加しま
す。

[Next] を選択します。

[Select target(s)] (ターゲットを選択) で、以下の操作を行います。
a.

[Target types] (ターゲットタイプ) では、AWS[services] (サービス) を選択します。

b.

イベントの発生時に E メール、テキストメッセージ、またはモバイルプッシュ通知を送信するた
めに、[Select a target] (ターゲットを選択) で、[SNS topic] (SNS トピック) を選択します。

c.

[Topic] (トピック) で [Lambda function] (Lambda 関数) を選択し、[Function] (関数) では、イベン
ト発生時に応答するように作成した関数を選択します。

d.

(オプション) [Additional settings] (追加設定) で、その他の設定を行うこともできます。詳細につ
いては、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「イベントに反応する Amazon EventBridge
ルールの作成」(ステップ 16) を参照してください。

e.

[Next] を選択します。
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6.

(オプション) 必要な場合は、[Tags] (タグ) で 1 つ以上のタグを作成したルールに割り当て、[Next] (次
へ) を選択します。

7.

[Review and create] (確認して作成) で、以下の操作を行いす。
a.

ルールの詳細を確認し、必要な場合は変更を行います。

b.

[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

Lambda 関数を作成する方法のチュートリアルと Lambda 関数を実行する EventBridge ルールについて
は、AWS Lambda デベロッパーガイドの「チュートリアル: EventBridge を使用して Amazon EC2 インス
タンスの状態をログに記録する」を参照してください。

スポットフリートイベントをモニタリングする Amazon
EventBridge の作成
スポットフリートの状態変更に関する通知が送信されると、その通知に関するイベントが、JSON ファイ
ルとして Amazon EventBridge に対し送信されます。EventBridge ルールを作成し、イベントパターンが
ルールに一致したときに実行するアクションを自動化できます。EventBridge がルールで定義されている
パターンに一致するイベントパターンを検出すると、EventBridge はルールで指定されているターゲット
を呼び出します。
次のフィールドは、ルールで定義されているイベントパターンになります。
"source": "aws.ec2spotfleet"
イベントがスポットフリートからのものであることを特定します
"detail-type": "EC2 Spot Fleet State Change"
イベントタイプを特定します。
"detail": { "sub-type": "submitted" }
イベントのサブタイプを特定します。
スポットフリートのイベントの一覧とイベントデータの例については、「」を参照してください。the
section called “スポットフリートイベントタイプ” (p. 1018)
例
• 通知を送信する EventBridge ルールを作成する (p. 1024)
• Lambda 関数をトリガーする EventBridge ルールの作成 (p. 1025)

通知を送信する EventBridge ルールを作成する
次の例では、Amazon EC2 がスポットフリート状態変更通知を発するたびに、E メール、テキストメッ
セージ、またはモバイルプッシュ通知を送信する EventBridge ルールを作成します。この例のシグナルは
EC2 Spot Fleet State Change イベントとして送信され、ルールによって定義されたアクションがト
リガーされます。EventBridge ルールを作成する前に、E メール、テキストメッセージ、またはモバイル
プッシュ通知用の Amazon SNS トピックを作成する必要があります。

スポットフリート状態が変更されたときに通知を送信する EventBridge ルールを作成するには
1.

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

2.
3.

[Create rule] を選択します。
[Define rule detail] (詳細の定義) で、次の操作を行います。
a.

ルールの [Name (名前)] を入力し、必要に応じて説明を入力します。
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ルールには、同じリージョン内および同じイベントバス上の別のルールと同じ名前を付けること
はできません。

4.

b.

[Event bus] (イベントバス) として、[default] (デフォルト) を選択します。アカウント内の AWS
のサービスで生成されたイベントは、常に、そのアカウントのデフォルトのイベントバスに送ら
れます。

c.

[Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を
選択します。

d.

[Next] を選択します。

[Build event pattern] (イベントパターンの作成) で、次の操作を行います。
a.

[Event source] (イベントソース) で、[AWS events or EventBridge partner events] ( イベントまた
は EventBridge パートナーイベント) を選択します。

b.

この例では [Event pattern] (イベントパターン) で、EC2 Spot Fleet Instance Change イベ
ントと一致するように以下のイベントパターンを指定します。
{

"source": ["aws.ec2spotfleet"],
"detail-type": ["EC2 Spot Fleet Instance Change"]

}

イベントパターンを追加するには、以下のように [Event pattern form] (イベントパターンフォー
ム) を選択してテンプレートを使用するか、[Custom pattern (JSON editor)] (カスタムパターン
(JSON エディター)) を選択して独自のパターンを指定します。
i.

ii.

c.
5.

テンプレートを使用してイベントパターンを作成するには、以下の操作を行います。
A.

[Event pattern form] (イベントパターンフォーム) を選択します。

B.

[Event source] (イベントソース) では、AWS[services] (サービス) を選択します。

C.

[AWS Service] ( サービス) で、[EC2 Spot Fleet] (EC2 スポットフリート) を選択しま
す。

D.

[Event type] (イベントタイプ) で、[EC2 Spot Fleet Instance Change] (EC2 スポットフ
リートインスタンスの変更) を選択します。

E.

テンプレートをカスタマイズするには、[Edit pattern] (パターンを編集) を選択した上
で、この例のイベントパターンに合わせた変更を行います。

(代替案) 以下の操作を行って、カスタムイベントパターンを指定します。
A.

[Custom pattern (JSON editor)] (カスタムパターン (JSON エディター)) を選択します。

B.

[Event pattern] (イベントパターン) ボックスに、この例のイベントパターンを追加しま
す。

[Next] を選択します。

[Select target(s)] (ターゲットを選択) で、以下の操作を行います。
a.

[Target types] (ターゲットタイプ) では、AWS[services] (サービス) を選択します。

b.

イベントの発生時に E メール、テキストメッセージ、またはモバイルプッシュ通知を送信するた
めに、[Select a target] (ターゲットを選択) で、[SNS topic] (SNS トピック) を選択します。

c.

[Topic (トピック)] で、既存のトピックを選択します。先ず、Amazon SNS コンソールを使用して
Amazon SNS トピックを作成する必要があります。詳細については、Amazon Simple Notification
Service デベロッパーガイド の「Amazon SNS を使用した Application-to-Person (A2P) メッセー
ジング」を参照してください。

d.

(オプション) [Additional settings] (追加設定) で、その他の設定を行うこともできます。詳細につ
いては、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「イベントに反応する Amazon EventBridge
ルールの作成」(ステップ 16) を参照してください。
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e.
6.
7.

[Next] を選択します。

(オプション) 必要な場合は、[Tags] (タグ) で 1 つ以上のタグを作成したルールに割り当て、[Next] (次
へ) を選択します。
[Review and create] (確認して作成) で、以下の操作を行いす。
a.
b.

ルールの詳細を確認し、必要な場合は変更を行います。
[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「Amazon EventBridge ルール」と
「Amazon EventBridge イベントパターン」を参照してください。

Lambda 関数をトリガーする EventBridge ルールの作成
次の例では、Amazon EC2 がスポットフリートインスタンスが起動したときのインスタンス変更通知を
発するたびに Lambda 関数をトリガーする EventBridge ルールを作成します。この例のシグナルは EC2
Spot Fleet Instance Change イベント、サブタイプ launched として発され、ルールによって定義
されたアクションがトリガーされます。
EventBridge ルールを作成する前に、Lambda 関数を作成する必要があります。

EventBridge ルールで使用する Lambda 関数を作成するには
1.
2.

AWS Lambda コンソール (https://console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。
[関数の作成] を選択します。

3.

関数の名前を入力し、コードを設定し、[Create function (関数の作成)] を選択します。
Lambda の使用の詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイドの「コンソールで Lambda 関数
を作成する」を参照してください。

スポットフリートのインスタンスの状態が変更されたときに Lambda 関数をトリガーする
EventBridge ルールを作成するには
1.
2.

Amazon EventBridge コンソール (https://console.aws.amazon.com/events/) を開きます。
[Create rule] を選択します。

3.

[Define rule detail] (詳細の定義) で、次の操作を行います。
a.

b.
c.

4.

ルールの [Name (名前)] を入力し、必要に応じて説明を入力します。
ルールには、同じリージョン内および同じイベントバス上の別のルールと同じ名前を付けること
はできません。
[Event bus] (イベントバス) として、[default] (デフォルト) を選択します。アカウント内の AWS
のサービスで生成されたイベントは、常に、そのアカウントのデフォルトのイベントバスに送ら
れます。
[Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を
選択します。

d. [Next] を選択します。
[Build event pattern] (イベントパターンの作成) で、次の操作を行います。
a.

[Event source] (イベントソース) で、[AWS events or EventBridge partner events] ( イベントまた
は EventBridge パートナーイベント) を選択します。

b.

この例では [Event pattern] (イベントパターン) で EC2 Spot Fleet Instance Change イベン
トと launched サブタイプに一致するよう、以下のイベントパターンを指定します。
{
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"source": ["aws.ec2spotfleet"],
"detail-type": ["EC2 Spot Fleet Instance Change"],
"detail": {
"sub-type": ["launched"]

}

イベントパターンを追加するには、以下のように [Event pattern form] (イベントパターンフォー
ム) を選択してテンプレートを使用するか、[Custom pattern (JSON editor)] (カスタムパターン
(JSON エディター)) を選択して独自のパターンを指定します。
i.

ii.

c.
5.

テンプレートを使用してイベントパターンを作成するには、以下の操作を行います。
A.

[Event pattern form] (イベントパターンフォーム) を選択します。

B.

[Event source] (イベントソース) では、AWS[services] (サービス) を選択します。

C.

[AWS Service] ( サービス) で、[EC2 Spot Fleet] (EC2 スポットフリート) を選択しま
す。

D.

[Event type] (イベントタイプ) で、[EC2 Spot Fleet Instance Change] (EC2 スポットフ
リートインスタンスの変更) を選択します。

E.

[Edit pattern] (パターンの編集) を選択し、イベントパターン例と一致するよ
う、"detail": {"sub-type": ["launched"] を追加します。適切な JSON 形式を
得るには、前にある角括弧 (]) の後にコンマ (,) を入力します。

(代替案) 以下の操作を行って、カスタムイベントパターンを指定します。
A.

[Custom pattern (JSON editor)] (カスタムパターン (JSON エディター)) を選択します。

B.

[Event pattern] (イベントパターン) ボックスに、この例のイベントパターンを追加しま
す。

[Next] を選択します。

[Select target(s)] (ターゲットを選択) で、以下の操作を行います。
a.

[Target types] (ターゲットタイプ) では、AWS[services] (サービス) を選択します。

b.

イベントの発生時に E メール、テキストメッセージ、またはモバイルプッシュ通知を送信するた
めに、[Select a target] (ターゲットを選択) で、[SNS topic] (SNS トピック) を選択します。

c.

[Topic] (トピック) で [Lambda function] (Lambda 関数) を選択し、[Function] (関数) では、イベン
ト発生時に応答するように作成した関数を選択します。

d.

(オプション) [Additional settings] (追加設定) で、その他の設定を行うこともできます。詳細につ
いては、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「イベントに反応する Amazon EventBridge
ルールの作成」(ステップ 16) を参照してください。

e.

[Next] を選択します。

6.

(オプション) 必要な場合は、[Tags] (タグ) で 1 つ以上のタグを作成したルールに割り当て、[Next] (次
へ) を選択します。

7.

[Review and create] (確認して作成) で、以下の操作を行いす。
a.

ルールの詳細を確認し、必要な場合は変更を行います。

b.

[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

Lambda 関数を作成する方法のチュートリアルと Lambda 関数を実行する EventBridge ルールについて
は、AWS Lambda デベロッパーガイドの「チュートリアル: EventBridge を使用して Amazon EC2 インス
タンスの状態をログに記録する」を参照してください。
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EC2 フリートとスポットフリートのチュートリア
ル
以下のチュートリアルでは、EC2 フリートとスポットフリートを作成するための一般的なプロセスを説明
します。
チュートリアル
• チュートリアル: EC2 フリートを使ったインスタンスの分量指定 (p. 1031)
• チュートリアル: プライマリ容量としてオンデマンドの EC2 フリート を使用する (p. 1033)
• チュートリアル:ターゲットのキャパシティー予約を使用してオンデマンドインスタンスを起動す
る (p. 1035)
• チュートリアル: スポットフリートを使ったインスタンスの分量の指定 (p. 1039)

チュートリアル: EC2 フリートを使ったインスタンス
の分量指定
このチュートリアルでは、サンプル株式会社という名前の架空の会社を使用して、インスタンスの分量指
定を使った EC2 フリートリクエストのプロセスを説明します。

目的
製薬会社であるサンプル株式会社は、癌と闘うために使用できる可能性のある化合物をスクリーニングす
るために Amazon EC2 の計算処理能力を活用したいと考えています。

計画
サンプル株式会社はまず、「Spot Best Practices」を確認します。次に、サンプル株式会社は EC2 フリー
ト に関する要件を確認します。
インスタンスタイプ
サンプル株式会社には、60 GB 以上のメモリと 8 つの仮想 CPU (vCPU) で最適に実行される、計算能力と
メモリに負担がかかるアプリケーションがあります。同社は、できるだけ低価格でアプリケーション用の
これらのリソースを最大化したいと考えています。サンプル株式会社は、以下のいずれかの EC2 インスタ
ンスタイプがそのニーズを満たすと判断します。
インスタンスタイプ

メモリ (GiB)

vCPU

r3.2xlarge

61

8

r3.4xlarge

122

16

r3.8xlarge

244

32

ユニット単位のターゲット容量
インスタンスの分量指定を使用すると、ターゲット容量はインスタンスの数 (デフォルト)、またはコア
(vCPU)、メモリ (GiB) とストレージ (GB) との要素の組み合わせで表すことができます。アプリケーショ
ンのベース (60 GB の RAM と 8 個の vCPU) を 1 ユニットとして考えることで、サンプル株式会社はこの
量の 20 倍で十分ニーズに合うと決定します。これにより、会社は EC2 フリート リクエストのターゲット
容量を 20 に設定します。
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ターゲット容量の決定後、サンプル株式会社はインスタンスの分量を計算します。各インスタンスタイプ
のインスタンスの分量を計算することは、以下のように、ターゲット容量に達するために必要な各インス
タンスタイプのユニットの数を決定することです。
• r3.2xlarge (61.0 GB、8 個の vCPU) = 1/20 ユニット
• r3.4xlarge (122.0 GB、16 個の vCPU) = 2/20 ユニット
• r3.8xlarge (244.0 GB、32 個の vCPU) = 4/20 ユニット
これよりサンプル株式会社は、1、2 と 4 のインスタンス分量を EC2 フリート リクエストのそれぞれの起
動設定に割り当てます。
ユニット時間あたりの価格
サンプル株式会社は、料金の出発点としてインスタンス時間あたりの「オンデマンド料金」を使用しま
す。最近のスポット料金または 2 つの組み合わせを使用することもできます。ユニット時間あたりの料金
を計算するために、インスタンス時間あたりの出発点の料金を分量で割ります。次に例を示します。
インスタンスタイプ

オンデマンド価格

インスタンスの分量

ユニット時間あたりの
価格

r3.2xLarge

$0.7

1

$0.7

r3.4xLarge

$1.4

2

$0.7

r3.8xLarge

$2.8

4

$0.7

サンプル株式会社は、ユニット時間あたりのグローバルな料金として 0.7 USD を使用し、3 つのインスタ
ンスタイプすべてで競争力を高めることもできます。また、r3.8xlarge の起動条件のなかで、1 ユニッ
ト時間あたりの全体料金を 0.7 USD、そして 1 ユニット時間あたりの指定入力料金を 0.9 USD とすること
もできます。

アクセス許可の確認
EC2 フリート を作成する前に、サンプル株式会社は必要なアクセス許可の IAM ロールがあることを確認
します。詳細については、「EC2 フリートの前提条件 (p. 937)」を参照してください。

起動テンプレートの作成
次に、Example Corp は起動テンプレートを作成します。起動テンプレート ID は、次のステップで使用さ
れます。詳細については、「起動テンプレートの作成 (p. 536)」を参照してください。

EC2 フリート の作成
サンプル株式会社は、その EC2 フリート のために次の設定の ファイルを作成します。config.json次
の例では、リソース識別子を独自のリソース識別子に置き換えます。
{

"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "lt-07b3bc7625cdab851",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
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"InstanceType": "r3.2xlarge",
"SubnetId": "subnet-482e4972",
"WeightedCapacity": 1
"InstanceType": "r3.4xlarge",
"SubnetId": "subnet-482e4972",
"WeightedCapacity": 2
"InstanceType": "r3.8xlarge",
"MaxPrice": "0.90",
"SubnetId": "subnet-482e4972",
"WeightedCapacity": 4

}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 20,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
}

サンプル株式会社は、次の create-fleet コマンドを使用して EC2 フリート を作成します。https://
docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/create-fleet.html
aws ec2 create-fleet \
--cli-input-json file://config.json

詳細については、「EC2 フリートの作成 (p. 943)」を参照してください。

フルフィルメント
配分戦略では、スポットインスタンスの提供元となるスポットキャパシティプールが決定されます。
lowest-price 戦略 (デフォルトの戦略) では、受理時にユニットあたりの料金が最低値であるプールか
ら スポットインスタンス が取得されます。20 ユニットの容量を提供するためには、20 の インスタンス
(20 ÷ 1)、10 の インスタンス (20 ÷ 2)、あるいは 5 の インスタンス (20 ÷ 4) が EC2 フリート から起動さ
れることになります。r3.2xlarger3.4xlarger3.8xlarge
サンプル株式会社が diversified 戦略を採用する場合、スポットインスタンス は 3 つのすべてのプー
ルから取得されます。EC2 フリート は、6 つの インスタンス (6 ユニットを提供)、3 つの インスタンス
(6 ユニットを提供)、そして 2 つの インスタンス (8 ユニットを提供) の全部で 20 ユニットを起動しま
す。r3.2xlarger3.4xlarger3.8xlarge

チュートリアル: プライマリ容量としてオンデマンド
の EC2 フリート を使用する
このチュートリアルでは、ABC Online という架空の会社を使用して、プライマリ容量および使用可能な場
合はスポット容量としてオンデマンドの EC2 フリートをリクエストするプロセスを説明します。

目的
レストラン向け配達会社である ABC Online は、EC2 インスタンスタイプおよび購入オプション間で
Amazon EC2 容量をプロビジョンし、必要なスケール、パフォーマンス、コストを実現したいと思ってい
ます。
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ABC Online は、ピーク期間中の運用のために固定容量を要求していますが、低価格での容量増加という恩
恵を得たいと考えています。ABC Online は、EC2 フリートについて以下の要件を設定しました。
• オンデマンドインスタンス容量 - ABC Online には、ピーク期間のトラフィックに対応できるように、15
個のオンデマンドインスタンスが必要です。
• スポットインスタンス容量 - ABC Online は、5 個のスポットインスタンスをプロビジョニングすること
で、低価格でパフォーマンスを改善したいと考えています。

アクセス許可の確認
EC2 フリート を作成する前に、ABC Online は必要なアクセス許可の IAM ロールがあることを確認しま
す。詳細については、「EC2 フリートの前提条件 (p. 937)」を参照してください。

起動テンプレートの作成
次に、ABC Online によって起動テンプレートが作成されます。起動テンプレート ID は、次のステップで
使用されます。詳細については、「起動テンプレートの作成 (p. 536)」を参照してください。

EC2 フリート の作成
ABC Online は、その EC2 フリート のために次の設定の ファイルを作成します。config.json次の例で
は、リソース識別子を独自のリソース識別子に置き換えます。
{

}

"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "lt-07b3bc7625cdab851",
"Version": "2"
}
}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 20,
"OnDemandTargetCapacity":15,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
}

ABC Online は、次の create-fleet コマンドを使用して EC2 フリート を作成します。https://
docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/create-fleet.html
aws ec2 create-fleet \
--cli-input-json file://config.json

詳細については、「EC2 フリートの作成 (p. 943)」を参照してください。

フルフィルメント
配分戦略により、オンデマンド容量が常に受理され、容量と可用性がある場合はターゲット容量がスポッ
トとして受理されることが決定されます。
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チュートリアル:ターゲットのキャパシティー予約を使
用してオンデマンドインスタンスを起動する
このチュートリアルでは実行するべきステップを段階的に解説しています。それにより、EC2 フリートが
オンデマンドインスタンスをtargetedキャパシティー予約で起動できるようにします。
オンデマンドインスタンスの起動時に、最初にtargetedオンデマンドキャパシティー予約を使用するよ
うにフリートを設定する方法を学習します。また、オンデマンドターゲット容量の合計が使用可能な未使
用のキャパシティ予約数を超えた場合、フリートは指定された割り当て戦略を使用して、残りのターゲッ
ト容量を起動するインスタンスプールを選択するようにフリートを設定する方法についても学習します。
EC2 フリートの設定
このチュートリアルでは、フリートの設定は次のとおりです：
• ターゲット容量:10 オンデマンドインスタンス
• 未使用の合計targetedキャパシティー予約:6 (フリートの目標オンデマンド容量である 10 オンデマン
ドインスタンスを下回っています)
• キャパシティ予約のプールの数:2 (us-east-1aおよびus-east-1b)
• プールあたりのキャパシティ予約数:3
• オンデマンド割り当て戦略：lowest-price(未使用キャパシティーの予約の数が目標オンデマンド容量
より少ない場合、フリートは、オンデマンド配分戦略に基づいて、残りのオンデマンド容量を起動する
プールを決定します)。
また、lowest-price割り当て戦略の代わりにprioritized割り当て戦略を使用することもできま
す。
targetedキャパシティ予約にオンデマンドインスタンスを起動するには、次のように、いくつかの手順を
実行する必要があります：
• ステップ 1: キャパシティー予約を作成する (p. 1035)
• ステップ 2: キャパシティー予約のリソースグループを作成する (p. 1036)
• ステップ 3: キャパシティ予約リソースグループにキャパシティ予約を追加する (p. 1036)
• (オプション) ステップ 4: リソースグループのキャパシティーの予約を表示する (p. 1037)
• ステップ 5: キャパシティ予約が特定のリソースグループをターゲットに指定する起動テンプレートを
作成する (p. 1037)
• (オプション) ステップ 6: 起動テンプレートを説明する (p. 1037)
• ステップ 7: EC2 フリートを作成する (p. 1038)
• (オプション) ステップ 8: 未使用のキャパシティ予約の残りの数を表示する (p. 1039)

ステップ 1: キャパシティー予約を作成する
キャパシティー予約の作成コマンドを使用してキャパシティ予約を作成します。3 つはus-east-1aの目
的に、別の3つはus-east-1bの目的にします。アベイラビリティーゾーンを除き、キャパシティー予約の
他の属性は同じです。
us-east-1aでの 3 つのキャパシティー予約
aws ec2 create-capacity-reservation \
--availability-zone us-east-1a\
--instance-type c5.xlarge\
--instance-platform Linux/UNIX \
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--instance-count 3 \
--instance-match-criteria targeted

キャパシティー予約 ID の結果の例
cr-1234567890abcdef1

us-east-1bでの 3 つのキャパシティー予約
aws ec2 create-capacity-reservation \
--availability-zone us-east-1b\
--instance-type c5.xlarge\
--instance-platform Linux/UNIX \
--instance-count 3 \
--instance-match-criteria targeted

キャパシティー予約 ID の結果の例
cr-54321abcdef567890

ステップ 2: キャパシティー予約のリソースグループを作成する
resource-groupsサービスを使用する、およびグループを作成するコマンドを使用して、キャパシ
ティー予約のリソースグループを作成します。この例では、プレイスメントグループ名はmy-cr-groupで
す。リソースグループを作成する必要がある理由の詳細については、オンデマンドインスタンスのための
キャパシティ予約の使用 (p. 930)を参照してください。
aws resource-groups create-group \
--name my-cr-group \
--configuration '{"Type":"AWS::EC2::CapacityReservationPool"}'
'{"Type":"AWS::ResourceGroups::Generic", "Parameters": [{"Name": "allowed-resource-types",
"Values": ["AWS::EC2::CapacityReservation"]}]}'

ステップ 3: キャパシティ予約リソースグループにキャパシティ
予約を追加する
resource-groupsサービス、およびグループリソースコマンドを使用して、手順 1 で作成したキャパシ
ティ予約をキャパシティ予約リソースグループに追加します。オンデマンドキャパシティ予約は、ARN ご
とに参照する必要があります。
aws resource-groups group-resources \
--group my-cr-group \
--resource-arns \
arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-1234567890abcdef1 \
arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-54321abcdef567890

出力例
{

"Failed": [],
"Succeeded": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-1234567890abcdef1",
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-54321abcdef567890"
]
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(オプション) ステップ 4: リソースグループのキャパシティーの
予約を表示する
resource-groupsサービス、およびグループリソースを表示するコマンドを使用して、キャパシティ予
約を表示するリソースグループをオプションで記述します。
aws resource-groups list-group-resources --group my-cr-group

出力例
{

"ResourceIdentifiers": [
{
"ResourceType": "AWS::EC2::CapacityReservation",
"ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/
cr-1234567890abcdef1"
},
{
"ResourceType": "AWS::EC2::CapacityReservation",
"ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/
cr-54321abcdef567890"
}
]
}

ステップ 5: キャパシティ予約が特定のリソースグループをター
ゲットに指定する起動テンプレートを作成する
起動テンプレートを作成するコマンドを使用して、使用するキャパシティー予約を指定する起動テンプ
レートを作成します。この例では、フリートはtargetedキャパシティー予約を使用して、ソースグルー
プに追加されます。したがって、起動テンプレートデータでは、キャパシティ予約が特定のリソースグ
ループをターゲットに指定します。次の例で、プレイスメントグループ名はmy-launch-templateで
す。
aws ec2 create-launch-template \
--launch-template-name my-launch-template \
--launch-template-data \
'{"ImageId": "ami-0123456789example",
"CapacityReservationSpecification":
{"CapacityReservationTarget":
{ "CapacityReservationResourceGroupArn": "arn:aws:resource-groups:useast-1:123456789012:group/my-cr-group" }
}
}'

(オプション) ステップ 6: 起動テンプレートを説明する
起動テンプレートを説明するコマンドを使用して、オプションで、その設定を表示するための起動テンプ
レートを説明します。
aws ec2 describe-launch-template-versions --launch-template-name my-launch-template

出力例
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{

"LaunchTemplateVersions": [
{
"LaunchTemplateId": "lt-01234567890example",
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"VersionNumber": 1,
"CreateTime": "2021-01-19T20:50:19.000Z",
"CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Admin",
"DefaultVersion": true,
"LaunchTemplateData": {
"ImageId": "ami-0947d2ba12ee1ff75",
"CapacityReservationSpecification": {
"CapacityReservationTarget": {
"CapacityReservationResourceGroupArn": "arn:aws:resource-groups:useast-1:123456789012:group/my-cr-group"
}
}
}
}
]
}

ステップ 7: EC2 フリートを作成する
起動するインスタンスの設定情報を指定する EC2 フリートを作成します。以下の EC2 フリート設定
は、この例に関連する設定のみを示しています。起動テンプレートmy-launch-templateは、ステッ
プ 5 で作成した起動テンプレートです。2 つのインスタンスプールがあり、それぞれ同じインスタンス
タイプ (c5.xlarge)ですが、異なるアベイラビリティーゾーン (us-east-1aおよびus-east-1b)にあ
ります。料金は、アベイラビリティーゾーンごとではなく、リージョンに対して定義されるため、イン
スタンスプールの料金は同じです。合計ターゲット容量は 10 で、デフォルトのターゲット容量タイプ
はon-demandです。オンデマンド配分戦略はlowest-priceです。キャパシティ予約の使用戦略はusecapacity-reservations-firstです。

Note
フリートタイプはinstantである必要があります。他のフリートタイプはuse-capacityreservations-firstをサポートしていません。
{

"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceType": "c5.xlarge",
"AvailabilityZone": "us-east-1a"
},
{
"InstanceType": "c5.xlarge",
"AvailabilityZone": "us-east-1b"
}
]
}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 10,
"DefaultTargetCapacityType": "on-demand"
},
"OnDemandOptions": {
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"AllocationStrategy": "lowest-price",
"CapacityReservationOptions": {
"UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
}

}

},
"Type": "instant"

上記の設定を使用してinstantフリートを作成すると、目標容量を満たすために以下の 10 個のインスタ
ンスが起動されます。
• 次のように、6 つのオンデマンドインスタンスを起動するために、キャパシティ予約が最初に使用され
ます。
• 3 つのオンデマンドインスタンスが、us-east-1aでの 3 つのc5.xlargetargetedキャパシティー
予約で起動します。
• 3 つのオンデマンドインスタンスが、us-east-1bでの 3 つのc5.xlargetargetedキャパシティー
予約で起動します。
• ターゲット容量を満たすために、4 つの追加のオンデマンドインスタンスは、オンデマンド配分戦略 (こ
の例ではlowest-price) に従って通常のオンデマンド容量で起動します。ただし、プールの価格は同
じであるため (価格はアベイラビリティーゾーンごとではなく、リージョンごとであるため)、フリート
は残りの 4 つのオンデマンドインスタンスをいずれかのプールで起動します。

(オプション) ステップ 8: 未使用のキャパシティ予約の残りの数
を表示する
フリートの起動後、describe-capacity-reservations を実行して、未使用のキャパシティー予約の残りの数
を確認できます。この例では、以下のレスポンスが表示されます。これは、すべてのプール内のすべての
キャパシティ予約が使用されたことを示しています。
{ "CapacityReservationId": "cr-111",
"InstanceType": "c5.xlarge",
"AvailableInstanceCount": 0
}
{ "CapacityReservationId": "cr-222",
"InstanceType": "c5.xlarge",
"AvailableInstanceCount": 0

}

チュートリアル: スポットフリートを使ったインスタ
ンスの分量の指定
このチュートリアルでは、サンプル株式会社という名前の架空の会社を使用して、インスタンス分量指定
を使ったスポットフリートリクエストのプロセスを説明します。

目的
製薬会社であるサンプル株式会社は、癌と闘うために使用される可能性のある化合物を選別するために
Amazon EC2 の計算処理能力を利用したいと考えています。

計画
サンプル株式会社はまず、「Spot Best Practices」を確認します。次に、サンプル株式会社はスポットフ
リートに関する以下の要件を確認します。
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サンプル株式会社には、60 GB 以上のメモリと 8 つの仮想 CPU (vCPU) で最適に実行される、計算能力と
メモリに負担がかかるアプリケーションがあります。同社は、できるだけ低価格でアプリケーション用の
これらのリソースを最大化したいと考えています。サンプル株式会社は、以下のいずれかの EC2 インスタ
ンスタイプがそのニーズを満たすと判断します。
インスタンスタイプ

メモリ (GiB)

vCPU

r3.2xlarge

61

8

r3.4xlarge

122

16

r3.8xlarge

244

32

ユニット単位のターゲット容量
インスタンスの分量指定を使用すると、ターゲット容量はインスタンスの数 (デフォルト)、またはコア
(vCPU)、メモリ (GiB) とストレージ (GB) との要素の組み合わせで表すことができます。アプリケーショ
ンのベース (60 GB の RAM と 8 個の vCPU) を 1 ユニットとして考えることで、サンプル株式会社はこ
の量の 20 倍で十分ニーズに合うと決定します。これにより、会社はスポットフリートリクエストのター
ゲット容量を 20 に設定します。
インスタンスの分量
ターゲット容量の決定後、サンプル株式会社はインスタンスの分量を計算します。各インスタンスタイプ
のインスタンスの分量を計算することは、以下のように、ターゲット容量に達するために必要な各インス
タンスタイプのユニットの数を決定することです。
• r3.2xlarge (61.0 GB、8 個の vCPU) = 1/20 ユニット
• r3.4xlarge (122.0 GB、16 個の vCPU) = 2/20 ユニット
• r3.8xlarge (244.0 GB、32 個の vCPU) = 4/20 ユニット
その結果、サンプル株式会社は、1、2、4 のインスタンス分量をスポットフリートリクエストの各起動設
定に割り当てます。
ユニット時間あたりの価格
サンプル株式会社は、料金の出発点としてインスタンス時間あたりの「オンデマンド料金」を使用しま
す。最近のスポット料金または 2 つの組み合わせを使用することもできます。ユニット時間あたりの料金
を計算するために、インスタンス時間あたりの出発点の料金を分量で割ります。次に例を示します。
インスタンスタイプ

オンデマンド価格

インスタンスの分量

ユニット時間あたりの
価格

r3.2xLarge

$0.7

1

$0.7

r3.4xLarge

$1.4

2

$0.7

r3.8xLarge

$2.8

4

$0.7

サンプル株式会社は、ユニット時間あたりのグローバルな料金として 0.7 USD を使用し、3 つのインスタ
ンスタイプすべてで競争力を高めることもできます。また、r3.8xlarge の起動条件のなかで、1 ユニッ
ト時間あたりの全体料金を 0.7 USD、そして 1 ユニット時間あたりの指定入力料金を 0.9 USD とすること
もできます。
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アクセス許可の確認

スポットフリートのリクエストを作成する前に、サンプル株式会社は必要アクセス許可の IAM ロールがあ
ることを確認します。詳細については、「スポットフリートアクセス許可 (p. 984)」を参照してくださ
い。

リクエストの作成
サンプル株式会社は、スポットフリートリクエストのために次の設定のファイル を作成しま
す。config.json
{

}

"SpotPrice": "0.70",
"TargetCapacity": 20,
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchSpecifications": [
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "r3.2xlarge",
"SubnetId": "subnet-482e4972",
"WeightedCapacity": 1
},
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "r3.4xlarge",
"SubnetId": "subnet-482e4972",
"WeightedCapacity": 2
},
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "r3.8xlarge",
"SubnetId": "subnet-482e4972",
"SpotPrice": "0.90",
"WeightedCapacity": 4
}
]

サンプル株式会社は、request-spot-fleet コマンドを使用してスポットフリートリクエストを作成しま
す。https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/request-spot-fleet.html
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json

詳細については、「スポットフリートのリクエストタイプ (p. 954)」を参照してください。

フルフィルメント
配分戦略では、スポットインスタンスの提供元となるスポットキャパシティプールが決定されます。
lowestPrice 戦略 (デフォルトの戦略) では、受理時にユニットあたりの料金が最低値であるプール
から スポットインスタンス が取得されます。20 ユニットの容量を提供するために、スポットフリート
は、20 インスタンス (20 ÷ 1)、10 インスタンス (20 ÷ 2)、または 5 インスタンス (20 ÷ 4) を起動しま
す。r3.2xlarger3.4xlarger3.8xlarge
サンプル株式会社が diversified 戦略を採用する場合、スポットインスタンス は 3 つのすべ
てのプールから取得されます。スポットフリートは、6 インスタンス (6 ユニットを提供)、3 イン
スタンス (6 ユニットを提供)、2 インスタンス (8 ユニットを提供)、合計 20 ユニットを起動しま
す。r3.2xlarger3.4xlarger3.8xlarge
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EC2 フリートとスポットフリートの設定例
以下の例では、EC2 フリートおよびスポットフリートの作成に使用できる起動設定を示します。
トピック
• EC2 フリートの設定例 (p. 1042)
• スポットフリートの設定例 (p. 1054)

EC2 フリートの設定例
以下の例で示しているのは、EC2 フリートを作成するために create-fleet コマンドで使用できる起動設定
です。パラメータの詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「create-fleet」を参照してく
ださい。
例
• 例 1: スポットインスタンスをデフォルト購入オプションとして起動する (p. 1042)
• 例 2: オンデマンドインスタンスをデフォルト購入オプションとして起動する (p. 1043)
• 例 3: オンデマンドインスタンスをプライマリ容量として起動する (p. 1043)
• 例 4: 配分戦略を使用して スポットインスタンス を起動するlowest-price (p. 1043)
• 例 5: 複数のキャパシティー予約を使用して オンデマンドインスタンス を起動する (p. 1044)
• 例 6: 合計ターゲット容量が未使用キャパシティーの予約の数を超えたときに、キャパシティーの予約
を使用してオンデマンドインスタンスを起動する (p. 1047)
• 例 7: ターゲットのキャパシティー予約を使用してオンデマンドインスタンスを起動する (p. 1049)
• 例 8: 容量の再調整を設定して代替スポットインスタンスを起動する (p. 1051)
• 例 9: 容量最適化フリートでスポットインスタンスを起動する (p. 1053)
• 例 10: 優先順位のある容量最適化フリートでスポットインスタンスを起動する (p. 1053)

例 1: スポットインスタンスをデフォルト購入オプションとして
起動する
次の例では、EC2 フリートで必要な最小限のパラメータ (起動テンプレート、ターゲットキャパシティ、
デフォルト購入オプション) を指定します。起動テンプレートは、起動テンプレート ID とバージョン番号
によって識別されます。フリートのターゲット容量は 2 インスタンスであり、デフォルト購入オプション
は です。この結果、フリートは 2 スポットインスタンス を起動します。spot
{

}

"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
"Version": "1"
}
}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 2,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
}
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例 2: オンデマンドインスタンスをデフォルト購入オプションと
して起動する
次の例では、EC2 フリート で必要な最小限のパラメータ (起動テンプレート、ターゲット容量、デフォル
ト購入オプション) を指定します。起動テンプレートは、起動テンプレート ID とバージョン番号によって
識別されます。フリートのターゲット容量は 2 インスタンスであり、デフォルト購入オプションは です。
この結果、フリートは 2 オンデマンドインスタンス を起動します。on-demand
{

}

"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
"Version": "1"
}
}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 2,
"DefaultTargetCapacityType": "on-demand"
}

例 3: オンデマンドインスタンスをプライマリ容量として起動す
る
次の例では、フリートの合計ターゲット容量 2 インスタンス、ターゲット容量を 1 オンデ
マンドインスタンスとして指定します。デフォルト購入オプションは です。spotフリート
は指定されたとおり 1 オンデマンドインスタンス を起動しますが、合計ターゲット容量を
満たすために、さらに 1 つ以上のインスタンスを起動する必要があります。差額の購入オ
プションは、 - = で計算されます。この結果、フリートはスポットインスタンスを起動しま
す。TotalTargetCapacityOnDemandTargetCapacityDefaultTargetCapacityType
{

}

"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
"Version": "1"
}
}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 2,
"OnDemandTargetCapacity": 1,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
}

例 4: 配分戦略を使用して スポットインスタンス を起動す
るlowest-price
スポットインスタンス の配分戦略を指定しない場合、デフォルト配分戦略である が使用されま
す。lowest-price次の例では、lowest-price の配分戦略を使用します。起動テンプレートをオー
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バーライドする 3 つの起動条件は、インスタンスタイプが異なりますが、加重容量とサブネットは同じ
です。合計ターゲット容量は 2 インスタンスで、デフォルト購入オプションは です。spotEC2 フリート
は、最低価格の起動条件のインスタンスタイプを使用して 2 つのスポットインスタンスを起動します。
{

}

"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
"Version": "1"
}
"Overrides": [
{
"InstanceType": "c4.large",
"WeightedCapacity": 1,
"SubnetId": "subnet-a4f6c5d3"
},
{
"InstanceType": "c3.large",
"WeightedCapacity": 1,
"SubnetId": "subnet-a4f6c5d3"
},
{
"InstanceType": "c5.large",
"WeightedCapacity": 1,
"SubnetId": "subnet-a4f6c5d3"
}
]
}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 2,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
}

例 5: 複数のキャパシティー予約を使用して オンデマンドインス
タンス を起動する
キャパシティ予約の使用戦略を use-capacity-reservations-first に設定することで、オンデマン
ドインスタンスの起動時に最初にオンデマンドキャパシティ予約を使用するようにフリートを設定できま
す。この例では、目標容量を満たすために必要以上のキャパシティ予約がある場合に、フリートが使用す
るキャパシティ予約を選択する方法を示します。
この例では、フリート設定は次のようになります。
• ターゲット容量:12 オンデマンドインスタンス
• 未使用のキャパシティー予約の合計:15 (フリートの目標容量である 12 オンデマンドインスタンスを超
えています)
• キャパシティ予約プールの数:3 (m5.large、m4.xlarge、およびm4.2xlarge)
• プールあたりのキャパシティ予約数:5
• オンデマンド割り当て戦略：lowest-price(複数のインスタンスプールに未使用のキャパシティ予約が
複数ある場合、フリートはオンデマンド割り当て戦略に基づいてオンデマンドインスタンスを起動する
プールを決定します)。
また、lowest-price割り当て戦略の代わりにprioritized割り当て戦略を使用することもできま
す。
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キャパシティ予約
アカウントには、3 つの異なるプールに以下の 15 個の未使用のキャパシティ予約があります。各プールの
キャパシティ予約の数は AvailableInstanceCount で示されます。
{

}
{

}
{

}

"CapacityReservationId": "cr-111",
"InstanceType": "m5.large",
"InstancePlatform": "Linux/UNIX",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"AvailableInstanceCount": 5,
"InstanceMatchCriteria": "open",
"State": "active"

"CapacityReservationId": "cr-222",
"InstanceType": "m4.xlarge",
"InstancePlatform": "Linux/UNIX",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"AvailableInstanceCount": 5,
"InstanceMatchCriteria": "open",
"State": "active"

"CapacityReservationId": "cr-333",
"InstanceType": "m4.2xlarge",
"InstancePlatform": "Linux/UNIX",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"AvailableInstanceCount":5,
"InstanceMatchCriteria": "open",
"State": "active"

フリート設定
以下のフリート設定は、この例に関連する設定のみを示しています。合計ターゲット容量は 12 で、デ
フォルトのターゲット容量タイプは です。on-demandオンデマンド配分戦略はlowest-priceです。
キャパシティ予約の使用戦略はuse-capacity-reservations-firstです。
この例では、オンデマンドインスタンスの料金は以下のようになります。
• m5.large – 1 時間あたり 0.096 USD
• m4.xlarge – 1 時間あたり 0.20 USD
• m4.2xlarge – 1 時間あたり 0.40 USD

Note
フリートタイプはタイプinstantである必要があります。他のフリートタイプはusecapacity-reservations-firstをサポートしていません。
{

"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "lt-abc1234567example",
"Version": "1"
}
"Overrides": [
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{

"InstanceType": "m5.large",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"WeightedCapacity": 1

},
{

"InstanceType": "m4.xlarge",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"WeightedCapacity": 1

},
{

]

}

}

"InstanceType": "m4.2xlarge",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"WeightedCapacity": 1

}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 12,
"DefaultTargetCapacityType": "on-demand"
},
"OnDemandOptions": {
"AllocationStrategy": "lowest-price"
"CapacityReservationOptions": {
"UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
}
},
"Type": "instant",

上記の設定を使用して フリートを作成すると、目標容量を満たすために以下の 12 個のインスタンスが起
動されます。instant
• us-east-1aの中のus-east-1a – m5.largeにある 5 つのm5.largeオンデマンドインスタンスが最
低価格です。そしてそこに 5 つの利用可能な未使用のm5.largeキャパシティー予約があります。
• 5 つのm4.xlargeオンデマンドインスタンス (us-east-1a) – m4.xlarge (us-east-1a) は次に低い料金
であり、利用可能な未使用m4.xlargeキャパシティーの予約が 5 つあります。
• 2 つのm4.2xlargeオンデマンドインスタンス (us-east-1a) – m4.2xlarge (us-east-1a) は 3 番目に
低い料金であり、利用可能な未使用m4.2xlargeキャパシティーの予約は 5 つあります。そのうちの 2
つのみが目標容量を満たすために必要です。
フリートの起動後、describe-capacity-reservations を実行して、未使用のキャパシティ予約の数を確認で
きます。この例では、以下のレスポンスが表示されます。これは、m5.largeおよびm4.xlargeのすべて
のキャパシティーの予約が使用され、m4.2xlargeの 3 つのキャパシティーの予約が未使用のままである
ことを示しています。
{

}
{

}

"CapacityReservationId": "cr-111",
"InstanceType": "m5.large",
"AvailableInstanceCount": 0

"CapacityReservationId": "cr-222",
"InstanceType": "m4.xlarge",
"AvailableInstanceCount": 0

{
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}

"CapacityReservationId": "cr-333",
"InstanceType": "m4.2xlarge",
"AvailableInstanceCount": 3

例 6: 合計ターゲット容量が未使用キャパシティーの予約の数を
超えたときに、キャパシティーの予約を使用してオンデマンドイ
ンスタンスを起動する
キャパシティ予約の使用戦略を use-capacity-reservations-first に設定することで、オンデマン
ドインスタンスの起動時に最初にオンデマンドキャパシティ予約を使用するようにフリートを設定できま
す。この例では、総ターゲット容量が使用可能な未使用のキャパシティ予約数を超えた場合に、オンデマ
ンドインスタンスを起動するインスタンスプールをフリートがどのように選択するかを示します。
この例では、フリート設定は次のようになります。
• ターゲット容量:16 オンデマンドインスタンス
• 未使用キャパシティー予約の合計:15 (フリートのターゲット容量である 16 オンデマンドインスタンス
を下回っています)
• キャパシティ予約プールの数:3 (m5.large、m4.xlarge、およびm4.2xlarge)
• プールあたりのキャパシティ予約数:5
• オンデマンド割り当て戦略：lowest-price(未使用キャパシティーの予約の数が目標オンデマンド容量
より少ない場合、フリートは、オンデマンド配分戦略に基づいて、残りのオンデマンド容量を起動する
プールを決定します)。
また、lowest-price割り当て戦略の代わりにprioritized割り当て戦略を使用することもできま
す。
キャパシティ予約
アカウントには、3 つの異なるプールに以下の 15 個の未使用のキャパシティ予約があります。各プールの
キャパシティ予約の数は AvailableInstanceCount で示されます。
{

}
{

}
{

"CapacityReservationId": "cr-111",
"InstanceType": "m5.large",
"InstancePlatform": "Linux/UNIX",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"AvailableInstanceCount": 5,
"InstanceMatchCriteria": "open",
"State": "active"

"CapacityReservationId": "cr-222",
"InstanceType": "m4.xlarge",
"InstancePlatform": "Linux/UNIX",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"AvailableInstanceCount": 5,
"InstanceMatchCriteria": "open",
"State": "active"

"CapacityReservationId": "cr-333",
"InstanceType": "m4.2xlarge",
"InstancePlatform": "Linux/UNIX",
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}

"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"AvailableInstanceCount":5,
"InstanceMatchCriteria": "open",
"State": "active"

フリート設定
以下のフリート設定は、この例に関連する設定のみを示しています。合計ターゲット容量は 16 で、デ
フォルトのターゲット容量タイプは です。on-demandオンデマンド配分戦略はlowest-priceです。
キャパシティ予約の使用戦略はuse-capacity-reservations-firstです。
この例では、オンデマンドインスタンスの料金は以下のようになります。
• m5.large – 0.096 USD/時間
• m4.xlarge – 0.20 USD/時間
• m4.2xlarge – 0.40 USD/時間

Note
フリートタイプはinstantである必要があります。他のフリートタイプはuse-capacityreservations-firstをサポートしていません。
{

"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
"Version": "1"
}
"Overrides": [
{
"InstanceType": "m5.large",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"WeightedCapacity": 1
},
{
"InstanceType": "m4.xlarge",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"WeightedCapacity": 1
},
{
"InstanceType": "m4.2xlarge",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"WeightedCapacity": 1
}
]
}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 16,
"DefaultTargetCapacityType": "on-demand"
},
"OnDemandOptions": {
"AllocationStrategy": "lowest-price"
"CapacityReservationOptions": {
"UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
}
},
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}

"Type": "instant",

上記の設定を使用して フリートを作成すると、目標容量を満たすために以下の 16 個のインスタンスが起
動されます。instant
• 6 つのm5.largeオンデマンドインスタンス (us-east-1aのus-east-1a – m5.large) が最低価格で
す。そして 5 つの利用可能な未使用m5.largeキャパシティーの予約があります。5 つのオンデマン
ドインスタンスを起動するために、キャパシティ予約が最初に使用されます。残りのm4.xlargeおよ
びm4.2xlargeキャパシティーの予約を使用してターゲット容量を満たすために、追加のオンデマンド
インスタンスは、オンデマンド配分戦略 (この例ではlowest-price) に従って起動します。
• 5 つのm4.xlargeオンデマンドインスタンス (us-east-1a の us-east-1a – m4.xlarge) が次に低い
料金であり、5 つの利用可能な未使用m4.xlargeキャパシティーの予約があります。
• 5 つのm4.2xlargeオンデマンドインスタンス (us-east-1a の us-east-1a – m4.2xlarge) が 3 番
目に低い料金であり、5 つの利用可能な未使用m4.2xlargeキャパシティーの予約があります。
フリートの起動後、describe-capacity-reservations を実行して、未使用のキャパシティ予約の数を確認で
きます。この例では、以下のレスポンスが表示されます。これは、すべてのプール内のすべての キャパシ
ティーの予約 が使用されたことを示しています。
{

}
{

}
{

}

"CapacityReservationId": "cr-111",
"InstanceType": "m5.large",
"AvailableInstanceCount": 0

"CapacityReservationId": "cr-222",
"InstanceType": "m4.xlarge",
"AvailableInstanceCount": 0

"CapacityReservationId": "cr-333",
"InstanceType": "m4.2xlarge",
"AvailableInstanceCount": 0

例 7: ターゲットのキャパシティー予約を使用してオンデマンド
インスタンスを起動する
キャパシティーの予約の使用戦略をuse-capacity-reservations-firstに設定することで、オンデ
マンドインスタンスの起動時に最初にtargetedオンデマンドキャパシティー予約を使用するようにフ
リートを設定できます。この例では、オンデマンドインスタンスをtargetedキャパシティ予約で起動
する方法を示します。キャパシティ予約の属性は、アベイラビリティーゾーン (us-east-1aおよびuseast-1b) を除いて同じになります。また、総ターゲット容量が使用可能な未使用のキャパシティ予約数
を超えた場合に、オンデマンドインスタンスを起動するインスタンスプールをフリートがどのように選択
するかについても説明します。
この例では、フリート設定は次のようになります。
• ターゲット容量:10 オンデマンドインスタンス
• 未使用の合計targetedキャパシティー予約:6 (フリートの目標オンデマンド容量である 10 オンデマン
ドインスタンスを下回っています)
• キャパシティ予約のプールの数:2 (us-east-1aおよびus-east-1b)
• プールあたりのキャパシティ予約数:3
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• オンデマンド割り当て戦略：lowest-price(未使用キャパシティーの予約の数が目標オンデマンド容量
より少ない場合、フリートは、オンデマンド配分戦略に基づいて、残りのオンデマンド容量を起動する
プールを決定します)。
また、lowest-price割り当て戦略の代わりにprioritized割り当て戦略を使用することもできま
す。
この例を実行するために必要な手順のチュートリアルについては、チュートリアル:ターゲットのキャパシ
ティー予約を使用してオンデマンドインスタンスを起動する (p. 1035)を参照してください。
キャパシティ予約
アカウントには、2 つの異なるプールに以下の 6 個の未使用キャパシティーの予約があります。この例
では、プールはアベイラビリティーゾーンによって異なります。各プールのキャパシティ予約の数は
AvailableInstanceCount で示されます。
{

}
{

}

"CapacityReservationId": "cr-111",
"InstanceType": "c5.xlarge",
"InstancePlatform": "Linux/UNIX",
"AvailabilityZone": "us-east-1a",
"AvailableInstanceCount": 3,
"InstanceMatchCriteria": "open",
"State": "active"

"CapacityReservationId": "cr-222",
"InstanceType": "c5.xlarge",
"InstancePlatform": "Linux/UNIX",
"AvailabilityZone": "us-east-1b",
"AvailableInstanceCount": 3,
"InstanceMatchCriteria": "open",
"State": "active"

フリート設定
以下のフリート設定は、この例に関連する設定のみを示しています。合計ターゲット容量は 10 で、デ
フォルトのターゲット容量タイプはon-demandです。オンデマンド配分戦略はlowest-priceです。キャ
パシティ予約の使用戦略はuse-capacity-reservations-firstです。
この例では、us-east-1でのc5.xlargeのオンデマンドインスタンスの料金は時間当たり 0.17 USD に
なります。

Note
フリートタイプはinstantである必要があります。他のフリートタイプはuse-capacityreservations-firstをサポートしていません。
{

"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceType": "c5.xlarge",
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},
{

]

}

}

"AvailabilityZone": "us-east-1a"
"InstanceType": "c5.xlarge",
"AvailabilityZone": "us-east-1b"

}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 10,
"DefaultTargetCapacityType": "on-demand"
},
"OnDemandOptions": {
"AllocationStrategy": "lowest-price",
"CapacityReservationOptions": {
"UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
}
},
"Type": "instant"

上記の設定を使用してinstantフリートを作成すると、目標容量を満たすために以下の 10 個のインスタ
ンスが起動されます。
• 次のように、6 つのオンデマンドインスタンスを起動するために、キャパシティ予約が最初に使用され
ます。
• 3 つのオンデマンドインスタンスが、us-east-1aでの 3 つのc5.xlargetargetedキャパシティー
予約で起動します。
• 3 つのオンデマンドインスタンスが、us-east-1bでの 3 つのc5.xlargetargetedキャパシティー
予約で起動します。
• ターゲット容量を満たすために、4 つの追加のオンデマンドインスタンスは、オンデマンド配分戦略 (こ
の例ではlowest-price) に従って通常のオンデマンド容量で起動します。ただし、プールの価格は同
じであるため (価格はアベイラビリティーゾーンごとではなく、リージョンごとであるため)、フリート
は残りの 4 つのオンデマンドインスタンスをいずれかのプールで起動します。
フリートの起動後、describe-capacity-reservations を実行して、未使用のキャパシティ予約の数を確認で
きます。この例では、以下のレスポンスが表示されます。これは、すべてのプール内のすべての キャパシ
ティーの予約 が使用されたことを示しています。
{

}
{

}

"CapacityReservationId": "cr-111",
"InstanceType": "c5.xlarge",
"AvailableInstanceCount": 0

"CapacityReservationId": "cr-222",
"InstanceType": "c5.xlarge",
"AvailableInstanceCount": 0

例 8: 容量の再調整を設定して代替スポットインスタンスを起動
する
次の例では、Amazon EC2 がフリートのスポットインスタンスに再調整に関する推奨を送信したときに、
代替スポットインスタンスを起動するように EC2 フリートを設定します。スポットインスタンスの自動
代替を設定するには、ReplacementStrategy で、launch-before-terminate を指定します。置換
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用の新しいスポットインスタンスが起動してから、古いスポットインスタンスが自動的に削除されるまで
の時間を設定するには、termination-delay に値を秒単位で指定します。詳細については、「設定オプ
ション (p. 931)」を参照してください。

Note
launch-before-terminate を使用するのは、インスタンスのシャットダウン処理にかかる時
間を予測できる場合に限り、これらの処理が完了した後に古いインスタンスが終了するようにす
ることをお勧めします。実行中は、すべてのインスタンスに対して課金されます。
容量の再調整戦略の有効性は、EC2 フリートリクエストで指定されたスポットキャパシティプールの数に
左右されます。インスタンスタイプとアベイラビリティーゾーンの多様なセットを使ってフリートを設定
し、AllocationStrategy では capacity-optimized を指定することをお勧めします。EC2 フリー
ト の容量の再調整を行う際に考慮すべき事項の詳細については、「」を参照してください。容量の再調
整 (p. 930)
{

}

"ExcessCapacityTerminationPolicy": "termination",
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "LaunchTemplate",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceType": "c3.large",
"WeightedCapacity": 1,
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-east-1a"
}
},
{
"InstanceType": "c4.large",
"WeightedCapacity": 1,
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-east-1a"
}
},
{
"InstanceType": "c5.large",
"WeightedCapacity": 1,
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-east-1a"
}
}
]
}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 5,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
},
"SpotOptions": {
"AllocationStrategy": "capacity-optimized",
"MaintenanceStrategies": {
"CapacityRebalance": {
"ReplacementStrategy": "launch-before-terminate",
"TerminationDelay": "720"
}
}
}
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例 9: 容量最適化フリートでスポットインスタンスを起動する
次の例は、容量を最適化するスポット配分戦略で、EC2 フリートを設定する方法を示しています。容量を
最適化するには、AllocationStrategy を capacity-optimized に設定する必要があります。
次の例では、3 つの起動仕様で 3 つのスポットキャパシティプールが指定されています。ターゲット容量
はスポットインスタンス 50 個です。EC2 フリートは、起動中のインスタンス数の最適な容量のスポット
キャパシティープールに 50 個のスポットインスタンスを起動しようとします。
{

}

"SpotOptions": {
"AllocationStrategy": "capacity-optimized",
},
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceType": "r4.2xlarge",
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2a"
},
},
{
"InstanceType": "m4.2xlarge",
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
},
},
{
"InstanceType": "c5.2xlarge",
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
}
}
]
}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 50,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"
}

例 10: 優先順位のある容量最適化フリートでスポットインスタン
スを起動する
次の例は、ベストエフォートベースで優先順位を使用しながら、容量を最適化するスポット配分戦略を使
用して、EC2 フリートを設定する方法を示しています。
capacity-optimized-prioritized 配分戦略を使用する場合は、Priority パラメータを使用して、
スポットキャパシティプールの優先順位を指定します。数値が小さいほど優先順位が高くなります。ま
た、優先度が同じならば、複数のスポットキャパシティープールに同じ優先順位を設定することもできま
す。プールに優先順位を設定しない場合、そのプールは優先順位が最も低いとみなされます。
スポットキャパシティプールに優先順位を付けるには、AllocationStrategy を capacityoptimized-prioritized に設定する必要があります。EC2 フリートは最初に容量を最適化しますが、
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インスタンスタイプの優先順位をベストエフォートベースで決定します（例えば、優先順位を尊重して
も、EC2 フリートの最適な容量をプロビジョニングする能力に大きな影響を与えない場合など）。これ
は、中断の可能性を最小限に抑える必要があり、特定のインスタンスタイプを優先することが重要なワー
クロードに適したオプションです。
次の例では、3 つの起動仕様で 3 つのスポットキャパシティープールが指定されています。各プールに
は優先順位が設定されています。数値が小さいほど優先順位が高くなります。ターゲット容量は 50 個の
スポットインスタンスです。EC2 フリートは、ベストエフォートベースで優先順位が最も高いスポット
キャパシティープールに 50 個のスポットインスタンスを起動しようとしますが、最初に容量を最適化し
ます。
{

}

"SpotOptions": {
"AllocationStrategy": "capacity-optimized-prioritized"
},
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceType": "r4.2xlarge",
"Priority": 1,
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2a"
},
},
{
"InstanceType": "m4.2xlarge",
"Priority": 2,
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
},
},
{
"InstanceType": "c5.2xlarge",
"Priority": 3,
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
}
}
]
}
],
"TargetCapacitySpecification": {
"TotalTargetCapacity": 50,
"DefaultTargetCapacityType": "spot"

スポットフリートの設定例
以下の例で示しているのは、スポットフリートリクエストを作成するための request-spot-fleet コマンドで
使用できる起動設定です。https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/request-spot-fleet.html詳
細については、「スポットフリートリクエストを作成します。 (p. 991)」を参照してください。

Note
スポットフリートでは、ネットワークインターフェイス ID を起動仕様に指定できません。起動仕
様から パラメータを必ず省略してください。NetworkInterfaceID
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例
• 例 1: リージョンの最低価格のアベイラビリティーゾーンあるいはサブネットを使用してスポットイン
スタンスを起動する (p. 1055)
• 例 2: 指定したリスト内で最低価格のアベイラビリティーゾーンまたはサブネットを使用してスポット
インスタンスを起動する (p. 1055)
• 例 3: 指定したリスト内で最低価格のインスタンスタイプを使用してスポットインスタンスを起動す
る (p. 1057)
• 例 4. リクエストの料金を上書きする (p. 1058)
• 例 5: 分散配分戦略を使用して、スポットフリートを起動する (p. 1059)
• 例 6: インスタンスの分量指定を使用して、スポットフリートを起動する (p. 1061)
• 例 7: オンデマンド容量でスポットフリートを起動する (p. 1062)
• 例 8: 容量の再調整を設定して代替 スポットインスタンス を開始する (p. 1063)
• 例 9: 容量最適化フリートでスポットインスタンスを起動する (p. 1064)
• 例 10: 優先順位のある容量最適化フリートでスポットインスタンスを起動する (p. 1065)

例 1: リージョンの最低価格のアベイラビリティーゾーンあるい
はサブネットを使用してスポットインスタンスを起動する
以下の例では、アベイラビリティーゾーンまたはサブネットを使用しない 1 つの起動仕様を指定していま
す。スポットフリートはデフォルトのサブネットを持つ最低価格のアベイラビリティーゾーンでインスタ
ンスを起動します。お支払いいただく料金はオンデマンド価格を上回りません。
{

}

"TargetCapacity": 20,
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchSpecifications": [
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"KeyName": "my-key-pair",
"SecurityGroups": [
{
"GroupId": "sg-1a2b3c4d"
}
],
"InstanceType": "m3.medium",
"IamInstanceProfile": {
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
}
}
]

例 2: 指定したリスト内で最低価格のアベイラビリティーゾーン
またはサブネットを使用してスポットインスタンスを起動する
以下の例では、アベイラビリティーゾーン/サブネットは異なるがインスタンスタイプおよび AMI が同じで
ある、2 つの起動仕様を指定しています。
アベイラビリティーゾーン
スポットフリートは、指定した最低価格のアベイラビリティーゾーンのデフォルトサブネットでインスタ
ンスを起動します。
{
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}

"TargetCapacity": 20,
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchSpecifications": [
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"KeyName": "my-key-pair",
"SecurityGroups": [
{
"GroupId": "sg-1a2b3c4d"
}
],
"InstanceType": "m3.medium",
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2a, us-west-2b"
},
"IamInstanceProfile": {
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
}
}
]

Subnets
デフォルトのサブネットまたはデフォルト以外のサブネットを指定できますが、デフォルト以外のサブ
ネットは、デフォルトの VPC またはデフォルト以外の VPC 内から選択できます。スポットサービスは、
最低価格のアベイラビリティーゾーンにあるいずれかのサブネットでインスタンスを起動します。
スポットフリートリクエストで、同じアベイラビリティーゾーンから異なるサブネットを指定することは
できません。
{

}

"TargetCapacity": 20,
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchSpecifications": [
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"KeyName": "my-key-pair",
"SecurityGroups": [
{
"GroupId": "sg-1a2b3c4d"
}
],
"InstanceType": "m3.medium",
"SubnetId": "subnet-a61dafcf, subnet-65ea5f08",
"IamInstanceProfile": {
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
}
}
]

インスタンスがデフォルトの VPC で起動される場合は、デフォルトでパブリック IPv4 アドレスが割り当
てられます。インスタンスがデフォルト以外の VPC で起動される場合は、デフォルトでパブリック IPv4
アドレスは割り当てられません。起動仕様でネットワークインターフェイスを使用して、デフォルト以外
の VPC で起動されるインスタンスにパブリック IPv4 アドレスを割り当てます。ネットワークインター
フェイスの指定時、ネットワークインターフェイスを使用してサブネット ID とセキュリティグループ ID
を含める必要があります。
...

{

"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
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...

}

"KeyName": "my-key-pair",
"InstanceType": "m3.medium",
"NetworkInterfaces": [
{
"DeviceIndex": 0,
"SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
"Groups": [ "sg-1a2b3c4d" ],
"AssociatePublicIpAddress": true
}
],
"IamInstanceProfile": {
"Arn": "arn:aws:iam::880185128111:instance-profile/my-iam-role"
}

例 3: 指定したリスト内で最低価格のインスタンスタイプを使用
してスポットインスタンスを起動する
次の例では、同じ AMI と アベイラビリティーゾーンまたはサブネットで、複数の異なるインスタンスタイ
プを使用する 2 つの起動設定を指定します。スポットフリートは、指定された最低価格のインスタンスタ
イプを使用してインスタンスを起動します。
[Availability Zone] (アベイラビリティーゾーン)
{

}

"TargetCapacity": 20,
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchSpecifications": [
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"SecurityGroups": [
{
"GroupId": "sg-1a2b3c4d"
}
],
"InstanceType": "cc2.8xlarge",
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
}
},
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"SecurityGroups": [
{
"GroupId": "sg-1a2b3c4d"
}
],
"InstanceType": "r3.8xlarge",
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
}
}
]

サブネット
{

"TargetCapacity": 20,
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
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}

"LaunchSpecifications": [
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"SecurityGroups": [
{
"GroupId": "sg-1a2b3c4d"
}
],
"InstanceType": "cc2.8xlarge",
"SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
},
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"SecurityGroups": [
{
"GroupId": "sg-1a2b3c4d"
}
],
"InstanceType": "r3.8xlarge",
"SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
}
]

例 4. リクエストの料金を上書きする
オンデマンド価格であるデフォルトの上限料金を使用することをお勧めします。必要に応じて、フリート
リクエストの上限料金と個々の起動条件の上限料金を指定することができます。
以下の例は、フリートリクエストの上限料金と､3 つの起動条件のうちの 2 つの上限料金を指定していま
す。フリートリクエストの上限料金は、上限料金を指定しないすべての起動条件に適用されます。スポッ
トフリートは、最低価格のインスタンスタイプを使用してインスタンスを起動します。
[Availability Zone] (アベイラビリティーゾーン)
{

"SpotPrice": "1.00",
"TargetCapacity": 30,
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchSpecifications": [
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "c3.2xlarge",
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
},
"SpotPrice": "0.10"
},
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "c3.4xlarge",
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
},
"SpotPrice": "0.20"
},
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "c3.8xlarge",
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
}
}
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]

サブネット
{

}

"SpotPrice": "1.00",
"TargetCapacity": 30,
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchSpecifications": [
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "c3.2xlarge",
"SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
"SpotPrice": "0.10"
},
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "c3.4xlarge",
"SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
"SpotPrice": "0.20"
},
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "c3.8xlarge",
"SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
}
]

例 5: 分散配分戦略を使用して、スポットフリートを起動する
次の例では、diversified の配分戦略を使用します。これらの起動仕様では、インスタンスタイプは異
なりますが、AMI およびアベイラビリティーゾーン/サブネットは同じです。スポットフリートは、各タイ
プのインスタンスが 10 個になるように、3 個の起動仕様全体に 30 個のインスタンスを分散します。詳細
については、「スポットインスタンスの配分戦略 (p. 956)」を参照してください。
[Availability Zone] (アベイラビリティーゾーン)
{

"SpotPrice": "0.70",
"TargetCapacity": 30,
"AllocationStrategy": "diversified",
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchSpecifications": [
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "c4.2xlarge",
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
}
},
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "m3.2xlarge",
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
}
},
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "r3.2xlarge",
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}

]

}

"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
}

サブネット
{

}

"SpotPrice": "0.70",
"TargetCapacity": 30,
"AllocationStrategy": "diversified",
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchSpecifications": [
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "c4.2xlarge",
"SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
},
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "m3.2xlarge",
"SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
},
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "r3.2xlarge",
"SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
}
]

アベイラビリティーゾーンの 1 つで機能停止が発生した場合にスポットリクエストが EC2 のキャパシ
ティーによって満たされる可能性を高めるためのベストプラクティスは、ゾーン間で多様化することで
す。このシナリオでは、使用可能な各アベイラビリティーゾーンを起動仕様に含めます。また、毎回同じ
サブネットを使用するのではなく、3 つの固有のサブネット (それぞれ異なるゾーンへのマッピング) を使
用してください。
[Availability Zone] (アベイラビリティーゾーン)
{

"SpotPrice": "0.70",
"TargetCapacity": 30,
"AllocationStrategy": "diversified",
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchSpecifications": [
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "c4.2xlarge",
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2a"
}
},
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "m3.2xlarge",
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
}
},
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
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}

]

}

"InstanceType": "r3.2xlarge",
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2c"
}

サブネット
{

}

"SpotPrice": "0.70",
"TargetCapacity": 30,
"AllocationStrategy": "diversified",
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchSpecifications": [
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "c4.2xlarge",
"SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
},
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "m3.2xlarge",
"SubnetId": "subnet-2a2b3c4d"
},
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "r3.2xlarge",
"SubnetId": "subnet-3a2b3c4d"
}
]

例 6: インスタンスの分量指定を使用して、スポットフリートを
起動する
次の例では、インスタンス分量指定を使っています。これは、料金が 1 インスタンス時間当たりではな
く、1 ユニット時間当たりであることを意味します。それぞれの起動設定には、異なるインスタンスタイ
プおよび異なる分量がリストされます。スポットフリートはユニット時間の最低価格のインスタンスタイ
プを選択します。スポットフリートは、ターゲット容量をインスタンス分量で割ることで起動するスポッ
トインスタンス数を計算します。結果が整数でない場合、スポットフリートはその数を次の整数に切り上
げ、そのためフリートのサイズがターゲット容量以上になります。
のリクエストが成功すると、スポットはこれらのインスタンスのうち、4 つをプロビジョニングしま
す｡r3.2xlarge 3.33 インスタンスまで 20 を 6 で割り、そして残りの 4 つのインスタンスを切り上げま
す。
のリクエストが成功すると、スポットはこれらのインスタンスのうち、7 つをプロビジョニングしま
す｡c3.xlarge 6.66 インスタンスまで 20 を 3 で割り、そして残りの 7 つのインスタンスを切り上げま
す。
詳細については、「スポットフリートインスタンスの分量指定 (p. 980)」を参照してください。
[Availability Zone] (アベイラビリティーゾーン)
{

"SpotPrice": "0.70",
"TargetCapacity": 20,
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
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"LaunchSpecifications": [
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "r3.2xlarge",
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
},
"WeightedCapacity": 6
},
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "c3.xlarge",
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
},
"WeightedCapacity": 3
}
]

サブネット
{

}

"SpotPrice": "0.70",
"TargetCapacity": 20,
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchSpecifications": [
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "r3.2xlarge",
"SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
"WeightedCapacity": 6
},
{
"ImageId": "ami-1a2b3c4d",
"InstanceType": "c3.xlarge",
"SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
"WeightedCapacity": 3
}
]

例 7: オンデマンド容量でスポットフリートを起動する
インスタンス容量を常に確保するには、オンデマンド容量のリクエストをスポットフリートリクエストに
含めることができます。オンデマンドリクエストは、容量がある限り、常に実行されます。ターゲット容
量は、キャパシティーと可用性がある場合にスポットとして実行されます。
次の例では、希望するターゲット容量を 10 とし、そのうち 5 をオンデマンドキャパシティーとして指定
する必要があります。スポットキャパシティーは指定しません。これは、ターゲット容量からオンデマン
ド容量を引いたバランスを意味します。Amazon EC2 は、利用可能な Amazon EC2 容量および可用性があ
る場合、オンデマンドとして 5 容量単位を、スポットとして 5 容量単位 (10-5=5) をスポットとして起動し
ます。
詳細については、「スポットフリートでのオンデマンド (p. 976)」を参照してください。
{

"IamFleetRole": "arn:aws:iam::781603563322:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"AllocationStrategy": "lowestPrice",
"TargetCapacity": 10,
"SpotPrice": null,
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"ValidFrom": "2018-04-04T15:58:13Z",
"ValidUntil": "2019-04-04T15:58:13Z",
"TerminateInstancesWithExpiration": true,
"LaunchSpecifications": [],
"Type": "maintain",
"OnDemandTargetCapacity": 5,
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "lt-0dbb04d4a6cca5ad1",
"Version": "2"
},
"Overrides": [
{
"InstanceType": "t2.medium",
"WeightedCapacity": 1,
"SubnetId": "subnet-d0dc51fb"
}
]
}
]

例 8: 容量の再調整を設定して代替 スポットインスタンス を開始
する
次の例では、Amazon EC2 がフリートのスポットインスタンスに再調整の推奨を発したときに、スポッ
トフリートが代替スポットインスタンスを起動するように設定します。スポットインスタンスの自動代
替を設定するには、ReplacementStrategy で、launch-before-terminate を指定します。新し
い交換用スポットインスタンスが起動してから古いスポットインスタンスが自動削除されるまでの時間
を設定するには、termination-delay に秒単位で値を指定します。詳細については、「設定オプショ
ン (p. 977)」を参照してください。

Note
launch-before-terminate は、インスタンスのシャットダウン手順が完了するまでの時間が
予測できる場合にのみ使用することをお勧めします。これにより、古いインスタンスは、シャッ
トダウン手順が完了した後にのみ終了されます。実行中は、すべてのインスタンスに対して課金
されます。
容量の再調整戦略の有効性は、スポットフリートリクエストで指定されたスポットキャパシティプールの
数に左右されます。インスタンスタイプとアベイラビリティーゾーンの多様なセットを使ってフリートを
設定し、AllocationStrategy では capacityOptimized を指定することをお勧めします。スポット
フリートの容量の再調整を行うときに考慮すべき事項の詳細については、「」を参照してください。キャ
パシティーの再調整 (p. 977)
{

"SpotFleetRequestConfig": {
"AllocationStrategy": "capacityOptimized",
"IamFleetRole": "arn:aws:iam::000000000000:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "LaunchTemplate",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceType": "c3.large",
"WeightedCapacity": 1,
"Placement": {
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},
{

},
{

],

}

}

}

]

}

}

"AvailabilityZone": "us-east-1a"

"InstanceType": "c4.large",
"WeightedCapacity": 1,
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-east-1a"
}
"InstanceType": "c5.large",
"WeightedCapacity": 1,
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-east-1a"
}

"TargetCapacity": 5,
"SpotMaintenanceStrategies": {
"CapacityRebalance": {
"ReplacementStrategy": "launch-before-terminate",
"TerminationDelay": "720"
}
}

例 9: 容量最適化フリートでスポットインスタンスを起動する
以下の例は、容量を最適化するスポット配分戦略で、スポットフリートを設定する方法を示しています。
容量を最適化するには、AllocationStrategy を capacityOptimized に設定する必要があります。
次の例では、3 つの起動仕様で 3 つのスポットキャパシティプールが指定されています。ターゲット容量
は 50 個のスポットインスタンスです。スポットインスタンスは、起動中のインスタンス数に最適な容量
のスポットキャパシティプールに、50 個のスポットインスタンスを起動しようとします。
{

"TargetCapacity": "50",
"SpotFleetRequestConfig": {
"AllocationStrategy": "capacityOptimized",
},
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceType": "r4.2xlarge",
"AvailabilityZone": "us-west-2a"
},
{
"InstanceType": "m4.2xlarge",
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
},
{
"InstanceType": "c5.2xlarge",
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
}
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}

]

}

]

例 10: 優先順位のある容量最適化フリートでスポットインスタン
スを起動する
次の例は、ベストエフォートベースで優先順位を使用しながら、容量を最適化するスポット配分戦略を使
用して、スポットフリートを設定する方法を示しています。
capacityOptimizedPrioritized 配分戦略を使用する場合は、Priority パラメータを使用して、ス
ポットキャパシティプールの優先順位を指定します。数値が小さいほど優先順位が高くなります。また、
優先度が同じならば、複数のスポットキャパシティープールに同じ優先順位を設定することもできます。
プールに優先順位を設定しない場合、そのプールは優先順位が最も低いとみなされます。
スポットキャパシティプールに優先順位を付けるには、AllocationStrategy を
capacityOptimizedPrioritized に設定する必要があります。スポットフリートは最初に容量を最適
化しますが、優先順位をベストエフォートベースで決定します (例えば、優先順位を尊重しても、スポッ
トフリートの最適な容量をプロビジョニングする能力に大きな影響を与えない場合など)。これは、中断の
可能性を最小限に抑える必要があり、特定のインスタンスタイプを優先することが重要なワークロードに
適したオプションです。
次の例では、3 つの起動仕様で 3 つのスポットキャパシティープールが指定されています。各プールには
優先順位が設定されています。数値が小さいほど優先順位が高くなります。ターゲット容量は 50 個のス
ポットインスタンスです。スポットフリートは、ベストエフォートベースで優先順位が最も高いスポット
キャパシティープールに 50 個のスポットインスタンスを起動しようとしますが、最初に容量を最適化し
ます。
{

}

"TargetCapacity": "50",
"SpotFleetRequestConfig": {
"AllocationStrategy": "capacityOptimizedPrioritized"
},
"LaunchTemplateConfigs": [
{
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1"
},
"Overrides": [
{
"InstanceType": "r4.2xlarge",
"Priority": 1,
"AvailabilityZone": "us-west-2a"
},
{
"InstanceType": "m4.2xlarge",
"Priority": 2,
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
},
{
"InstanceType": "c5.2xlarge",
"Priority": 3,
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
}
]
}
]
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フリートのクォータ
通常の Amazon EC2 のクォータは、EC2 フリートまたはスポットフリートが起動したインスタンス
の、[Spot Instance limits] (p. 427) (スポットインスタンスの制限) や [volume limits] (p. 1815) (ボリューム
の制限) などに適用されます。
また、次のクォータも適用されます。
クォータの説明

クォータ

active、deleted_running、およ
びcancelled_running状態のリージョンあたり
の EC2 フリートおよびスポットフリートの数

1,000 ¹ ² ³ ⁴

スポットキャパシティープールの数 (インスタンス
タイプとサブネットの一意の組み合わせ)

300 ¹ ⁴

起動仕様内のユーザーデータのサイズ

16 KB ²

EC2 フリートまたはスポットフリートあたりの
ターゲットキャパシティ

10,000

リージョン内のすべての EC2 フリートおよびス
ポットフリートにおけるターゲットキャパシティ

100,000 ¹

EC2 フリートリクエストまたはスポットフリート
リクエストは、リージョンにまたがることはでき
ません。
EC2 フリートリクエストまたはスポットフリート
リクエストは、同じアベイラビリティーゾーンか
らの複数の異なるサブネットにまたがることはで
きません。
¹ これらのクォータは、EC2 フリートとスポットフリートの両方に適用されます。
² これらはハードクォータです。これらのクォータの引き上げをリクエストできません。
³ EC2 フリートを削除した後、またはスポットフリートリクエストをキャンセルした後、リクエストを
削除またはキャンセルしたときにスポットインスタンスを終了すべきではないことを指定した場合、
フリートリクエストはdeleted_running(EC2 フリート) またはcancelled_running(スポットフ
リート) 状態になり、インスタンスは中断または手動終了されるまで、引き続き実行されます。イン
スタンスを終了する場合、フリートリクエストは deleted_terminating (EC2 フリート) または
cancelled_terminating (スポットフリート) 状態になるため、このクォータにはカウントされませ
ん。詳細については、「EC2 フリート の削除 (p. 950)」および「スポットフリートリクエストをキャンセ
ルします。 (p. 1003)」を参照してください。
⁴ このクォータはタイプrequestまたはmaintainのフリートにのみ適用されます。このクォータ
はinstantフリートに適用されません。

ターゲットキャパシティのクォータ引き上げをリクエ
ストします
ターゲット容量のデフォルトクォータを超える容量が必要な場合は、クォータの引き上げをリクエストで
きます。
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ターゲットキャパシティのクォータ引き上げをリクエストするには
1.

AWS Support中央の [Create case] (ケースの作成) フォームを開きます。

2.
3.

[Service Limit increase] (サービス制限の緩和) を選択します。
[Limit type] (制限タイプ) には、[EC2 Fleet] (EC2 フリート) を選択します。

4.
5.

[Region] (リージョン) には、クォータの増加をリクエストする AWS リージョンを選択します。
[Limit] (制限) には、どちらのクォータを増やしたいかに応じて、[Target Fleet Capacity per Fleet
(in units)] (フリートごとのターゲットフリート容量 (ユニット))、または [Target Fleet Capacity per
Region (in units)] (リージョンごとのターゲットフリート容量 (ユニット)) のいずれかを選択します。
[新しい制限値] (New limit value) の場合、任意の値を入力します。

6.
7.

別のクォータの引き上げを要求するには、[Add another request] (別のリクエストを追加) を選択し、
ステップ 4 ～ 6 を繰り返します。

8.

[Use case description] (ユースケースの説明) には、クォータの引き上げをリクエストする理由を入力
します。

9. [Contact options] (連絡先オプション)で、希望する連絡言語と連絡方法を指定します。
10. [Submit] を選択します。
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Amazon Elastic Graphics
Amazon Elastic Graphics は、Windows インスタンスに対して、柔軟で低コスト、高性能なグラフィッ
クアクセラレーションを提供します。Elastic Graphics アクセラレーターには複数のサイズが用意さ
れ、GPU グラフィックスインスタンスタイプ (G2 や G3 など) への低コストな選択肢です。アプリケー
ションのコンピューティング、メモリ、およびストレージのニーズを満たすインスタンスタイプを柔軟に
選択できます。次に、ワークロードのグラフィックス要件を満たすインスタンスのアクセラレーターを選
択します。
Elastic Graphics はグラフィックを高速化するために少量または断続的なグラフィックスアクセラレーショ
ンを必要とし、OpenGL グラフィックサポートを使用するアプリケーションに適しています。完全で直
接アタッチされた GPU へのアクセスを必要とし、DirectX、CUDA または Open Computing Language
(OpenCL) パラレルコンピューティングフレームワークを使用する場合には、高速化されたコンピュー
ティングインスタンスタイプのインスタンスを代わりに使用してください。詳細については、「Windows
高速コンピューティングインスタンス (p. 284)」を参照してください。
コンテンツ
• Elastic Graphics の基本 (p. 1068)
• Elastic Graphics の料金表 (p. 1070)
• Elastic Graphics の制限事項 (p. 1070)
• Elastic Graphics の操作 (p. 1070)
• Elastic Graphics のメンテナンス (p. 1076)
• CloudWatch メトリクスを使用した Elastic Graphics のモニタリング (p. 1077)
• トラブルシューティング (p. 1079)

Elastic Graphics の基本
Elastic Graphics を使用するには、Windows インスタンスを起動し、起動時にインスタンスのアクセラ
レータータイプを指定します。AWS は利用可能な Elastic Graphics キャパシティー を見つけ、インスタン
スと Elastic Graphics アクセラレーター間のネットワーク接続を確立します。

Note
ベアメタル インスタンスはサポートされていません。
Elastic Graphics アクセラレータは、us-east-1、us-east-2、us-west-2、ap-northeast-1、apsoutheast-1、ap-southeast-2、eu-central-1、および eu-west-1の各 AWS リージョンで使用
できます。
次のインスタンスタイプは、Elastic Graphics アクセラレーターをサポートします。
• C3 | C4 | C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n
• D2 | D3 | D3en
•
•
•
•
•

H1
I3 | I3en
M3 | M4 | M5 | M5d | M5dn | M5n
P2 | P3 | P3dn
R3 | R4 | R5 | R5d | R5dn | R5n

• t2.medium 以上 | t3.medium 以上
• X1 | X1e
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• z1d
次の Elastic Graphics アクセラレーターを使用できます。いずれの Elastic Graphics アクセラレーターでも
サポートされているインスタンスタイプのすべてにアタッチできます。
Elastic Graphics アクセラレーター

グラフィックスメモリ (GB)

eg1.medium

1

eg1.large

2

eg1.xlarge

4

eg1.2xlarge

8

Elastic Graphics アクセラレーター はインスタンスのハードウェアの一部を形成するものではありませ
ん。代わりに、Elastic Graphics ネットワークインターフェイスと呼ばれるネットワークインターフェイス
を通してネットワークにアタッチします。グラフィックスアクセラレーションでインスタンスを起動もし
くは再開すると、Elastic Graphics ネットワークインターフェイスが VPC 内に作成されます。
Elastic Graphics ネットワークインターフェイスはインスタンスと同じサブネットと VPC に作成され、こ
のサブネットからプライベート IPv4 アドレスが割り当てられます。Amazon EC2 インスタンスにアタッ
チされているアクセラレーターは、インスタンスと同じアベイラビリティーゾーン内の利用可能なアクセ
ラレーターのプールから割り当てられます。

Elastic Graphics アクセラレーター は OpenGL 4.3 API 以前の API スタンダードをサポートし、バッチア
プリケーションや 3D グラフィックアクセラレーションに使用できます。インスタンスの Amazon に最
適化された OpenGL ライブラリは、アタッチされたアクセラレーターを検出します。OpenGL API コー
ルをインスタンスからアクセラレーターに指示し、アクセラレーターはリクエストを処理して結果を返
します。インスタンスとアクセラレーター間のトラフィックはインスタンスのネットワークトラフィッ
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クと同じ帯域幅を使用するため、適切なネットワーク帯域幅を利用可能にしておくことが推奨されま
す。OpenGL コンプライアンスとバージョンについての質問は、ソフトウェア販売元にお問い合わせくだ
さい。
デフォルトでは、VPC のデフォルトのセキュリティグループが Elastic Graphics ネットワークインター
フェイスに関連付けられています。Elastic Graphics のネットワークトラフィックは TCP プロトコルと
ポート 2007 を使用します。インスタンスのセキュリティグループが上記を許可していることを確認して
ください。詳細については、「セキュリティグループの設定 (p. 1071)」を参照してください。

Elastic Graphics の料金表
アクセラレーターが running 状態にあるとき、Ok 状態にあるインスタンスにア
タッチされた Elastic Graphics アクセラレーターに対して 1 秒ごとに課金されま
す。pending、stopping、stopped、shutting-down、terminated 状態にあるインスタンスにア
タッチされたアクセラレーターに対しては、課金されません。Unknown や Impaired 状態にあるアクセ
ラレーターに対しても、課金はされません。
アクセラレーターの料金は、オンデマンド価格でのみ利用できます。アクセラレーターをリザーブドイン
スタンスまたはスポットインスタンスにアタッチすることはできますが、アクセラレーターのオンデマン
ド料金が適用されます。
詳細については、「Amazon Elastic Graphics の料金表」を参照してください。

Elastic Graphics の制限事項
Elastic Graphics アクセラレーターの使用を開始する前に、次の制限について注意してください。
• アクセラレーターをアタッチできるのは、Windows インスタンスと Microsoft Windows Server 2012 R2
以降のみです。Linux インスタンスは現在サポートされません。
• 一度に 1 つのアクセラレーターをインスタンスにアタッチできます。
• アクセラレーターは、インスタンスの起動時にのみアタッチできます。アクセラレーターを既存のイン
スタンスにアタッチすることはできません。
• アクセラレーターがアタッチされたインスタンスを休止状態にすることはできません。
• インスタンス間でアクセラレーターを共有することはできません。
• 1 つのインスタンスからアクセラレーターをデタッチしたり、別のインスタンスに移動することはでき
ません。アクセラレーターが必要でなくなった場合には、インスタンスを終了します。アクセラレー
タータイプを変更する場合には、インスタンスで AMI を作成し、インスタンスを終了してから、別のア
クセラレーター仕様で新しいインスタンスを起動します。
• OpenGL API でサポートされているバージョンは、4.3 以前のみです。DirectX、CUDA および OpenCL
はサポートされていません。
• Elastic Graphics アクセラレーター は、インスタンスのデバイスマネージャーでの表示またアクセスが
できません。
• アクセラレーターのキャパシティーを予約したり、スケジュールすることはできません。
• アクセラレーターは EC2-Classic のインスタンスにはアタッチできません。

Elastic Graphics の操作
インスタンスを起動して、起動中に Elastic Graphics アクセラレーターに関連付けることができます。手
動で必要なライブラリをインスタンスにインストールして、アクセラレーターとの通信を可能にすること
が必要です。制限事項については、「Elastic Graphics の制限事項 (p. 1070)」を参照してください。
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タスク
• セキュリティグループの設定 (p. 1071)
• Elastic Graphics アクセラレーターを持つインスタンスの作成 (p. 1072)
• Elastic Graphics に必要なソフトウェアのインストール (p. 1073)
• インスタンスでの Elastic Graphics の機能の検証 (p. 1073)
• Elastic Graphics 情報の表示 (p. 1075)
• フィードバックの送信 (p. 1076)

セキュリティグループの設定
Elastic Graphics では、セキュリティグループ自体との間でインバウンドおよびアウトバウンドのトラ
フィックを許可する自己参照のセキュリティグループが必要です。セキュリティグループには、次のイン
バウンドルールおよびアウトバウンドルールを含める必要があります。
インバウンドルール
タイプ

プロトコル

ポート

ソース

Elastic Graphics

TCP

2007

セキュリティグループ ID (独自のリソー
ス ID)

アウトバウンドルール
タイプ

プロトコル

ポート範囲

送信先

Elastic Graphics

TCP

2007

セキュリティグループ ID (独自のリソー
ス ID)

Amazon EC2 コンソールを使用して Elastic Graphics アクセラレーター搭載インスタンスを起動する場合
は、インスタンスの起動ウィザードで必要なセキュリティグループルールを自動的に作成することも、事
前に作成したセキュリティを選択することもできます。
AWS CLI または SDK を使用してインスタンスを起動する場合は、事前に作成したセキュリティグループ
を指定する必要があります。

Elastic Graphics にセキュリティグループを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Security Groups] (セキュリティグループ) を選択して、[Create security
group] (セキュリティグループの作成) を選択します。

3.

[Create security group] (セキュリティグループの作成) ウィンドウで、以下を行います。
a.

[セキュリティグループ名] に、Elastic Graphics security group のような、分かりやす
いセキュリティグループ名を入力します。

b.

(オプション) [説明] に、セキュリティグループの簡単な説明を入力します。

c.

[VPC] で、Elastic Graphics を使用する VPC を選択します。

d.

[セキュリティグループの作成] を選択します。

4.

ナビゲーションペインで [Security Groups] (セキュリティグループ) を選択し、先ほど作成したセキュ
リティグループを選択し、[Details] (詳細) タブで [Security group ID] (セキュリティグループ ID)をコ
ピーします。

5.

[Inbound rules] (インバウンドルール) タブで [Edit inbound rules] (インバウンドルールを編集) を選択
し、次のようにします。
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[Add rule] (ルールの追加) を選択します。

b. [Type] (タイプ) で、[Elastic Graphics] を選択します。
c. [Source タイプ] で、[Custom] を選択します。
d. [Source] (送信元) には、先にコピーしたセキュリティグループ ID を貼り付けます。
e. [Save Rules] (ルールの保存) を選択します。
[Outbound rules] (アウトバウンドルール) タブで [Edit outbound rules] (アウトバウンドルールを編集)
を選択し、次のようにします。
a.

[Add rule] (ルールの追加) を選択します。

b.

[Type] (タイプ) で、[Elastic Graphics] を選択します。

c.

[Destination type] (送信先タイプ) で、[Custom] (カスタム) を選択します。

d.
e.

[Destination] (送信先) には、先にコピーしたセキュリティグループ ID を貼り付けます。
[Save Rules] (ルールの保存) を選択します。

詳細については、「Windows インスタンス用の Amazon EC2 Amazon セキュリティグループ (p. 1469)」
を参照してください。

Elastic Graphics アクセラレーターを持つインスタン
スの作成
起動中にインスタンスに Elastic Graphics アクセラレーターを関連付けることができます。起動が失敗す
る場合、以下が考えられる理由です。
• Elastic Graphics アクセラレーターのキャパシティーの不足
• リージョン内の Elastic Graphics アクセラレーター制限の超過
• アクセラレーター用のネットワークインターフェイスを作成するために十分なプライベート IPv4 アドレ
スが VPC にない
詳細については、「Elastic Graphics の制限事項 (p. 1070)」を参照してください。

インスタンス (コンソール) の起動中に Elastic Graphics アクセラレーターを関連付けるには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ダッシュボードから、[Launch Instance] を選択します。

3.

Windows AMI とサポートされているインスタンスタイプを選択します。詳細については、「Elastic
Graphics の基本 (p. 1068)」を参照してください。

4.
5.

[Configure Instance Details] ページでインスタンスを起動する VPC とサブネットを選択します。
[Add Graphics Acceleration (グラフィックスアクセラレーションの追加)] を選択し、Elastic Graphics
アクセラレータータイプを選択します。
(オプション) [Add Storage (ストレージの追加)] と [Add Tags (タグの追加)] ページで、必要に応じてボ
リュームとタグを追加します。

6.
7.

8.

[Configure Security Group (セキュリティグループの設定)] ページでは、必要な受信および送信ルール
を持つセキュリティグループをコンソールに作成させることができます。セキュリティグループの設
定 (p. 1071) で手動で作成したセキュリティグループを使用することもできます。必要に応じて、さ
らにセキュリティグループを追加します。
[Review and Launch (確認して起動)] を選択してインスタンスのオプションを確認し、[Launch (起動)]
を選択します。

インスタンス (AWS CLI) の起動中に Elastic Graphics アクセラレーターを関連付けるには
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run-instances AWS CLI コマンドと次のいずれかのパラメータを使用できます。
--elastic-gpu-specification Type=eg1.medium

--security-group-ids パラメータの場合、必要なインバウンドルールおよびアウトバウンドルール
を持つセキュリティグループを含める必要があります。詳細については、「セキュリティグループの設
定 (p. 1071)」を参照してください。
インスタンス (Tools for Windows PowerShell) の起動中に Elastic Graphics アクセラレーターを関連付ける
には
New-EC2Instance Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。

Elastic Graphics に必要なソフトウェアのインストー
ル
現在の AWS Windows AMI を使用してインスタンスを起動した場合は、最初の起動時に必要なソフトウェ
アが自動的にインストールされます。必要なソフトウェアを自動的にインストールしない Windows AMI
を使用してインスタンスを起動した場合は、インスタンスに必要なソフトウェアを手動でインストールす
る必要があります。

Elastic Graphics の必要なソフトウェアをインストールするには (必要な場合)
1.
2.

インスタンスに接続します。
Elastic Graphics インストーラをダウンロードして開きます。インストールマネージャーは Elastic
Graphics エンドポイントに接続し、必要なソフトウェアの最新バージョンをダウンロードします。

Note
ダウンロードリンクが機能しない場合は、別のブラウザを試すか、リンクアドレスをコピー
して新しいブラウザタブに貼り付けます。
3.

検証のためにインスタンスを再起動します。

インスタンスでの Elastic Graphics の機能の検証
インスタンスの Elastic Graphics パッケージには、アクセラレーターの状態を表示するために使用できる
ツールやインスタンスの OpenGL コマンドでアクセラレーターの機能性を検証できるツールが含まれてい
ます。
Elastic Graphics パッケージが事前にインストールされていない AMI でインスタンスが起動された場合に
は、このパッケージをダウンロードしてインストールできます。詳細については、「Elastic Graphics に必
要なソフトウェアのインストール (p. 1073)」を参照してください。
次の方法のいずれかを使用して、インスタンスの Elastic Graphics 機能を検証できます。

Note
Elastic Graphics ステータスモニタまたはコマンドラインツールが予期しない結果を返す場合は、
「異常状態の問題の解決 (p. 1081)」を参照してください。
Elastic Graphics status monitor
ステータスモニターツールを使用すると、アタッチされた Elastic Graphics アクセラレーターの状態
に関する情報を表示できます。デフォルトでは、Windows インスタンスのタスクバー上の通知エリア
にこのツールが置かれ、グラフィックスアクセラレーターの状態を表示します。取り得る値には以下
のものがあります。
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正常
Elastic Graphics アクセラレーターは有効であり、正常です。
更新中
Elastic Graphics アクセラレーターの状態は現在更新中です。状態を表示するまでに数分かかるこ
とがあります。
停止中
Elastic Graphics アクセラレーターは停止しています。エラーの詳細については、[Read More (続
きを読む)] を選択してください。
Elastic Graphics command line tool
Elastic Graphics コマンドラインツール、egcli.exe を使用してアクセラレーターの状態を確認でき
ます。アクセラレーターに問題がある場合、ツールはエラーメッセージを返します。
ツールを起動するには、インスタンスでコマンドプロンプトを開き、次のコマンドを実行します。
C:\Program Files\Amazon\EC2ElasticGPUs\manager\egcli.exe

ツールは、次のパラメータもサポートしています。
--json, -j
JSON メッセージを表示するかどうかを示します。指定できる値は true および false です。デ
フォルト: true。
--imds, -i
アクセラレーターの可用性のインスタンスメタデータをチェックするかどうかを示します。指定
できる値は true および false です。デフォルト: true。
出力例を次に示します。OK のステータスは、アクセラレーターが有効で健全であることを示します。
EG Infrastructure is available.
Instance ID egpu-f6d94dfa66df4883b284e96db7397ee6
Instance Type eg1.large
EG Version 1.0.0.885 (Manager) / 1.0.0.95 (OpenGL Library) / 1.0.0.69 (OpenGL
Redirector)
EG Status: Healthy
JSON Message:
{
"version": "2016-11-30",
"status": "OK"
}

status に指定できる値は以下のとおりです。
OK
Elastic Graphics アクセラレーターは有効であり、正常です。
UPDATING
Elastic Graphics ドライバーは更新中です。
NEEDS_REBOOT
Elastic Graphics ドライバーが更新され、Amazon EC2 インスタンスの再起動が必要です。
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LOADING_DRIVER
Elastic Graphics ドライバーはロード中です。
CONNECTING_EGPU
Elastic Graphics ドライバーが Elastic Graphics アクセラレーターとの接続を確認しています。
ERROR_UPDATE_RETRY
Elastic Graphics ドライバーの更新中にエラーが発生しました。すぐにアップデートが再試行され
ます。
ERROR_UPDATE
Elastic Graphics ドライバーを更新中に回復不可能なエラーが発生しました。
ERROR_LOAD_DRIVER
Elastic Graphics ドライバーのロード中にエラーが発生しました。
ERROR_EGPU_CONNECTIVITY
Elastic Graphics アクセラレーターは到達不可能です。

Elastic Graphics 情報の表示
インスタンスに接続された Elastic Graphics アクセラレーターに関する情報を表示できます。

Elastic Graphics アクセラレーター (コンソール) に関する情報を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Instances] を選択し、インスタンスを選択します。

3.

[詳細] タブで、[エラスティックグラフィックス ID] を検索します。ID を選択すると、Elastic Graphics
グラフィックスアクセラレーターに関する次の情報が表示されます。
• アタッチ状態
• [Type] (タイプ)
• [Health status]（ヘルスステータス）

Elastic Graphics アクセラレーター (AWS CLI) に関する情報を表示するには
describe-elastic-gpus AWS CLI コマンドを使用できます。
aws ec2 describe-elastic-gpus

describe-network-interfaces AWS CLI コマンドを使用して、Elastic Graphics ネットワークインターフェイ
スに関する情報を所有者 ID で絞り込み表示できます。
aws ec2 describe-network-interfaces --filters "Name=attachment.instance-ownerid,Values=amazon-elasticgpus"

Elastic Graphics アクセラレーター (Tools for Windows PowerShell) に関する情報を表示するには
次のコマンドを使用します。
• Get-EC2ElasticGpu
• Get-EC2NetworkInterface
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インスタンスメタデータを使用して、Elastic Graphics アクセラレーターについての情報を表示す
るには
1.

Elastic Graphics アクセラレーターを使用している Windows インスタンスに接続します。

2.

次のいずれかを行ってください。
•

PowerShell で、次のコマンドレットを使用します。
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/elasticgpus/associations/egpu-f6d94dfa66df4883b284e96db7397ee6

•

ウェブブラウザから、次の URL をアドレスフィールドに貼り付けます。
http://169.254.169.254/latest/meta-data/elastic-gpus/associations/egpuf6d94dfa66df4883b284e96db7397ee6

フィードバックの送信
次のステップから Elastic Graphics における体験についてのフィードバックを送信して、チームによるこ
れからの改善に貢献できます。

Elastic Graphics ステータスモニターを使用して、フィードバックを送信するには
1.

Windows インスタンスのタスクバー上の通知エリアで、Elastic Graphics ステータスモニターを開き
ます。

2.

左下隅の、[フィードバック] を選択します。

3.

フィードバックを入力し、[送信] を選択します。

Elastic Graphics のメンテナンス
次の場合、AWS により Elastic Graphics アクセラレーターが異常な状態であると判断される場合がありま
す。
• セキュリティまたはインフラストラクチャの更新が必要な場合
• ソフトウェアの更新が必要な場合
• 基盤となるホストに問題がある場合
AWS により Elastic Graphics アクセラレーターが異常な状態であると判断された場合、アクセラレーター
のリタイアがスケジュールされます。AWS によりアクセラレーターの保留中のリタイアが通知され、実行
する必要のある修復手順が提供されます。
トピック
• どのように通知されますか? (p. 1076)
• 何をすればよいですか? (p. 1077)
• アクセラレーターはリタイア日になるとどうなりますか? (p. 1077)

どのように通知されますか?
AWS により Elastic Graphics アクセラレーターのリタイアがスケジュールされると、AWS Health
Dashboard にアクセラレーターのリタイア通知が送信されます。また、お客様の AWS アカウントに関
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連付けられている E メールアドレスに AWS から E メールが送信されます。これは、AWS Management
Console へのログインに使用するのと同じ E メールアドレスです。

Note
定期的にチェックしない E メールアカウントを使用する場合、AWS Health Dashboard を使用し
て Elastic Graphics アクセラレーターのいずれかのリタイアがスケジュールされているかどうか
を判断できます。また、Account Settings (アカウント設定) ページで、AWS アカウントの連絡先
情報を変更することもできます。
リタイア通知には、次が記載されています。
• アクセラレーターがアタッチされているインスタンスの ID
• アクセラレーターに影響する問題に関する情報
• アクセラレーターのリタイア日
• 実行すべき修復手順

何をすればよいですか?
Elastic Graphics アクセラレーターのリタイアがスケジュールされていることが通知された場合、古い異
常なアクセラレーターが新しく正常なものに置き換えられるよう、アタッチされているアクセラレーター
のインスタンスを停止して起動 (p. 557)する必要があります。
インスタンスを停止して再起動する前に、インスタンスで実行されているグラフィックアプリケーション
をことを終了することをお勧めします。

Important
スケジュールされたリタイア日より前にインスタンスを停止して起動しないと、インスタンスに
関連付けられたアクセラレーターが自動的に停止し、アプリケーションが動作しなくなる可能性
があります。
インスタンスを停止して起動する必要があります。インスタンスを再起動しても、異常なアクセ
ラレーターが正常なものに置き換えられるわけではありません。

アクセラレーターはリタイア日になるとどうなります
か?
スケジュールされたリタイア日になると、異常な Elastic Graphics アクセラレーターは AWS により完全に
削除されます。リタイア日の前または後にその代わりを受け取るには、アクセラレーターがアタッチされ
ているインスタンスを停止して起動する必要があります。
スケジュールされたリタイア日より前にインスタンスを停止して起動しないと、インスタンスに関連付け
られたアクセラレーターが自動的に停止し、アプリケーションが動作しなくなる可能性があります。

CloudWatch メトリクスを使用した Elastic
Graphics のモニタリング
Amazon CloudWatch を使用すると、アクセラレーターのパフォーマンスに関するメトリクスが収集さ
れ、Elastic Graphics をモニタリングできます。これらの統計情報は 2 週間単位で記録されるため、履歴情
報にアクセスしてサービスの動作をより的確に把握できます。
デフォルトでは、Elastic Graphics アクセラレーターは 5 分ごとにメトリクスデータを CloudWatch に送信
します。
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Amazon CloudWatch の詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」を参照してください。

Elastic Graphics メトリクス
AWS/ElasticGPUs 名前空間には、Elastic Graphics の次のメトリクスが含まれます。
メトリクス

説明

GPUConnectivityCheckFailed

Elastic Graphics アクセラレーターへの接続が有効である
か、あるいは失敗したかを報告します。値がゼロ (0) の
場合、接続が有効であることを示します。値が 1 (1) の
場合、接続が失敗したことを示します。
単位: カウント

GPUHealthCheckFailed

この 1 分間に Elastic Graphics アクセラレーターがス
テータスヘルスチェックに成功したかどうかを報告し
ます。値がゼロ (0) の場合、ステータスチェックが成
功したことを示します。値が 1 (1) の場合、ステータス
チェックが失敗したことを示します。
単位: カウント

GPUMemoryUtilization

使用された GPU メモリ。
単位: MiB

Elastic Graphics のディメンション
次のディメンションを使用して、Elastic Graphics アクセラレーターのメトリクスデータをフィルタリング
できます。
ディメンション

説明

EGPUId

Elastic Graphics アクセラレーターに基づいてデータをフィルタリン
グします。

InstanceId

Elastic Graphics アクセラレーターが接続されているインスタンスに
基づいてデータをフィルタリングします。

Elastic Graphics の CloudWatch メトリクスの表示
メトリクスはまずサービス名前空間ごとにグループ化され、次にサポートされているディメンションごと
にグループ化されます。以下の手順を使用して、Elastic Graphics アクセラレーターのメトリクスを表示で
きます。

CloudWatch コンソールを使用して Elastic Graphics メトリクスを表示するには
1.
2.
3.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
必要に応じてリージョンを変更します。ナビゲーションバーから、Elastic Graphics アクセラレーター
があるリージョンを選択します。詳細については、「リージョンとエンドポイント」を参照してくだ
さい。
ナビゲーションペインで [Metrics (メトリクス)] を選択します。
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[All metrics (すべてのメトリクス)] で、[Elastic Graphics]、[Elastic Graphics Metrics (Elastic Graphics
のメトリクス)] の順に選択します。

Elastic Graphics メトリクス (AWS CLI) を表示するには
次の list-metrics コマンドを使用します。
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/ElasticGPUs"

Elastic Graphics をモニタリングする CloudWatch ア
ラームの作成
CloudWatch アラームを作成できます。これは、アラームの状態が変わったときに Amazon SNS メッセー
ジを送信します。アラームは指定された期間にわたって単一のメトリクスをモニタリングし、複数の期間
にわたり既定のしきい値に関連するメトリクス値に基づいて Amazon SNS トピックに通知を送信します。
たとえば、Elastic Graphics アクセラレーターのヘルス状態をモニタリングするアラームを作成して、グラ
フィックスアクセラレーターが 5 分間で 3 回連続してステータスヘルスチェックに失敗したときに通知す
ることができます。

Elastic Graphics アクセラレーターのヘルスステータスのアラームを作成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[Alarms]、[Create Alarm] の順に選択します。

3.

[Select metric (メトリクスの選択)]、[Elastic Graphics]、[Elastic Graphics Metrics (Elastic Graphics の
メトリクス)] の順に選択します。

4.

[GPUHealthCheckFailed] メトリクスを選択し、[Select metric (メトリクスの選択)] を選択します。

5.

アラームを次のように設定します。
a.

[Alarm details (アラームの詳細)] で、アラームの名前と説明を入力します。[Whenever (次の時)]
で、[>=] を選択し、[1] を入力します。

b.

[アクション] で、既存の通知のリストを選択するか、[新しいリスト] を選択します。

c.

[Create Alarm] を選択します。

トラブルシューティング
一般的なエラーとトラブルシューティングステップを次に示します。
目次
• アプリケーションのパフォーマンス問題の調査 (p. 1080)
• OpenGL のレンダリングのパフォーマンスの問題 (p. 1080)
• リモートアクセスのパフォーマンスの問題 (p. 1081)
• 異常状態の問題の解決 (p. 1081)
• インスタンス設定の確認 (p. 1081)
• インスタンスの停止と起動 (p. 1081)
• インストールされているコンポーネントの確認 (p. 1082)
• Elastic Graphics ログの確認 (p. 1082)
• 複数の ENI が表示されるのはなぜですか。 (p. 1082)
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アプリケーションのパフォーマンス問題の調査
Elastic Graphics は、インスタンスネットワークを使用してリモートでアタッチされたグラフィックカー
ドに OpenGL コマンドを送信します。また、Elastic Graphics アクセラレーター で OpenGL アプリケー
ションを実行しているデスクトップは通常、リモートアクセステクノロジーを使用してアクセスされま
す。OpenGL レンダリングに関連するパフォーマンスの問題とデスクトップのリモートアクセステクノロ
ジーを区別することは重要です。

OpenGL のレンダリングのパフォーマンスの問題
OpenGL のレンダリングパフォーマンスは OpenGL コマンドとリモートインスタンスで生成されたフレー
ムの数で決定されます。
レンダリング パフォーマンスは次の要因によって異なります。
• Elastic Graphics アクセラレーターのパフォーマンス
• ネットワークパフォーマンス
• CPU パフォーマンス
• レンダリングモデル、シナリオの複雑性
• OpenGL アプリケーションの動作
パフォーマンスを評価する簡単な方法は、レンダリングされたフレームの数をリモートインスタンスに表
示することです。Elastic Graphics アクセラレーターは、リモートインスタンスに最大 25 FPS を表示し、
ネットワークの使用を削減しながら最高の知覚品質を実現します。

生成されたフレーム数を表示するには
1.

テキストエディターで次のファイルを開きます。このファイルがない場合には、作成してください。
C:\Program Files\Amazon\EC2ElasticGPUs\conf\eg.conf

2.

[Application] セクションを見つけます。見つからない場合は、次の設定パラメータを追加しま
す。
[Application]
show_fps=1

3.

アプリケーションを再起動して、FPS を再度確認します。

レンダリングされたシーンを更新するときに FPS が 15 〜 25 FPS に達すると、Elastic Graphics アクセラ
レーターはピーク時に動作しています。その他のパフォーマンス上の問題は、インスタンスデスクトップ
へのリモートアクセスに関連している可能性があります。この場合、リモートアクセスパフォーマンスの
問題セクションを参照してください。
FPS の数が 15 未満の場合には、以下を試行できます。
• より強力なグラフィックスアクセラレーターを選択し、Elastic Graphics アクセラレーターのパフォーマ
ンスを向上させます。
• 次のヒントを適用して、全体的なネットワークパフォーマンスを向上します。
• Elastic Graphics アクセラレーターのエンドポイントへの入力、出力帯域幅量を確認します。Elastic
Graphics アクセラレーターのエンドポイントは、次の PowerShell コマンドで取得できます。
PS C:\> (Invoke-WebRequest http://169.254.169.254/latest/meta-data/elastic-gpus/
associations/[ELASTICGPU_ID]).content
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• インスタンスから Elastic Graphics アクセラレーターのエンドポイントへのネットワークトラフィッ
クは、OpenGL アプリケーションが作成するコマンドのボリュームに関連しています。
• Elastic Graphics アクセラレーターのエンドポイントからインスタンスへのネットワークトラフィック
は、グラフィックスアクセラレーターによって生成されたフレームの数に関連しています。
• ネットワーク使用率がインスタンスのネットワークスループットの最大値に達する場合、ネットワー
クスループットの上限が高いインスタンスを使用してください。
• CPU パフォーマンスの向上
• アプリケーションには、Elastic Graphics アクセラレーターに必要なリソースに加えて、さらに多くの
CPU リソースが必要になる場合があります。Windows タスク マネージャから高度な CPU リソース
の使用が報告される場合、より強力な CPU のインスタンスを使用します。

リモートアクセスのパフォーマンスの問題
Elastic Graphics アクセラレーターがアタッチされたインスタンスには、多様なリモートアクセス技術を使
用してアクセスできます。パフォーマンスと質は、次の要因によって異なります。
• リモートアクセス技術
• インスタンスのパフォーマンス
• クライアントのパフォーマンス
• クライアントとインスタンス間のネットワークレイテンシーと帯域幅
以下のようなリモートアクセスプロトコールの選択肢
• Microsoft リモートデスクトップ接続
• NICE DCV
• VNC
最適化についての詳細は、それぞれのプロトコールを参照してください。

異常状態の問題の解決
Elastic Graphics アクセラレーターが不良状態にある場合、次のトラブルシューティングステップを使用し
てこの問題を解決できます。

インスタンス設定の確認
Elastic Graphics コマンドラインツールである egcli.exe が、次のような出力を返した場合、セキュリ
ティグループが適切に設定されている (p. 1071)こと、およびインスタンスメタデータサービスを有効にし
てインスタンスを起動したことを確認してください。
EG Version 1.0.7.4240 (Manager) / N/A (OpenGL Library) / N/A (OpenGL Redirector)
EG Status: Out Of Service
Something prevented the EG Infrastructure to work properly.

インスタンスの停止と起動
Elastic Graphics アクセラレーターが不良状態にある場合、インスタンスを停止して再度起動することが
最も簡単なオプションです。詳細については、「インスタンスの停止と起動 (p. 559)」を参照してくださ
い。
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Warning
インスタンスを停止すると、インスタンスストアボリューム上のデータは消去されます。インス
タンスストアボリュームのデータを保持するには、データを永続的ストレージに必ずバックアッ
プします。

インストールされているコンポーネントの確認
Windows のコントロールパネルを開き、次のコンポーネントがインストールされていることを確認しま
す。
• Amazon Elastic Graphics Manager
• Amazon Elastic Graphics OpenGL Library
• Amazon EC2 Elastic GPUs OpenGL Redirector
上記の項目のいずれかが見つからない場合、手動でインストールする必要があります。詳細については、
「Elastic Graphics に必要なソフトウェアのインストール (p. 1073)」を参照してください。

Elastic Graphics ログの確認
Windows イベントビューワーを開き、[Application and Services Logs (アプリケーションとサービスログ)]
セクションを展開し、次のイベントログにエラーがあるかを確認します。
• EC2ElasticGPUs
• EC2ElasticGPUs GUI

複数の ENI が表示されるのはなぜですか。
Elastic Graphics アクセラレーターを使用して EC2 インスタンスで StartInstances を呼び出すと、リモー
ト接続されたグラフィックスカードに OpenGL コマンドを送信できるように、インスタンスに新しい
Elastic Network Interface (ENI) が作成されます。
同じ EC2 インスタンスで短時間 (数秒以下) に何度も StartInstances を実行すると、呼び出しごとに新し
いネットワークインターフェイスが作成されます。ただし、
• Elastic Graphics アクセラレーターで使用されるネットワークインターフェイスは 1 つだけです。
• 追加のネットワークインターフェイスには料金は発生せず、24 時間で自動的にリリースされます。
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Amazon EC2 のモニタリング
モニタリングは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスおよび AWS ソリューショ
ンの信頼性、可用性、およびパフォーマンスを維持する上で重要な部分です。マルチポイント障害が発生
した場合は、その障害をより簡単にデバッグできるように、AWS ソリューションのすべての部分からモニ
タリングデータを収集する必要があります。ただし、Amazon EC2 のモニタリングを開始する前に、次の
内容を盛り込んだモニタリング計画を作成する必要があります。
• モニタリングの目的とは?
• モニタリングの対象となるリソースとは?
• どのくらいの頻度でこれらのリソースをモニタリングしますか?
• どのモニタリングツールを利用しますか?
• 誰がモニタリングタスクを実行しますか?
• 問題が発生したときに誰が通知を受け取りますか?
モニタリングの目的を定義し、モニタリングの計画を作成したら、次のステップとして、お客様の環境内
で通常の Amazon EC2 パフォーマンスのベースラインを確立します。さまざまな時間帯に、さまざまな負
荷条件で Amazon EC2 パフォーマンスを測定します。Amazon EC2 をモニタリングしながら、収集した
モニタリングデータの履歴を保存します。現在の Amazon EC2 パフォーマンスをこの履歴データと比較し
て、通常のパフォーマンスパターンとパフォーマンス異常を識別することで、異常への対処方法を考案す
ることが容易になります。例えば、EC2 インスタンスの CPU 使用率、ディスク I/O、およびネットワーク
使用率をモニタリングすることができます。確立したベースラインからパフォーマンスが外れた場合は、
インスタンスの再設定または最適化を行って CPU 使用率の抑制、ディスク I/O の改善、またはネットワー
クトラフィックの低減を行うことが必要な場合があります。
ベースラインを確立するには、少なくとも、次の項目をモニタリングする必要があります。
モニタリング対象の項目

Amazon EC2 のメトリクス

CPU 使用率

CPUUtilization (p. 1121)

ネットワーク使用率

NetworkIn (p. 1121)

エージェント/CloudWatch Logs
のモニタリング

NetworkOut (p. 1121)
ディスクパフォーマンス

DiskReadOps (p. 1121)
DiskWriteOps (p. 1121)

ディスクの読み書き

DiskReadBytes (p. 1121)
DiskWriteBytes (p. 1121)

メモリの使用率、ディスクス
ワップの使用率、ディスクス
ペースの使用状況、ページファ
イルの使用状況、ログ収集

[Linux および Windows Server
インスタンス] CloudWatch エー
ジェントを使用して Amazon
EC2 インスタンスとオンプレミ
スサーバーからメトリクスを収
集する
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モニタリング対象の項目

Amazon EC2 のメトリクス

エージェント/CloudWatch Logs
のモニタリング
[Windows Server インスタンスで
の以前の CloudWatch Logs エー
ジェントからの移行] Windows
Server インスタンスのログ収集
を CloudWatch エージェントに
移行する

自動モニタリングと手動モニタリング
AWS は、Amazon EC2 のモニタリングに使用できるさまざまなツールを提供します。これらのツールの
中には、自動モニタリングを設定できるものもあれば、手操作を必要とするものもあります。
モニタリングツール
• 自動モニタリングツール (p. 1084)
• 手動モニタリングツール (p. 1085)

自動モニタリングツール
次に示す自動化されたモニタリングツールを使用すると、Amazon EC2 の監視が行われ、問題が検出され
たときにレポートが返されます。
• システムステータスチェック - インスタンスを使用する際に必要な AWS システムをモニタリングし
て、正常に実行されていることを確認します。これらのチェックでは、修復には AWS の関与が必要な
インスタンスの根本的な問題が検出されます。システムステータスチェックが失敗した場合、AWS に
よって問題が修正されるのを待つか、自分自身で (例えば、インスタンスを停止、再起動、終了、置換
するなどによって) 問題を解決できます。システムステータスチェックの失敗の原因となる問題には、
次のようなものがあります。
• ネットワーク接続の喪失
• システム電源の喪失
• 物理ホストのソフトウェアの問題
• ネットワーク到達可能性に影響する、物理ホスト上のハードウェアの問題
詳細については、「インスタンスのステータスチェック (p. 1086)」を参照してください。
• [インスタンスステータスのチェック] – 個々のインスタンスのソフトウェアとネットワークの設定をモ
ニタリングします。これらのチェックでは、ユーザーが関与して修復する必要のある問題が検出され
ます。インスタンスステータスチェックが失敗した場合、通常はお客様ご自身で（インスタンスの再起
動、オペレーティングシステムの修正など）問題を修復する必要があります。インスタンスステータス
チェックの失敗の原因となる問題には、次のようなものがあります。
• 失敗したシステムステータスチェック
• 誤って設定されたネットワークまたは起動設定
• メモリの枯渇
• 破損したファイルシステム
• 互換性のないカーネル
詳細については、「インスタンスのステータスチェック (p. 1086)」を参照してください。
• [Amazon CloudWatch アラーム] – 指定された期間にわたって単一のメトリクスを監視し、複数の期間
にわたり既定のしきい値に関連するメトリクス値に基づいて 1 つ以上のアクションを実行します。ア
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クションは、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックまたは Amazon EC2 Auto
Scaling のポリシーに送信される通知です。アラームは、持続している状態変化に対してのみアクション
を呼び出します。CloudWatch アラームは、メトリクスが特定の状態になっただけではアクションを呼
び出しません。アクションを呼び出すには、状態が変化して、指定した期間継続している必要がありま
す。詳細については、「CloudWatch を使用したインスタンスのモニタリング (p. 1118)」を参照してく
ださい。
• Amazon EventBridge - AWS サービスを自動化し、システムイベントに自動的に応答します。AWS サー
ビスからのイベントはほぼリアルタイムに EventBridge に提供され、イベントが記述したルールと一致
したときに実行する自動アクションを指定できます。詳細については、「Amazon EventBridge とは」
を参照してください。
• Amazon CloudWatch Logs - Amazon EC2 インスタンス、AWS CloudTrail、またはその他のソースのロ
グファイルの監視、保存、アクセスができます。詳細については、 Amazon CloudWatch Logs ユーザー
ガイドを参照してください。
• CloudWatch agent – EC2 インスタンスとオンプレミスサーバー上のホストとゲストの両方からログと
システムレベルのメトリクスを収集します。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの
「CloudWatch エージェントを使用して Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスサーバーからメトリ
クスとログを収集する」を参照してください。
• AWS Microsoft System Center Operations Manager マネジメントパック - Amazon EC2 インスタンス
と、これらのインスタンス内で稼働する Windows または Linux OS をリンクします。AWS マネジメン
トパックは Microsoft System Center Operations Manager 向けの拡張パックです。データセンターの
指定されたコンピュータ (監視ノードと呼びます) と Amazon Web Services API を使用して、AWS リ
ソースに関する情報をリモートで検出して収集します。詳細については、AWS Management Pack for
Microsoft System Center (p. 1995) を参照してください。

手動モニタリングツール
Amazon EC2 のモニタリングにおけるもう 1 つの重要な部分は、モニタリングスクリプト、ステータ
スチェック、および CloudWatch アラームで網羅されていない項目を手動でモニタリングすることで
す。Amazon EC2 および CloudWatch のコンソールダッシュボードには、Amazon EC2 環境の状態が一目
でわかるビューが表示されます。
• Amazon EC2 ダッシュボードには次の内容が表示されます。
• リージョンごとのサービス状態とスケジュールされたイベント
• インスタンスの状態
• ステータスチェック
• アラームステータス
• インスタンスメトリクスの詳細 (ナビゲーションペインで、[Instances] を選択し、インスタンスを選
択して、[Monitoring] タブを選択します)
• ボリュームメトリクスの詳細 (ナビゲーションペインの [Volumes] を選択し、ボリュームを選択して、
[Monitoring] タブを選択します)
• Amazon CloudWatch ダッシュボードには、次の内容が表示されます。
• 現在のアラームとステータス
• アラームとリソースのグラフ
• サービスのヘルスステータス
また、CloudWatch を使用して以下のことを行えます。
• Amazon EC2 モニタリングデータをグラフ化して、問題のトラブルシューティングを行い、傾向を確
認する
• AWS リソースのすべてのメトリクスを検索して、参照する
• 問題があることを通知するアラームを作成/編集する
• アラームおよび AWS リソースが一目でわかる概要を表示する
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モニタリングのベストプラクティス
次に示すモニタリングのベストプラクティスを使用すると、Amazon EC2 のモニタリングタスクが容易に
なります。
• モニタリングの優先順位を設定し、小さな問題が大きな問題に発展する前に阻止します。
• AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集するモニタリング計画を作成し、実
施すると、マルチポイント障害が発生した場合に、その障害をより簡単にデバッグできます。モニタリ
ング計画には、少なくとも、次の質問に対する回答を盛り込む必要があります。
• モニタリングの目的とは?
• モニタリングの対象となるリソースとは?
• どのくらいの頻度でこれらのリソースをモニタリングしますか?
• どのモニタリングツールを利用しますか?
• 誰がモニタリングタスクを実行しますか?
• 問題が発生したときに誰が通知を受け取りますか?
• モニタリングタスクは可能な限り自動化します。
• EC2 インスタンスでログファイルを確認します。

インスタンスのステータスのモニタリング
インスタンスのステータスをモニタリングして、インスタンスのステータスチェックや、インスタンスに
スケジュールされたイベントを表示できます。
ステータスチェックでは、Amazon EC2 によって実行される自動化されたチェックからの情報が提供され
ます。これらの自動化されたチェックは、特定の問題がインスタンスに影響を与えているかどうかを検出
します。ステータスチェックの情報と、Amazon CloudWatch で提供されるデータによって、各インスタ
ンスの詳細な動作状況を把握できます。
インスタンスに予定されている特定イベントのステータスも表示できます。イベントのステータスは、再
起動やリタイアなど、インスタンスに対して予定されている今後のアクティビティに関する情報を提供し
ます。また、各イベントの予定開始予定時刻および終了時刻も提供されています。
コンテンツ
• インスタンスのステータスチェック (p. 1086)
• インスタンスの状態変更イベント (p. 1093)
• インスタンスの予定されたイベント (p. 1095)

インスタンスのステータスチェック
インスタンスのステータスのモニタリングでは、インスタンスによるアプリケーションの実行を妨げる可
能性のある問題をAmazon EC2 が検出したかどうかをすばやく判断できます。Amazon EC2 は、稼働中の
すべての EC2 インスタンスに対して自動チェックを実行して、ハードウェアおよびソフトウェアの問題を
特定します。これらのステータスチェックの結果を表示して、具体的で検出可能な問題を識別できます。
このイベントステータスデータは、各インスタンス (pending、running、stopping) の状態に関して
Amazon EC2 が既に提供している情報と、Amazon CloudWatch が監視している使用状況メトリクス (CPU
使用率、ネットワークトラフィック、ディスクアクティビティ) を補足するものです。
ステータスチェックは 1 分ごとに実行され、それぞれ成功または失敗のステータスが返ります。すべての
チェックが成功すると、インスタンス全体のステータスが OK になります。1つ以上のチェックが失敗する
と、全体のステータスが impaired になります。ステータスチェックは Amazon EC2 に組み込まれていま
す。そのため、無効にしたり、削除したりすることはできません。
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ステータスチェックに失敗すると、ステータスチェックの対応する CloudWatch メトリクスは増加しま
す。詳細については、「ステータスチェックメトリクス (p. 1127)」を参照してください。このようなメト
リクスを使用して、ステータスチェックの結果に基づいてトリガーされる CloudWatch アラームを作成す
ることができます。例えば、特定のインスタンスでステータスチェックが失敗したときに警告するアラー
ムを作成できます。詳細については、「ステータスチェックアラームの作成と編集 (p. 1090)」を参照して
ください。
また、Amazon EC2 インスタンスをモニタリングし、基になる問題によりインスタンスが正常に機能しな
くなった場合に、自動的にインスタンスを復旧する Amazon CloudWatch アラームを作成できます。詳細
については、「インスタンスの復旧 (p. 586)」を参照してください。
コンテンツ
• ステータスチェックのタイプ (p. 1087)
• ステータスチェックの表示 (p. 1088)
• インスタンスのステータスの報告 (p. 1090)
• ステータスチェックアラームの作成と編集 (p. 1090)

ステータスチェックのタイプ
ステータスチェックには、システムステータスチェックとインスタンスステータスチェックの 2 種類があ
ります。

システムステータスのチェック
システムステータスチェックは、インスタンスが実行されている AWS システムをモニタリングします。
これらのチェックでは、修復には AWS の関与が必要なインスタンスの根本的な問題が検出されます。シ
ステムステータスチェックが失敗した場合、AWS が問題を解決するのを待つか、自分で解決できるかを
選択できます。Amazon EBS でバックアップされたインスタンスの場合は、インスタンスを自分で停止お
よび起動することができます。通常、インスタンスは新しいホストに移行されます。Linux インスタンス
ストアによってサポートされているインスタンスの場合、インスタンスを終了して置き換えることができ
ます。Windows インスタンスの場合、ルートボリュームは Amazon EBS ボリュームであることが必要で
す。インスタンスストアはルートボリュームではサポートされません。インスタンスストアボリュームは
短期のものであり、インスタンスが停止するとすべてのデータが失われることに注意してください。
システムステータスチェックの失敗の原因となる問題の例を次に示します。
• ネットワーク接続の喪失
• システム電源の喪失
• 物理ホストのソフトウェアの問題
• ネットワーク到達可能性に影響する、物理ホスト上のハードウェアの問題

Note
ベアメタルインスタンス上のオペレーティングシステムから再起動を実行すると、システムス
テータスチェックが一時的に失敗ステータスを返すことがあります。インスタンスが使用可能に
なると、システムステータスチェックからは成功ステータスが返されます。

インスタンスステータスのチェック
[インスタンスステータスのチェック] 個々のインスタンスのソフトウェアとネットワークの設定をモニタ
リングします。Amazon EC2 は、ネットワークインターフェイス (NIC) にアドレス解決プロトコル (ARP)
リクエストを送信することでインスタンスのヘルスをチェックします。これらのチェックでは、ユーザー
が関与して修復する必要のある問題が検出されます。インスタンスステータスチェックが失敗した場合は
通常、自分自身で (例えば、インスタンスを再起動する、インスタンス設定を変更するなどによって) 問題
に対処する必要があります。
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インスタンスステータスチェックの失敗の原因となる問題の例を次に示します。
• 失敗したシステムステータスチェック
• 正しくないネットワークまたは起動設定
• メモリの枯渇
• 破損したファイルシステム
• インスタンスの再起動、または Windows のインスタンスストアバックトインスタンスがバンドルされて
いる間は、インスタンスが再度使用可能になるまで、ステータスチェックで失敗がレポートされます。

Note
ベアメタルインスタンス上のオペレーティングシステムから再起動を実行すると、インスタンス
のステータスチェックが一時的に失敗ステータスを返すことがあります。インスタンスが使用可
能になると、インスタンスステータスチェックからは成功ステータスが返されます。

ステータスチェックの表示
Amazon EC2 コンソールまたは AWS CLI を使用して、ステータスチェックを表示および操作できます。

コンソールを使ったステータスの表示
Amazon EC2 コンソールを使用してステータスチェックを表示するには、次のステップを実行します。
New console

ステータスチェックを表示するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

[インスタンス] ページで、[Status check (ステータスチェック)] 列には、各インスタンスの動作状
況が表示されます。

4.

特定のインスタンスのステータスを表示するには、インスタンスを選択して、[Status checks] (ス
テータスチェック) のタブを選択します。

インスタンスに失敗したステータスチェックがある場合、通常は、自分自身で (例えば、インスタ
ンスを再起動する、インスタンス設定を変更するなどによって) 問題に対処する必要があります。
5.

ステータスチェックの CloudWatch メトリクスを確認するには、インスタンスを選択後、[モニタ
リング] タブを選択します。次のメトリクスのグラフが表示されるまでスクロールします。
• ステータスチェックに失敗 (すべて)
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• ステータスチェックに失敗 (インスタンス)
• ステータスチェックに失敗 (システム)
Old console

ステータスチェックを表示するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
Instances ページで、Status Checks 列には、各インスタンスの動作状況が表示されます。

4.

特定のインスタンスのステータスを表示するには、インスタンスを選択して、[Status Checks] タ
ブを選択します。

5.

ステータスチェックの CloudWatch メトリクスを確認するには、インスタンスを選択後、[モニタ
リング] タブを選択します。次のメトリクスのグラフが表示されるまでスクロールします。
• ステータスチェックに失敗 (すべて)
• ステータスチェックに失敗 (インスタンス)
• ステータスチェックに失敗 (システム)

コマンドラインを使用したステータスの表示
describe-instance-status (AWS CLI) コマンドを使用すると、実行中のインスタンスのステータスチェック
を表示できます。
すべてのインスタンスのステータスを表示するには、次のコマンドを使用します。
aws ec2 describe-instance-status

インスタンスステータスが impaired であるすべてのインスタンスのステータスを取得するには、次のコ
マンドを使用します。
aws ec2 describe-instance-status \
--filters Name=instance-status.status,Values=impaired

単一のインスタンスのステータスを取得するには、以下のコマンドを使用します。
aws ec2 describe-instance-status \
--instance-ids i-1234567890abcdef0

または、以下の コマンドを使用します。
• Get-EC2InstanceStatus (AWS Tools for Windows PowerShell)
• DescribeInstanceStatus (Amazon EC2 クエリ API)
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インスタンスのステータスの報告
ステータスが impaired と表示されていないインスタンスで問題が生じている場合や、障害のあるインス
タンスで発生している問題に関する追加の詳細を AWS に送信する場合は、フィードバックを提供できま
す。
Amazon では、報告されたフィードバックを使用して、複数のお客様に影響する可能性のある問題を識別
していますが、個々のアカウントの問題には返答しておりません。フィードバックをご提供いただいて
も、現在インスタンスに関して表示されているステータスチェックの結果は変わりません。

コンソールを使用したステータスのフィードバックの報告
New console

インスタンスステータスを報告するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[Status Checks (ステータスチェック)] タブを選択します。次に、
[Actions (アクション)] (ページの下半分にある 2 番目の [Actions (アクション)] メニュー) を選択
し、[Report instance status (インスタンスステータスの報告)] を選択します。

4.

[Report instance status (インスタンスステータスの報告)] フォームに入力し、[Submit (送信)] を選
択します。

Old console

インスタンスステータスを報告するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択して、[Status Checks] タブを選択し、[Submit feedback] を選択します。

4.

[Report Instance Status] フォームに入力し、[Submit] を選択します。

コマンドラインを使用したステータスフィードバックの報告
障害のあるインスタンスのステータスに関するフィードバックを送信するには、report-instance-status
(AWS CLI) コマンドを使用します。
aws ec2 report-instance-status \
--instances i-1234567890abcdef0 \
--status impaired \
--reason-codes code

または、以下の コマンドを使用します。
• Send-EC2InstanceStatus (AWS Tools for Windows PowerShell)
• ReportInstanceStatus (Amazon EC2 クエリ API)

ステータスチェックアラームの作成と編集
ステータスチェックメトリクス (p. 1127)を使用して、インスタンスのステータスチェックに失敗したとき
に通知されるように CloudWatch アラームを作成することができます。

1090

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスステータスのチェック

コンソールを使用したステータスチェックアラームの作成
次の手順に従って、E メールで通知を送信するか、ステータスチェックに失敗したときにインスタンスを
停止、終了、または回復するアラームを設定します。
New console

ステータスチェックアラームを作成するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択して、[Status Checks (ステータスチェック)] タブを選択し、[アクション]、
[Create status check alarm (ステータスチェックアラームの作成)] を選択します。

4.

[Manage CloudWatch alarms (CloudWatch アラームの管理)] ページの [Add or edit alarm (アラー
ムの追加または編集)] で、[Create an alarm (新しいアラームの作成)] を選択します。

5.

[Alarm notification (アラーム通知)] で、トグルをオンにして Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) 通知を設定します。既存の Amazon SNS トピックを選択するか、名前を入力して
新しいトピックを作成します。
受信者のリストに E メールアドレスを追加したか、トピックを新規作成した場合、Amazon SNS
から追加した各 E メールアドレスにサブスクリプションの確認メールメッセージが送信されま
す。各受信者は、そのメッセージに記載されているリンクを選択してサブスクリプションを確認
する必要があります。アラート通知は確認されたアドレスにのみ送信されます。

6.

[Alarm action (アラームアクション)] で、トグルをオンにして、アラームがトリガーされたときに
実行するアクションを指定します。アクションを選択します。

7.

[Alarm thresholds (アラームのしきい値)] で、アラームのメトリクスと条件を指定します。
[Group samples] (サンプルグループ化) ([Average] (平均)) と [Type of data to sample] (サンプリン
グするデータのタイプ) (ステータスチェックも失敗) をデフォルト設定のままにするか、または必
要に応じて変更することもできます。
[Consecutive period] (連続期間) の場合、評価する期間数を設定し、[Period] (期間) で、アラーム
をトリガーして E メールを送信するまでの評価の間隔を入力します。

8.

(オプション) [Sample metric data] (サンプルメトリクスデータ) の場合、[Add to dashboard] (ダッ
シュボードに追加) を選択します。

9.

[作成] を選択します。

Old console

ステータスチェックアラームを作成するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択して、[Status Checks] タブを選択し、[Create Status Check Alarm] を選択し
ます。

4.

[Send a notification to] を選択します。既存の SNS トピックを選択し、[create topic] を選択して
新しいトピックを作成します。新しいトピックを作成する場合、[With these recipients] に自分の
メールアドレスを入力します。追加の受信者がいる場合はそのアドレスを、カンマで区切って入
力します。

5.

(オプション) [Take the action] を選択し、実行するアクションを選択します。

6.

[Whenever] で、通知を受けるステータスチェックを選択します。
前のステップで [Recover this instance] を選択した場合、[Status Check Failed (System)] を選択
します。
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7.

[For at least] ボックスで、評価する期間数を設定し、[consecutive periods] で、アラームをトリ
ガーして E メールを送信するまでの評価の間隔を選択します。

8.

(オプション) [Name of alarm] で、デフォルト名をアラームの別の名前に置き換えます。

9.

[Create Alarm] を選択します。

Important
受信者のリストにメールアドレスを追加したか、トピックを新規作成した場合、Amazon
SNS から追加した各メールアドレスにサブスクリプションの確認メールメッセージが送
信されます。各受信者は、そのメッセージに記載されているリンクを選択してサブスク
リプションを確認する必要があります。アラート通知は確認されたアドレスにのみ送信
されます。
インスタンスステータスのアラームを変更する必要がある場合は、そのアラームを編集できます。
New console

コンソールを使用してステータスチェックアラームを編集するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[Actions (アクション)]、[Monitoring (モニタリング)]、[Manage
CloudWatch alarms (CloudWatch アラームの管理)] の順に選択します。

4.

[Manage CloudWatch alarms (CloudWatch アラームの管理)] ページの [Add or edit alarm (アラー
ムの追加または編集)] で、[Edit an alarm (新しいアラームの編集)] を選択します。

5.

[Search for alarm (アラームの検索)] で、アラームを選択します。

6.

変更が完了したら、[Update (更新)] を選択します。

Old console

コンソールを使用してステータスチェックアラームを編集するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択して、[Actions]、[CloudWatch Monitoring]、および [Add/Edit Alarms] を選択
します。

4.

[Alarm Details] ダイアログボックスで、アラームの名前を選択します。

5.

[Edit Alarm] ダイアログボックスで、希望する変更を行い、[Save] を選択します。

AWS CLI を使用したステータスチェックアラームの作成
次の例では、インスタンスが少なくとも 2 つの連続する期間内にインスタンスチェックまたはシ
ステムステータスチェックに失敗した場合、アラームが SNS トピックに通知 arn:aws:sns:uswest-2:111122223333:my-sns-topic を発行します。使用する CloudWatch メトリクスは
StatusCheckFailed です。

AWS CLI を使用してステータスチェックアラームを作成するには
1.

既存の SNS トピックを選択するか、新しいキーペアを作成することができます。詳細について
は、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「Amazon SNS での AWS CLI の使用」を参照
してください。

2.

Amazon EC2 の使用可能な Amazon CloudWatch メトリクスを表示するには、list-metrics コマンドを
使用します。
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aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/EC2

3.

アラームを作成するには、次の put-metric-alarm コマンドを使用します。
aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name StatusCheckFailed-Alarm-fori-1234567890abcdef0 --metric-name StatusCheckFailed --namespace AWS/EC2 -statistic Maximum --dimensions Name=InstanceId,Value=i-1234567890abcdef0 --unit
Count --period 300 --evaluation-periods 2 --threshold 1 --comparison-operator
GreaterThanOrEqualToThreshold --alarm-actions arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:mysns-topic

期間は Amazon CloudWatch メトリクスが収集される期間 (秒) です。この例では、60 秒に 5 分を乗
算した 300 を使用します。評価期間は、メトリクスの値がしきい値と比較されなければならない連続
した期間の数です。この例では 2 を使用します。アラームアクションは、このアラームがトリガーさ
れたときに実行するアクションです。この例では、Amazon SNS を使用してメールを送信するように
アラームを設定します。

インスタンスの状態変更イベント
インスタンスの状態が変化すると、Amazon EC2 は Amazon EventBridge に EC2 Instance Statechange Notification イベントを送信します。
以下はこのイベントのサンプルデータです。この例では、インスタンスは pending 状態に入りました。
{

}

"id":"7bf73129-1428-4cd3-a780-95db273d1602",
"detail-type":"EC2 Instance State-change Notification",
"source":"aws.ec2",
"account":"123456789012",
"time":"2021-11-11T21:29:54Z",
"region":"us-east-1",
"resources":[
"arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-abcd1111"
],
"detail":{
"instance-id":"i-abcd1111",
"state":"pending"
}

state に指定できる値は、次のとおりです。
• pending
• running
• stopping
• stopped
• shutting-down
• terminated
インスタンスを起動または開始した場合、インスタンスは pending 状態に移行してから、running 状態
になります。インスタンスを停止した場合、インスタンスは stopping 状態に移行してから、stopped
状態になります。インスタンスを終了した場合、インスタンスは shutting-down 状態に移行してか
ら、terminated 状態になります。
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インスタンスの状態が変化したらメール通知を受け取る
インスタンスの状態が変化したときに E メール通知を受け取るには、Amazon SNS トピックを作成してか
ら、EC2 Instance State-change Notification イベントの EventBridge ルールを作成します。

SNS トピックを作成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[Topics] (トピック) を選択します。

3.

[Create topic] (トピックの作成) を選択します。

4.

[Type] (タイプ) で、[Standard] (標準) を選択します。

5.

[Name] (名前) で、トピックの名前を入力します。

6.

[Create topic] (トピックの作成) を選択します。

7.

[Create subscription] を選択します。

8.

[Protocol] (プロトコル) で [Email] (E メール) を選択します。

9.

[Endpoint] (エンドポイント) で、通知を受信するメールアドレスを入力します。

10. [Create subscription] を選択します。
11. 次の件名の E メールメッセージが届きます: AWS Notification - Subscription Confirmation。指示に沿っ
て操作し、登録を確認します。

EventBridge ルールを作成するには
1.

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

2.

[Create rule] を選択します。

3.

[Name] (名前) に、ルールの名前を入力します。

4.

[Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を選択
します。

5.

[Next] を選択します。

6.

[Event pattern] (イベントパターン) の場合は、次のいずれかを実行します。
a.

[イベントソース] で [AWS のサービス] を選択します。

b.

[AWS のサービス] で、[EC2] を選択します。

c.

[イベントタイプ] に、[EC2 インスタンスの状態変更通知] を選択します。

d.

デフォルトでは、すべてのインスタンスの状態変更に関する通知が送信されます。必要に応じ
て、特定の状態またはインスタンスを選択できます。

7.

[Next] を選択します。

8.

次のようにターゲットを指定します。

9.

a.

[Target types] (ターゲットタイプ) には、[AWS のサービス] を選択します。

b.

[Select a target] (ターゲットの選択) には、[SNS topic] (SNS トピック) を選択します。

c.

[Topic] (トピック) で、前の手順で作成した SNS トピックを選択します。

[Next] を選択します。

10. (オプション) ルールにタグを追加します。
11. [Next] を選択します。
12. [Create rule] (ルールの作成) を選択します。
13. ルールをテストするには、状態変更を開始します。例えば、停止されたインスタンスを開始したり、
実行中のインスタンスを停止したり、インスタンスを起動したりします。次の件名の E メールメッ
セージが届きます: AWS Notification Message。E メールの本文には、イベントデータが含まれます。
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インスタンスの予定されたイベント
AWS は、再起動、停止/開始、またはリタイアなど、インスタンスのイベントを予定できます。これら
のイベントは頻繁には発生しません。インスタンスのいずれかが予定されたイベントの影響を受ける場
合、予定されたイベントの前に AWS アカウントに関連付けられた E メールアドレスに E メールが AWS
から送信されます。この E メールは、開始日と終了日などのイベントの詳細を提供します。イベントに
よっては、イベントのタイミングを管理するアクションを実行できる場合があります。AWS は、Amazon
CloudWatch Events によるモニタリングと管理が可能な AWS Health イベントも送信します。CloudWatch
による AWS Health イベントのモニタリングの詳細については、「CloudWatch Events による AWS
Health イベントのモニタリング」を参照してください。
スケジュールされたイベントは AWS によって管理されます。インスタンスのイベントをスケジュールす
ることはできません。AWS によりスケジュールされたイベントを表示したり、スケジュールされたイベン
ト通知をカスタマイズして、E メールの通知からタグを追加または削除できます。また、スケジュールさ
れた時刻にインスタンスの再起動やリタイア、停止などのアクションを実行できます。
予定されたイベントに通知を受け取ることができるようにアカウントの連絡先情報を更新するには、「ア
カウント設定」ページを参照してください。

Note
インスタンスがスケジュールされたイベントの影響を受け、それが Auto Scaling グループの一部
である場合、Amazon EC2 Auto Scaling はヘルスチェックの一部として最終的にそのインスタン
スを置き換えるので、追加のアクションは必要ありません。Amazon EC2 Auto Scaling によって
実行されるヘルスチェックの詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の
「Auto Scaling インスタンスのヘルスチェック」を参照してください。
目次
• 予定されたイベントのタイプ (p. 1095)
• 予定されたイベントの表示 (p. 1096)
• スケジュールされたイベント通知のカスタマイズ (p. 1099)
• 停止またはリタイアが予定されているインスタンスの操作 (p. 1102)
• 再起動が予定されているインスタンスの操作 (p. 1102)
• メンテナンスが予定されているインスタンスの操作 (p. 1104)
• スケジュールされたイベントの再スケジュール (p. 1104)
• スケジュールしたイベント用のイベントウィンドウの定義 (p. 1106)

予定されたイベントのタイプ
Amazon EC2 では、インスタンスに関連して以下のタイプのイベントがスケジュールされた時刻に発生す
るようにできます。
• インスタンスの停止: スケジュールされた時刻になると、インスタンスは停止します。再度起動すると、
新しいホストに移行されます。Amazon EBS によってバックアップされるインスタンスにのみ適用され
ます。
• Instance retirement (インスタンスのリタイア): スケジュールされた時刻に、インスタンスは、Amazon
EBS によってバックアップされると停止し、インスタンスストアによってバックアップされると削除さ
れます。
• インスタンスの再起動: スケジュールされた時刻になると、インスタンスは再起動されます。
• システムの再起動: スケジュールされた時刻になると、インスタンスのホストは再起動されます。
• [System maintenance]: スケジュールされた時刻になると、インスタンスは、ネットワークメンテナンス
または電源のメンテナンスの影響を一時的に受ける場合があります。
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予定されたイベントの表示
予定されたイベントの通知を E メールで受信することに加え、以下のいずれかの方法を使用して予定され
たイベントを確認できます。
New console

コンソールを使用してインスタンスに予定されたイベントを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

スケジュールされたイベントは、次の画面で表示できます。
•

ナビゲーションペインの [Events] を選択します。イベントに関連付けられたリソースがすべ
て表示されます。リソース ID、リソースタイプ、アベイラビリティーゾーン、イベントス
テータス、またはイベントタイプでフィルタリングできます。

•

または、ナビゲーションペインで [EC2 Dashboard] を選択します。イベントに関連付けられ
ているすべてのリソースが、[スケジュールされたイベント] に表示されます。

Old console

コンソールを使用してインスタンスに予定されたイベントを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

スケジュールされたイベントは、次の画面で表示できます。
•

ナビゲーションペインの [Events] を選択します。イベントに関連付けられたリソースがすべ
て表示されます。リソースタイプ、または特定のイベントのタイプでフィルタリングできま
す。リソースを選択すると、詳細を表示できます。
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•

または、ナビゲーションペインで [EC2 Dashboard] を選択します。イベントに関連付けられ
ているすべてのリソースが、[Scheduled Events] に表示されます。

•

一部のイベントは影響を受けるリソースにも表示されます。たとえば、ナビゲーションペイ
ンの [Instances] を選択して、インスタンスを選択します。インスタンスに関連付けられたイ
ンスタンス停止またはインスタンスリタイアイベントがある場合、そのイベントが下のペイ
ンに表示されます。

AWS CLI
AWS CLI を使用してインスタンスに予定されたイベントを表示するには
describe-instance-status コマンドを使用します。
aws ec2 describe-instance-status \
--instance-id i-1234567890abcdef0 \
--query "InstanceStatuses[].Events"

以下の出力例は、再起動イベントを示しています。
[

"Events": [
{
"InstanceEventId": "instance-event-0d59937288b749b32",
"Code": "system-reboot",
"Description": "The instance is scheduled for a reboot",
"NotAfter": "2019-03-15T22:00:00.000Z",
"NotBefore": "2019-03-14T20:00:00.000Z",
"NotBeforeDeadline": "2019-04-05T11:00:00.000Z"
}
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]

]

インスタンスのリタイアイベントを示す出力例を次に示します。
[

"Events": [
{
"InstanceEventId": "instance-event-0e439355b779n26",

]

]

}

"Code": "instance-stop",
"Description": "The instance is running on degraded hardware",
"NotBefore": "2015-05-23T00:00:00.000Z"

PowerShell
AWS Tools for Windows PowerShell を使用してインスタンスに予定されたイベントを表示するには
次の Get-EC2InstanceStatus コマンドを使用します。
PS C:\> (Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-1234567890abcdef0).Events

インスタンスのリタイアイベントを示す出力例を次に示します。
Code
Description
NotBefore

: instance-stop
: The instance is running on degraded hardware
: 5/23/2015 12:00:00 AM

Instance metadata
インスタンスメタデータを使用してインスタンスに予定されたイベントを表示するには
インスタンスのアクティブなメンテナンスイベントに関する情報は、インスタンスメタデータサービ
スバージョン 2 または インスタンスメタデータサービスバージョン 1 を使用してインスタンスメタ
データ (p. 794)から取得できます。
IMDSv2
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-awsec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" –v http://169.254.169.254/latest/metadata/events/maintenance/scheduled

IMDSv1
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/events/maintenance/scheduled

以下は、予定されたシステムの再起動イベントに関する情報を JSON 形式で出力した例です。
[

{

"NotBefore" : "21 Jan 2019 09:00:43 GMT",
"Code" : "system-reboot",
"Description" : "scheduled reboot",
"EventId" : "instance-event-0d59937288b749b32",
"NotAfter" : "21 Jan 2019 09:17:23 GMT",
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]

"State" : "active"

}

インスタンスメタデータを使用して、インスタンスの完了またはキャンセルされたイベントのイベン
ト履歴を表示するには
インスタンスの完了済みまたはキャンセル済みイベントに関する情報は、インスタンスメタデータ
サービスバージョン 2 または インスタンスメタデータサービスバージョン 1 を使用してインスタンス
メタデータ (p. 794)から取得できます。
IMDSv2
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-awsec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" –v http://169.254.169.254/latest/metadata/events/maintenance/history

IMDSv1
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/events/maintenance/history

以下は、取り消されたシステム再起動イベントおよび完了したシステム再起動イベントに関する情報
を JSON 形式で出力した例です。
[

{

"NotBefore" : "21 Jan 2019 09:00:43 GMT",
"Code" : "system-reboot",
"Description" : "[Canceled] scheduled reboot",
"EventId" : "instance-event-0d59937288b749b32",
"NotAfter" : "21 Jan 2019 09:17:23 GMT",
"State" : "canceled"

},
{

]

}

"NotBefore" : "29 Jan 2019 09:00:43 GMT",
"Code" : "system-reboot",
"Description" : "[Completed] scheduled reboot",
"EventId" : "instance-event-0d59937288b749b32",
"NotAfter" : "29 Jan 2019 09:17:23 GMT",
"State" : "completed"

AWS Health
AWS Health Dashboard を使用して、インスタンスに影響を与える可能性があるイベントについて確
認できます。AWS Health Dashboard では、未解決の問題、予定された変更、その他の通知という 3
つのグループに問題が分類されます。予定された変更には、進行中または予定されている変更が含ま
れます。
詳細については、AWS Health ユーザーガイドの「AWS Health Dashboard の開始」を参照してくださ
い。

スケジュールされたイベント通知のカスタマイズ
スケジュールされたイベント通知をカスタマイズして、メール通知にタグを含めることができます。これ
により、影響を受けるリソース (インスタンスまたは Dedicated Hosts) を特定して、その後のイベントに
対するアクションに優先順位を付けやすくなります。
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タグを含めるようにイベント通知をカスタマイズする場合、次のいずれかを含めることができます。
• 影響を受けるリソースに関連付けられているすべてのタグ
• 影響を受けるリソースに関連付けられている特定のタグのみ
たとえば、application、costcenter、project、owner タグをすべてのインスタンスに割り当て
るとします。イベント通知には、これらのすべてのタグを含めることができます。また、イベント通知に
owner タグと project タグのみを表示したい場合は、それらのタグのみを含めることもできます。
含めるタグを選択すると、イベント通知には、影響を受けるリソースに関連付けられているリソース ID
(インスタンス ID または Dedicated Host ID) とタグのキーと値のペアが含まれます。
トピック
• イベント通知にタグを含める (p. 1100)
• イベント通知からのタグの削除 (p. 1101)
• イベント通知に含めるタグの表示 (p. 1101)

イベント通知にタグを含める
含めるように選択したタグは、選択したリージョンのすべてのリソース (インスタンスと Dedicated Hosts)
に適用されます。他のリージョンのイベント通知をカスタマイズするには、まず必要なリージョンを選択
してから、次の手順を実行します。
イベント通知のタグは、次のいずれかの方法で含めることができます。
New console

イベント通知にタグを含めるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインの [Events] を選択します。
[アクション]、[Manage event notifications (イベント通知の管理)] の順に選択します。
[Include resource tags in event notifications (イベント通知にリソースタグを含める)] をオンにし
ます。

5.

イベント通知に含めるタグに応じて、次のいずれかの操作を行います。
• 影響を受けるインスタンスまたは Dedicated Host に関連付けられているすべてのタグを含める
には、[Include all resource tags (すべてのリソースタグを含める)] を選択します。
• 含めるタグを手動で選択するには、[Choose the tags to include (含めるタグを選択)] を選択し、
[Choose the tags to include (含めるタグを選択)] にタグのキーを入力して Enter キーを押しま
す。

6.

[Save] を選択します。

AWS CLI
イベント通知にすべてのタグを含めるには
AWS CLI コマンドの register-instance-event-notification-attributes を使用し
て、IncludeAllTagsOfInstance パラメータを true に設定します。
aws ec2 register-instance-event-notification-attributes --instance-tag-attribute
"IncludeAllTagsOfInstance=true"

イベント通知に特定のタグを含めるには
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AWS CLI コマンドの register-instance-event-notification-attributes を使用して、InstanceTagKeys
パラメータを使用して含めるタグを指定します。
aws ec2 register-instance-event-notification-attributes --instance-tag-attribute
'InstanceTagKeys=["tag_key_1", "tag_key_2", "tag_key_3"]'

イベント通知からのタグの削除
イベント通知のタグは、次のいずれかの方法で削除することができます。
New console

イベント通知からタグを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Events] を選択します。

3.

[アクション]、[Manage event notifications (イベント通知の管理)] の順に選択します。

4.

イベント通知から削除するタグに応じて、次のいずれかの操作を行います。
• イベント通知からすべてのタグを削除するには、[Include resource tags in event notifications
(イベント通知にリソースタグを含める)] をオフにします。
• イベント通知から特定のタグを削除するには、[Choose the tags to include (含めるタグを選択)]
フィールドの下に表示されているタグの [削除] (X) を選択します。

5.

[Save] を選択します。

AWS CLI
イベント通知からすべてのタグを削除するには
AWS CLI コマンドの deregister-instance-event-notification-attributes を使用し
て、IncludeAllTagsOfInstance パラメータを false に設定します。
aws ec2 deregister-instance-event-notification-attributes --instance-tag-attribute
"IncludeAllTagsOfInstance=false"

イベント通知から特定のタグを削除するには
AWS CLI コマンドの deregister-instance-event-notification-attributes を使用し
て、InstanceTagKeys パラメータを使用して削除するタグを指定します。
aws ec2 deregister-instance-event-notification-attributes --instance-tag-attribute
'InstanceTagKeys=["tag_key_1", "tag_key_2", "tag_key_3"]'

イベント通知に含めるタグの表示
イベント通知に含めるタグは、次のいずれかの方法で表示することができます。
New console

イベント通知に含めるタグを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Events] を選択します。
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3.

[アクション]、[Manage event notifications (イベント通知の管理)] の順に選択します。

AWS CLI
イベント通知に含めるタグを表示するには
AWS CLI コマンドの describe-instance-event-notification-attributes を使用します。
aws ec2 describe-instance-event-notification-attributes

停止またはリタイアが予定されているインスタンスの操作
AWS は、インスタンスの基盤となるホストの回復不能な障害を検出すると、インスタンスのルートデバ
イスのタイプに応じて、インスタンスの停止または削除を予定します。ルートデバイスが EBS ボリュー
ムの場合、インスタンスが停止するように予定されます。ルートデバイスがインスタンスストアボリュー
ムの場合、インスタンスは終了するように予定されます。詳細については、「インスタンスのリタイ
ア (p. 577)」を参照してください。

Important
インスタンスストアボリュームに格納されているデータはいずれも、インスタンスが停止、休
止、または終了されると失われます。これには、EBS ボリュームをルートデバイスとするインス
タンスにアタッチされたインスタンスストアボリュームも含まれます。インスタンスが停止、休
止、または終了される前に、後で必要となるインスタンスストアボリュームからデータを必ず保
存しておきます。
Amazon EBS によりバックアップされたインスタンスのアクション
インスタンスが予定どおりに停止されるのを待機できます。または、インスタンスを自分で停止および起
動して、新しいホストに移行することもできます。インスタンスが停止したときにインスタンス設定を変
更する方法に加えて、インスタンスの停止についての詳細は、「インスタンスの停止と起動 (p. 557)」を
参照してください。
スケジュールされたインスタンスの停止イベントに対応した、即時の停止と開始を自動化することができ
ます。詳細については、AWS Health ユーザーガイドの「EC2 インスタンスのアクションの自動化」を参
照してください。
インスタンスストアによりバックアップされたインスタンスのアクション
最新の AMI から代替インスタンスを起動し、インスタンスの削除を予定する前に必要なすべてのデータを
代替インスタンスに移行することをお勧めします。その後、元のインスタンスを終了するか、予定どおり
に終了されるのを待機することができます。

再起動が予定されているインスタンスの操作
AWS は、更新のインストールや基盤となるホストのメンテナンスなどのタスクを実行する必要があると
き、インスタンスまたは基盤となるホストの再起動を予定できます。都合に合わせて指定する日付と時刻
にインスタンスが再起動するように、ほとんどの再起動イベントを再スケジュール (p. 1104)できます。
リンクされた EC2-Classic インスタンス (p. 1358)を停止した場合、インスタンスは VPC から自動的にリ
ンクが解除され、VPC セキュリティグループはインスタンスとの関連付けが失われます。インスタンスを
再起動した後、インスタンスを VPC に再びリンクできます。

再起動イベントタイプの表示
次のいずれかの方法を使用して、再起動イベントがインスタンスの再起動またはシステムの再起動である
かを確認できます。
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New console

コンソールを使用して予定された再起動イベントのタイプを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Events] を選択します。

3.

フィルターリストから [リソースタイプ: インスタンス] を選択します。

4.

インスタンスごとに、[イベントタイプ] 列の値を表示します。値は system-reboot または
instance-reboot のいずれかです。

Old console

コンソールを使用して予定された再起動イベントのタイプを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Events] を選択します。

3.

フィルターリストから [インスタンスリソース] を選択します。

4.

各インスタンスで、[イベントタイプ] 列の値を表示します。値は system-reboot または instancereboot のいずれかです。

AWS CLI
AWS CLI を使用して予定された再起動イベントのタイプを表示するには
describe-instance-status コマンドを使用します。
aws ec2 describe-instance-status --instance-id i-1234567890abcdef0

スケジュールされた再起動イベントでは、Code の値は system-reboot あるいは instancereboot です。次の出力例は system-reboot イベントを示しています。
[

]

"Events": [

]

{

}

"InstanceEventId": "instance-event-0d59937288b749b32",
"Code": "system-reboot",
"Description": "The instance is scheduled for a reboot",
"NotAfter": "2019-03-14T22:00:00.000Z",
"NotBefore": "2019-03-14T20:00:00.000Z",
"NotBeforeDeadline": "2019-04-05T11:00:00.000Z"

インスタンス再起動のアクション
予定されたメンテナンスウィンドウ内でのインスタンスの再起動まで待機することも、都合に合わせた日
付と時刻にインスタンスの再起動を再スケジュール (p. 1104)することも、または都合のよい時間にインス
タンスを手動で再起動 (p. 576)することもできます。
インスタンスが再起動されると、予定されたイベントがクリアになり、このイベントの説明が更新されま
す。基になるホストに対する保留中のメンテナンスが完了し、インスタンスが完全に起動したら、インス
タンスの使用を再開できます。
システム再起動のアクション

1103

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
予定されたイベント

システムを自分で再起動することはできません。予定されたメンテナンスウィンドウ中におけるシ
ステムの再起動まで待機することも、都合に合わせた日付と時刻でシステムの再起動を再スケジュー
ル (p. 1104)することもできます。システムの再起動は通常数分で完了します。システムの再起動後、イン
スタンスの IP アドレスと DNS 名、およびローカルインスタンスストアボリュームのデータは保持されま
す。システムの再起動が完了すると、インスタンスに予定されているイベントはクリアされ、インスタン
スのソフトウェアが正常に動作していることを確認できます。
または、インスタンスのメンテナンス時間を変更する必要があり、システムの再起動を再スケジュールで
きない場合は、Amazon EBS-backed インスタンスを停止して再起動すると、新しいホストに移行できま
す。ただし、ローカルインスタンスストアボリュームのデータは保持されません。また、スケジュール
されたシステム再起動イベントに対応した、インスタンスの即時の停止と開始を自動化することができま
す。詳細については、AWS Health ユーザーガイドの「EC2 インスタンスのアクションの自動化」を参照
してください。Instance Store-Backed インスタンスでシステムの再起動を再スケジュールできない場合、
最新の AMI から代替インスタンスを起動し、予定されたメンテナンス期間より前に必要なデータをすべて
代替インスタンスに移行した後、元のインスタンスを削除できます。

メンテナンスが予定されているインスタンスの操作
AWS は、インスタンスの基盤となるホストをメンテナンスする必要があるときに、インスタンスのメンテ
ナンスを予定します。2 種類のメンテナンスイベントがあります。1 つはネットワークメンテナンスで、
もう 1 つは電源のメンテナンスです。
ネットワークメンテナンス中は、短い期間、予定されたインスタンスのネットワーク接続が切断されま
す。メンテナンスが終了すると、インスタンスとの通常のネットワーク接続が回復します。
電源のメンテナンス中は、短い期間、予定されたインスタンスはオフラインになり、その後再起動されま
す。再起動されると、インスタンスの設定内容はすべて維持されます。
インスタンスが再起動したら (通常、数分かかります)、アプリケーションが正常に動作していることを確
認します。この時点で、インスタンスにスケジュールされたイベントは残っていません。残っている場合
は、スケジュールされたイベントの説明の先頭に [Completed] と表示されます。インスタンスのステータ
ス説明が更新するのに、最大で 1 時間ほどかかる場合があります。完了したメンテナンスイベントは、最
長で 1 週間、Amazon EC2 コンソールのダッシュボードに表示されます。
Amazon EBS によりバックアップされたインスタンスのアクション
メンテナンスが予定どおりに実行されるのを待機できます。または、インスタンスを停止および起動し
て、新しいホストに移行することもできます。インスタンスが停止したときにインスタンス設定を変更す
る方法に加えて、インスタンスの停止についての詳細は、「インスタンスの停止と起動 (p. 557)」を参照
してください。
スケジュールされたメンテナンスイベントに対応した、即時の停止と開始を自動化することができます。
詳細については、AWS Health ユーザーガイドの「EC2 インスタンスのアクションの自動化」を参照して
ください。
インスタンスストアによりバックアップされたインスタンスのアクション
メンテナンスが予定どおりに実行されるのを待機できます。または、予定されたメンテナンス期間中に通
常の運用を維持する場合、最新の AMI から代替インスタンスを起動し、予定されたメンテナンス期間より
前に必要なデータをすべて代替インスタンスに移行した後、元のインスタンスを終了できます。

スケジュールされたイベントの再スケジュール
都合の良い日時にイベントが発生するように、予定を再スケジュールできます。期限が設定されているイ
ベントのみを再スケジュールできます。イベントの再スケジュールに適用される制限 (p. 1106)は他にもあ
ります。
イベントは、次のいずれかの方法で再スケジュールできます。
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New console

コンソールを使用してイベントを再スケジュールするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Events] を選択します。

3.

フィルターリストから [リソースタイプ: インスタンス] を選択します。

4.

1 つ以上のインスタンスを選択し、[アクション]、[Schedule event] の順に選択します。
[期限] でイベント期限を設定したイベントのみを再スケジュールできます。選択したイベントの
いずれかに期限がない場合、[アクション]、[Schedule event] は無効になります。

5.

[New start time] に、イベントの新しい日時を入力します。新しい日時は、[Event deadline] より
前に設定する必要があります。

6.

[Save] を選択します。
更新されたイベント開始時刻がコンソールに反映されるまで、1～2 分かかることがあります。

Old console

コンソールを使用してイベントを再スケジュールするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Events] を選択します。

3.

フィルターリストから [インスタンスリソース] を選択します。

4.

1 つ以上のインスタンスを選択したら、[アクション]、[Schedule Event (イベントのスケジュー
ル)] を選択します。
[Event Deadline (イベント期限)] の値で示されるイベント期限があるイベントのみ、再スケジュー
ルできます。

5.

[Event start time] に、イベントの新しい日付と時刻を入力します。新しい日時は、[Event
Deadline] より前に設定する必要があります。

6.

[Schedule Event] (イベントのスケジュール) を選択します。
更新されたイベント開始時刻がコンソールに反映されるまで、1～2 分かかることがあります。

AWS CLI

AWS CLI を使用してイベントを再スケジュールするには
1.

NotBeforeDeadline の値で示されるイベント期限があるイベントのみ、再スケジュールできま
す。describe-instance-status コマンドを使用して NotBeforeDeadline パラメータ値を表示し
ます。
aws ec2 describe-instance-status --instance-id i-1234567890abcdef0

次の出力例は、system-reboot に値があるため再スケジュールできる NotBeforeDeadline
イベントを示しています。
[

"Events": [

{

"InstanceEventId": "instance-event-0d59937288b749b32",
"Code": "system-reboot",
"Description": "The instance is scheduled for a reboot",
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]

2.

]

}

"NotAfter": "2019-03-14T22:00:00.000Z",
"NotBefore": "2019-03-14T20:00:00.000Z",
"NotBeforeDeadline": "2019-04-05T11:00:00.000Z"

イベントを再スケジュールするには、modify-instance-event-start-time コマンドを使用しま
す。not-before パラメータを使用して新しいイベント開始時刻を指定します。新しいイベント
開始時刻は、NotBeforeDeadline より前にする必要があります。
aws ec2 modify-instance-event-start-time --instance-id i-1234567890abcdef0
--instance-event-id instance-event-0d59937288b749b32 --notbefore 2019-03-25T10:00:00.000

describe-instance-status コマンドが更新された not-before パラメータ値を返すまでに、1～2
分かかることがあります。

制約事項
• イベント期限があるイベントのみ再スケジュールできます。イベントは、イベント期限日まで再スケ
ジュールできます。コンソールの [期限] 列と NotBeforeDeadline の AWS CLI フィールドは、イベン
トに期限が設定されていることを示します。
• まだ開始していないイベントのみ再スケジュールできます。コンソールの [開始時刻] 列と NotBefore
の AWS CLI フィールドは、イベントの開始時刻を示します。あと 5 分で開始するようにスケジュール
されているイベントは、再スケジュールできません。
• 新しいイベント開始時刻は、現在の時刻から少なくとも 60 分後にする必要があります。
• コンソールを使用して複数のイベントを再スケジュールすると、イベント期限は最も早い期限日のイベ
ントによって決定されます。

スケジュールしたイベント用のイベントウィンドウの定義
スケジュールされたイベントに対して、週ごとに繰り返されるカスタムのイベントウィンドウを定義し
て、Amazon EC2 インスタンスを再起動、停止、終了させることができます。イベントウィンドウに
は、1 つ以上のインスタンスを関連付けることができます。これらのインスタンスにスケジュールされた
イベントが設定されている場合、AWS は、関連するイベントウィンドウ内でイベントをスケジュールしま
す。
ワークロードのオフピーク期間にイベントウィンドウを指定することで、ワークロードの可用性を最大化
できます。また、内部的な保守スケジュールにイベントウィンドウを合わせることもできます。
イベントウィンドウを定義するには、一連の時間範囲を指定します。最小期間は 2 時間です。全体を合計
した時間範囲は、最小で 4 時間必要です。
インスタンス ID またはインスタンスタグを使用して、1 つ以上のインスタンスをイベントウィンドウに関
連付けることができます。また、ホスト ID を使用して、Dedicated Hosts をイベントウィンドウに関連付
けることもできます。

Warning
イベントウィンドウは、インスタンスを停止、再起動、または終了する、スケジュールされたイ
ベントにのみ適用されます。
イベントウィンドウは、以下には適用されません。
• スケジュールされたイベントとネットワーク保守イベントの迅速化。
• AutoRecovery や予期しない再起動などのスケジュール外の保守作業。
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イベントウィンドウの使用
• 考慮事項 (p. 1107)
• イベントウィンドウの表示 (p. 1107)
• イベントウィンドウの作成 (p. 1109)
• イベントウィンドウの変更 (p. 1113)
• イベントウィンドウの削除 (p. 1117)
• イベントウィンドウのタグ付け (p. 1118)

考慮事項
• イベントウィンドウの時刻はすべて UTC で表示されます。
• 週ごとのイベントウィンドウの最小期間は 4 時間です。
• 各イベント期間内の時間範囲は、少なくとも 2 時間に設定する必要があります。
• イベントウィンドウには、ターゲットタイプ (インスタンスID、Dedicated Host ID、またはインスタン
スタグ) を 1 つだけ関連付けることができます。
• 1 つのターゲット (インスタンス ID、Dedicated Host ID、またはインスタンスタグ) は、1 つのイベント
ウィンドウにのみ関連付けることが可能です。
• 1 つのイベントウィンドウには、最大 100 個のインスタンス ID、または 50 個の Dedicated Host ID、ま
たは 50 個のインスタンスタグを関連付けることができます。インスタンスタグは、任意の数のインス
タンスに関連付けることができます。
• 個々の AWS リージョンで、最大 200 個までのイベントウィンドウを作成できます。
• 複数のインスタンスがイベントウィンドウに関連付けられている場合、スケジュールされたイベントが
同時に発生する可能性があります。
• 既に AWS によりスケジュールされたイベントが存在する場合、イベントウィンドウを変更しても、ス
ケジュールされたイベントの時間は変更されません。イベントに締め切り日がある場合は、イベントの
再スケジュール (p. 1104)が行えます。
• インスタンスを新しいホストに移行するためのスケジュールされたイベントの前に、そのインスタンス
を停止および開始することで、スケジュールされたイベントを発生しないようにできます。

イベントウィンドウの表示
次のいずれかの方法で、イベントウィンドウを表示できます。
Console

コンソールを使用してイベントウィンドウ表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Events] を選択します。

3.

[Actions] (アクション)、[Manage event windows] (イベントウィンドウの管理) を選択します。

4.

イベントウィンドウを選択し詳細を表示します。

AWS CLI
AWS CLI を使用してすべてのイベントウィンドウを表示するには
describe-instance-event-windows コマンドを使用します。
aws ec2 describe-instance-event-windows \
--region us-east-1
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正常な出力
{

"InstanceEventWindows": [
{
"InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
"Name": "myEventWindowName",
"CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
"AssociationTarget": {
"InstanceIds": [
"i-1234567890abcdef0",
"i-0598c7d356eba48d7"
],
"Tags": [],
"DedicatedHostIds": []
},
"State": "active",
"Tags": []
}
...

}

],
"NextToken": "9d624e0c-388b-4862-a31e-a85c64fc1d4a"

AWS CLI を使用して特定のイベントウィンドウを表示するには
describe-instance-event-windows コマンドで --instance-event-window-idパラメータを使用し
て、特定のイベントウィンドウの詳細を表示します。
aws ec2 describe-instance-event-windows \
--region us-east-1 \
--instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890

AWS CLI を使用して、1 つ以上のフィルターに一致するイベントウィンドウを表示するには、
describe-instance-event-windows コマンドで --filters パラメータを使用します。以下の例で
は、指定されたインスタンスに関連付けられているすべてのイベントウィンドウを表示するため
に、instance-id フィルターを使用しています。
フィルタを使用すると、直接的な一致が評価されます。ただし、instance-id フィルターの場合は
異なります。直接一致するインスタンス ID が見つからない場合は、インスタンスタグや Dedicated
Host ID (インスタンスが Dedicated Host 上にある場合) など、イベントウィンドウとの間接的な関連
付けまでが評価されます。
サポートされているフィルターの一覧については、AWS CLIリファレンスの「describe-instanceevent-windows」を参照してください。
aws ec2 describe-instance-event-windows \
--region us-east-1 \
--filters Name=instance-id,Values=i-1234567890abcdef0 \
--max-results 100 \
--next-token <next-token-value>

正常な出力
次の例では、インスタンスはイベントウィンドウに関連付けられた Dedicated Host 上に置かれていま
す。
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{

}

"InstanceEventWindows": [
{
"InstanceEventWindowId": "iew-0dbc0adb66f235982",
"TimeRanges": [
{
"StartWeekDay": "sunday",
"StartHour": 2,
"EndWeekDay": "sunday",
"EndHour": 8
}
],
"Name": "myEventWindowName",
"AssociationTarget": {
"InstanceIds": [],
"Tags": [],
"DedicatedHostIds": [
"h-0140d9a7ecbd102dd"
]
},
"State": "active",
"Tags": []
}
]

イベントウィンドウの作成
イベントウィンドウは、複数作成できます。イベントウィンドウごとに、1 つ以上の時間ブロックを指定
します。例えば、毎日の午前 4 時に発生し 2 時間継続する時間ブロックを持つイベントウィンドウを作成
できます。あるいは、日曜日の午前 2 時から午前 4 時、および水曜日の午前 3 時から午前 5 時に発生する
時間ブロックを持つイベントウィンドウを作成することもできます。
イベントウィンドウの制限については、このトピックの前半で 考慮事項 (p. 1107) を参照してください。
イベントウィンドウは、削除されない限り毎週繰り返されます。
イベントウィンドウを作成するには、次のいずれかの方法を使用します。
Console

コンソールを使用してイベントウィンドウを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインの [Events] を選択します。
[インスタンスのイベントウィンドウを作成] をクリックします。

4.
5.

[イベントウィンドウ名] に、イベントウィンドウのわかりやすい名前を入力します。
[イベントウィンドウのスケジュール] で、イベントウィンドウ内の時間ブロックを指定するため
に、Cron スケジュールビルダーを使用するか、あるいは時間範囲で指定するかを選択します。
• [Cron スケジュールビルダー] を選択した場合は以下を指定します。
1. [曜日 (UTC)] で、イベントウィンドウを発生させる曜日を指定します。
2. [開始時刻 (UTC)] で、イベントウィンドウが開始する時刻を指定します。
3. [期間] で、イベントウィンドウ内の時間ブロックの継続時間を指定します。各時間ブロック
に設定できる最小期間は 2 時間です。イベントウィンドウの最小期間は、合計で 4 時間以上
にする必要があります。すべての時刻は協定世界時 (UTC) です。
• [時間範囲] を選択した場合は、[新しい時間範囲の追加] をクリックし、開始する日時ならびに
終了する日時を指定します。各時間範囲に対して、これを繰り返します。各時間範囲に設定で
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きる最小期間は 2 時間です。時間範囲の最小期間は、全体を合計して 4 時間以上にする必要が
あります。
6.

(オプション) [ターゲットの詳細] では、1 つ以上のインスタンスをイベントウィンドウに関連付け
ます。これにより、インスタンスでメンテナンスがスケジュールされている場合、関連付けられ
たイベントウィンドウ中に、スケジュールされたイベントが発生するように設定できます。イン
スタンス ID またはインスタンスタグを使用して、1 つ以上のインスタンスをイベントウィンドウ
に関連付けることができます。Dedicated Hosts をイベントウィンドウに関連付けるには、ホスト
ID を使用します。
イベントウィンドウの作成時、そのウィンドウとターゲットの関連付けは必須ではありません。
作成後、ウィンドウを変更して、1 つ以上のターゲットを関連付けることができます。

7.

(オプション) [イベントウィンドウのタグ] で、[タグを追加] をクリックし、タグのキーおよび値を
入力します。各タグについて、これを繰り返します。

8.

[イベントウィンドウの作成] をクリックします。

AWS CLI
AWS CLI を使用してイベントウィンドウを作成するには、まずイベントウィンドウを作成した後で、
そのイベントウィンドウに 1 つ以上のターゲットを関連付けます。
イベントウィンドウを作成する
イベントウィンドウの作成時は、時間範囲のセットを指定するか、cron 式を使用するかのいずれかを
定義できますが、両方を定義することはできません。
AWS CLI を使用して時間範囲を設定したイベントウィンドウを作成するには
--time-range パラメータを指定しながら create-instance-event-window コマンドを実行します。ま
た、--cron-expression パラメータを指定することはできません。
aws ec2 create-instance-event-window \
--region us-east-1 \
--time-range StartWeekDay=monday,StartHour=2,EndWeekDay=wednesday,EndHour=8 \
--tag-specifications "ResourceType=instance-event-window,Tags=[{Key=K1,Value=V1}]"
\
--name myEventWindowName

正常な出力
{

}

"InstanceEventWindow": {
"InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
"TimeRanges": [
{
"StartWeekDay": "monday",
"StartHour": 2,
"EndWeekDay": "wednesday",
"EndHour": 8
}
],
"Name": "myEventWindowName",
"State": "creating",
"Tags": [
{
"Key": "K1",
"Value": "V1"
}
]
}
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AWS CLI を使用して cron 式を指定しながらイベントウィンドウを作成するには、
--cron-expression パラメータを指定しながら create-instance-event-window コマンドを実行しま
す。また、--time-range パラメータを指定することはできません。
aws ec2 create-instance-event-window \
--region us-east-1 \
--cron-expression "* 21-23 * * 2,3" \
--tag-specifications "ResourceType=instance-event-window,Tags=[{Key=K1,Value=V1}]"
\
--name myEventWindowName

正常な出力
{

}

"InstanceEventWindow": {
"InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
"Name": "myEventWindowName",
"CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
"State": "creating",
"Tags": [
{
"Key": "K1",
"Value": "V1"
}
]
}

イベントウィンドウとターゲットの関連付け
イベントウィンドウには、1 つのタイプのターゲッ (インスタンス ID、Dedicated Host ID、またはイ
ンスタンスタグ) のみを関連付けることができます。
AWS CLI を使用してイベントウィンドウとインスタンスタグを関連付けるには
instance-event-window-id パラメータによりイベントウィンドウを指定しながら、associateinstance-event-window コマンドを実行します。インスタンスタグを関連付けるには、-association-target パラメータを使用し、その値に 1 つ以上のタグを指定します。
aws ec2 associate-instance-event-window \
--region us-east-1 \
--instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
--association-target "InstanceTags=[{Key=k2,Value=v2},{Key=k1,Value=v1}]"

正常な出力
{

"InstanceEventWindow": {
"InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
"Name": "myEventWindowName",
"CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
"AssociationTarget": {
"InstanceIds": [],
"Tags": [
{
"Key": "k2",
"Value": "v2"
},
{
"Key": "k1",
"Value": "v1"
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}
],
"DedicatedHostIds": []

}

}

},
"State": "creating"

AWS CLI を使用してイベントウィンドウに 1 つ以上のインスタンスを関連付けるには
instance-event-window-id パラメータによりイベントウィンドウを指定しながら、associateinstance-event-window コマンドを実行します。インスタンスを関連付けるには --associationtarget パラメータを使用し、その値に 1 つ以上のインスタンス ID を指定します。
aws ec2 associate-instance-event-window \
--region us-east-1 \
--instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
--association-target "InstanceIds=i-1234567890abcdef0,i-0598c7d356eba48d7"

正常な出力
{

}

"InstanceEventWindow": {
"InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
"Name": "myEventWindowName",
"CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
"AssociationTarget": {
"InstanceIds": [
"i-1234567890abcdef0",
"i-0598c7d356eba48d7"
],
"Tags": [],
"DedicatedHostIds": []
},
"State": "creating"
}

AWS CLI を使用して Dedicated Host とイベントウィンドウを関連付けるには
instance-event-window-id パラメータによりイベントウィンドウを指定しながら、associateinstance-event-window コマンドを実行します。専有ホストを関連付けるには、--associationtargetパラメータを使用し、その値に 1 つ以上の Dedicated Host ID を指定します。
aws ec2 associate-instance-event-window \
--region us-east-1 \
--instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
--association-target "DedicatedHostIds=h-029fa35a02b99801d"

正常な出力
{

"InstanceEventWindow": {
"InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
"Name": "myEventWindowName",
"CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
"AssociationTarget": {
"InstanceIds": [],
"Tags": [],
"DedicatedHostIds": [
"h-029fa35a02b99801d"
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}

}

]
},
"State": "creating"

イベントウィンドウの変更
イベントウィンドウに関しては、その ID 以外のすべてのフィールドを変更できます。たとえば、夏時間の
開始時に、イベントウィンドウのスケジュールを変更できます。既存のイベントウィンドウに対しては、
ターゲットの追加または削除が必要になることもあります。
イベントウィンドウを変更するには、次のいずれかの方法を使用します。
Console

コンソールを使用してイベントウィンドウを変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインの [Events] を選択します。
[Actions] (アクション)、[Manage event windows] (イベントウィンドウの管理) を選択します。

4.

変更するイベントウィンドウを選択し、そして[Actions] (アクション)、[Modify instance event
window] (インスタンスイベントウィンドウの変更) を選択します。

5.

イベントウィンドウの各フィールドを変更した後、[イベントウィンドウの変更] をクリックしま
す。

AWS CLI
AWS CLI を使用してイベントウィンドウを変更する場合は、時間範囲または cron 式の変更や、1 つ
以上のターゲットのイベントウィンドウへの関連付け、あるいはその関連付けの解除が可能です。
イベントウィンドウ時間の変更
イベントウィンドウでは、時間範囲または cron 式のいずれかの変更が可能ですが、両方を変更するこ
とはできません。
AWS CLI を使用してイベントウィンドウの時間範囲を変更するには
変更するイベントウィンドウを指定しながら、modify-instance-event-window コマンドを実行しま
す。--time-range パラメータにより時間範囲を変更します。また、--cron-expression パラ
メータを指定することはできません。
aws ec2 modify-instance-event-window \
--region us-east-1 \
--instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890
--time-range StartWeekDay=monday,StartHour=2,EndWeekDay=wednesday,EndHour=8

正常な出力
{

"InstanceEventWindow": {
"InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
"TimeRanges": [
{
"StartWeekDay": "monday",
"StartHour": 2,
"EndWeekDay": "wednesday",
"EndHour": 8
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}

}

}
],
"Name": "myEventWindowName",
"AssociationTarget": {
"InstanceIds": [
"i-0abcdef1234567890",
"i-0be35f9acb8ba01f0"
],
"Tags": [],
"DedicatedHostIds": []
},
"State": "creating",
"Tags": [
{
"Key": "K1",
"Value": "V1"
}
]

AWS CLI を使用してイベントウィンドウの時間範囲のセットを変更するには
変更するイベントウィンドウを指定しながら、modify-instance-event-window コマンドを実行しま
す。--time-range パラメータにより時間範囲を変更します。また、--cron-expression パラ
メータを同じ呼び出しで指定することはできません。
aws ec2 modify-instance-event-window \
--region us-east-1 \
--instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
--time-range '[{"StartWeekDay": "monday", "StartHour": 2, "EndWeekDay":
"wednesday", "EndHour": 8},
{"StartWeekDay": "thursday", "StartHour": 2, "EndWeekDay": "friday", "EndHour": 8}]'

正常な出力
{

"InstanceEventWindow": {
"InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
"TimeRanges": [
{
"StartWeekDay": "monday",
"StartHour": 2,
"EndWeekDay": "wednesday",
"EndHour": 8
},
{
"StartWeekDay": "thursday",
"StartHour": 2,
"EndWeekDay": "friday",
"EndHour": 8
}
],
"Name": "myEventWindowName",
"AssociationTarget": {
"InstanceIds": [
"i-0abcdef1234567890",
"i-0be35f9acb8ba01f0"
],
"Tags": [],
"DedicatedHostIds": []
},
"State": "creating",
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}

}

"Tags": [
{
"Key": "K1",
"Value": "V1"
}
]

AWS CLI を使用してイベントウィンドウの cron 式を変更するには
変更するイベントウィンドウを指定しながら、modify-instance-event-window コマンドを実行しま
す。--cron-expression パラメータにより cron 式を変更します。また、--time-range パラメー
タを指定することはできません。
aws ec2 modify-instance-event-window \
--region us-east-1 \
--instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
--cron-expression "* 21-23 * * 2,3"

正常な出力
{

}

"InstanceEventWindow": {
"InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
"Name": "myEventWindowName",
"CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
"AssociationTarget": {
"InstanceIds": [
"i-0abcdef1234567890",
"i-0be35f9acb8ba01f0"
],
"Tags": [],
"DedicatedHostIds": []
},
"State": "creating",
"Tags": [
{
"Key": "K1",
"Value": "V1"
}
]
}

イベントウィンドウに関連付けられたターゲットの変更
イベントウィンドウには、追加のターゲットを関連付けることができます。また、イベントウィン
ドウで、ターゲットとの既存の関連付けを解除することもできます。ただし、イベントウィンドウに
は、1 つのタイプのターゲット (インスタンス ID、Dedicated Host ID、またはインスタンスタグ) のみ
を関連付けることができます。
イベントウィンドウに追加ターゲットを関連付けるには
ターゲットをイベントウィンドウに関連付ける手順については、「Associate a target with an event
window」を参照してください。
AWS CLI を使用して、イベントウィンドウからインスタンスタグの関連付けを解除するには
instance-event-window-id パラメータを使用してイベントウィンドウを指定しなが
ら、disassociate-instance-event-window コマンドを実行します。インスタンスタグの関連付けを解除
するには、--association-target パラメータを使用し、その値に 1 つ以上のタグを指定します。
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aws ec2 disassociate-instance-event-window \
--region us-east-1 \
--instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
--association-target "InstanceTags=[{Key=k2,Value=v2},{Key=k1,Value=v1}]"

正常な出力
{

}

"InstanceEventWindow": {
"InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
"Name": "myEventWindowName",
"CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
"AssociationTarget": {
"InstanceIds": [],
"Tags": [],
"DedicatedHostIds": []
},
"State": "creating"
}

AWS CLI を使用して、イベントウィンドウから 1 つ以上のインスタンスの関連付けを解除するには、
instance-event-window-id パラメータを使用してイベントウィンドウを指定しなが
ら、disassociate-instance-event-window コマンドを実行します。インスタンスの関連付けを解除する
には、--association-target パラメータを使用し、その値に 1 つ以上のインスタンス ID を指定
します。
aws ec2 disassociate-instance-event-window \
--region us-east-1 \
--instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
--association-target "InstanceIds=i-1234567890abcdef0,i-0598c7d356eba48d7"

正常な出力
{

}

"InstanceEventWindow": {
"InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
"Name": "myEventWindowName",
"CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
"AssociationTarget": {
"InstanceIds": [],
"Tags": [],
"DedicatedHostIds": []
},
"State": "creating"
}

AWS CLI を使用して Dedicated Host とイベントウィンドウとの関連付けを解除するには
instance-event-window-id パラメータを使用してイベントウィンドウを指定しなが
ら、disassociate-instance-event-window コマンドを実行します。Dedicated Host の関連付けを解除す
るには、--association-target パラメータを使用し、その値に 1 つ以上の Dedicated Host ID を
指定します。
aws ec2 disassociate-instance-event-window \
--region us-east-1 \
--instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
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--association-target DedicatedHostIds=h-029fa35a02b99801d

正常な出力
{

}

"InstanceEventWindow": {
"InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
"Name": "myEventWindowName",
"CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
"AssociationTarget": {
"InstanceIds": [],
"Tags": [],
"DedicatedHostIds": []
},
"State": "creating"
}

イベントウィンドウの削除
次のいずれかの方法を使用して、一度に 1 つのイベントウィンドウを削除できます。
Console

コンソールを使用してイベントウィンドウを削除するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインの [Events] を選択します。

3.
4.

[アクション]、[イベントウィンドウの管理] の順にクリックします。
削除するイベントウィンドウを選択し、[アクション]、[インスタンスのイベントウィンドウの削
除] の順にクリックします。

5.

確認を求めるメッセージが表示されたら、「delete」と入力し、[削除] を選択します。

AWS CLI
AWS CLI を使用してイベントウィンドウを削除するには
削除するイベントウィンドウを指定しながら、delete-instance-event-window コマンドを実行します。
aws ec2 delete-instance-event-window \
--region us-east-1 \
--instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890

AWS CLI によりイベントウィンドウを強制的に削除するには
現在、イベントウィンドウがターゲットに関連付けられている場合には、--force-delete パラ
メータを使用します。
aws ec2 delete-instance-event-window \
--region us-east-1 \
--instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
--force-delete

正常な出力
{

"InstanceEventWindowState": {
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}

}

"InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
"State": "deleting"

イベントウィンドウのタグ付け
イベントウィンドウは、作成時またはその後にタグ付けすることができます。
作成時にイベントウィンドウのタグ付けを行うには、「イベントウィンドウの作成 (p. 1109)」を参照して
ください。
イベントウィンドウにタグ付けを行うには、次のいずれかの方法を使用します。
Console

コンソールにより、既存のイベントウィンドウにタグ付けを行うには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Events] を選択します。

3.

[アクション]、[イベントウィンドウの管理] の順にクリックします。

4.

タグ付けするイベントウィンドウを選択し、[アクション]、[インスタンスのイベントウィンドウ
タグの管理] の順にクリックします。

5.
6.

[タグを追加] をクリックしタグを追加します。各タグについて、これを繰り返します。
[Save] を選択します。

AWS CLI
AWS CLI を使用して既存のイベントウィンドウにタグ付けを行うには
create-tags コマンドを使用して、既存のリソースにタグを付けます。以下の例では、既存のイベント
ウィンドウに、1 つのタグ (Key=purpose and Value=test) が付けられます。
aws ec2 create-tags \
--resources iew-0abcdef1234567890 \
--tags Key=purpose,Value=test

CloudWatch を使用したインスタンスのモニタリン
グ
Amazon CloudWatch を使用してインスタンスをモニタリングすることで、Amazon EC2 から未加工デー
タを収集し、リアルタイムに近い読み取り可能なメトリクスに加工することができます。これらの統計は
15 か月間記録されるため、履歴情報にアクセスしてウェブアプリケーションやサービスの動作をより的確
に把握できます。
デフォルトでは、Amazon EC2 は 5 分ごとにメトリクスデータを CloudWatch に送信します。1 分ごとに
インスタンスのメトリクスデータを CloudWatch に送信するには、インスタンスで詳細モニタリングを有
効にできます。詳細については、「インスタンスの詳細モニタリングを有効または無効にする (p. 1119)」
を参照してください。
Amazon EC2 コンソールには、Amazon CloudWatch の未加工データに基づいて一連のグラフが表示され
ます。必要に応じて、コンソールのグラフではなく Amazon CloudWatch からインスタンスのデータを取
得することもできます。
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Amazon CloudWatch の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。
コンテンツ
• インスタンスの詳細モニタリングを有効または無効にする (p. 1119)
• インスタンスの利用可能な CloudWatch メトリクスのリスト表示 (p. 1121)
• インスタンスのメトリクスの統計情報を取得する (p. 1133)
• インスタンスのグラフメトリクス (p. 1141)
• インスタンスの CloudWatch アラームを作成する (p. 1141)
• インスタンスを停止、終了、再起動、または復旧するアラームを作成する (p. 1143)

インスタンスの詳細モニタリングを有効または無効に
する
デフォルトでは、インスタンスで基本モニタリングが有効になります。オプションで詳細モニタリングを
有効にできます。詳細モニタリングを有効にすると、Amazon EC2 コンソールに、インスタンスの 1 分間
ごとのモニタリンググラフが表示されます。
以下では、インスタンスの基本モニタリングおよび詳細モニタリングのためのデータ間隔と料金について
説明します。
モニタリングタイ
プ

説明

料金

基本モニタリング

データは自動的に 5 分間隔で取得されま 料金は発生しません。
す。

詳細モニタリング

データは 1 分間隔で取得されます。この
レベルのデータを取得するには、インス
タンスのデータ取得を明確に有効にする
必要があります。詳細モニタリングを有
効にしたインスタンスでは、同様のイン
スタンスグループの集約データを取得す
ることもできます。

料金は、CloudWatch に送信されるメ
トリックスごとに発生します。デー
タストレージに対しては料金が発生し
ません。詳細については、「Amazon
CloudWatch の料金」ページの、「有料
利用枠」および「例 1 –EC2 の詳細モニ
タリング」を参照してください。

トピック
• 必要な IAM アクセス許可 (p. 1119)
• 詳細モニタリングを有効にする (p. 1119)
• 詳細モニタリングの無効化 (p. 1120)

必要な IAM アクセス許可
インスタンスの詳細モニタリングを有効にするには、IAM ユーザーに MonitorInstances API アクションを
使用するためのアクセス許可が必要です。インスタンスの詳細モニタリングをオフにするには、IAM ユー
ザーに UnmonitorInstances API アクションを使用するためのアクセス許可が必要です。

詳細モニタリングを有効にする
インスタンスが実行または停止された後で、起動時にインスタンスの詳細モニタリングを有効にできま
す。インスタンスで詳細モニタリングを有効にしても、そのインスタンスに接続されている EBS ボリュー
ムのモニタリングには影響しません。詳細については、「Amazon EBS の Amazon CloudWatch メトリク
ス (p. 1776)」を参照してください。
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New console

既存のインスタンスの詳細モニタリングを有効にするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[Actions (アクション)]、[Monitoring (モニタリング)]、[Manage detailed
monitoring (詳細モニタリングの管理)] の順に選択します。

4.

[Detailed monitoring (詳細モニタリング)] 詳細 ページの [Detailed monitoring (詳細モニタリング)]
で、[Enable (有効)] チェックボックスをオンにします。

5.

[Save] を選択します。

インスタンスの起動時に詳細モニタリングを有効にするには
AWS Management Console を使用してインスタンスを起動する場合は、[Configure Instance Details]
ページの [Monitoring] チェックボックスをオンにします。
Old console

既存のインスタンスの詳細モニタリングを有効にするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択して、[Actions]、[CloudWatch Monitoring]、[Enable Detailed Monitoring] を選
択します。

4.

[詳細モニタリングを有効化] ダイアログボックスで、[Yes, Enable] を選択します。

5.

[閉じる] を選択します。

インスタンスの起動時に詳細モニタリングを有効にするには (コンソール)
AWS Management Console を使用してインスタンスを起動する場合は、[Configure Instance Details]
ページの [Monitoring] チェックボックスをオンにします。
AWS CLI
既存のインスタンスの詳細モニタリングを有効にするには
次の monitor-instances コマンドを使用して、指定したインスタンスの詳細モニタリングを有効にしま
す。
aws ec2 monitor-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0

インスタンスの起動時に詳細モニタリングを有効にするには
run-instances コマンドを --monitoring フラグとともに使用して詳細モニタリングを有効にしま
す。
aws ec2 run-instances --image-id ami-09092360 --monitoring Enabled=true...

詳細モニタリングの無効化
インスタンスが実行または停止された後で、起動時にインスタンスの詳細モニタリングを無効にできま
す。
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New console

詳細モニタリングを無効にするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
インスタンスを選択し、[Actions (アクション)]、[Monitoring (モニタリング)]、[Manage detailed
monitoring (詳細モニタリングの管理)] の順に選択します。

4.

[Detailed monitoring (詳細モニタリング)] 詳細 ページの [Detailed monitoring (詳細モニタリング)]
で、[Enable (有効)] チェックボックスをオフにします。
[Save] を選択します。

5.

Old console

詳細モニタリングを無効にするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択して、[Actions]、[CloudWatch Monitoring]、[Disable Detailed Monitoring] を
選択します。

4.

[詳細モニタリングを無効化] ダイアログボックスで、[Yes, Disable] を選択します。

5.

[閉じる] を選択します。

AWS CLI
詳細モニタリングを無効にするには
次の unmonitor-instances コマンドを使用して、指定したインスタンスの詳細モニタリングを無効にし
ます。
aws ec2 unmonitor-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0

インスタンスの利用可能な CloudWatch メトリクスの
リスト表示
Amazon EC2 はメトリクスを Amazon CloudWatch に送信します。AWS Management Console、AWS
CLI、または API を使用して、Amazon EC2 が CloudWatch に送信するメトリクスを一覧表示できます。
デフォルトで、各データポイントではインスタンスのアクティビティの開始後 5 分間が対象となります。
詳細モニタリングを有効にした場合、各データポイントは開始後 1 分間のアクティビティを対象としま
す。注意事項[最小]、[最大]、[平均] の統計では、EC2 が提供するメトリックスの最小粒度は 1 分であるこ
とに注意します。
これらのメトリクスの統計の取得については、「インスタンスのメトリクスの統計情報を取得す
る (p. 1133)」を参照してください。
コンテンツ
• インスタンスメトリクス (p. 1122)
•
•
•
•

CPU クレジットメトリクス (p. 1124)
Dedicated Hostsメトリクス (p. 1126)
Nitro ベースのインスタンスの Amazon EBS メトリクス (p. 1126)
ステータスチェックメトリクス (p. 1127)
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• トラフィックミラーリングのメトリクス (p. 1128)
•
•
•
•
•

Auto Scaling グループメトリクス (p. 1128)
Amazon EC2 メトリクスディメンション (p. 1128)
Amazon EC2 使用状況メトリクス (p. 1129)
コンソールを使用したメトリクスの一覧表示 (p. 1130)
AWS CLI を使用したメトリクスの一覧表示 (p. 1132)

インスタンスメトリクス
AWS/EC2 名前空間には、次のインスタンスメトリクスが含まれます。
メトリクス

説明

CPUUtilization

割り当てられた EC2 コンピュートユニットのうち、現在インスタン
ス上で使用されているものの比率。このメトリクスによって、選択
したインスタンスでアプリケーションを実行するのに必要な処理能
力を特定できます。
インスタンスタイプによっては、インスタンスがフルプロセッサ
コアに割り当てられていない場合に、オペレーティングシステムの
ツールが CloudWatch とは異なる比率を示す場合があります。
単位: パーセント

DiskReadOps

指定された期間にインスタンスで利用できるすべてのインスタンス
ストアボリュームでの、完了した読み取り操作。
その期間の 1 秒あたりの I/O 操作回数 (IOPS) の平均を算出するに
は、その期間の操作回数の合計をその期間の秒数で割ります。
インスタンスストアボリュームがない場合は、値が 0 であるか、メ
トリクスがレポートされません。
単位: カウント

DiskWriteOps

指定された期間にインスタンスで利用できるすべてのインスタンス
ストアボリュームへの、完了した書き込み操作。
その期間の 1 秒あたりの I/O 操作回数 (IOPS) の平均を算出するに
は、その期間の操作回数の合計をその期間の秒数で割ります。
インスタンスストアボリュームがない場合は、値が 0 であるか、メ
トリクスがレポートされません。
単位: カウント

DiskReadBytes

インスタンスで利用できるすべてのインスタンスストアボリューム
から読み取られたバイト数。
このメトリクスを使用すると、このインスタンスのハードディスク
からアプリケーションが読み取るデータの量がわかります。これを
利用すると、アプリケーションの速度がわかります。
報告された数は、期間中に受信されたバイト数です。基本 (5 分) モ
ニタリングを使用している場合、この数を 300 で除算してバイト/秒
を求めることができます。詳細 (1 分) モニタリングを使用している
場合は、この数を 60 で除算します。
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メトリクス

説明
インスタンスストアボリュームがない場合は、値が 0 であるか、メ
トリクスがレポートされません。
単位: バイト

DiskWriteBytes

インスタンスで利用できるすべてのインスタンスストアボリューム
に書き込まれたバイト数。
このメトリクスを使用すると、このインスタンスのハードディスク
にアプリケーションが書き込むデータの量がわかります。これを利
用すると、アプリケーションの速度がわかります。
報告された数は、期間中に受信されたバイト数です。基本 (5 分) モ
ニタリングを使用している場合、この数を 300 で除算してバイト/秒
を求めることができます。詳細 (1 分) モニタリングを使用している
場合は、この数を 60 で除算します。
インスタンスストアボリュームがない場合は、値が 0 であるか、メ
トリクスがレポートされません。
単位: バイト

MetadataNoToken

トークンを使用しないメソッドを使用してインスタンスメタデータ
サービスに正常にアクセスした回数。
このメトリクスにより、トークンを使用しない インスタンスメタ
データサービスバージョン 1 を使用してインスタンスメタデータに
アクセスするプロセスがあるかどうかがわかります。すべてのリク
エストがトークン支援のセッション (インスタンスメタデータサービ
スバージョン 2) を使用している場合、値は 0 になります。詳細につ
いては、「インスタンスメタデータサービスバージョン 2 の使用へ
の移行 (p. 796)」を参照してください。
単位: カウント

NetworkIn

すべてのネットワークインターフェイスを通じ、このインスタンス
によって受信されたバイトの数。このメトリクスは、1 つのインス
タンスへの受信ネットワークトラフィックの量を表しています。
報告された数は、期間中に受信されたバイト数です。基本 (5 分) の
モニタリングで統計情報に Sum 使用している場合であれば、この数
を 300 で除算してバイト/秒の値を求めることができます。詳細 (1
分) のモニタリングで統計情報に Sum 使用している場合合は、この
数を 60 で除算します。
単位: バイト
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メトリクス

説明

NetworkOut

すべてのネットワークインターフェイスを通じ、このインスタンス
から送信されたバイトの数。このメトリクスは、1 つのインスタン
スからの送信ネットワークトラフィックの量を表しています。
報告された数は、期間中に送信されたバイト数です。基本 (5 分) の
モニタリングで統計情報に Sum 使用している場合であれば、この数
を 300 で除算してバイト/秒の値を求めることができます。詳細 (1
分) のモニタリングで統計情報に Sum 使用している場合合は、この
数を 60 で除算します。
単位: バイト

NetworkPacketsIn

すべてのネットワークインターフェイスを通じ、このインスタンス
によって受信されたパケットの数。このメトリクスは、受信トラ
フィックのボリュームを単一インスタンスでのパケット数として識
別します。
このメトリクスは、基本モニタリング (5分間) でのみ使用が可能
です。５分間にインスタンスが受信した 1 秒あたりのパケット数
(PPS) は、Sum統計値を 300 で割ることで算出されます。
単位はカウント

NetworkPacketsOut

すべてのネットワークインターフェイスを通じ、このインスタンス
から送信されたパケットの数。このメトリクスは、送信トラフィッ
クのボリュームを単一インスタンスでのパケット数として識別しま
す。
このメトリクスは、基本モニタリング (5分間) でのみ使用が可能
です。5 分間にインスタンスが受信した 1 秒あたりのパケット数
(PPS) を計算するには、Sum 統計値を 300 で割ります。
単位はカウント

CPU クレジットメトリクス
AWS/EC2 名前空間は、バーストパフォーマンスインスタンス (p. 218)の以下の CPU クレジットメトリク
スを含みます。
メトリクス

説明

CPUCreditUsage

CPU 使用率に関してインスタンスで消費される CPU クレジットの
数。1 つの CPU クレジットは、1 個の vCPU が 100% の使用率で 1
分間実行されること、または、vCPU、使用率、時間の同等の組み
合わせ (例えば、1 個の vCPU が 50% の使用率で 2 分間実行される
か、2 個の vCPU が 25% の使用率で 2 分間実行される) に相当しま
す。
CPU クレジットメトリクスは、5 分間隔でのみ利用可能です。5 分
を超える期間を指定する場合は、Average 統計の代わりに Sum 統
計を使用します。
単位: クレジット (vCPU 分)
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メトリクス

説明

CPUCreditBalance

インスタンスが起動または開始後に蓄積した獲得 CPU クレジットの
数。T2 スタンダードの場合、CPUCreditBalance には蓄積された
起動クレジットの数も含まれます。
クレジットは、獲得後にクレジット残高に蓄積され、消費されると
クレジット残高から削除されます。クレジット残高には、インスタ
ンスサイズによって決まる上限があります。制限に到達すると、獲
得された新しいクレジットはすべて破棄されます。T2 スタンダード
の場合、起動クレジットは制限に対してカウントされません。
CPUCreditBalance のクレジットは、インスタンスがそのベース
ライン CPU 使用率を超えてバーストするために消費できます。
インスタンスが実行中の場合、CPUCreditBalance のクレジット
は期限切れになりません。T3 または T3a インスタンスが停止する
と、CPUCreditBalance 値は 7 日間保持されます。その後、蓄積
されたすべてのクレジットが失われます。T2 インスタンスが停止す
ると、CPUCreditBalance 値は保持されず、蓄積されたすべての
クレジットが失われます。
CPU クレジットメトリクスは、5 分間隔でのみ利用可能です。
単位: クレジット (vCPU 分)

CPUSurplusCreditBalance

unlimited 値がゼロの場合に CPUCreditBalance インスタンス
によって消費された余剰クレジットの数。
CPUSurplusCreditBalance 値は獲得した CPU クレジットによっ
て支払われます。余剰クレジットの数が、24 時間にインスタンスが
獲得できるクレジットの最大数を超えている場合、最大数を超えて
消費された余剰クレジットに対しては料金が発生します。
CPU クレジットメトリクスは、5 分間隔でのみ利用可能です。
単位: クレジット (vCPU 分)

CPUSurplusCreditsCharged

獲得 CPU クレジットにより支払われないために追加料金が発生し
た、消費された余剰クレジットの数。
消費された余剰クレジットは、以下のいずれかの状況に当てはまる
と料金が発生します。
• 消費された余剰クレジットが、インスタンスが 24 時間に獲得でき
る最大クレジット数を超えている。最大数を越えて消費された余
剰クレジットは、時間の最後に課金されます。
• インスタンスが停止または終了した。
• インスタンスは unlimited から standard に切り替わります。
CPU クレジットメトリクスは、5 分間隔でのみ利用可能です。
単位: クレジット (vCPU 分)
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Dedicated Hostsメトリクス
AWS/EC2 名前空間には、T3 Dedicated Hosts のための以下のメトリクスが含まれます。
メトリクス

説明

DedicatedHostCPUUtilization

Dedicated Host で実行されているインスタンスによって
現在使用されている割り当て済みコンピューティング容
量の割合。
単位: パーセント

Nitro ベースのインスタンスの Amazon EBS メトリクス
AWS/EC2 の名前空間には、ベアメタルインスタンスではない Nitro ベースのインスタンス用の次の
Amazon EBS メトリクスが含まれます。Nitro ベースのインスタンスタイプのリストについては、「Nitro
System 上に構築されたインスタンス (p. 201)」を参照してください。
メトリクス

説明

EBSReadOps

指定された期間にインスタンスに接続されたすべての
Amazon EBS ボリュームからの、完了した読み込みオペ
レーション。
その期間の 1 秒あたりの読み込み I/O 操作回数 (読み込
み IOPS) の平均を算出するには、その期間の操作回数の
合計をその期間の秒数で割ります。基本 (5 分) モニタリ
ングを使用している場合、この数を 300 で除算して読み
込み IOPS を計算することができます。詳細 (1 分) モニ
タリングを使用している場合は、この数を 60 で除算し
ます。
単位: 個

EBSWriteOps

指定された期間にインスタンスに接続されたすべての
EBS ボリュームからの、完了した書き込み操作。
その期間の 1 秒あたりの書き込み I/O 操作回数 (書き込
み IOPS) の平均を算出するには、その期間の操作回数の
合計をその期間の秒数で割ります。基本 (5 分) モニタリ
ングを使用している場合、この数を 300 で除算して書き
込み IOPS を計算することができます。詳細 (1 分) モニ
タリングを使用している場合は、この数を 60 で除算し
ます。
単位: 個

EBSReadBytes

指定した期間内にインスタンスに接続されたすべての
EBS ボリュームから読み取られたバイト数。
報告された数は、期間中に読み取られたバイト数です。
基本 (5 分) モニタリングを使用している場合、この数を
300 で除算して読み込みバイト/秒を求めることができま
す。詳細 (1 分) モニタリングを使用している場合は、こ
の数を 60 で除算します。
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メトリクス

説明
単位: バイト

EBSWriteBytes

指定した期間内にインスタンスに接続されたすべての
EBS ボリュームに書き込まれたバイト数。
報告された数は、期間中に書き込まれたバイト数です。
基本 (5 分) モニタリングを使用している場合、この数を
300 で除算して書き込みバイト/秒を求めることができま
す。詳細 (1 分) モニタリングを使用している場合は、こ
の数を 60 で除算します。
単位: バイト

EBSIOBalance%

バーストバケットの I/O 残りクレジットの割合に関する
情報を提供します。このメトリクスは基本モニタリング
専用です。
このメトリクスは、少なくとも 24 時間に 1 回、30
分間だけ最大パフォーマンスにバーストする一部の
*.4xlarge インスタンスサイズ以下でのみ使用できま
す。このメトリクスをサポートするインスタンスサイ
ズの完全なリストについては、EBS 最適化 (デフォル
ト) (p. 1739) 表の [Instance size] (インスタンスサイズ)
の列でアスタリスク (*) が付されているインスタンスタ
イプを参照してください。
Sum 統計は、このメトリクスに該当しません。
単位: パーセント

EBSByteBalance%

バーストバケットのスループット残りクレジットの割合
に関する情報を提供します。このメトリクスは基本モニ
タリング専用です。
このメトリクスは、少なくとも 24 時間に 1 回、30
分間だけ最大パフォーマンスにバーストする一部の
*.4xlarge インスタンスサイズ以下でのみ使用できま
す。このメトリクスをサポートするインスタンスサイ
ズの完全なリストについては、EBS 最適化 (デフォル
ト) (p. 1739) 表の [Instance size] (インスタンスサイズ)
の列でアスタリスク (*) が付されているインスタンスタ
イプを参照してください。
Sum 統計は、このメトリクスに該当しません。
単位: パーセント

EBS ボリューム用に提供されるメトリクスの詳細については、「Amazon EBS のメトリクス (p. 1776)」
を参照してください。スポットフリートに提供されるメトリクスの詳細については、「スポットフリート
の CloudWatch メトリクス (p. 1004)」を参照してください。

ステータスチェックメトリクス
AWS/EC2 名前空間には、次のステータスチェックメトリクスが含まれます。デフォルトでは、ステータス
チェックメトリクスは無料で 1 分の頻度で利用できます。新しく起動したインスタンスの場合、ステータ
スチェックメトリクスデータは、インスタンスが初期化状態を完了した後でのみ使用できます (インスタ
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ンスが実行中の状態になってから数分以内)。EC2 ステータスチェックの詳細については、「インスタンス
のステータスチェック (p. 1086)」を参照してください。
メトリクス

説明

StatusCheckFailed

インスタンスが過去 1 分間にインスタンスのステータスチェックと
システムステータスチェックの両方に合格したかどうかを報告しま
す。
このメトリクスは 0 (合格) または 1 (失敗) となります。
デフォルトでは、このメトリクスは無料で 1 分の頻度で利用できま
す。
単位: カウント

StatusCheckFailed_Instance 最近 1 分間にインスタンスがインスタンスステータスチェックに成
功したかどうかを報告します。
このメトリクスは 0 (合格) または 1 (失敗) となります。
デフォルトでは、このメトリクスは無料で 1 分の頻度で利用できま
す。
単位: カウント
StatusCheckFailed_System

最近 1 分間にインスタンスが システムステータスチェックに成功し
たかどうかを報告します。
このメトリクスは 0 (合格) または 1 (失敗) となります。
デフォルトでは、このメトリクスは無料で 1 分の頻度で利用できま
す。
単位: カウント

トラフィックミラーリングのメトリクス
AWS/EC2 名前空間には、ミラートラフィックのメトリクスが含まれます。詳細については、「Amazon
VPC トラフィックミラーリングガイド」の「Monitor mirrored traffic using Amazon CloudWatch」
(Amazon CloudWatch によるミラーリングされたトラフィックのモニタリング) を参照してください。

Auto Scaling グループメトリクス
AWS/AutoScaling 名前空間には、Auto Scaling グループのメトリクスが含まれます。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「Monitor CloudWatch metrics for your Auto Scaling
groups and instances (Auto Scaling グループとインスタンスの CloudWatch メトリクスのモニタリング)」
ご参照してください。

Amazon EC2 メトリクスディメンション
以下のディメンションを使用して、前の表に示したメトリクスを絞り込むことができます。
ディメンション

説明

AutoScalingGroupName

このディメンションを指定すると、リクエストしたデータがフィル
タリングされて、指定したキャパシティーグループ内のインスタン
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ディメンション

説明
スのものだけになります。Auto Scaling グループは、Auto Scaling
を使用する場合に定義するインスタンスのコレクションです。この
ディメンションを Amazon EC2 のメトリクスに対して使用できるの
は、インスタンスが Auto Scaling グループ内にあるときに限られま
す。詳細モニタリングまたは基本モニタリングが有効になっている
インスタンスに対して使用できます。

ImageId

このディメンションを指定すると、リクエストしたデータがフィル
タリングされて、この Amazon EC2 Amazon Machine Image (AMI)
を実行しているインスタンスのものだけになります。詳細モニタリ
ングが有効になっているインスタンスに対して使用できます。

InstanceId

このディメンションを指定すると、リクエストしたデータがフィル
タリングされて、指定のインスタンスのものだけになります。これ
を利用すると、どのインスタンスからのデータをモニタリングする
かを指定できます。

InstanceType

このディメンションを指定すると、リクエストしたデータがフィル
タリングされて、指定のインスタンスタイプで実行されているイン
スタンスのものだけになります。これを利用すると、実行されてい
るインスタンスのタイプでデータを分類することができます。例え
ば、m1.small インスタンスと m1.large インスタンスのデータを比較
して、アプリケーションに対するビジネス価値はどちらが上かを判
断します。詳細モニタリングが有効になっているインスタンスに対
して使用できます。

Amazon EC2 使用状況メトリクス
CloudWatch 使用状況メトリクスを使用して、アカウントのリソースの使用状況を把握できます。これら
のメトリクスを使用して、CloudWatch グラフやダッシュボードで現在のサービスの使用状況を可視化で
きます。
Amazon EC2 使用状況メトリクスは、AWS のサービスクォータに対応しています。使用量がサービス
クォータに近づいたときに警告するアラームを設定することもできます。CloudWatch とサービスクオー
タの統合については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「AWS 使用状況メトリクス」を参照し
てください。
Amazon EC2 は、AWS/Usage 名前空間に以下のメトリクスを公開します。
メトリクス

説明

ResourceCount

アカウントで実行されている指定されたリソースの数。リソース
は、メトリクスに関連付けられたディメンションによって定義され
ます。
このメトリクスで最も役に立つ統計は MAXIMUM です。これは、1 分
間の期間中に使用されるリソースの最大数を表します。

次のディメンションは、Amazon EC2 によって発行される使用状況メトリクスを絞り込むために使用され
ます。
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ディメンション

説明

Service

リソースを含む AWS のサービスの名前。Amazon EC2 使用状況メ
トリクスの場合、このディメンションの値は EC2 です。

Type

レポートされるエンティティのタイプ。現在、Amazon EC2 使用状
況メトリクスの有効な値は Resource のみです。

Resource

実行中のリソースのタイプ。現在、Amazon EC2 使用状況メトリク
スの有効な値は vCPU のみです。これは、実行中のインスタンスに
関する情報を返します。

Class

追跡されるリソースのクラス。vCPU ディメンションの値とし
て Resource を使用する Amazon EC2 使用状況メトリクスの
場合、有効な値は、Standard/OnDemand、F/OnDemand、G/
OnDemand、Inf/OnDemand、P/OnDemand、および X/OnDemand
です。
このディメンションの値は、メトリクスによって報告されるインス
タンスタイプの最初の文字を定義します。たとえば、Standard/
OnDemand は、A、C、D、H、I、M、R、T、Z で始まるタイプの
すべての実行中のインスタンスに関する情報を返し、G/OnDemand
は G で始まるタイプのすべてのインスタンスに関する情報を返しま
す。

コンソールを使用したメトリクスの一覧表示
メトリクスはまず名前空間ごとにグループ化され、次に各名前空間内の種々のディメンションの組み合わ
せごとにグループ化されます。例えば、Amazon EC2 で提供されるすべてのメトリクスを表示させること
もできれば、インスタンス ID、インスタンスタイプ、イメージ (AMI) ID、Auto Scaling グループでグルー
プ化された EC2 メトリクスを表示することもできます。

利用可能なメトリクスをカテゴリー別に表示するには (コンソール)
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Metrics (メトリクス)] を選択します。

3.

EC2 のメトリクスの名前空間を選択します。
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4.

メトリクスのディメンション (例えば、インスタンス別メトリクス) を選択します。
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5.

メトリクスを並べ替えるには、列見出しを使用します。メトリクスをグラフ表示するには、メトリク
スの横にあるチェックボックスを選択します。リソースでフィルタするには、リソース ID を選択し、
[Add to search] を選択します。メトリクスでフィルタするには、メトリクスの名前を選択し、[Add to
search] を選択します。

AWS CLI を使用したメトリクスの一覧表示
list-metrics コマンドを使用して、インスタンスの CloudWatch メトリクスをリスト表示します。
Amazon EC2 の利用可能なすべてのメトリクスを一覧表示するには (AWS CLI)
次の例では、Amazon EC2 のすべてのメトリクスを表示する目的で AWS/EC2 名前空間を指定します。
aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/EC2

出力例を次に示します。
{

"Metrics": [
{
"Namespace": "AWS/EC2",
"Dimensions": [
{
"Name": "InstanceId",
"Value": "i-1234567890abcdef0"
}
],
"MetricName": "NetworkOut"
},
{
"Namespace": "AWS/EC2",
"Dimensions": [
{
"Name": "InstanceId",
"Value": "i-1234567890abcdef0"
}
],
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},
{

}

]

},
...

"MetricName": "CPUUtilization"
"Namespace": "AWS/EC2",
"Dimensions": [
{
"Name": "InstanceId",
"Value": "i-1234567890abcdef0"
}
],
"MetricName": "NetworkIn"

インスタンスで利用可能なすべてのメトリクスをリスト表示するには (AWS CLI)
次の例では、指定のインスタンスの結果だけを表示する目的で AWS/EC2 名前空間と InstanceId ディメ
ンションを指定します。
aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/EC2 --dimensions
Name=InstanceId,Value=i-1234567890abcdef0

すべてのインスタンス間でメトリクスをリスト表示するには (AWS CLI)
次の例では、指定のメトリクスの結果だけを表示する目的で AWS/EC2 名前空間とメトリクス名を指定し
ます。
aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/EC2 --metric-name CPUUtilization

インスタンスのメトリクスの統計情報を取得する
インスタンスの CloudWatch メトリクスの統計情報を取得できます。
コンテンツ
• 統計の概要 (p. 1133)
• 特定のインスタンスの統計を取得する (p. 1134)
• インスタンス全体の統計の集約 (p. 1137)
• Auto Scaling グループ別に統計を集計する (p. 1139)
• AMI 別に統計を集計する (p. 1140)

統計の概要
統計とは、メトリクスデータを指定した期間で集計したものです。CloudWatch は、カスタムデータまた
は AWS の他のサービスから CloudWatch に提供された、メトリクスデータポイントに基づく統計を提供
します。集約は、指定した期間内に、名前空間、メトリクス名、ディメンション、データポイントの測定
単位を用いて行われます。次の表は利用可能な統計を説明しています。
統計

説明

Minimum

指定された期間に認められた最小値です。この値を用いて、アプリケーションの低ボ
リュームのアクティビティを判断できます。
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統計

説明

Maximum

指定された期間に認められた最大値です。この値を用いて、アプリケーションの高ボ
リュームのアクティビティを判断できます。

Sum

該当するメトリクスで加算されたすべての合計値です。この統計は、メトリクスの合計
ボリュームを判断するのに役立ちます。

Average

指定した期間の Sum/SampleCount の値です。この統計を Minimum および Maximum
と比較することで、メトリクスの全容、および平均使用量がどれくらい Minimum と
Maximum に近いかを判断できます。この比較は、必要に応じていつリソースを増減さ
せるべきかを知るのに役立ちます。

SampleCount

統計計算で使用するデータポイントのカウント (数) です。

pNN.NN

指定されたパーセンタイルの値。小数点以下最大 2 桁を使用して、任意のパーセンタ
イルを指定できます (p95.45 など)。

特定のインスタンスの統計を取得する
次の例では、AWS Management Console または AWS CLI を使用して、特定の EC2 インスタンスの最大
CPU 使用率を決定することができます。

要件
• インスタンスの ID が必要です。インスタンス ID は、AWS Management Console コンソールまたは
describe-instances コマンドを使って取得します。
• デフォルトでは、基本モニタリングが有効化されていますが、詳細モニタリングを有効化することもで
きます。詳細については、「インスタンスの詳細モニタリングを有効または無効にする (p. 1119)」を参
照してください。

特定のインスタンスの CPU 使用率を表示するには (コンソール)
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Metrics (メトリクス)] を選択します。

3.

EC2 のメトリクスの名前空間を選択します。
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4.

インスタンス別メトリクスのディメンションを選択します。
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5.

検索フィールドに CPUUtilization と入力して Enter キーを押します。特定のインスタンスの行を
選択します。すると、そのインスタンスの [CPUUtilization] メトリクスのグラフが表示されます。グラ
フに名前を付けるには、鉛筆アイコンを選択します。時間範囲を変更するには、事前定義済みの値を
選択するか、[custom] を選択します。

6.

メトリクスの統計または期間を変更するには、[Graphed metrics] タブを選択します。列見出しまたは
個々の値を選択し、次に異なる値を選択します。

特定のインスタンスの CPU 使用率を取得するには (AWS CLI)
次の get-metric-statistics コマンドを使用すると、期間と時間間隔を指定して、特定のインスタンスの
[CPUUtilization] メトリクスを取得できます。
aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/EC2 --metric-name CPUUtilization
period 3600 \
--statistics Maximum --dimensions Name=InstanceId,Value=i-1234567890abcdef0 \
--start-time 2022-10-18T23:18:00 --end-time 2022-10-19T23:18:00

--

出力例を次に示します。それぞれの値は、単一の EC2 インスタンスの最大 CPU 使用率を表しています。
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{

}

"Datapoints": [
{
"Timestamp": "2022-10-19T00:18:00Z",
"Maximum": 0.33000000000000002,
"Unit": "Percent"
},
{
"Timestamp": "2022-10-19T03:18:00Z",
"Maximum": 99.670000000000002,
"Unit": "Percent"
},
{
"Timestamp": "2022-10-19T07:18:00Z",
"Maximum": 0.34000000000000002,
"Unit": "Percent"
},
{
"Timestamp": "2022-10-19T12:18:00Z",
"Maximum": 0.34000000000000002,
"Unit": "Percent"
},
...
],
"Label": "CPUUtilization"

インスタンス全体の統計の集約
集約された統計は、詳細モニタリングが有効になっているインスタンスで利用が可能です。基本モニタリ
ングを使用するインスタンスは集約されません。インスタンス全体から集約された統計情報を取得するに
は、詳細モニタリングを事前に有効化 (p. 1119)し、1 分間隔でデータが提供されるようにしておく必要が
あります (追加料金がかかります)。
Amazon CloudWatch は、AWS リージョンをまたがってデータを集約することはできません。メトリクス
は、リージョン間で完全に独立しています。
この例では、EC2 インスタンスの平均 CPU 使用率を取得するために詳細モニタリングを使用する方法に
ついて示します。ディメンションを指定していないため、CloudWatch は、AWS/EC2 名前空間にある全
ディメンションの統計を返します。

Important
AWS 名前空間にあるすべてのディメンションを取得するこの手法は、Amazon CloudWatch に発
行するカスタム名前空間では機能しません。カスタム名前空間の場合、データポイントを含む統
計を取得するには、そのデータポイントに関連付けられたディメンション一式をすべて指定する
必要があります。

インスタンスの平均 CPU 使用率を表示するには (コンソール)
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Metrics (メトリクス)] を選択します。

3.

[EC2] 名前空間を選択して、[Across All Instances] を選択します。

4.

[CPUUtilization] を含む行を選択します。すべての EC2 インスタンスのメトリクスがグラフとして表
示されます。グラフに名前を付けるには、鉛筆アイコンを選択します。時間範囲を変更するには、事
前定義済みの値を選択するか、[custom] を選択します。
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5.

メトリクスの統計または期間を変更するには、[Graphed metrics] タブを選択します。列見出しまたは
個々の値を選択し、次に異なる値を選択します。

複数のインスタンスの平均 CPU 使用率を取得するには (AWS CLI)
次のように get-metric-statistics コマンドを使用し、インスタンス全体の平均 [CPUUtilization] メトリクス
を取得します。
aws cloudwatch get-metric-statistics \
--namespace AWS/EC2 \
--metric-name CPUUtilization \
--period 3600 --statistics "Average" "SampleCount" \
--start-time 2022-10-11T23:18:00 \
--end-time 2022-10-12T23:18:00

出力例を次に示します。
{

"Datapoints": [
{
"SampleCount": 238.0,
"Timestamp": "2022-10-12T07:18:00Z",
"Average": 0.038235294117647062,
"Unit": "Percent"
},
{
"SampleCount": 240.0,
"Timestamp": "2022-10-12T09:18:00Z",
"Average": 0.16670833333333332,
"Unit": "Percent"
},
{
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},
...

}

"SampleCount": 238.0,
"Timestamp": "2022-10-11T23:18:00Z",
"Average": 0.041596638655462197,
"Unit": "Percent"

],
"Label": "CPUUtilization"

Auto Scaling グループ別に統計を集計する
Auto Scaling グループ内で EC2 インスタンスの統計を集計することができます。Amazon CloudWatch
は、AWS リージョンをまたがってデータを集約することはできません。メトリクスは、リージョン間で完
全に独立しています。
この例では、1 つの Auto Scaling グループについて、ディスクに書き込まれた総バイト数を取得する方法
を説明します。合計は、指定された Auto Scaling グループのすべての EC2 インスタンスで、24 時間おき
に 1 分間に対して算出されます。

Auto Scaling グループ内のインスタンスの DiskWriteBytes を表示するには (コンソール)
1.
2.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
ナビゲーションペインで [Metrics (メトリクス)] を選択します。

3.
4.

[EC2] 名前空間を選択し、次に [By Auto Scaling Group] を選択します。
[DiskWriteBytes] メトリクスの行と特定の Auto Scaling グループを選択します。すると、その Auto
Scaling グループ内にあるインスタンスのメトリクスがグラフとして表示されます。グラフに名前を付
けるには、鉛筆アイコンを選択します。時間範囲を変更するには、事前定義済みの値を選択するか、
[custom] を選択します。

5.

メトリクスの統計または期間を変更するには、[Graphed metrics] タブを選択します。列見出しまたは
個々の値を選択し、次に異なる値を選択します。

Auto Scaling グループのインスタンスの DiskWriteBytes を表示するには (AWS CLI)
以下のように get-metric-statistics コマンドを使用します。
aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/EC2 --metric-name DiskWriteBytes -period 360 \
--statistics "Sum" "SampleCount" --dimensions Name=AutoScalingGroupName,Value=my-asg -start-time 2022-10-16T23:18:00 --end-time 2022-10-18T23:18:00

出力例を次に示します。
{

"Datapoints": [
{
"SampleCount": 18.0,
"Timestamp": "2022-10-19T21:36:00Z",
"Sum": 0.0,
"Unit": "Bytes"
},
{
"SampleCount": 5.0,
"Timestamp": "2022-10-19T21:42:00Z",
"Sum": 0.0,
"Unit": "Bytes"
}
],
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}

"Label": "DiskWriteBytes"

AMI 別に統計を集計する
統計の集計は、詳細モニタリングが有効化されているインスタンスに対して行うことができます。基本モ
ニタリングを使用するインスタンスは集約されません。インスタンス全体から集約された統計情報を取得
するには、詳細モニタリングを事前に有効化 (p. 1119)し、1 分間隔でデータが提供されるようにしておく
必要があります (追加料金がかかります)。
Amazon CloudWatch は、AWS リージョンをまたがってデータを集約することはできません。メトリクス
は、リージョン間で完全に独立しています。
この例では、特定の Amazon Machine Image (AMI) を使用するすべてのインスタンスの平均 CPU 使用率
を特定する方法を説明します。平均値は、1 日間、60 秒間隔の平均値です。

AMI 別の平均 CPU 使用率を表示するには (コンソール)
1.

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

2.
3.

ナビゲーションペインで [Metrics (メトリクス)] を選択します。
[EC2] 名前空間を選択し、次に [By Image (AMI) Id] を選択します。

4.

[CPUUtilization] メトリクスの行と特定の AMI を選択します。すると、その AMI のメトリクスがグラ
フとして表示されます。グラフに名前を付けるには、鉛筆アイコンを選択します。時間範囲を変更す
るには、事前定義済みの値を選択するか、[custom] を選択します。
メトリクスの統計または期間を変更するには、[Graphed metrics] タブを選択します。列見出しまたは
個々の値を選択し、次に異なる値を選択します。

5.

特定のイメージ ID の平均 CPU 使用率を取得するには (AWS CLI)
以下のように get-metric-statistics コマンドを使用します。
aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/EC2 --metric-name CPUUtilization
period 3600 \
--statistics Average --dimensions Name=ImageId,Value=ami-3c47a355 --starttime 2022-10-10T00:00:00 --end-time 2022-10-11T00:00:00

--

出力例を次に示します。それぞれの値は、指定した AMI を実行する EC2 インスタンスの平均 CPU 使用率
(%) を表します。
{

"Datapoints": [
{
"Timestamp": "2022-10-10T07:00:00Z",
"Average": 0.041000000000000009,
"Unit": "Percent"
},
{
"Timestamp": "2022-10-10T14:00:00Z",
"Average": 0.079579831932773085,
"Unit": "Percent"
},
{
"Timestamp": "2022-10-10T06:00:00Z",
"Average": 0.036000000000000011,
"Unit": "Percent"
},
...
],
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"Label": "CPUUtilization"

インスタンスのグラフメトリクス
インスタンスを起動した後は、Amazon EC2 コンソールの [モニタリング] タブを開いて、インスタンスの
モニタリンググラフを表示できます。各グラフは、利用可能な Amazon EC2 メトリクスのいずれかに基づ
いています。
以下のグラフが利用可能です。
• 平均 CPU 使用率 (パーセント)
• 平均ディスク読み込み (バイト)
• 平均ディスク書き込み (バイト)
• 最大ネットワーク受信 (バイト)
• 最大ネットワーク送信 (Bytes)
• 要約ディスク読み取り操作 (カウント)
• 要約ディスク書き込み操作 (カウント)
• 要約ステータス (任意)
• 要約ステータスインスタンス (カウント)
• 要約ステータスシステム (カウント)
グラフに表示されるメトリクスおよびデータの詳細については、「インスタンスの利用可能な
CloudWatch メトリクスのリスト表示 (p. 1121)」を参照してください。
CloudWatch コンソールを使用したメトリクスのグラフ化
CloudWatch コンソールを使用して、Amazon EC2 や他の AWS のサービスによって生成されたメトリク
スデータをグラフ化できます。詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「メトリク
スのグラフ化」を参照してください。

インスタンスの CloudWatch アラームを作成する
インスタンスの 1 つのCloudWatch メトリクスをモニタリングする、CloudWatch アラームを作成で
きます。CloudWatch は、メトリクスが指定したしきい値に到達すると、自動的に通知を送信しま
す。CloudWatch アラームは、Amazon EC2 コンソールを使用するか、CloudWatch コンソールに用意され
ている高度なオプションを使用して作成できます。
CloudWatch コンソールを使用してアラームを作成するには
例については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch アラームの作成」を参照し
てください。
New console

Amazon EC2 コンソールを使用してアラームを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[アクション]、[モニタリングとトラブルシューティング]、[CloudWatch
アラームの管理] の順に選択します。

4.

[Manage CloudWatch alarms (CloudWatch アラームの管理)] 詳細ページの [Add or edit alarm (ア
ラームの追加または編集)] で、[Create an alarm (アラームの作成)] を選択します。
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5.

[Alarm notification (アラーム通知)] で、トグルをオンにするかオフにするかを選択して Amazon
Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知を設定します。既存の Amazon SNS トピックを
入力するか、名前を入力して新しいトピックを作成します。

6.

[Alarm action (アラームアクション)] で、トグルをオンにするかオフにするかを選択して、アラー
ムがトリガーされたときに実行するアクションを指定します。ドロップダウンからアクションを
選択します。

7.

[Alarm thresholds (アラームのしきい値)] で、アラームのメトリクスと条件を選択します。例え
ば、[Group samples by] (サンプルグループ化) ([Average] (平均)) と [Type of data to sample] (サ
ンプリングするデータのタイプ) ([CPU utilization] (CPU 使用率)) をデフォルト設定のままにして
おくことができます。[Alarm when (アラームの条件)] で、[>=] を選択し、0.80 と入力します。
[Consecutive period (連続期間)] に 1 と入力します。[Period (期間)] で、[5 minutes (5 分)] を選択
します。

8.

(オプション) [Sample metric data (サンプルメトリクスデータ)] で、[Add to dashboard (ダッシュ
ボードに追加)] を選択します。

9.

[作成] を選択します。

Old console

Amazon EC2 コンソールを使用してアラームを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択します。

4.

ページの下部にあるモニタリングタブで、アラームの作成を選択します。または、アクションド
ロップダウンから、CloudWatch モニタリング、[Add/Edit Alarm (アラームの追加/編集)] を選択し
ます。

5.

[アラームの作成] ダイアログボックスで、次の操作を行います。
a.

[create topic (トピックの作成)] を選択します。[Send a notification to] に、SNS トピックの名
前を入力します。[With these recipients] に、通知の受取先となる 1 つ以上の E メールアドレ
スを入力します。

b.

ポリシーのメトリクスおよび条件を指定します。例えば、[Whenever] (いつでも) はデフォル
ト設定のままにすることができます (CPU 使用率の平均)。[Is] で、>= を選択して [80] パー
セントを入力します。[For at least] では、[1] の連続した期間に 5 Minutes を入力します。

c.

[Create Alarm] を選択します。
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CloudWatch アラーム設定は、Amazon EC2 コンソールまたは CloudWatch コンソールから編集できま
す。アラームを削除する場合は、CloudWatch コンソールから行えます。詳細については、「Amazon
CloudWatch ユーザーガイド」の「 CloudWatch アラームの編集または削除」を参照してください。

インスタンスを停止、終了、再起動、または復旧する
アラームを作成する
Amazon CloudWatch アラームアクションを使用して、 インスタンスを自動的に停止、終了、再起動、ま
たは復旧するアラームを作成できます。停止または終了アクションを使用すると、今後インスタンスを
実行する必要がなくなったときにコストを節約できます。再起動アクションを使用すると、これらのイン
スタンスを自動的に再起動でき、復旧アクションを使用すると、システムで障害が発生した場合に新しい
ハードウェアで復旧できます。
サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForCloudWatchEvents を使用すると、AWS がお客
様に代わってアラームアクションを実行できます。AWS Management Console、IAM CLI、または IAM
API で初めてアラームを作成する場合、CloudWatch はサービスにリンクされたロールを作成します。
自動的にインスタンスを停止または終了するシナリオはいくつもあります。例えば、バッチ給与計算処理
ジョブまたは科学計算タスクを専用に行うインスタンスを使用している場合が挙げられます。これらのイ
ンスタンスは一定期間動作して仕事を完了します。このようなインスタンスは、アイドル状態 (課金され
ている状態) にせずに、停止または終了するとコスト削減につながります。停止アラームアクションと終
了アラームアクションの主な違いとして、停止したインスタンスは、後で再実行が必要な場合に起動しや
すいことと、同じインスタンス ID およびルートボリュームを維持できることがあります。しかし、終了し
たインスタンスを起動することはできません。代わりに新しいインスタンスを開始する必要があります。
停止、終了、再起動、復旧の各アクションは、Amazon EC2 インスタンスメトリクスごとに設定されてい
る任意のアラームに追加できます。これには、Amazon CloudWatch によって (AWS/EC2 名前空間で) 提
供される基本モニタリングや詳細モニタリングのメトリクスが含まれます。また、InstanceId ディメン
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ションを含む任意のカスタムメトリクスも (その値が実行中の有効な Amazon EC2 インスタンスを参照す
る場合に限り) 含まれます。

コンソールのサポート
Amazon EC2 コンソールまたは CloudWatch コンソールを使用してアラームを作成できます。このドキュ
メントの手順では、Amazon EC2 コンソールを使用します。CloudWatch コンソールを使用する手順につ
いては、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「インスタンスを停止、終了、再起動、または復旧
するアラームを作成する」を参照してください。
許可
AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーの場合、EC2 アラームアクションを実行するアラー
ムを作成または変更するには iam:CreateServiceLinkedRole が必要です。
コンテンツ
• Amazon CloudWatch アラームへの停止アクションの追加 (p. 1144)
• Amazon CloudWatch アラームへの終了アクションの追加 (p. 1146)
• Amazon CloudWatch アラームへの再起動アクションの追加 (p. 1147)
• Amazon CloudWatch アラームへの復旧アクションの追加 (p. 1149)
• Amazon CloudWatch コンソールを使用してアラームとアクションの履歴を確認する (p. 1151)
• Amazon CloudWatch のアラームアクションのシナリオ (p. 1151)

Amazon CloudWatch アラームへの停止アクションの追加
一定のしきい値に達したときに Amazon EC2 インスタンスを停止するアラームを作成できます。例えば、
開発またはテスト用のインスタンスを実行したまま、終了するのを忘れることがたまにあります。平均
CPU 利用率が 24 時間 10% 未満である場合に、インスタンスがアイドル状態で使用されていないという
信号を発してトリガーするアラームを作成できます。しきい値、持続時間、期間をニーズに合わせて調整
し、アラームがトリガーされたときにメールを受信するよう Amazon Simple Notification Service (Amazon
SNS) 通知を追加できます。
Amazon EBS ボリュームをルートデバイスとして使用するインスタンスは停止または終了できますが、イ
ンスタンスストアをルートデバイスとして使用するインスタンスでは終了のみ行えます。
New console

アイドル状態のインスタンスを停止させるアラームを作成するには (Amazon EC2 コンソー
ル)
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[アクション]、[モニタリングとトラブルシューティング]、[CloudWatch
アラームの管理] の順に選択します。

4.

または、[アラームステータス] 列でプラス記号 (
) を選択できます。
[CloudWatch アラームの管理] ページで、次の操作を行います。
a.

[アラームの作成] を選択します。

b.

アラームがトリガーされたときに E メールを受信するには、[アラーム通知] で既存の
Amazon SNS トピックを選択します。先ず、Amazon SNS コンソールを使用して Amazon
SNS トピックを作成する必要があります。詳細については、Amazon Simple Notification
Service デベロッパーガイド の「Amazon SNS を使用した Application-to-Person (A2P) メッ
セージング」を参照してください。
[アラームアクション] をオンにして、[停止] を選択します。

c.
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d.

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスを停止、終了、再起動、
または復旧するアラームを作成する
[サンプルのグループ化基準] と [サンプリングするデータのタイプ] で、統計とメトリクスを
選択します。この例では、[平均] と [CPU 使用率] を選択します。

e.

[アラーム発生時] と [パーセント] で、メトリクスのしきい値を指定します。この例では、<=
と 10 % を指定します。

f.

[連続期間] と [期間] で、アラームの評価期間を指定します。この例では、5 分間の 1 連続期
間を指定します。

g.

Amazon CloudWatch は、自動的にアラーム名を作成します。名前を変更するには、[アラー
ム名] に新しい名前を入力します。アラーム名には ASCII 文字のみを使用する必要がありま
す。

Note
アラーム設定は、アラームを作成する前に実際の要件に基づいて調整することも、
アラーム作成後に編集することもできます。これにはメトリクス、しきい値、持続
時間、アクション、通知設定などがあります。ただし、アラームの作成後のアラー
ム名の編集はできません。
h.

[作成] を選択します。

Old console

アイドル状態のインスタンスを停止させるアラームを作成するには (Amazon EC2 コンソー
ル)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択します。[Monitoring] タブで、[Create Alarm] を選択します。

4.

[アラームの作成] ダイアログボックスで、次の操作を行います。
a.

アラームがトリガされたときに E メールが届くようにするには、[通知の送信先] で既存の
Amazon SNS トピックを選択するか、または [トピックを作成] を選択して新しいトピックを
作成します。
トピックを新規作成するには、[Send a notification to] にトピック名を入力し、[With these
recipients] に受信者のメールアドレスを入力します (カンマ区切り)。アラームの作成後、サ
ブスクライブの確認メールが届きます。このトピックの通知を受け取れるようになるには、
このメールを確認する必要があります。

b.

[アクションを実行]、[このインスタンスを停止する] を選択します。

c.

[Whenever] で使用する統計を選択してから、メトリクスを選択します。この例では、[平均]
と [CPU 使用率] を選択します。

d.

[状況] で、メトリクスのしきい値を定義します。この例では、[10] パーセントを入力しま
す。

e.

[最低期間] で、アラームの評価期間を指定します。この例では、1 時間の期間で 24 期間連続
と入力しています。

f.

アラーム名を変更するには、[Name of alarm] に新しい名前を入力します。アラーム名には
ASCII 文字のみを使用する必要があります。
アラーム名を入力しない場合は、Amazon CloudWatch によってアラーム名が自動的に作成
されます。

Note
アラーム設定は、アラームを作成する前に実際の要件に基づいて調整することも、
アラーム作成後に編集することもできます。これにはメトリクス、しきい値、持続
時間、アクション、通知設定などがあります。ただし、アラームの作成後のアラー
ム名の編集はできません。
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g.

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスを停止、終了、再起動、
または復旧するアラームを作成する
[Create Alarm] を選択します。

Amazon CloudWatch アラームへの終了アクションの追加
(インスタンスで終了保護が有効になっていない限り)、一定のしきい値に達したときに EC2 インスタンス
を自動的に終了させるアラームを作成することができます。例えば、インスタンスが仕事を終え、再びそ
のインスタンスを使用する必要がない場合は、インスタンスを削除することをお勧めします。後でインス
タンスを使用する可能性がある場合は、インスタンスを削除するのではなく、停止するほうが良いでしょ
う。インスタンスの削除保護の有効化と無効化については、「削除保護の有効化 (p. 582)」を参照してく
ださい。
New console

アイドル状態のインスタンスを終了するアラームを作成するには (Amazon EC2 コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[アクション]、[モニタリングとトラブルシューティング]、[CloudWatch
アラームの管理] の順に選択します。
または、[アラームステータス] 列でプラス記号 (

4.

) を選択できます。

[CloudWatch アラームの管理] ページで、次の操作を行います。
a.

[アラームの作成] を選択します。

b.

アラームがトリガーされたときに E メールを受信するには、[アラーム通知] で既存の
Amazon SNS トピックを選択します。先ず、Amazon SNS コンソールを使用して Amazon
SNS トピックを作成する必要があります。詳細については、Amazon Simple Notification
Service デベロッパーガイド の「Amazon SNS を使用した Application-to-Person (A2P) メッ
セージング」を参照してください。

c.

[アラームアクション] をオンにして、[終了] を選択します。

d.

[サンプルのグループ化基準] と [サンプリングするデータのタイプ] で、統計とメトリクスを
選択します。この例では、[平均] と [CPU 使用率] を選択します。

e.

[アラーム発生時] と [パーセント] で、メトリクスのしきい値を指定します。この例では、>=
と 10 % を指定します。

f.

[連続期間] と [期間] で、アラームの評価期間を指定します。この例では、1 時間の 24 連続期
間を指定します。

g.

Amazon CloudWatch は、自動的にアラーム名を作成します。名前を変更するには、[アラー
ム名] に新しい名前を入力します。アラーム名には ASCII 文字のみを使用する必要がありま
す。

Note
アラーム設定は、アラームを作成する前に実際の要件に基づいて調整することも、
アラーム作成後に編集することもできます。これにはメトリクス、しきい値、持続
時間、アクション、通知設定などがあります。ただし、アラームの作成後のアラー
ム名の編集はできません。
h.

[作成] を選択します。

Old console

アイドル状態のインスタンスを終了するアラームを作成するには (Amazon EC2 コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスを停止、終了、再起動、
または復旧するアラームを作成する
ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択します。[Monitoring] タブで、[Create Alarm] を選択します。

4.

[アラームの作成] ダイアログボックスで、次の操作を行います。
a.

アラームがトリガされたときに E メールが届くようにするには、[通知の送信先] で既存の
Amazon SNS トピックを選択するか、または [トピックを作成] を選択して新しいトピックを
作成します。
トピックを新規作成するには、[Send a notification to] にトピック名を入力し、[With these
recipients] に受信者のメールアドレスを入力します (カンマ区切り)。アラームの作成後、サ
ブスクライブの確認メールが届きます。このトピックの通知を受け取れるようになるには、
このメールを確認する必要があります。

b.

[アクションを実行]、[このインスタンスの終了] を選択します。

c.

[Whenever] で統計を選択し、メトリクスを選択します。この例では、[平均] と [CPU 使用率]
を選択します。

d.

[状況] で、メトリクスのしきい値を定義します。この例では、[10] パーセントを入力しま
す。

e.

[最低期間] で、アラームの評価期間を指定します。この例では、1 時間の期間で 24 期間連続
と入力しています。

f.

アラーム名を変更するには、[Name of alarm] に新しい名前を入力します。アラーム名には
ASCII 文字のみを使用する必要があります。
アラーム名を入力しない場合は、Amazon CloudWatch によってアラーム名が自動的に作成
されます。

Note
アラーム設定は、アラームを作成する前に実際の要件に基づいて調整することも、
アラーム作成後に編集することもできます。これにはメトリクス、しきい値、持続
時間、アクション、通知設定などがあります。ただし、アラームの作成後のアラー
ム名の編集はできません。
g.

[Create Alarm] を選択します。

Amazon CloudWatch アラームへの再起動アクションの追加
Amazon EC2 インスタンスをモニタリングし、自動的に再起動する Amazon CloudWatch アラームを作
成できます。再起動アラームアクションは、インスタンスのヘルスチェックが失敗した場合に推奨されま
す（システムのヘルスチェックが失敗した場合には、復旧アラームアクションが推奨されます）。インス
タンスの再起動は、オペレーティングシステムの再起動と同等です。ほとんどの場合、インスタンスの再
起動には数分しかかかりません。インスタンスを再起動すると、インスタンスは同じホスト上で保持され
るため、インスタンスのパブリック DNS 名、プライベート IP アドレス、およびインスタンスストアボ
リューム上のすべてのデータは保持されます。
インスタンスの停止と再起動の場合とは違って、インスタンスを再起動しても、インスタンスの新しい (1
分間分の最低料金がある) 課金期間は開始されません。詳細については、「」を参照してくださいインス
タンスの再起動 (p. 576)

Important
再起動と復旧アクション間で不具合が発生するのを回避するには、再起動アラームと復旧アラー
ムを同じ評価期間に設定するのを避けます。再起動アラームを各 1 分間の 3 回の評価期間に設定
することをお勧めします。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイド の「アラーム
を評価する」を参照してください。
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New console

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスを停止、終了、再起動、
または復旧するアラームを作成する

インスタンスを再起動するアラームを作成するには (Amazon EC2 コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[アクション]、[モニタリングとトラブルシューティング]、[CloudWatch
アラームの管理] の順に選択します。
または、[アラームステータス] 列でプラス記号 (

4.

) を選択できます。

[CloudWatch アラームの管理] ページで、次の操作を行います。
a.

[アラームの作成] を選択します。

b.

アラームがトリガーされたときに E メールを受信するには、[アラーム通知] で既存の
Amazon SNS トピックを選択します。先ず、Amazon SNS コンソールを使用して Amazon
SNS トピックを作成する必要があります。詳細については、Amazon Simple Notification
Service デベロッパーガイド の「Amazon SNS を使用した Application-to-Person (A2P) メッ
セージング」を参照してください。

c.

[アラームアクション] をオンにして、[再起動] を選択します。

d.

[サンプルのグループ化基準] と [サンプリングするデータのタイプ] で、統計とメトリクスを
選択します。この例では、[平均] と [ステータスチェックに失敗しました: インスタンス] を選
択しています。

e.

[連続期間] と [期間] で、アラームの評価期間を指定します。この例では、5 分間の 3 連続期
間と入力しています。

f.

Amazon CloudWatch は、自動的にアラーム名を作成します。名前を変更するには、[アラー
ム名] に新しい名前を入力します。アラーム名には ASCII 文字のみを使用する必要がありま
す。

g.

[作成] を選択します。

Old console

インスタンスを再起動するアラームを作成するには (Amazon EC2 コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択します。[Monitoring] タブで、[Create Alarm] を選択します。

4.

[アラームの作成] ダイアログボックスで、次の操作を行います。
a.

アラームがトリガされたときに E メールが届くようにするには、[通知の送信先] で既存の
Amazon SNS トピックを選択するか、または [トピックを作成] を選択して新しいトピックを
作成します。
トピックを新規作成するには、[Send a notification to] にトピック名を入力し、[With these
recipients] に受信者のメールアドレスを入力します (カンマ区切り)。アラームの作成後、サ
ブスクライブの確認メールが届きます。このトピックの通知を受け取れるようになるには、
このメールを確認する必要があります。

b.

[アクションを実行]、[このインスタンスの再起動] を選択します。

c.

[次の時] で、[ステータスチェックに失敗 (インスタンス)] を選択します。

d.

[最低期間] で、アラームの評価期間を指定します。この例では、5 分間の 3 連続期間と入力
しています。

e.

アラーム名を変更するには、[Name of alarm] に新しい名前を入力します。アラーム名には
ASCII 文字のみを使用する必要があります。
1148

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスを停止、終了、再起動、
または復旧するアラームを作成する
アラーム名を入力しない場合は、Amazon CloudWatch によってアラーム名が自動的に作成
されます。

f.

[Create Alarm] を選択します。

Amazon CloudWatch アラームへの復旧アクションの追加
Amazon EC2 インスタンスをモニタリングする Amazon CloudWatch アラームを作成できます。下層の
ハードウェア障害または修復に AWS を必要とする問題によりインスタンスが正常に機能しなくなった場
合に、自動的にインスタンスを復旧できます。終了したインスタンスは復旧できません。復旧されたイン
スタンスは、インスタンス ID、プライベート IP アドレス、Elastic IP アドレス、すべてのインスタンスメ
タデータを含め、元のインスタンスと同じです。
CloudWatch では、復旧アクションをサポートしていないインスタンスにあるアラームに、復旧アクショ
ンを追加することはできません。
StatusCheckFailed_System アラームがトリガーされ、復旧アクションが開始されると、アラームを
作成し、復旧アクションに関連付けたときに選択した Amazon SNS トピックによって通知されます。イン
スタンスを復旧する際、インスタンスを再起動するときにインスタンスは移行され、メモリ内にあるデー
タは失われます。プロセスが完了すると、情報はアラームに設定された SNS トピックに発行されます。こ
の SNS トピックをサブスクライブしているすべてのユーザーは、復旧処理のステータスと、それ以降の手
順を含むメールの通知を受け取ります。インスタンスが復旧した時点でインスタンスが再起動されたこと
がわかります。

Note
復旧アクションは、StatusCheckFailed_System でのみ使用できま
す。StatusCheckFailed_Instance では使用できません。
以下の問題が発生すると、システムステータスのチェックに失敗する可能性があります。
• ネットワーク接続の喪失
• システム電源の喪失
• 物理ホストのソフトウェアの問題
• ネットワーク到達可能性に影響する、物理ホスト上のハードウェアの問題
復旧アクションは、特定の特性を持つインスタンスでのみサポートされます。詳細については、「インス
タンスの復旧」を参照してください。
インスタンスにパブリック IP アドレスが割り当てられている場合、復旧後にパブリック IP アドレスが維
持されます。

Important
再起動と復旧アクション間で不具合が発生するのを回避するには、再起動アラームと復旧アラー
ムを同じ評価期間に設定するのを避けます。復旧アラームを各 1 分間の 2 回の評価期間に設定す
ることをお勧めします。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイド の「アラームを
評価する」を参照してください。
New console

インスタンスを復旧するアラームを作成するには (Amazon EC2 コンソール)
1.
2.
3.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
インスタンスを選択し、[アクション]、[モニタリングとトラブルシューティング]、[CloudWatch
アラームの管理] の順に選択します。
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Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスを停止、終了、再起動、
または復旧するアラームを作成する

または、[アラームステータス] 列でプラス記号 (
4.

) を選択できます。

[CloudWatch アラームの管理] ページで、次の操作を行います。
a.

[アラームの作成] を選択します。

b.

アラームがトリガーされたときに E メールを受信するには、[アラーム通知] で既存の
Amazon SNS トピックを選択します。先ず、Amazon SNS コンソールを使用して Amazon
SNS トピックを作成する必要があります。詳細については、Amazon Simple Notification
Service デベロッパーガイド の「Amazon SNS を使用した Application-to-Person (A2P) メッ
セージング」を参照してください。

Note
今後、アラームがトリガーされたときにメール通知を受信するためには、指定され
た SNS トピックをサブスクライブする必要があります。AWS アカウントルート
ユーザーは、自動インスタンス復旧アクションが発生すると、SNS トピックが指定
されていない場合や、ルートユーザーが指定した SNS トピックにサブスクライブし
ていない場合でも、常に E メール通知を受信します。
c.

[アラームアクション] をオンにして、[復元] を選択します。

d.

[サンプルのグループ化基準] と [サンプリングするデータのタイプ] で、統計とメトリクスを
選択します。この例では、[平均] と [ステータスチェックに失敗しました: システム] を選択し
ています。

e.

[連続期間] と [期間] で、アラームの評価期間を指定します。この例では、5 分間の 2 連続期
間と入力しています。

f.

Amazon CloudWatch は、自動的にアラーム名を作成します。名前を変更するには、[アラー
ム名] に新しい名前を入力します。アラーム名には ASCII 文字のみを使用する必要がありま
す。

g.

[作成] を選択します。

Old console

インスタンスを復旧するアラームを作成するには (Amazon EC2 コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択します。[Monitoring] タブで、[Create Alarm] を選択します。

4.

[アラームの作成] ダイアログボックスで、次の操作を行います。
a.

アラームがトリガされたときに E メールが届くようにするには、[通知の送信先] で既存の
Amazon SNS トピックを選択するか、または [トピックを作成] を選択して新しいトピックを
作成します。
トピックを新規作成するには、[Send a notification to] にトピック名を入力し、[With these
recipients] に受信者のメールアドレスを入力します (カンマ区切り)。アラームの作成後、サ
ブスクライブの確認メールが届きます。このトピックの E メールを受け取れるようになるに
は、このメールを確認する必要があります。

Note
• 今後、アラームがトリガーされたときにメール通知を受信するためには、指定さ
れた SNS トピックをサブスクライブする必要があります。
• AWS アカウントルートユーザーは、SNS トピックが指定されていない場合で
も、自動インスタンス復旧アクションが発生すると、常に E メール通知を受信し
ます。
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• AWS アカウントルートユーザーは、指定した SNS トピックをサブスクライブし
ていない場合でも、自動インスタンス復旧アクションが発生すると、常に E メー
ル通知を受信します。

b.

[アクションを実行]、[このインスタンスの復元] を選択します。

c.

[次の時] で、[ステータスチェックに失敗 (システム)] を選択します。

d.

[最低期間] で、アラームの評価期間を指定します。この例では、5 分間の 2 連続期間と入力
しています。

e.

アラーム名を変更するには、[Name of alarm] に新しい名前を入力します。アラーム名には
ASCII 文字のみを使用する必要があります。
アラーム名を入力しない場合は、Amazon CloudWatch によってアラーム名が自動的に作成
されます。

f.

[Create Alarm] を選択します。

Amazon CloudWatch コンソールを使用してアラームとアクショ
ンの履歴を確認する
Amazon CloudWatch コンソールで、アラームとアクションの履歴を表示できます。Amazon CloudWatch
は、過去 2 週間分のアラームとアクションの履歴を保持します。

トリガーされたアラームとアクションを表示するには (CloudWatch コンソール)
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[Alarms] を選択します。

3.

アラームを選択します。

4.

[Details] タブには、直近の状態遷移、および時間とメトリクス値が表示されます。

5.

直近の履歴のエントリを表示するには、[History] タブを選択します。

Amazon CloudWatch のアラームアクションのシナリオ
Amazon EC2 (Amazon EC2) コンソールを使用して、一定の条件が満たされたときにインスタンスを停止
または終了させるアラームアクションを作成することができます。アラームアクションが設定する以下の
コンソールページの画面キャプチャー内に、設定の順番を付けました。また、アクションを適切に作成で
きるよう、次のシナリオの設定にも順番を付けました。
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シナリオ 1: アイドル状態の開発インスタンスおよびテストインスタンスを停止す
る
ソフトウェアの開発またはテストに使用するインスタンスが 1 時間以上アイドル状態である場合に停止す
るアラームを作成します。
設定

値

1

停止

2

最大

3

CPU 使用率 (%)

4

<=

5

10%

6

1

7

1 時間

シナリオ 2: アイドル状態のインスタンスを停止する
インスタンスが 24 時間アイドル状態である場合、インスタンスを停止し、メールを送信するアラームを
作成します。
設定

値

1

停止および E メール

2

平均

3

CPU 使用率 (%)

4

<=

5

5%

6

24

7

1 時間

シナリオ 3: トラフィック量が異常に多いウェブサーバーについて E メールを送
信する
インスタンスの 1 日当たりのアウトバウンドネットワークトラフィックが 10 GB を超える場合にメールを
送信するアラームを作成します。
設定

値

1

メール

2

合計

3

ネットワーク出力
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設定

値

4

>

5

10 GB

6

24

7

1 時間

シナリオ 4: トラフィック量が異常に多いウェブサーバーを停止する
アウトバウンドトラフィックが 1 時間当たり 1 GB を超えた場合にインスタンスを停止し、テキストメッ
セージ (SMS) を送信するアラームを作成します。
設定

値

1

Stop and send SMS

2

合計

3

ネットワーク出力

4

>

5

1 GB

6

1

7

1 時間

シナリオ 5: 障害のあるインスタンスを停止する
3 回連続で状態チェック (5 分間隔で実施) が不合格のインスタンスを停止するアラームを作成します。
設定

値

1

停止

2

平均

3

ステータスチェックに失敗: システム

4

-

5

-

6

1

7

15 分

シナリオ 6: バッチ処理ジョブの完了時にインスタンスを削除する
バッチジョブを実行するインスタンスが結果データを送信しなくなったときに、そのインスタンスを削除
するアラームを作成します。
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設定

値

1

終了

2

最大

3

ネットワーク出力

4

<=

5

100,000 bytes

6

1

7

5分

EventBridge を使用して Amazon EC2 を自動化す
る
Amazon EventBridge を使用すると、AWS のサービス を自動化し、アプリケーションの可用性の問題やリ
ソースの変更などのシステムイベントに自動的に対応できます。AWS のサービスからのイベントは、ほぼ
リアルタイムに EventBridge に提供されます。ルールを作成して、注目しているイベントと、イベントが
ルールに一致した場合に実行するアクションを指定できます。自動的にトリガーできるオペレーションに
は、以下が含まれます。
• AWS Lambda 関数を呼び出す
• Amazon EC2 Run Command を呼び出す
• Amazon Kinesis Data Streams へのイベントを中継する
• AWS Step Functions ステートマシンをアクティブ化する
• Amazon SNS トピックを通知する
• Amazon SQS キューを通知する
Amazon EC2 での EventBridge の使用例を次に示します。
• インスタンスが実行状態になるたびに Lambda 関数をアクティブ化します。
• Amazon EBS ボリュームの作成時または変更時に Amazon SNS トピックを通知します。
• AWS の別のサービスで特定のイベントが発生するたびに、Amazon EC2 Run Command を使用して 1
つ以上の Amazon EC2 インスタンスにコマンドを送信します。
詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」を参照してください。

Amazon EC2 イベントタイプ
Amazon EC2 は、次のイベントタイプをサポートします。
• EC2 AMI の状態変更 (p. 181)
• EC2 フリートエラー (p. 1017)
• EC2 フリート情報 (p. 1017)
• EC2 フリートインスタンスの変更 (p. 1016)
• EC2 フリートのスポットインスタンスリクエストの変更 (p. 1015)
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• EC2 フリートの状態の変更 (p. 1014)
• EC2 インスタンスの再調整に関するレコメンデーション (p. 400)
• EC2 インスタンスの状態変更通知 (p. 1093)
• EC2 スポットフリートのエラー (p. 1022)
• EC2 スポットフリート情報 (p. 1021)
• EC2 スポットフリートインスタンスの変更 (p. 1021)
• EC2 スポットフリートのスポットインスタンスリクエストの変更 (p. 1020)
• EC2 スポットフリートの状態の変更 (p. 1019)
• EC2 スポットインスタンスの中断の警告 (p. 411)
• EC2 スポットインスタンスリクエストのフルフィルメント (p. 399)
Amazon EBS でサポートされているイベントタイプについては、「the section called “EBS EventBridge イ
ベント” (p. 1782)」を参照してください。

AWS CloudTrail による Amazon EC2 および
Amazon EBS の API コールのログ記録
Amazon EC2 および Amazon EBS は、Amazon EC2 および Amazon EBS のユーザー、ロール、または
AWS CloudTrail のサービスによって実行されたアクションの記録を提供するサービスである AWS と統合
されます。CloudTrail は、コンソールからの呼び出し、および API へのコード呼び出しを含む、Amazon
EC2 および Amazon EBS のすべての API 呼び出しをイベントとしてキャプチャします。証跡を作成する
場合は、Amazon EC2 や Amazon EBS のイベントなど、Amazon S3 バケットへの CloudTrail イベントの
継続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event
history (イベント履歴)] で最新のイベントを表示できます。CloudTrail によって収集された情報を使用し
て、リクエストの作成元の IP アドレス、リクエストの実行者、リクエストの実行日時などの詳細を調べ
て、Amazon EC2 および Amazon EBS に対してどのようなリクエストが行われたかを判断できます。
CloudTrail の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

CloudTrail での Amazon EC2 と Amazon EBS に関す
る情報
AWS アカウントを作成すると、そのアカウントに対して CloudTrail が有効になります。Amazon EC2 お
よび Amazon EBS でアクティビティが発生すると、そのアクティビティは CloudTrail イベントに、[イベ
ント履歴] の他の AWS サービスのイベントと共に記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表
示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を
参照してください。
Amazon EC2 および Amazon EBS のイベントなど、AWS アカウントのイベントの継続的な記録用に追跡
を作成します。証跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォル
トでは、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての リージョンに適用されます。追跡は、AWS
パーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットに
ログファイルを配信します。さらに、CloudTrail ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、そ
れに基づく対応するためにその他の AWS のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してく
ださい。
• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail のサポート対象サービスと統合
• Amazon SNS の CloudTrail の通知の設定
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• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから
CloudTrail ログファイルを受け取る」

すべての Amazon EC2 アクションと Amazon EBS 管理アクションは CloudTrail によってログが記
録されます。これらは、「Amazon EC2 API リファレンス」にドキュメント化されています。例え
ば、RunInstances、DescribeInstances、または CreateImage アクションへの呼び出しにより、CloudTrail
ログファイルのエントリが生成されます。
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。
• リクエストが、ルートと IAM ユーザー認証情報のどちらを使用して送信されたか。
• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して送信されたか.
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。
詳細については、[CloudTrail userIdentity Element] (CloudTrail ユーザーアイデンティティ要素) を参照して
ください。

Amazon EC2 と Amazon EBS のログファイルエント
リについて
証跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できま
す。CloudTrail のログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。イベントはあらゆるソース
からの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラ
メータなどの情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたス
タックトレースではないため、特定の順序では表示されません。
次のログファイルレコードは、ユーザーがインスタンスを終了したことを示しています。
{

"Records":[
{
"eventVersion":"1.03",
"userIdentity":{
"type":"Root",
"principalId":"123456789012",
"arn":"arn:aws:iam::123456789012:root",
"accountId":"123456789012",
"accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName":"user"
},
"eventTime":"2016-05-20T08:27:45Z",
"eventSource":"ec2.amazonaws.com",
"eventName":"TerminateInstances",
"awsRegion":"us-west-2",
"sourceIPAddress":"198.51.100.1",
"userAgent":"aws-cli/1.10.10 Python/2.7.9 Windows/7botocore/1.4.1",
"requestParameters":{
"instancesSet":{
"items":[{
"instanceId":"i-1a2b3c4d"
}]
}
},
"responseElements":{
"instancesSet":{
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"items":[{
"instanceId":"i-1a2b3c4d",
"currentState":{
"code":32,
"name":"shutting-down"
},
"previousState":{
"code":16,
"name":"running"
}
}]

}

]

}

}
},
"requestID":"be112233-1ba5-4ae0-8e2b-1c302EXAMPLE",
"eventID":"6e12345-2a4e-417c-aa78-7594fEXAMPLE",
"eventType":"AwsApiCall",
"recipientAccountId":"123456789012"

AWS CloudTrail を使用して、EC2 Instance Connect
経由で接続するユーザーを監査する
AWS CloudTrail を使用して、EC2 Instance Connect 経由でインスタンスに接続するユーザーを監査しま
す。

AWS CloudTrail コンソールを使用して、EC2 Instance Connect 経由で SSH アクティビティを監
査するには
1.

https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/ で AWS CloudTrail コンソールを開きます。

2.

正しいリージョンを使用していることを確認します。

3.

ナビゲーションペインで [Event history (イベント履歴)] を選択します。

4.

[Filter (フィルター)] で、[Event source (イベントソース)]、[ec2-instance-connect.amazonaws.com] の
順に選択します。

5.

(オプション) [Time range (時間範囲)] で、時間範囲を選択します。

6.

[Refresh events (イベントの更新)] アイコンを選択します。

7.

このページには、SendSSHPublicKey API 呼び出しに対応するイベントが表示されます。矢印を使用
してイベントを展開します。ユーザー名、SSH 接続を行うために使用した AWS アクセスキー、ソー
ス IP アドレスなどの詳細が表示されます。

8.

すべてのイベント情報を JSON 形式で表示するには、[View event (イベントの表示)] を選択しま
す。[requestParameters] フィールドに、SSH 接続を行うために使用されたターゲットインスタンス
ID、OS ユーザー名、およびパブリックキーが表示されます。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "ABCDEFGONGNOMOOCB6XYTQEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::1234567890120:user/IAM-friendly-name",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "ABCDEFGUKZHNAW4OSN2AEXAMPLE",
"userName": "IAM-friendly-name",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2018-09-21T21:37:58Z"}
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}

}
},
"eventTime": "2018-09-21T21:38:00Z",
"eventSource": "ec2-instance-connect.amazonaws.com",
"eventName": "SendSSHPublicKey ",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.456.789.012",
"userAgent": "aws-cli/1.15.61 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.10.60",
"requestParameters": {
"instanceId": "i-0123456789EXAMPLE",
"osUser": "ec2-user",
"SSHKey": {
"publicKey": "ssh-rsa ABCDEFGHIJKLMNO01234567890EXAMPLE"
}
},
"responseElements": null,
"requestID": "1a2s3d4f-bde6-11e8-a892-f7ec64543add",
"eventID": "1a2w3d4r5-a88f-4e28-b3bf-30161f75be34",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "0987654321"

CloudTrail イベントを S3 バケットに収集するために AWS アカウントを設定している場合は、プロ
グラムで情報をダウンロードして監査できます。詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドの
「CloudTrail ログファイルの取得と表示」を参照してください。

CloudWatch Application Insights を使用した .NET
および SQL Server アプリケーションのモニタリン
グ
CloudWatch Application Insights は、他の AWS アプリケーションリソースとともに Amazon EC2 インス
タンスを使用する .NET および SQL Server アプリケーションをモニタリングするのに役立ちます。アプ
リケーションのリソース全体およびテクノロジースタック (Microsoft SQL Server データベース、ウェブ
(IIS) サーバー、アプリケーションサーバー、OS、ロードバランサー、キューなど) で主要なメトリクス
とログおよびアラームを特定して設定します。メトリクスとログを継続的にモニタリングし、異常やエ
ラーを検出して相互に関連付けます。エラーや異常が検出されると、Application Insights は CloudWatch
Events を生成します。これを使用して、通知を設定したり、アクションを実行したりできます。トラブル
シューティングを支援するために、検出した問題の自動ダッシュボードを作成します。このダッシュボー
ドには、相互に関連付けられた異常とログエラー、さらに根本原因を示唆する追加のインサイトが示され
ます。自動ダッシュボードを使用すると、修復アクションをすばやく実行してアプリケーションを正常な
状態に保ち、アプリケーションのエンドユーザーへの影響を防止できます。
サポートされているログとメトリクスの完全なリストについては、「Amazon CloudWatch Application
Insights でサポートされているログとメトリクス」を参照してください。

検出された問題に関して提供される情報
• 問題の簡単な概要
• 問題の発生日時
• 問題の重大度: 高/中/低
• 検出された問題のステータス: 進行中/解決済み
• インサイト: 検出された問題と考えられる根本原因に関して自動生成されるインサイト
• インサイトに関するフィードバック: CloudWatch Application Insights for .NET and SQL Server で生成さ
れたインサイトの有益性についてユーザーが提供したフィードバック
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• 関連する監視結果: さまざまなアプリケーションコンポーネントにまたがる問題に関連するメトリクスの
異常とログのエラースニペットの詳細ビュー
フィードバック
検出された問題への自動生成されたインサイトが有益であるかどうかを判定することで、インサイトに
対するフィードバックを提供できます。インサイトに対するユーザーからのフィードバックとアプリケー
ションの診断結果 (メトリクスの異常とログの例外) は、今後同様の問題が発生した場合の検出を向上させ
るために使用されます。
詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch Application Insights」ドキュメン
トを参照してください。
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Amazon EC2におけるネットワーク
Amazon VPC を使用すると、Virtual Private Cloud (VPC) と呼ばれる AWS アカウント専用の仮想ネット
ワークに対して Amazon EC2 インスタンスなどの AWS リソースを起動できます。インスタンスを起動す
るときに、VPC からサブネットを選択できます。インスタンスには、論理的な仮想ネットワークカードで
あるプライマリネットワークインターフェイスが設定されています。インスタンスは、サブネットの IPv4
アドレスからプライマリプライベート IP アドレスを受け取ります。そのアドレスは、プライマリネット
ワークインターフェイスに割り当てられます。
インスタンスが Amazon のパブリック IP アドレスのプールからパブリック IP アドレスを受け取るかど
うかをコントロールできます。インスタンスのパブリック IP アドレスは、インスタンスが停止または終
了するまでに限り、インスタンスに関連付けられます。永続的なパブリック IP アドレスが必要な場合
は、AWS アカウントに Elastic IP アドレスを割り当て、インスタンスまたはネットワークインターフェイ
スに関連付けることができます。Elastic IP アドレスは、ユーザーが AWS アカウントを解放するまでアカ
ウントに関連付けられたままであり、必要に応じてインスタンス間でそのアドレスを移動できます。独自
の IP アドレスの範囲を AWS アカウントに持ち込み、アドレスプールとして表示して、そこから Elastic
IP アドレスを割り当てることができます。
ネットワークのパフォーマンスを向上させ、レイテンシーを低減するために、プレイスメントグループ内
でインスタンスを起動できます。拡張ネットワーキングを使用すると、1 秒あたりのパケット (PPS) のパ
フォーマンスが大幅に向上します。Elastic Fabric Adapter (EFA) を使用すると、ハイパフォーマンスコン
ピューティングおよび機械学習アプリケーションを高速化できます。EFA は、サポートされているインス
タンスタイプにアタッチできるネットワークデバイスです。
機能
• リージョンとゾーン (p. 1161)
• Amazon EC2 インスタンスの IP アドレス指定 (p. 1176)
• Amazon EC2 インスタンスのホスト名のタイプ (p. 1193)
• Amazon EC2 で自分の IP アドレスを使用する (BYOIP) (p. 1197)
• Amazon EC2 ネットワークインターフェイスへのプレフィクスの割り当て (p. 1211)
• Elastic IP アドレス (p. 1223)
• Elastic Network Interface (p. 1236)
• Amazon EC2 インスタンスのネットワーク帯域幅 (p. 1266)
• Windows での拡張ネットワーキング (p. 1268)
• プレイスメントグループ (p. 1286)
• EC2 インスタンスのネットワークの最大送信単位 (MTU) (p. 1299)
• 仮想プライベートクラウド (p. 1303)
• Windows Amazon Machine Image (AMI) のポートとプロトコル (p. 1306)
• EC2-Classic (p. 1349)

リージョンとゾーン
Amazon EC2 は、世界各地の場所でホスティングされています。これらの場所は、AWS リージョン、ア
ベイラビリティーゾーン、Local Zones、AWS Outposts、および Wavelength Zones で構成されます。
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• リージョンはそれぞれ、地理的に離れた領域です。
• アベイラビリティーゾーンは、各リージョン内の複数の独立した場所です。
• Local Zones を使用すると、コンピューティングやストレージなどのリソースをエンドユーザーに近い
複数の場所に配置できます。
• AWS Outposts では、ネイティブの AWS のサービス、インフラストラクチャ、運用モデルをほぼすべ
てのデータセンター、コロケーションスペース、オンプレミスの施設で利用できます。
• Wavelength Zones を使用すると、デベロッパーは 5G デバイスやエンドユーザーに非常に低いレイテン
シーを提供するアプリケーションを構築できます。Wavelength は、標準の AWS コンピューティングお
よびストレージサービスを通信事業者の 5G ネットワークのエッジにデプロイします。
AWS は、最新の高可用性のデータセンターを運用しています。しかし、非常にまれですが、同じ場所にあ
るインスタンスすべての可用性に影響する障害が発生することもあります。すべてのインスタンスを 1 か
所でホストしている場合、そのような障害が起きると、すべてのインスタンスが利用できなくなります。
最適なデプロイを確認するには、AWS Wavelength に関するよくある質問を参照してください。
目次
• リージョン (p. 1162)
• アベイラビリティーゾーン (p. 1166)
• Local Zones (p. 1170)
• Wavelength Zone (p. 1172)
• AWS Outposts (p. 1174)

リージョン
各 リージョンは、他の リージョンと完全に分離されるように設計されています。これにより、最大限の耐
障害性と安定性が達成されます。
リソースを表示すると、指定したリージョンに結び付けられているリソースのみが表示されます。これ
は、リージョンが相互に分離されており、リージョン間ではリソースが自動的にレプリケートされないた
めです。
インスタンスを起動するときは、同じリージョン内にある AMI を選択する必要があります。AMI が別の
リージョンにある場合は、使用しているリージョンに AMI をコピーできます。詳細については、AMI のコ
ピー (p. 150) を参照してください。
リージョン間のデータ転送には料金がかかることに注意してください。詳細については、「Amazon EC2
料金表 - データ転送」を参照してください。
コンテンツ
• 利用できるリージョン (p. 1162)
• リージョンとエンドポイント (p. 1164)
• リージョンの説明 (p. 1164)
• リージョン名の取得 (p. 1165)
• リソースのリージョンの指定 (p. 1165)

利用できるリージョン
アカウントにより、利用できるリージョンが決まります。
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• AWS アカウントは複数のリージョンを提供するため、要件に合った場所で Amazon EC2 インスタンス
を起動できます。例えば、ヨーロッパの顧客に近づけるため、または法的要件を満たすために、ヨー
ロッパでインスタンスを起動することができます。
• AWS GovCloud (米国西部) アカウントでは、AWS GovCloud (米国西部) リージョンおよび AWS
GovCloud (米国東部) リージョンにアクセスできます。詳細については、AWS GovCloud (米国) をご参
照ください。
• Amazon AWS (中国) アカウントでは、北京および寧夏リージョンにのみアクセスできます。詳細につい
ては、「Amazon Web Services in China」(中国でのアマゾン ウェブ サービス) を参照してください。
次の表は、AWS アカウントで提供されるリージョンの一覧です。AWS GovCloud (US) Region や中国
のリージョンなど、追加のリージョンを AWS アカウントから表示またはアクセスすることはできませ
ん。2019 年 3 月 20 日より後に導入されたリージョンを使用するには、そのリージョンを有効にする必
要があります。詳細については、[AWSGeneral Reference] (一般参照) の [Managing AWS Regions] (リー
ジョンの管理) をご参照ください。
コード

名前

オプトインステータス

us-east-2

米国東部 (オハイオ)

不要

us-east-1

米国東部（バージニア北部）

不要

us-west-1

米国西部 (北カリフォルニア)

不要

us-west-2

米国西部 (オレゴン)

不要

af-south-1

アフリカ (ケープタウン)

必須

ap-east-1

アジアパシフィック (香港)

必須

ap-southeast-3

アジアパシフィック (ジャカルタ)

必須

ap-south-1

アジアパシフィック (ムンバイ)

不要

ap-northeast-3

アジアパシフィック (大阪)

不要

ap-northeast-2

アジアパシフィック (ソウル)

不要

ap-southeast-1

アジアパシフィック (シンガポール)

不要

ap-southeast-2

アジアパシフィック (シドニー)

不要

ap-northeast-1

アジアパシフィック (東京)

不要

ca-central-1

カナダ (中部)

不要

eu-central-1

欧州 (フランクフルト)

不要

eu-west-1

欧州 (アイルランド)

不要

eu-west-2

欧州 (ロンドン)

不要

eu-south-1

ヨーロッパ (ミラノ)

必須

eu-west-3

欧州 (パリ)

不要

eu-north-1

欧州 (ストックホルム)

不要

me-south-1

中東 (バーレーン)

必須

me-central-1

中東 (アラブ首長国連邦)

必須
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コード

名前

オプトインステータス

sa-east-1

南米 (サンパウロ)

不要

詳細については、「AWS グローバルインフラストラクチャ」を参照してください。
リージョンごとのアベイラビリティーゾーンの数とマッピングは、AWS アカウント間で異なる場合が
あります。アカウントで使用可能なアベイラビリティーゾーンのリストを取得するには、Amazon EC2
コンソールまたはコマンドラインインターフェイスを使用できます。詳細については、リージョンの説
明 (p. 1164) を参照してください。

リージョンとエンドポイント
コマンドラインインターフェイスまたは API アクションを使用してインスタンスを操作するときは、その
リージョンエンドポイントを指定する必要があります。Amazon EC2 のリージョンとエンドポイントの
詳細については、「アマゾン ウェブ サービス全般のリファレンス」の「Amazon EC2 エンドポイントと
クォータ」を参照してください。
AWS GovCloud (米国西部) のエンドポイントとプロトコルの詳細については、「AWS GovCloud (US)
ユーザーガイド」の「Service Endpoints」(サービスエンドポイント) を参照してください。

リージョンの説明
Amazon EC2 コンソールまたはコマンドラインインターフェイスを使用して、アカウントで使用できる
リージョンを確認できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細については、Amazon EC2
へのアクセス (p. 3) を参照してください。

コンソールを使用してリージョンを検索するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションバーで、[Regions] (リージョン) セレクタを選択します。
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3.

該当するリージョンの EC2 リソースは、[Resources] (リソース) セクションの [EC2 Dashboard] (EC2
ダッシュボード) に表示されます。

AWS CLI を使用してリージョンを検索するには
次のように describe-regions コマンドを使用して、アカウントに対して有効になっているリージョンを記
述します。
aws ec2 describe-regions

アカウントに対して無効になっているリージョンも含めてすべてのリージョンを記述するには、次のよう
に --all-regions オプションを追加します。
aws ec2 describe-regions --all-regions

リージョン名の取得
Amazon Lightsail API を使用して、リージョンの名前を表示できます。
AWS CLI を使用してリージョン名を表示するには
指定したリージョンの名前を表示するには、次のように get-regions コマンドを使用します。
aws lightsail get-regions --query "regions[?name=='region-name'].displayName" --output text

次の例は、us-east-2 リージョンの名前を返します。
aws lightsail get-regions --query "regions[?name=='us-east-2'].displayName" --output text

出力を次に示します。
Ohio

リソースのリージョンの指定
Amazon EC2 リソースを作成するたびに、リソースのリージョンを指定できます。リソースのリージョン
は AWS Management Console またはコマンドラインを使用して指定できます。
考慮事項
一部の AWS リソースは、一部のリージョンで利用できない場合があります。インスタンスを起動する前
に、該当するリージョンで必要なリソースを作成できることを確認してください。

コンソールを使用してリソースのリージョンを指定するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーで、[Regions] (リージョン) セレクタを選択し、リージョンを選択します。
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コマンドラインを使用してデフォルトのリージョンを指定するには
環境変数の値を、目的のリージョンエンドポイント (https://ec2.us-east-2.amazonaws.com など)
に設定できます。
• AWS_DEFAULT_REGION (AWS CLI)
• Set-AWSDefaultRegion (AWS Tools for Windows PowerShell)
各コマンドで、--region (AWS CLI) または -Region (AWS Tools for Windows PowerShell) のコマンド
ラインオプションを使用することもできます。例えば、--region us-east-2 です。
Amazon EC2 のエンドポイントの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「サービスエンドポ
イント」を参照してください。

アベイラビリティーゾーン
リージョンごとにアベイラビリティーゾーンと呼ばれる複数の独立した場所があります。アベイラビリ
ティーゾーンのコードは、リージョンコードとそれに続く文字識別子です。例えば、us-east-1a です。
インスタンスを起動するときに、リージョンと仮想プライベートクラウド (VPC) を選択し、いずれかのア
ベイラビリティーゾーンからサブネットを自ら選択するか、またはサブネットが選択されることを許可し
ます。インスタンスを複数のアベイラビリティーゾーンに配布する場合は、1 つのインスタンスで障害が
発生したら別のアベイラビリティーゾーンのインスタンスが要求を処理するように、アプリケーションを
設計できます。また、Elastic IP アドレスを使用すると、あるアベイラビリティーゾーンのインスタンス
の障害を、別のアベイラビリティーゾーンのインスタンスにアドレスをすばやく再マッピングすることに
よってマスクできます。
次の図は、AWS リージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンを示しています。アベイラビリティー
ゾーン A とアベイラビリティーゾーン B にはそれぞれ 1 つのサブネットがあり、各サブネットにはイン
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スタンスがあります。アベイラビリティーゾーン C にはサブネットがないため、このアベイラビリティー
ゾーンにインスタンスを起動することはできません。

アベイラビリティーゾーンが拡大すると、アベイラビリティーゾーンを拡張しにくくなる場合がありま
す。その場合、ユーザーがアベイラビリティーゾーンに既にインスタンスを持っているのでない場合は、
制約のあるアベイラビリティーゾーンでのインスタンスの起動を制限する場合があります。最終的に、
制約のあるアベイラビリティーゾーンを新しいアカウントに対するアベイラビリティーゾーンのリスト
から削除することもあります。したがって、アカウントによってリージョン内で使用できるアベイラビリ
ティーゾーンの数が異なる場合があります。
目次
• AZ ID (p. 1168)
• アベイラビリティーゾーンの説明 (p. 1168)
• アベイラビリティーゾーンでのインスタンスの起動 (p. 1169)
• 別のアベイラビリティゾーンへのインスタンスの移行 (p. 1169)
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AZ ID
リソースがリージョンの複数のアベイラビリティーゾーンに分散されるようにするために、アベイラビリ
ティーゾーンは各 AWS アカウントのコードに個別にマッピングされます。例えば、AWS アカウントのア
ベイラビリティーゾーン us-east-1a の物理的な場所は、別の AWS アカウントの us-east-1a の場所
と異なる可能性があります。
アカウント間でアベイラビリティーゾーンを調整するには、アベイラビリティーゾーンの一意で一貫性の
ある識別子である AZ ID を使用する必要があります。例えば、use1-az1 は、us-east-1 リージョンの
AZ ID で、すべての AWS アカウントで同じ物理的な場所になります。アカウントの AZ ID を表示して、
別のアカウントのリソースに対するリソースの物理的な場所を特定できます。例えば、AZ ID use1-az2
のアベイラビリティーゾーンにあるサブネットを別のアカウントと共有する場合、このサブネットは AZ
ID が同じく use1-az2 であるアベイラビリティーゾーンのそのアカウントでも利用できます。
次の図は、アベイラビリティーゾーンのコードの AZ ID に対するマッピングが異なる 2 つのアカウントを
示しています。

アベイラビリティーゾーンの説明
Amazon EC2 コンソールまたはコマンドラインインターフェイスを使用して、アカウントで使用できる
アベイラビリティーゾーンを確認できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。

Console を使用してアベイラビリティーゾーンを検索するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーで、[Regions] (リージョン) セレクタを選択し、リージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[EC2 ダッシュボード] を選択します。

4.

アベイラビリティーゾーンは、[Service health] (サービスヘルス) ペインに一覧表示されます。

AWS CLI を使用してアベイラビリティーゾーンを検索するには
• 次のように describe-availability-zones コマンドを使用して、アカウントで有効な指定されたリージョン
内のアベイラビリティーゾーンを記述します。
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aws ec2 describe-availability-zones --region region-name

• オプトインのステータスに関係なしにアベイラビリティーゾーンを表示するには、次のように describeavailability-zones コマンドを使用します。
aws ec2 describe-availability-zones --all-availability-zones

アベイラビリティーゾーンでのインスタンスの起動
インスタンスを起動するときは、インスタンスと特定のお客様を近づけるリージョン、または法的要件や
他の要件を満たすリージョンを選択します。個別のアベイラビリティーゾーンでインスタンスを起動する
ことにより、1 つの場所で障害が発生しても、アプリケーションを保護することができます。
インスタンスを起動するときは、必要に応じて、使用するリージョン内のアベイラビリティーゾーンを指
定できます。アベイラビリティーゾーンを指定しないと、アベイラビリティーゾーンが自動的に選択され
ます。初期インスタンスを起動する場合は、デフォルトのアベイラビリティーゾーンを受け入れることを
お勧めします。これにより、システムの状態や利用可能なキャパシティーに基づいて、最適なアベイラビ
リティーゾーンを選択できます。追加のインスタンスを起動する場合、アベイラビリティーゾーンを指定
するのは、新しいインスタンスを実行中のインスタンスと近づけるか、分離することが必要な場合に限り
ます。

別のアベイラビリティゾーンへのインスタンスの移行
必要に応じて、アベイラビリティーゾーン間でインスタンスを移行できます。例えば、インスタンスのイ
ンスタンスタイプを変更しようとしたときに、現在のアベイラビリティーゾーンで新しいインスタンスタ
イプのインスタンスを起動できない場合は、新しいインスタンスタイプの容量を持つアベイラビリティー
ゾーンにインスタンスを移行できます。
移行プロセスは、次の作業を伴います。
• 元のインスタンスからの AMI の作成
• 新しいアベイラビリティーゾーンでのインスタンスの起動
• 新しいインスタンスの設定の更新 (次の手順で示します)

別のアベイラビリティゾーンにインスタンスを移行するには
1.

インスタンスから AMI を作成します。手順は、オペレーティングシステムとインスタンスのルートデ
バイスボリュームの種類によって異なります。詳細については、使用しているオペレーティングシス
テムとルートデバイスボリュームに対応するドキュメントを参照してください。
• Amazon EBS-backed Linux AMI を作成する
• instance store-backed Linux AMI を作成する
• カスタム Windows AMI を作成する

2.

3.

インスタンスのプライベート IPv4 アドレスを維持する必要がある場合は、現在のアベイラビリティー
ゾーンのサブネットを削除してから、新しいアベイラビリティーゾーンに元のサブネットと同じ IPv4
アドレス範囲のサブネットを作成する必要があります。サブネットを削除する前に、その中のすべて
のインスタンスを終了する必要があります。したがって、サブネットのすべてのインスタンスから
AMI を作成し、現在のサブネットのすべてのインスタンスを新しいサブネットに移動できるようにす
る必要があります。
新しいアベイラビリティゾーンまたはサブネットを指定して、作成した AMI からインスタンスを起
動します。インスタンスタイプは、元のインスタンスと同じにすることも、新しいインスタンスタ
イプを選択することもできます。詳細については、アベイラビリティーゾーンでのインスタンスの起
動 (p. 1169) を参照してください。
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4.

元のインスタンスに Elastic IP アドレスが関連付けられていた場合は、それを新しいインスタンスに
関連付けます。詳細については、Elastic IP アドレスの関連付けを解除する (p. 1228) を参照してくだ
さい。

5.

元のインスタンスが リザーブドインスタンス の場合は、予約のアベイラビリティーゾーンを変更しま
す。(また、インスタンスタイプも変更する場合は、予約のインスタンスタイプも変更できます)。詳
細については、変更リクエストの送信 (p. 352) を参照してください。

6.

(オプション) 元のインスタンスを終了します。詳細については、インスタンスの終了 (p. 581) を参照
してください。

Local Zones
ローカルゾーンは、地理的にユーザーに近い場所に位置する AWS リージョンを拡張したものです。Local
Zones はインターネットへの独自の接続を持ち、AWS Direct Connect をサポートしているため、Local
Zonesで作成されたリソースは、低レイテンシーの通信でローカルユーザーにサービスを提供できます。
詳細については、「AWS Local Zones」を参照してください。
ローカルゾーンのコードは、そのリージョンコードの後に、物理的な場所を示す識別子が続きます。例え
ば、ロサンゼルスの us-west-2-lax-1 です。
次の図は、AWS リージョン us-west-2、そのアベイラビリティーゾーンのうちの 2 つ、およびそのロー
カルゾーンのうちの 2 つを示しています。VPC は、アベイラビリティーゾーンといずれかのローカルゾー
ンにまたがっています。VPC 内の各ゾーンには 1 つのサブネットがあり、各サブネットにはインスタンス
があります。

ローカルゾーンを使用するには、最初にそれを有効にする必要があります。詳細については、the section
called “Local Zones へのオプトイン” (p. 1171) を参照してください。次に、ローカルゾーン内にサブネッ
トを作成します。最後に、インスタンスなどのローカルゾーンサブネットでリソースを起動して、アプリ
ケーションとユーザーを近づけます。
目次
• 利用可能な Local Zones (p. 1171)
• Local Zones へのオプトイン (p. 1171)
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• ローカルゾーンでのインスタンスの起動 (p. 1172)

利用可能な Local Zones
Amazon EC2 コンソールまたはコマンドラインインターフェイスを使用して、アカウントで利用できる
ローカルゾーンを確認できます。詳細な一覧については、「AWS Local Zones ロケーション」を参照して
ください。

コンソールを使用して Local Zones を検索するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーで、[Regions] (リージョン) セレクタを選択し、親リージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[EC2 ダッシュボード] を選択します。

4.

ページの右上で、[アカウントの属性]、[ゾーン] の順に選択します。

AWS CLI を使用してローカルゾーンを検索するには
次のように describe-availability-zones コマンドを使用して、指定したリージョン内のすべてのローカル
ゾーンを、有効でないものも含めて、表示します。有効にしたローカルゾーンのみを表示するには、-all-availability-zones オプションを省略します。
aws ec2 describe-availability-zones --region region-name --filters Name=zonetype,Values=local-zone --all-availability-zones

Local Zones へのオプトイン
リソースまたはサービスのLocal Zonesを指定する前に、Local Zonesにオプトインする必要があります。
考慮事項
一部の AWS リソースは、一部のリージョンで利用できない場合があります。特定のLocal Zonesでインス
タンスを起動する前に、目的のリージョンまたはLocal Zonesで必要なリソースを作成できることを確認し
てください。各ローカルゾーンでサポートされているサービスのリストについては、「AWS Local Zones
の機能」を参照してください。

コンソールを使用して Local Zones へオプトインするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ページの左上で、[新しい EC2 エクスペリエンス] を選択します。このタスクを実行するのに、コン
ソールの古いエクスペリエンスを使用することはできません。

3.

ナビゲーションバーで、[Regions] (リージョン) セレクタを選択し、親リージョンを選択します。

4.

ナビゲーションペインで、[EC2 ダッシュボード] を選択します。

5.

ページの右上で、[アカウントの属性]、[ゾーン] の順に選択します。

6.

ローカルゾーンを有効にするには、[Manage] (管理) を選択します。

7.

[ゾーングループ] で [有効] をクリックします。

8.

[ゾーングループの更新] をクリックします。

AWS CLI を使用してローカルゾーンにオプトインするには
modify-availability-zone-group コマンドを使用します。
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ローカルゾーンでのインスタンスの起動
インスタンスの起動時に、Local Zones 内のサブネットを指定します。また、ネットワーク境界グループ
から次の IP アドレスも割り当てます。ネットワーク境界グループは、AWS が IP アドレスをアドバタイ
ズするアベイラビリティーゾーン、Local Zones、または Wavelength Zones の一意のセットです (例: uswest-2-lax-1a)。
ネットワーク境界グループから次の IP アドレスを割り当てることができます。
• Amazon が提供する Elastic IPv4 アドレス
• Amazon が提供する IPv6 VPC アドレス (ロサンゼルスゾーンのみで利用可能)

ローカルゾーンでインスタンスを起動するには
1.

Local Zones を有効にします。詳細については、「Local Zones へのオプトイン (p. 1171)」を参照し
てください。

2.

ローカルゾーンの親リージョンに VPC を作成します。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガ
イド」の「VPC の作成」を参照してください。

3.

サブネットを作成します。サブネットの作成時にローカルゾーンを選択します。詳細について
は、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC でのサブネットの作成」を参照してください。

4.

インスタンスを起動し、Local Zone で作成したサブネットを選択します。詳細については、インスタ
ンスの起動 (p. 515) を参照してください。

Wavelength Zone
AWS Wavelength を使用することで、デベロッパーは、モバイルデバイスおよびエンドユーザー向けに、
非常にレイテンシーが低いアプリケーションを構築できます。Wavelength は、標準の AWS コンピュー
ティングおよびストレージサービスを通信事業者の 5G ネットワークのエッジにデプロイします。デベ
ロッパーは、Virtual Private Cloud (VPC) を 1 つ以上の Wavelength Zone に拡張し、Amazon EC2 インス
タンスなどの AWS リソースを使用して、超低レイテンシーやリージョンの AWS サービスへの接続を必
要とするアプリケーションを実行できます。
Wavelength Zone は、Wavelength インフラストラクチャをデプロイする先のキャリアロケーション内の
独立したゾーンです。Wavelength Zone は、リージョンに関連付けられています。Wavelength Zone は、
リージョンの論理的な拡張であり、リージョンの制御プレーンによって管理されます。
Wavelength Zone のコードは、そのリージョンコードの後に、物理的な場所を示す識別子が続きます。例
えば、ボストンの us-east-1-wl1-bos-wlz-1 です。
次の図は、AWS リージョン us-west-2、そのアベイラビリティーゾーンのうちの 2 つ、および
Wavelength Zone を示しています。VPC はアベイラビリティーゾーンと Wavelength Zone にまたがって
います。VPC 内の各ゾーンには 1 つのサブネットがあり、各サブネットにはインスタンスがあります。
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Wavelength Zone を使用するには、まずゾーンにオプトインする必要があります。詳細については、the
section called “Wavelength Zone の有効化” (p. 1174) を参照してください。次に、Wavelength Zone にサ
ブネットを作成します。最後に、Wavelength Zone のサブネットでリソースを起動し、アプリケーション
とエンドユーザーを近づけます。
Wavelength Zone は、すべてのリージョンで利用できるわけではありません。Wavelength Zone をサポー
トするリージョンについては、AWS Wavelength デベロッパーガイドの「利用可能な Wavelength Zone」
を参照してください。
コンテンツ
• Wavelength Zone の説明 (p. 1173)
• Wavelength Zone の有効化 (p. 1174)
• Wavelength Zone でのインスタンスの起動 (p. 1174)

Wavelength Zone の説明
Amazon EC2 コンソールまたはコマンドラインインターフェイスを使用して、アカウントで利用で
きる Wavelength Zone を確認できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。

コンソールを使用して Wavelength Zone を検索するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーで、[Regions] (リージョン) セレクタを選択し、リージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[EC2 ダッシュボード] を選択します。

4.

ページの右上で、[アカウントの属性]、[ゾーン] の順に選択します。

AWS CLI を使用して Wavelength Zone を検索するには
• 次のように describe-availability-zones コマンドを使用して、アカウントで有効な指定したリージョン内
の Wavelength Zone を表示します。
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aws ec2 describe-availability-zones --region region-name

• オプトインのステータスに関係なしに Wavelength Zone を表示するには、次のように describeavailability-zones コマンドを使用します。
aws ec2 describe-availability-zones --all-availability-zones

Wavelength Zone の有効化
リソースまたはサービスの Wavelength Zone を指定する前に、Wavelength Zone にオプトインする必要が
あります。

考慮事項
• 一部の AWS リソースは、リージョンによっては利用できません。特定の Wavelength Zone でインスタ
ンスを起動する前に、目的のリージョンまたは Wavelength Zone で必要なリソースを作成できることを
確認してください。

コンソールを使用して Wavelength Zone にオプトインするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ページの左上で、[新しい EC2 エクスペリエンス] を選択します。このタスクを実行するのに、コン
ソールの古いエクスペリエンスを使用することはできません。

3.

ナビゲーションバーで、[Regions] (リージョン) セレクタを選択し、リージョンを選択します。

4.

ナビゲーションペインで、[EC2 ダッシュボード] を選択します。

5.

ページの右上で、[アカウントの属性]、[ゾーン] の順に選択します。

6.

[Wavelength Zone] で、Wabelenth Zone の[管理]を選択します。

7.

[Enable] (有効化) を選択します。

8.

[ゾーングループの更新] をクリックします。

AWS CLI を使用して Wavelength Zone を有効にするには
modify-availability-zone-group コマンドを使用します。

Wavelength Zone でのインスタンスの起動
インスタンスの起動時に、Wavelength Zone にあるサブネットを指定できます。また、ネットワーク境界
グループからキャリア IP アドレスを割り当てます。これは、AWS が IP アドレスをアドバタイズするア
ベイラビリティーゾーン、Local Zones、または Wavelength Zones の一意のセットです (例: us-east-1wl1-bos-wlz-1 など)。
Wavelength Zone でインスタンスを起動する方法については、AWS Wavelength デベロッパーガイドの
「AWS Wavelength の開始方法」を参照してください。

AWS Outposts
AWS Outposts は、AWS のインフラストラクチャ、サービス、API、ツールをお客様のオンプレミスまで
拡張するフルマネージドサービスです。AWS は、AWS Outposts マネージドインフラストラクチャへの
ローカルアクセスを提供することで、AWS リージョンと同じプログラミングインターフェイスを使用して
オンプレミスでアプリケーションを構築して実行できるようにします。同時に、コンピューティングとス

1174

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
AWS Outposts

トレージのローカルリソースを使用して、レイテンシーを短縮し、ローカルのデータ処理ニーズに対応し
ます。
Outpost とは、お客様のサイトにデプロイされる AWS のコンピューティングおよびストレージキャパシ
ティーのプールです。AWS は、AWS リージョンの一部としてこのキャパシティーを運営、監視、管理し
ます。Outpost にサブネットを作成し、AWS リソースを作成したときにこれらのサブネットを指定しま
す。Outpost サブネット内のインスタンスは、プライベート IP アドレスを使用して、AWS リージョン内
の他のインスタンスと通信します。これらはすべて同じ VPC 内にあります。
次の図は、AWS リージョン us-west-2、そのアベイラビリティーゾーンのうちの 2 つ、および Outpost
を示しています。VPC はアベイラビリティーゾーンと Outpost にまたがっています。Outpost は、オンプ
レミスの顧客データセンターにあります。VPC 内の各ゾーンには 1 つのサブネットがあり、各サブネット
にはインスタンスがあります。

AWS Outposts の使用を開始するには、Outpost を作成し、Outpost 容量を注文する必要がありま
す。Outpost の設定の詳細については、カタログを参照してください。Outpost 機器をインストールする
と、Outpost で Amazon EC2 インスタンスを起動するときに、コンピューティング容量とストレージ容量
を使用できます。

Outpost でのインスタンスの起動
作成した Outpost サブネットで EC2 インスタンスを起動できます。セキュリティグループは、アベイラ
ビリティーゾーンサブネットのインスタンスと同様に、Outpost サブネットにある Elastic Network インス
タンスのインバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックを制御します。Outpost サブネットの
EC2 インスタンスに接続するには、アベイラビリティーゾーンサブネットのインスタンスの場合と同様
に、インスタンスの起動時にキーペアを指定できます。
Outpost ラックにあるインスタンスのルートボリュームは、30 GB 以下にする必要があります。AMI また
はインスタンスのブロックデバイスマッピングでデータボリュームを指定し、追加のストレージを提供で
きます。ブートボリュームから未使用のブロックを削除するには、AWS パートナーネットワークブログの
「How to build Sparse EBS Volumes」をご参照ください。
ルートボリュームの NVMe タイムアウトを増やすことをお勧めします。詳細については、I/O オペレー
ションタイムアウト (p. 1738) を参照してください。
Outpost の作成方法の詳細については、「AWS Outposts ユーザーガイド」の「AWS Outposts の開始方
法」を参照してください。
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Outpost でのボリュームの作成
AWS Outposts は、ラックおよびサーバのフォームファクタを提供します。容量が Outpost ラックにある
場合、作成した Outpost サブネットに EBS ボリュームを作成できます。ボリュームの作成時に、Outpost
の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。
次の create-volume コマンドは、指定した Outpost に空の 50 GB ボリュームを作成します。
aws ec2 create-volume --availability-zone us-east-2a --outpost-arn arn:aws:outposts:useast-2:123456789012:outpost/op-03e6fecad652a6138 --size 50

Amazon EBS gp2 ボリュームのサイズは、ボリュームをデタッチする必要なく動的に変更することができ
ます。ボリュームをデタッチせずに変更する方法の詳細については、「EBS ボリュームへの変更のリクエ
スト (p. 1708)」を参照してください。

Amazon EC2 インスタンスの IP アドレス指定
Amazon EC2 と Amazon VPC は、IPv4 と IPv6 の両方のアドレス設定プロトコルをサポートします。デ
フォルトでは、Amazon VPC は IPv4 アドレス設定プロトコルを使用します。この動作を無効にすること
はできません。VPC の作成時には IPv4 CIDR ブロック (プライベート IPv4 アドレスの範囲) を指定する必
要があります。必要に応じて、IPv6 CIDR ブロックを VPC に割り当て、そのブロックからサブネットのイ
ンスタンスに IPv6 アドレスを割り当てることができます。
目次
• プライベート IPv4 アドレス (p. 1176)
• パブリック IPv4 アドレス (p. 1177)
• Elastic IP アドレス (IPv4) (p. 1178)
• IPv6 アドレス (p. 1178)
• インスタンスの IPv4 アドレスの操作 (p. 1179)
• インスタンスの IPv6 アドレスの操作 (p. 1182)
• 複数の IP アドレス (p. 1184)
• EC2 インスタンスのホスト名 (p. 1192)

プライベート IPv4 アドレス
プライベート IPv4 アドレスは、インターネットから到達できない IP アドレスです。プライベート IPv4 ア
ドレスは、同じ VPC 内のインスタンス間の通信に使用できます。プライベート IPv4 アドレスの標準およ
び仕様については、RFC 1918 を参照してください。DHCP を使用してインスタンスにプライベート IPv4
アドレスが割り当てられます。

Note
RFC 1918 に指定されているプライベート IPv4 アドレスの範囲に含まれない、パブリックにルー
ティングできる CIDR ブロックを持つ VPC を作成できます。ただし、このドキュメントでプラ
イベート IPv4 アドレス (または「プライベート IP アドレス」) と言う場合は、VPC の IPv4 CIDR
範囲に含まれる IP アドレスを指します。
VPC サブネットは、次のいずれかのタイプです。
• IPv4 専用サブネット: IPv4 アドレスが割り当てられたこれらのサブネット内のリソースのみを作成でき
ます。
• IPv6 専用サブネット: IPv6 アドレスが割り当てられたこれらのサブネット内のリソースのみを作成でき
ます。
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• IPv4 および IPv6 サブネット: IPv4 または IPv6 アドレスのいずれかが割り当てられたこれらのサブネッ
ト内のリソースを作成できます。
EC2 インスタンスを IPv4 専用サブネットまたはデュアルスタック (IPv4 および IPv6) サブネットで起動す
ると、インスタンスはサブネットの IPv4 アドレス範囲からプライマリプライベート IP アドレスを受け取
ります。詳細については、[Amazon VPC User Guide] (Amazon VPC ユーザーガイド) の[IP addressing] (IP
アドレス指定) を参照してください。プライマリプライベート IP アドレスを指定しないでインスタンスを
起動すると、サブネットの IPv4 範囲内で使用可能な IP アドレスが自動的に選択されます。各インスタン
スには、プライマリプライベート IPv4 アドレスが割り当てられたデフォルトのネットワークインターフェ
イス (eth0) があります。追加のプライベート IPv4 アドレス (セカンダリプライベート IPv4 アドレス) も指
定できます。プライマリプライベート IP アドレスとは異なり、セカンダリプライベート IP アドレスは、
別のインスタンスに割り当て直すことができます。詳細については、複数の IP アドレス (p. 1184) を参照
してください。
プライベート IPv4 アドレスは、プライマリアドレスまたはセカンダリアドレスを問わず、インスタンスが
停止して起動、または休止して起動した際に、ネットワークインターフェイスに関連付けられたままにな
り、インスタンスを終了すると解放されます。

パブリック IPv4 アドレス
パブリック IP アドレスは、インターネットから到達可能な IPv4 アドレスです。インスタンスとインター
ネット間で通信するには、パブリック アドレスを使用できます。
デフォルトの VPC でインスタンスを起動すると、デフォルトでパブリック IP アドレスが割り当てられま
す。デフォルト以外の VPC でインスタンスを起動するとき、サブネットには、そのサブネットで起動する
インスタンスがパブリック IPv4 アドレスプールからパブリック IP アドレスを受け取るかどうかを決定す
る属性があります。デフォルトでは、デフォルト以外のサブネットで起動されたインスタンスにパブリッ
ク IP アドレスを割り当てません。
インスタンスがパブリック IP アドレスを割り当てられるかどうかを制御するには、以下の方法を使用しま
す。
• サブネットのパブリック IP アドレス属性を変更する。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイ
ド」の「サブネットのパブリック IPv4 アドレス指定属性の変更」を参照してください。
• 起動時にパブリック IP アドレス機能を有効または無効にする。これにより、サブネットのパブリック
IP アドレス属性がオーバーライドされます。詳細については、インスタンス起動時のパブリック IPv4
アドレスの割り当て (p. 1181) を参照してください。
パブリック IP アドレスは、Amazon のパブリック IPv4 アドレスプールからインスタンスに割り当てら
れ、お客様の AWS アカウントには関連付けられません。パブリック IP アドレスをインスタンスから割り
当て解除すると、そのパブリック IPv4 アドレスはパブリック IP アドレスプールに戻され、再利用するこ
とはできません。
パブリック IP (IPv4) アドレスを、手動でインスタンスに関連付けたり、手動でインスタンスから割り当て
解除することはできません。場合によって、パブリック IP アドレスはインスタンスから解放されたり、新
しいインスタンスに割り当てられたりします。
• インスタンスのパブリック IP アドレスが停止、休止または終了すると、インスタンスのパブリック IP
アドレスが解放されます。停止または休止状態のインスタンスは、起動時に、新しいパブリック IP アド
レスを受け取ります。
• Elastic IP アドレスをこれに関連付けると、インスタンスのパブリック IP アドレスが解放されま
す。Elastic IP アドレスをインスタンスから割り当て解除すると、そのインスタンスには新しいパブリッ
ク IP アドレスが送信されます。
• VPC 内のインスタンスのパブリック IP アドレスが既に解放されている場合には、複数のネットワーク
インターフェイスがインスタンスにアタッチされていると、インスタンスに新しいパブリック IP アドレ
スは送信されません。
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• インスタンスのパブリック IP アドレスが解放され、Elastic IP アドレスに関連付けられたセカンダリプ
ライベート IP アドレスがある場合、インスタンスは新しいパブリック IP アドレスを受信しません。
必要に応じて、インスタンスに関連付けおよびインスタンスから関連付けできる永続的なパブリック IP ア
ドレスが必要な場合は、Elastic IP アドレスを使用します。
動的 DNS を使用して既存の DNS 名を新しいインスタンスのパブリック IP アドレスにマッピングした場
合、その IP アドレスがインターネット内に伝達されるまでに最大 24 時間かかることがあります。その結
果、新しいインスタンスはトラフィックを受信せず、終了したインスタンスがリクエストの受信を継続す
ることがあります。この問題を解決するには、Elastic IP アドレスを使用します。独自の Elastic IP アドレ
スを割り当てて、それをインスタンスに関連付けることができます。詳細については、Elastic IP アドレ
ス (p. 1223) を参照してください。

Note
インスタンスがパブリック NAT IP アドレスを使用して他のインスタンスにアクセスする場合、
アクセス先のインスタンスが同じリージョンにあるかどうかによって、リージョンデータ転送ま
たはインターネットデータ転送に対して課金されます。

Elastic IP アドレス (IPv4)
Elastic IP アドレスは、アカウントに割り当てることができるパブリック IPv4 アドレスです。このアドレ
スとインスタンスを関連付けたり、その関連付けを解除したりできます。アドレスはアカウントに割り当
てられ、割り当てを解除するまでアカウントに残ります。Elastic IP アドレスとその使用方法の詳細につい
ては、「Elastic IP アドレス (p. 1223)」を参照してください。
IPv6 に対する Elastic IP アドレスはサポートされていません。

IPv6 アドレス
必要に応じて、IPv6 CIDR ブロックを VPC と関連付けることができます。また、IPv6 CIDR ブロックをサ
ブネットと関連付けることができます。VPC の IPv6 CIDR ブロックは、Amazon の IPv6 アドレスのプー
ルから自動的に割り当てられます。独自にアドレス範囲を選択することはできません。詳細については、
「Amazon VPC ユーザーガイド」の次のトピックを参照してください。
• IPv6 用の VPC サイジング
• IPv6 CIDR ブロックと VPC の関連付け
• IPv6 CIDR ブロックとサブネットの関連付け
IPv6 アドレスはグローバルに一意であり、プライベートのまま、またはインターネット経由で到達可能に
なるように設定できます。IPv6 の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「IP アドレス指定」
を参照してください。IPv6 CIDR ブロックが VPC およびサブネットと関連付けられていて、以下のいずれ
かに該当する場合、インスタンスには IPv6 アドレスが割り当てられます。
• 起動時にサブネットからインスタンスに IPv6 アドレスが自動的に割り当てられるように設定されてい
る。詳細については、サブネットの IPv6 アドレス指定属性の変更を参照してください。
• 起動時に IPv6 アドレスをインスタンスに割り当てる。
• 起動後に IPv6 アドレスをインスタンスのプライマリネットワークインターフェイスに割り当てる。
• 起動後に IPv6 アドレスを同じサブネットのネットワークインターフェイスに割り当て、そのネットワー
クインターフェイスをインスタンスにアタッチする。
起動時にインスタンスに IPv6 アドレスが割り当てられると、そのアドレスはインスタンスのプライマリ
ネットワークインターフェイス (eth0) と関連付けられます。IPv6 アドレスとネットワークインターフェイ
スの関連付けは解除できます。
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IPv6 アドレスは、インスタンスの停止して起動、または休止して起動する際には保持され、インスタンス
の終了時に解放されます。IPv6 アドレスは、別のネットワークインターフェイスに割り当てられている間
は再割り当てできません。最初に割り当てを解除する必要があります。
追加の IPv6 アドレスをインスタンスに割り当てるには、インスタンスにアタッチされたネットワークイン
ターフェイスにアドレスを割り当てます。ネットワークインターフェイスに割り当てることができる IPv6
アドレスの数と、インスタンスにアタッチできるネットワークインターフェイスの数は、インスタンスタ
イプごとに異なります。詳細については、各インスタンスタイプのネットワークインターフェイスあたり
の IP アドレス数 (p. 1238) を参照してください。

インスタンスの IPv4 アドレスの操作
インスタンスを起動するときに、パブリック IPv4 アドレスをインスタンスに割り当てることができま
す。インスタンスの IPv4 アドレスをコンソールに表示するには、Instances (インスタンス) ページまたは
[Network Interfaces] (ネットワークインターフェイス) ページを使用します。
目次
• IPv4 アドレスの表示 (p. 1179)
• インスタンス起動時のパブリック IPv4 アドレスの割り当て (p. 1181)

IPv4 アドレスの表示
Amazon EC2 コンソールを使用して、インスタンスのプライベート IPv4 アドレス、パブリック IPv4 アド
レス、および Elastic IP アドレスを表示できます。また、インスタンスメタデータを使用して、インスタ
ンス内からインスタンスのパブリック IPv4 アドレスとプライベート IPv4 アドレスを確認することもでき
ます。詳細については、インスタンスメタデータとユーザーデータ (p. 794) を参照してください。
パブリック IPv4 アドレスは、コンソールのネットワークインターフェイスのプロパティとして表示され
ますが、NAT によってプライマリプライベート IPv4 アドレスにマッピングされます。したがって、イン
スタンスのネットワークインターフェイスのプロパティを、例えば ifconfig (Linux) または ipconfig
(Windows) を通して調べてみると、パブリック IPv4 アドレスは表示されていません。インスタンスからイ
ンスタンスのパブリック IPv4 アドレスを判断するには、インスタンスメタデータを使用します。
New console

コンソールを使用してインスタンスの IPv4 アドレスを表示するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで [Instances] を選択し、インスタンスを選択します。

3.

[Networking (ネットワーク)] タブでは、次の情報が表示されます。

4.

• パブリック IPv4 アドレス — パブリック IPv4 アドレス。Elastic IP アドレスをインスタンスま
たはプライマリネットワークインターフェイスに関連付けた場合、これが Elastic IP アドレス
になります。
• パブリック IPv4 DNS — 外部 DNS ホスト名。
• [Private IP DNS name (IPv4 only)] (プライベート IP DNS 名 (IPv4 専用)) — プライベート IPv4
アドレス。
• プライベート IPv4 DNS — 内部 DNS ホスト名。
• セカンダリプライベート IPv4 アドレス — 任意のセカンダリプライベート IPv4 アドレス。
• Elastic IP アドレス — 関連する Elastic IP アドレス
または、[Networking (ネットワーク)] タブの [Network interfaces (ネットワークインターフェ
イス)] で、プライマリネットワークインターフェイスのインターフェイス ID を選択します
(eni-123abc456def78901 など)。以下の情報が表示されます。
• プライベート DNS (IPv4) — 内部 DNS ホスト名。
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• プライマリプライベート IPv4 IP — プライマリプライベート IPv4 アドレス。
• セカンダリプライベート IPv4 IP — 任意のセカンダリプライベート IPv4 アドレス。
• パブリック DNS — 外部 DNS ホスト名。
• IPv4 パブリック IP — パブリック IPv4 アドレス。Elastic IP アドレスをインスタンスまたはプ
ライマリネットワークインターフェイスに関連付けた場合、これが Elastic IP アドレスになり
ます。
• Elastic IP — 関連する Elastic IP アドレス。
Old console

コンソールを使用してインスタンスの IPv4 アドレスを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Instances] を選択し、インスタンスを選択します。

3.

[Description] (説明) タブには、次の情報が表示されます。
• プライベート DNS — 内部 DNS ホスト名。
• プライベート IP — プライベート IPv4 アドレス。
• セカンダリプライベート IP — 任意のセカンダリプライベート IPv4 アドレス。
• パブリック DNS — 外部 DNS ホスト名。
• IPv4 パブリック IP — パブリック IPv4 アドレス。Elastic IP アドレスをインスタンスまたはプ
ライマリネットワークインターフェイスに関連付けた場合、これが Elastic IP アドレスになり
ます。
• Elastic IP — 関連する Elastic IP アドレス。

4.

または、プライマリネットワークインターフェイスを使用して、インスタンスの IPv4 アドレスを
表示できます。[Description] (説明) タブの [Network interfaces] (ネットワークインターフェイス)
で [eth0] を選択し、インターフェイス ID (eni-123abc456def78901 など) を選択します。次の情報
が利用可能です。
• [Private Ipv4 DNS] (プライベート IPv4 DNS) — 内部 DNS ホスト名。
• [Private IPv4 address] (プライベート IPv4 アドレス) — プライマリプライベート IPv4 アドレ
ス。
• パブリック IPv4 アドレス — パブリック IPv4 アドレス。Elastic IP アドレスをインスタンスま
たはプライマリネットワークインターフェイスに関連付けた場合、これが Elastic IP アドレス
になります。
• パブリック IPv4 DNS — 外部 DNS ホスト名。
• セカンダリプライベート IPv4 IP — 任意のセカンダリプライベート IPv4 アドレス。
• Elastic IP — 関連する Elastic IP アドレス。

コマンドラインを使用してインスタンスの IPv4 アドレスを表示するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細については、
「Amazon EC2 へのアクセス (p. 3)」を参照してください。
• describe-instances (AWS CLI)
• Get-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell)

インスタンスのメタデータを使用してインスタンスの IPv4 アドレスを確認するには
1.

インスタンスに接続します。詳細については、「」、「Windows インスタンスに接続する (p. 590)」
を参照してください。
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2.

プライベート IP アドレスにアクセスするには、次のコマンドを使用します。
PS C:\> Invoke-RestMethod http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4

3.

パブリック IP アドレスにアクセスするには、次のコマンドを使用します。
PS C:\> Invoke-RestMethod http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4

インスタンスに Elastic IP アドレスが関連付けられている場合、返される値は Elastic IP アドレスの値
です。

インスタンス起動時のパブリック IPv4 アドレスの割り当て
各サブネットに、そのサブネット内で起動されるインスタンスにパブリック IP アドレスが割り当てられる
かどうかを決定する属性があります。デフォルトでは、デフォルト以外のサブネットではこの属性が false
に設定されており、デフォルトのサブネットではこの属性が true に設定されています。インスタンスを起
動する場合、パブリック IPv4 アドレス指定機能を使用してインスタンスにパブリック IPv4 アドレスを割
り当てるかどうかを制御することもできます。サブネットの IP アドレス指定属性のデフォルトの動作を
オーバーライドできます。パブリック IPv4 アドレスは、Amazon のパブリック IPv4 アドレスプールから
割り当てられ、デバイスインデックス eth0 を持つネットワークインターフェイスに割り当てられます。こ
の機能は、インスタンス起動時の特定の条件により異なります。

考慮事項
• 起動後に、インスタンスからパブリック IP アドレスの割り当てを手動で解除することはできません。
ただし、特定の場合に、アドレスが自動的に解放され、その後再利用できなくなります。詳細について
は、パブリック IPv4 アドレス (p. 1177) を参照してください。お客様の意志で関連付けしたり関連付け
を解除したりできる永続的なパブリック IP アドレスを必要とする場合は、起動してからインスタンスに
Elastic IP アドレスを割り当てます。詳細については、Elastic IP アドレス (p. 1223) を参照してくださ
い。
• 複数のネットワークインターフェイスを指定した場合、パブリック IP アドレスを自動割り当てすること
はできません。さらに、eth0 のように既存のネットワークインターフェイスを指定すると、パブリック
IP の自動割り当て機能を使用してサブネット設定をオーバーライドすることはできません。
• パブリック IP アドレス機能は起動時にのみ使用できます。ただし、起動時にパブリック IP アドレスを
インスタンスに割り当てるかどうかにかかわらず、起動後に Elastic IP アドレスをインスタンスに関連
付けることができます。詳細については、Elastic IP アドレス (p. 1223) を参照してください。サブネッ
トのパブリック IPv4 アドレス指定動作を変更することもできます。詳細については、「サブネットの
IPv4 アドレス指定属性の変更」を参照してください。
New console
インスタンスの起動時にパブリック IPv4 アドレスを割り当てるには、手順に従ってインスタンスを起
動 (p. 519)し、[Network Settings] (p. 522) (ネットワーク設定) を設定するときに、[Auto-assign Public
IP] (パブリック IP を自動的に割り当てる) オプションを選択します。
Old console
インスタンスの起動時にパブリック IPv4 アドレスを割り当てるには、手順に従ってインスタンスを
起動 (p. 527)し、ステップ 3: インスタンスの詳細を設定する (p. 529) で [Auto-assign Public IP] (パブ
リック IP を自動的に割り当てる) オプションを選択します。

コマンドラインを使用してパブリック IP アドレス指定機能を有効または無効にするには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
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• run-instances コマンド (AWS CLI) で --associate-public-ip-address または --noassociate-public-ip-address オプションを使用します。
• New-EC2Instance コマンド (AWS Tools for Windows PowerShell) で -AssociatePublicIp パラメー
タを使用します。

インスタンスの IPv6 アドレスの操作
インスタンスに割り当てられた IPv6 アドレスを表示したり、インスタンスにパブリック IPv6 アドレス
を割り当てたり、インスタンスから IPv6 アドレスの割り当てを解除したりできます。これらのアドレス
は、[Instances] (インスタンス) ページまたは [Network Interfaces] (ネットワークインターフェイス) ページ
を使用してコンソールに表示できます。
コンテンツ
• IPv6 アドレスの表示 (p. 1182)
• インスタンスへの IPv6 アドレスの割り当て (p. 1183)
• インスタンスからの IPv6 アドレスの割り当て解除 (p. 1184)

IPv6 アドレスの表示
Amazon EC2 コンソール、AWS CLI、インスタンスメタデータを使用して、インスタンスの IPv6 アドレ
スを表示できます。
New console

コンソールを使用してインスタンスの IPv6 アドレスを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択します。

4.

[Networking] (ネットワーキング) タブで、[IPv6 addresses] (IPv6 アドレス) を見つけます。

5.

または、[Networking] (ネットワーキング) タブの [Network interfaces] (ネットワークイン
ターフェイス) で、ネットワークインターフェイスのインターフェイス ID を選択します
(eni-123abc456def78901 など)。IPv6 IP を見つけます。

Old console

コンソールを使用してインスタンスの IPv6 アドレスを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択します。

4.

[Networking] (ネットワーキング) タブで、IPv6 IP を見つけます。

5.

あるいは、[Description] (説明) タブの [Network interfaces] (ネットワークインターフェイス) で
[eth0] を選択し、インターフェイス ID (eni-123abc456def78901 など) を選択します。IPv6 IP を
見つけます。

コマンドラインを使用してインスタンスの IPv6 アドレスを表示するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細については、
「Amazon EC2 へのアクセス (p. 3)」を参照してください。
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• describe-instances (AWS CLI)
• Get-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell)

インスタンスメタデータを使用してインスタンスの IPv6 アドレスを表示するには
1.

インスタンスに接続します。詳細については、「」、「Windows インスタンスに接続する (p. 590)」
を参照してください。

2.

次のコマンドを使用して IPv6 アドレスを表示します (http://169.254.169.254/latest/metadata/network/interfaces/macs/ から MAC アドレスを取得できます)。
PS C:\> Invoke-RestMethod http://169.254.169.254/latest/meta-data/network/interfaces/
macs/mac-address/ipv6s

インスタンスへの IPv6 アドレスの割り当て
VPC とサブネットに IPv6 CIDR ブロックが関連付けられている場合は、起動時または起動後に IPv6 アド
レスをインスタンスに割り当てることができます。IPv6 アドレスは、サブネットの IPv6 アドレス範囲か
ら割り当てられ、eth0 のデバイスインデックスを持つネットワークインターフェイスに割り当てられま
す。
New console
起動時:
インスタンスの起動時に IPv6 アドレスを割り当てるには、手順に従ってインスタンスを起
動 (p. 519)し、[Network Settings] (p. 522) (ネットワーク設定) を設定するときに、[Auto-assign IPv6
IP] (IPv6 IP を自動的に割り当てる) オプションを選択します。

起動後:
1.
2.
3.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
インスタンスを選択後、[アクション]、[ネットワーク]、[IP アドレスの管理] の順に選択します。

4.

ネットワークインターフェイスを展開します。[IPv6 addresses] (IPv6 アドレス) で、[Assign new
IP address] (新しい IP アドレスの割り当て) を選択します。サブネットの範囲から IPv6 アドレス
を入力するか、フィールドを空白のままにして IPv6 アドレスを自動的に選択することができま
す。
[Save] を選択します。

5.

Old console
起動時:
インスタンスの起動時に IPv6 アドレスを割り当てるには、手順に従ってインスタンスを起
動 (p. 527)し、ステップ 3: インスタンスの詳細を設定する (p. 529) で [Auto-assign IPv6 IP] (IPv6 IP
を自動的に割り当てる) オプションを選択します。

起動後:
1.
2.
3.
4.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
インスタンスを選択後、[アクション]、[ネットワーク]、[IP アドレスの管理] の順に選択します。
ネットワークインターフェイスを展開します。[IPv6 addresses] (IPv6 アドレス) で、[Assign new
IP address] (新しい IP アドレスの割り当て) を選択します。サブネットの範囲から IPv6 アドレス
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を入力するか、フィールドを空白のままにして IPv6 アドレスを自動的に選択することができま
す。
5.

[Save] を選択します。

コマンドラインを使用して IPv6 アドレスを割り当てるには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• run-instances コマンド (AWS CLI) で --ipv6-addresses オプションを使用する
• New-EC2Instance コマンド (AWS Tools for Windows PowerShell) で -NetworkInterface の
Ipv6Addresses プロパティを使用する
• assign-ipv6-addresses (AWS CLI)
• Register-EC2Ipv6AddressList (AWS Tools for Windows PowerShell)

インスタンスからの IPv6 アドレスの割り当て解除
IPv6 アドレスは、インスタンスからいつでも割り当て解除できます。

コンソールを使用してインスタンスから IPv6 アドレスを割り当て解除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択後、[アクション]、[ネットワーク]、[IP アドレスの管理] の順に選択します。

4.

ネットワークインターフェイスを展開します。[IPv6 addresses] (IPv6 アドレス) で、IPv6 アドレスの
横にある [Unassign] (割り当て解除) を選択します。

5.

[Save] を選択します。

コマンドラインを使用してインスタンスから IPv6 アドレスを割り当て解除するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• unassign-ipv6-addresses (AWS CLI)
• Unregister-EC2Ipv6AddressList (AWS Tools for Windows PowerShell)

複数の IP アドレス
インスタンスに複数のプライベート IPv4 および IPv6 アドレスを指定できます。インスタンスに指定でき
るネットワークインターフェイスとプライベート IPv4 および IPv6 アドレスの数は、インスタンスタイプ
によって異なります。詳細については、各インスタンスタイプのネットワークインターフェイスあたりの
IP アドレス数 (p. 1238) を参照してください。
次のような場合、複数の IP アドレスを VPC 内のインスタンスに割り当てると便利です。
• 1 つのサーバーで複数の SSL 証明書を使用し、各インターフェイスに各 IP アドレスに割り当てること
で、1 つのサーバーで複数のウェブサイトをホストする。
• 各ネットワークインターフェイス用に複数の IP アドレスを持つネットワークアプライアンス (ファイア
ウォールやロードバランサーなど) を運用する。
• インスタンスでエラーが発生した場合に、セカンダリ IP アドレスをスタンバイインスタンスに再割り当
てすることによって、内部トラフィックをスタンバイインスタンスにリダイレクトする。
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コンテンツ
• 複数の IP アドレスを使用する方法 (p. 1185)
• 複数の IPv4 アドレスの使用 (p. 1185)
• 複数の IPv6 アドレスの使用 (p. 1189)

複数の IP アドレスを使用する方法
次の一覧は、ネットワークインターフェイスで複数の IP アドレスを使用する方法の説明です。
• セカンダリプライベート IPv4 アドレスをネットワークインターフェイスに割り当てることができます。
ネットワークインターフェイスをこのインスタンスにアタッチする必要はありません。
• IPv6 CIDR ブロックが関連付けられているサブネット内のネットワークインターフェイスに複数の IPv6
アドレスを割り当てることができます。
• ネットワークインターフェイスのサブネットの IPv4 CIDR ブロック範囲からセカンダリ IPv4 アドレス
を選択する必要があります。
• ネットワークインターフェイスのサブネットの IPv6 CIDR ブロック範囲から IPv6 アドレスを選択する
必要があります。
• セキュリティグループを関連付けるのは、個々の IP アドレスではなく、ネットワークインターフェイス
です。そのため、ネットワークインターフェイスで指定した各 IP アドレスは、そのネットワークイン
ターフェイスのセキュリティグループの対象です。
• 複数の IP アドレスは、実行中または停止したインスタンスにアタッチされたネットワークインターフェ
イスに割り当てたり、割り当て解除したりできます。
• ネットワークインターフェイスに割り当てられているセカンダリプライベート IPv4 アドレスは、明示的
に許可された場合、別のネットワークインターフェイスに割り当て直すことができます。
• IPv6 アドレスは、最初に既存のネットワークインターフェイスから割り当て解除しない限り、別のネッ
トワークインターフェイスに再割り当てすることはできません。
• コマンドラインツールまたは API を使用して複数の IP アドレスをネットワークインターフェイスに割
り当てるときに、いずれかの IP アドレスを割り当てることができない場合、オペレーション全体が失敗
します。
• プライマリプライベート IPv4 アドレス、セカンダリプライベート IPv4 アドレス、Elastic IP アドレス、
および IPv6 アドレスは、セカンダリネットワークインターフェイスをインスタンスからデタッチした
り、インスタンスにアタッチしても、セカンダリネットワークインターフェイスへの割り当ては維持し
ます。
• プライマリネットワークインターフェイスをインスタンスからデタッチすることはできませんが、プラ
イマリネットワークインターフェイスのセカンダリプライベート IPv4 アドレスを別のネットワークイン
ターフェイスに再割り当てすることはできます。
次の一覧は、Elastic IP アドレスで複数の IP アドレスを使用する方法の説明です (IPv4 のみ)。
• 各プライベート IPv4 アドレスを関連付けることができる Elastic IP アドレスは 1 つであり、逆に各
Elastic IP アドレスを関連付けることができるプライベート IPv4 アドレスは 1 つです。
• セカンダリプライベート IPv4 アドレスを別のインターフェイスに再割り当てした場合、セカンダリプラ
イベート IPv4 アドレスと Elastic IP アドレスの関連付けは維持されます。
• セカンダリプライベート IPv4 アドレスとインターフェイスの割り当てを解除すると、関連付けられた
Elastic IP アドレスとセカンダリプライベート IPv4 アドレスとの関連付けは自動的に解除されます。

複数の IPv4 アドレスの使用
セカンダリプライベート IPv4 アドレスは、インスタンスに割り当てたり、Elastic IPv4 アドレスと関連付
けたり、割り当て解除したりできます。
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コンテンツ
• セカンダリプライベート IPv4 アドレスの割り当て (p. 1186)
• セカンダリプライベート IPv4 アドレスを認識するようにインスタンスのオペレーティングシステムを
設定する (p. 1188)
• セカンダリプライベート IPv4 アドレスへの Elastic IP アドレスの割り当て (p. 1188)
• セカンダリプライベート IPv4 アドレスの表示 (p. 1188)
• セカンダリプライベート IPv4 アドレスの割り当て解除 (p. 1189)

セカンダリプライベート IPv4 アドレスの割り当て
セカンダリプライベート IPv4 アドレスは、インスタンスの起動時または起動後に、インスタンスのネット
ワークインターフェイスに割り当てることができます。このセクションには、以下の手順が含まれます。
• インスタンスの起動時にセカンダリプライベート IPv4 アドレスを割り当てるには (p. 1186)
• コマンドラインを使用して起動時にセカンダリ IPv4 アドレスを割り当てるには (p. 1187)
• セカンダリプライベート IPv4 アドレスをネットワークインターフェイスに割り当てるには (p. 1187)
• コマンドラインを使用して既存のインスタンスにセカンダリプライベート IPv4 を割り当てるに
は (p. 1188)
New console

インスタンスの起動時にセカンダリプライベート IPv4 アドレスを割り当てるには
1.

手順に従ってインスタンスを起動 (p. 519)し、[Network Settings] (p. 522) (ネットワーク設定) を
設定するときに、[Advanced network configuration] (高度なネットワーク設定) を選択します。

2.

[Secondary IP] (セカンダリ IP) で、[Automatically assign] (自動的に割り当てる) を選択して、セ
カンダリ IPv4 アドレスが自動的に割り当てられるようにするか、[Manually assign] (手動で割り
当てる) を選択して CIDR を手動で入力します。

3.

インスタンスを起動する (p. 519)残りのステップを完了します。

Old console

インスタンスの起動時にセカンダリプライベート IPv4 アドレスを割り当てるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

[Launch Instance] (インスタンスの起動) を選択します。

3.

AMI を選択し、次にインスタンスタイプを選択して、[Next: Configure Instance Details] を選択し
ます。

4.

[Configure Instance Details] ページで、[Network] から VPC を選択し、[Subnet] からサブネット
を選択します。

5.

[Network Interfaces] セクションで、次の手順を実行し、[Next: Add Storage] を選択します。
• 別のネットワークインターフェイスを追加するには、[Add Device] を選択します。コンソール
では、インスタンス起動時のネットワークインターフェイスを最大 2 つ指定できます。インス
タンスを起動したら、ナビゲーションペインで [Network Interfaces] を選択し、ネットワークイ
ンターフェイスを追加します。アタッチできるネットワークインターフェイスの合計数はイン
スタンスタイプによって異なります。詳細については、各インスタンスタイプのネットワーク
インターフェイスあたりの IP アドレス数 (p. 1238) を参照してください。

Important
2 つ目のネットワークインターフェイスを追加すると、システムは、パブリック IPv4
アドレスを自動的に割り当てることができなくなります。プライマリネットワーク
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インターフェイス (eth0) に Elastic IP アドレスを割り当てない限り、IPv4 経由でイ
ンスタンスに接続することはできません。Launch wizard 完了した後は、Elastic IP
アドレスを割り当てることができます。詳細については、Elastic IP アドレスの操
作 (p. 1224) を参照してください。
• ネットワークインターフェイスごとに、[Secondary IP addresses] の下にある [Add IP] を選
択し、サブネットの範囲に含まれるプライベート IP アドレスを入力するか、デフォルトの
Auto-assign のままにしてアドレスを自動的に選択します。
6.

次の [Add Storage] ページで、AMI によって指定されるボリューム (ルートデバイスボリュームな
ど) 以外にインスタンスにアタッチするボリュームを指定し、[Next: Add Tags] を選択します。

7.

[Add Tags] ページで、ユーザーフレンドリーな名前などを使ってインスタンスのタグを指定し、
[Next: Configure Security Group] を選択します。

8.

[Configure Security Group] ページで、既存のセキュリティグループを選択するか、新しいグルー
プを作成します。[Review and Launch] (確認と起動) を選択します。

9.

[Review Instance Launch] ページで、設定内容を確認します。[Launch] を選択して、キーペアを
選択し、インスタンスを起動します。Amazon EC2 を初めて使用する場合、これまでにキーペア
を作成したことがなければ、ウィザードによってキーペアを作成するよう求めるメッセージが表
示されます。

Important
セカンダリプライベート IP アドレスをネットワークインターフェイスに追加した後、インス
タンスに接続して、インスタンス自体でセカンダリプライベート IP アドレスを設定する必要
があります。詳細については、セカンダリプライベート IPv4 アドレスを認識するようにイン
スタンスのオペレーティングシステムを設定する (p. 1188) を参照してください。

コマンドラインを使用して起動時にセカンダリ IPv4 アドレスを割り当てるには
•

次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• run-instances コマンド (AWS CLI) の --secondary-private-ip-addresses オプション
• -NetworkInterface を定義し、New-EC2Instance コマンド (AWS Tools for Windows
PowerShell) に PrivateIpAddresses パラメータを指定します。

セカンダリプライベート IPv4 アドレスをネットワークインターフェイスに割り当てるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択し、インスタンスにアタッチされているネット
ワークインターフェイスを選択します。

3.

[Actions]、[Manage IP Addresses] の順に選択します。

4.

[IPv4 Addresses] で、[Assign new IP] を選択します。

5.

インスタンスのサブネットの範囲に含まれる特定の IPv4 アドレスを入力するか、フィールドを空のま
まにして IP アドレスを自動的に選択します。

6.

(省略可能) セカンダリプライベート IP アドレスがすでに別のネットワークインターフェイスに割り当
てられている場合、[Allow reassignment] を選択して、セカンダリプライベート IP アドレスを割り当
て直すことができます。

7.

[Yes, Update] を選択します。

または、インスタンスにセカンダリプライベート IPv4 アドレスを割り当てることができます。ナビ
ゲーションペインで [Instances] を選択し、インスタンスを選択します。次に、[Actions] を選択し、
[Networking]、[Manage IP Addresses] の順に選択します。上記のステップに従って、同じ情報を設定でき
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ます。IP アドレスは、インスタンスのプライマリネットワークインターフェイス (eth0) に割り当てられま
す。

コマンドラインを使用して既存のインスタンスにセカンダリプライベート IPv4 を割り当てるには
•

次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• assign-private-ip-addresses (AWS CLI)
• Register-EC2PrivateIpAddress (AWS Tools for Windows PowerShell)

セカンダリプライベート IPv4 アドレスを認識するようにインスタンスのオペ
レーティングシステムを設定する
セカンダリプライベート IPv4 アドレスをインスタンスに割り当てたら、セカンダリプライベート IP アド
レスを認識するようにインスタンスのオペレーティングシステムを設定する必要があります。
Windows インスタンスの設定については、「Windows インスタンスの Amazon EC2 ユーザーガイド」

セカンダリプライベート IPv4 アドレスへの Elastic IP アドレスの割り当て
Elastic IP アドレスをセカンダリプライベート IPv4 アドレスに関連付けるには
1.
2.
3.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。
[Actions] を選択し、次に [Associate address] を選択します。

4.

[Network interface] でネットワークインターフェイスを選択し、次に [Private IP] リストからセカンダ
リ IP アドレスを選択します。
[Associate] (関連付け) を選択します。

5.

コマンドラインを使用して Elastic IP アドレスにセカンダリプライベート IPv4 アドレスを関連付
けるには
•

次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• associate-address (AWS CLI)
• Register-EC2Address (AWS Tools for Windows PowerShell)

セカンダリプライベート IPv4 アドレスの表示
ネットワークインターフェイスに割り当てられたプライベート IPv4 アドレスを確認するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。
確認するプライベート IP アドレスがあるネットワークインターフェイスを選択します。
詳細ペインの [Details] タブで、[Primary private IPv4 IP] フィールドと [Secondary private IPv4 IPs]
フィールドに表示されている、ネットワークインターフェイスに割り当てられているプライマリプラ
イベート IPv4 アドレスとセカンダリプライベート IPv4 アドレスを確認します。

インスタンスに割り当てられたプライベート IPv4 アドレスを確認するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.
4.

確認するプライベート IPv4 アドレスがあるインスタンスを選択します。
詳細ペインの [Description] タブで、ネットワークインターフェイス経由でインスタンスに割り当てら
れているプライマリプライベート IPv4 アドレスとセカンダリプライベート IPv4 アドレスの [Private
IPs] フィールドと [Secondary Private IPs] フィールドを確認します。

セカンダリプライベート IPv4 アドレスの割り当て解除
セカンダリプライベート IPv4 アドレスが不要になった場合、インスタンスやネットワークインターフェイ
スから割り当て解除できます。セカンダリプライベート IPv4 アドレスをネットワークインターフェイスか
ら割り当て解除した場合、Elastic IP アドレス (存在する場合) の関連付けも解除されます。

インスタンスからセカンダリプライベート IPv4 アドレスを割り当て解除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.
4.

インスタンスを選択し、[Actions]、[Networking]、[Manage IP Addresses] の順に選択します。
[IPv4 Addresses] で、割り当て解除する IPv4 アドレスに対して [Unassign] を選択します。

5.

[Yes, Update] を選択します。

ネットワークインターフェイスからセカンダリプライベート IPv4 アドレスを割り当て解除するに
は
1.
2.
3.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。
ネットワークインターフェースを選択し、[Actions]、[Manage IP Addresses] の順に選択します。

4.
5.

[IPv4 Addresses] で、割り当て解除する IPv4 アドレスに対して [Unassign] を選択します。
[Yes, Update] を選択します。

コマンドラインを使用してセカンダリプライベート IPv4 アドレスを割り当て解除するには
•

次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• unassign-private-ip-addresses (AWS CLI)
• Unregister-EC2PrivateIpAddress (AWS Tools for Windows PowerShell)

複数の IPv6 アドレスの使用
インスタンスに複数の IPv6 アドレスを割り当て、インスタンスに割り当てられている IPv6 アドレスを表
示したり、インスタンスから IPv6 アドレスを割り当て解除したりできます。
コンテンツ
• 複数の IPv6 アドレスの割り当て (p. 1189)
• IPv6 アドレスの表示 (p. 1191)
• IPv6 アドレスの割り当て解除 (p. 1192)

複数の IPv6 アドレスの割り当て
起動時または起動後のインスタンスに 1 つ以上の IPv6 アドレスを割り当てることができます。IPv6 アド
レスをインスタンスに割り当てるには、インスタンスを起動した VPC およびサブネットに IPv6 CIDR ブ
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ロックが関連付けられている必要があります。詳細については、[Amazon VPC User Guide] (Amazon EC2
ユーザーガイド) の [IPv6 addresses] (IPv6 アドレス) を参照してください。
New console

起動時に複数の IPv6 アドレスを割り当てるには
1.

手順に従ってインスタンスを起動 (p. 519)し、[Network Settings] (p. 522) (ネットワーク設定) を
設定するときに、[Advanced network configuration] (高度なネットワーク設定) を選択します。

2.

セカンダリ IPv6 アドレスを割り当てるには、[IPv6 IPs] で [Automatically assign] (自動的に
割り当てる) を選択して、セカンダリ IPv6 アドレスが自動的に割り当てられるようにする
か、[Manually assign] (手動で割り当てる) を選択して CIDR を手動で入力します。

3.

インスタンスを起動する (p. 519)残りのステップを完了します。

Old console

起動時に複数の IPv6 アドレスを割り当てるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ダッシュボードから、[Launch Instance] を選択します。

3.

AMI を選択し、次にインスタンスタイプを選択して、[Next: Configure Instance Details] を選択し
ます。IPv6 をサポートするインスタンスタイプを必ず選択します。詳細については、インスタン
スタイプ (p. 194) を参照してください。

4.

[Configure Instance Details] ページで、[Network] リストから VPC を選択し、[Subnet] リストか
らサブネットを選択します。

5.

[Network Interfaces] セクションで、次の手順を実行し、[Next: Add Storage] を選択します。
• IPv6 アドレスをプライマリネットワークインターフェイス (eth0) に割り当てるには、[IPv6
IPs]、[Add IP] の順に選択します。セカンダリ IPv6 アドレスを追加するには、再度 [Add IP] 選
択します。サブネットの範囲から IPv6 アドレスを入力するか、デフォルトの [Auto-assign] を
使用してサブネットから自動的に IPv6 アドレスを選択することができます。
• [Add Device] を選択して別のネットワークインターフェイスを追加し、上記のステップを繰
り返してそのネットワークインターフェイスに 1 つ以上の IPv6 アドレスを追加します。コン
ソールでは、インスタンス起動時のネットワークインターフェイスを最大 2 つ指定できます。
インスタンスを起動したら、ナビゲーションペインで [Network Interfaces] を選択し、ネット
ワークインターフェイスを追加します。アタッチできるネットワークインターフェイスの合計
数はインスタンスタイプによって異なります。詳細については、各インスタンスタイプのネッ
トワークインターフェイスあたりの IP アドレス数 (p. 1238) を参照してください。

6.

ボリュームをアタッチしてインスタンスにタグを付けるには、ウィザードの以下のステップに
従ってください。

7.

[Configure Security Group] ページで、既存のセキュリティグループを選択するか、新しいグルー
プを作成します。IPv6 経由でインスタンスに到達可能にする場合は、IPv6 アドレスからのアクセ
スを許可するルールがセキュリティグループにあることを確認します。詳細については、さまざ
まなユースケースのセキュリティグループのルール (p. 1486) を参照してください。[Review and
Launch] (確認と起動) を選択します。

8.

[Review Instance Launch] ページで、設定内容を確認します。[Launch] を選択して、キーペアを
選択し、インスタンスを起動します。Amazon EC2 を初めて使用する場合、これまでにキーペア
を作成したことがなければ、ウィザードによってキーペアを作成するよう求めるメッセージが表
示されます。

Amazon EC2 コンソールの [インスタンス] 画面を使用して、既存のインスタンスに複数の IPv6 アドレス
を割り当てることができます。IPv6 アドレスは、インスタンスのプライマリネットワークインターフェイ
ス (eth0) に割り当てられます。IPv6 アドレスをインスタンスに割り当てるには、IPv6 アドレスが別のイ
ンスタンスやネットワークインターフェイスにまだ割り当てられていないことを確認します。
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複数の IPv6 アドレスを既存のインスタンスに割り当てるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
インスタンスを選択し、[アクション]、[ネットワーキング]、[IP アドレスの管理] の順に選択します。

4.

[IPv6 Addresses] で、追加する IPv6 アドレスごとに [Assign new IP] を選択します。サブネットの範
囲から IPv6 アドレスを指定するか、[Auto-assign] 値を使って IPv6 アドレスを自動的に選択すること
ができます。

5.

[Yes, Update] を選択します。

また、既存のネットワークインターフェイスに複数の IPv6 アドレスを割り当てることができます。その
ネットワークインターフェイスは、IPv6 CIDR ブロックが関連付けられているサブネットで作成されてい
る必要があります。特定の IPv6 アドレスをネットワークインターフェイスに割り当てるには、その IPv6
アドレスが別のネットワークインターフェイスにまだ割り当てられていないことを確認します。

複数の IPv6 アドレスをネットワークインターフェイスに割り当てるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。

3.

ネットワークインターフェースを選択し、[Actions]、[Manage IP Addresses] の順に選択します。

4.

[IPv6 Addresses] で、追加する IPv6 アドレスごとに [Assign new IP] を選択します。サブネットの範
囲から IPv6 アドレスを指定するか、[Auto-assign] 値を使って IPv6 アドレスを自動的に選択すること
ができます。

5.

[Yes, Update] を選択します。

CLI の概要
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• 起動時に IPv6 アドレスを割り当てる:
• run-instances コマンド (AWS CLI) で、--ipv6-addresses または --ipv6-address-count オプ
ションを使用する
• -NetworkInterfaceを定義し、New-EC2Instance コマンド (AWS Tools for Windows PowerShell)
で、Ipv6AddressesパラメータまたはIpv6AddressCountパラメータを指定します
• IPv6 アドレスをネットワークインターフェイスに割り当てる:
• assign-ipv6-addresses (AWS CLI)
• Register-EC2Ipv6AddressList (AWS Tools for Windows PowerShell)

IPv6 アドレスの表示
インスタンスまたはネットワークインターフェイスの IPv6 アドレスを確認できます。

インスタンスに割り当てられた IPv6 アドレスを確認するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
インスタンスを選択します。詳細ペインで、[IPv6 IPs] フィールドを確認します。

ネットワークインターフェイスに割り当てられた IPv6 アドレスを確認するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。

3.

ネットワークインターフェイスを選択します。詳細ペインで、[IPv6 IPs] フィールドを確認します。

CLI の概要
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• インスタンスの IPv6 アドレスを確認する場合
• describe-instances (AWS CLI)
• Get-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell)
• ネットワークインターフェイスの IPv6 アドレスを確認する場合
• describe-network-interfaces (AWS CLI)
• Get-EC2NetworkInterface (AWS Tools for Windows PowerShell)

IPv6 アドレスの割り当て解除
インスタンスのプライマリネットワークインターフェイスから IPv6 アドレスを割り当て解除できます。ま
たはネットワークインターフェイスから IPv6 アドレスを割り当て解除できます。

インスタンスから IPv6 アドレスを割り当て解除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[アクション]、[ネットワーキング]、[IP アドレスの管理] の順に選択します。

4.

[IPv6 Addresses] で、割り当て解除する IPv6 アドレスに対して [割り当て解除] を選択します。

5.

[Yes, Update] を選択します。

ネットワークインターフェイスから IPv6 アドレスを割り当て解除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。

3.

ネットワークインターフェースを選択し、[Actions]、[Manage IP Addresses] の順に選択します。

4.

[IPv6 Addresses] で、割り当て解除する IPv6 アドレスに対して [割り当て解除] を選択します。

5.

[Save] を選択します。

CLI の概要
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• unassign-ipv6-addresses (AWS CLI)
• Unregister-EC2Ipv6AddressList (AWS Tools for Windows PowerShell)

EC2 インスタンスのホスト名
EC2 インスタンスを作成すると、AWS は、そのインスタンスのホスト名を作成します。ホスト名のタイ
プと、AWS によるプロビジョニング方法についての詳細は、「Amazon EC2 インスタンスのホスト名の
タイプ (p. 1193)」を参照してください。Amazon は、Amazon が提供するホスト名を IPv4 および IPv6 ア
ドレスに解決する DNS サーバーを提供します。Amazon DNS サーバーは VPC ネットワークの範囲に 2
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をプラスしたアドレスにあります。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC の DNS
サポート」を参照してください。

Amazon EC2 インスタンスのホスト名のタイプ
このセクションでは、VPC サブネットでインスタンスを起動する際に使用できる Amazon EC2 インスタ
ンスのゲスト OS ホスト名のタイプについて説明します。
ホスト名によって、ネットワーク上の EC2 インスタンスが区別されます。たとえば、ネットワーク上の一
部またはすべてのインスタンスと通信するスクリプトを実行する場合、インスタンスのホスト名を使用で
きます。
目次
• EC2 ホスト名のタイプ (p. 1193)
• リソース名と IP 名が表示される場所 (p. 1194)
• リソース名または IP 名のどちらを選択するかを決めるには (p. 1195)
• ホスト名のタイプと DNS ホスト名の設定を変更します (p. 1196)

EC2 ホスト名のタイプ
EC2 インスタンスが VPC で起動されるときのゲスト OS ホスト名には、次の 2 つのホスト名のタイプが
あります。
• [IP name] (IP 名)：従来の命名スキームでは、インスタンスの起動時に、インスタンスのプライベート
IPv4 アドレスがインスタンスのホスト名に含まれます。IP 名は EC2 インスタンスの存続中に存在しま
す。プライベート DNS ホスト名として使用すると、プライベート IPv4 アドレス (A レコード) のみが返
されます。
• [Resource name] (リソース名): インスタンスを起動すると、EC2 インスタンス ID がインスタンスのホ
スト名に含まれます。リソース名はEC2 インスタンスの存続中に存在します。プライベート DNS ホス
ト名として使用すると、プライベート IPv4 アドレス (A レコード) と IPv6 グローバルユニキャストアド
レス (AAAA レコード) の両方を返すことができます。
EC2 インスタンスのゲスト OS ホスト名 のタイプはサブネット設定によって異なります。
• インスタンスが IPv4 専用サブネットで起動された場合、IP 名またはリソース名を選択できます。
• インスタンスがデュアルスタック (IPv4+IPv6) サブネットで起動されている場合、IP 名またはリソース
名を選択できます。
• インスタンスが IPv6 専用サブネットで起動された場合、リソース名が自動的に使用されます。
目次
• IP 名 (p. 1193)
• リソース名 (p. 1194)
• IP 名とリソース名の違い (p. 1194)

IP 名
[IP name] (IP 名) の [Hostname type] (ホスト名タイプ) を使用して EC2 インスタンスを起動すると、ゲス
ト OS ホスト名がプライベート IPv4 アドレスを使用するように設定されます。
• us-east-1 でのインスタンスのフォーマット: private-ipv4-address.ec2.internal
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• 例: ip-10-24-34-0.ec2.internal
• その他の AWS リージョンのインスタンスのフォーマット: private-ipv4address.region.compute.internal
• 例: ip-10-24-34-0.us-west-2.compute.internal

リソース名
EC2 インスタンスを IPv6 専用サブネットで起動すると、[Resource name] (リソース名) の[Hostname
type] (ホスト名タイプ) がデフォルトで選択されます。IPv4 専用またはデュアルスタック (IPv4+IPv6) サブ
ネットでインスタンスを起動すると、[Resource name] (リソース名) は選択できるオプションです。イン
スタンスを起動してから、ホスト名設定を管理できます。詳細については、ホスト名のタイプと DNS ホ
スト名の設定を変更します (p. 1196)を参照してください。
[Resource name] (リソース名) の [Hostname type] (ホスト名タイプ) を使用して EC2 インスタンスを起動
すると、ゲスト OS ホスト名が EC2 インスタンス ID を使用するように設定されます。
• us-east-1 でのインスタンスのフォーマット: ec2-instance-id.ec2.internal
• 例: i-0123456789abcdef.ec2.internal
• その他の AWS リージョンのインスタンスのフォーマット: ec2-instanceid.region.compute.internal
• 例: i-0123456789abcdef.us-west-2.compute.internal

IP 名とリソース名の違い
IP 名とリソース名の両方の DNS クエリが共存して、下位互換性を確保し、ホスト名に対する IP ベースの
命名 からリソースベースの命名に移行できます。IP 名に基づくプライベート DNS ホスト名の場合、イン
スタンスの DNS A レコードクエリに応答するかどうかを設定することはできません。DNS A レコードク
エリは、ゲスト OS ホスト名の設定に関係なく、常に応答されます。対照的に、リソース名に基づくプラ
イベート DNS ホスト名の場合、インスタンスの DNS A または DNS AAAA クエリに応答するかどうかを
設定できます。インスタンスの起動時またはサブネットの変更時に、レスポンスの動作を設定します。詳
細については、ホスト名のタイプと DNS ホスト名の設定を変更します (p. 1196)を参照してください。

リソース名と IP 名が表示される場所
このセクションでは、EC2 コンソールでホスト名タイプのリソース名と IP 名が表示される場所について
説明します。
目次
• EC2 インスタンスを作成する場合 (p. 1194)
• 既存の EC2 インスタンスの詳細を表示する場合 (p. 1195)

EC2 インスタンスを作成する場合
EC2 インスタンスを作成する際、選択したサブネットのタイプに応じて、[Resource name] (リソース名)
の [Hostname type] (ホスト名タイプ) が使用可能になるか、または選択されて変更できない場合がありま
す。このセクションでは、ホスト名タイプのリソース名と IP 名が表示されるシナリオについて説明しま
す。

シナリオ 1
ウィザード (新しいインスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する (p. 517)を参照) で
EC2 インスタンスを作成し、詳細を設定するときに IPv6 専用に設定したサブネットを選択します。
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この場合、[Resource name] (リソース名) の [Hostname type] (ホスト名タイプ) は自動的に選択され、変
更できません。[Enable IP name IPv4 (A record) DNS requests] (IP 名 IPv4 (A レコード) DNS リクエスト
を有効にする) の [DNS Hostname] (DNS ホスト名) オプションと [Enable resource-based IPv4 (A record)
DNS requests] (リソースベースの IPv4 (A レコード) DNS リクエストを有効にする) は自動的に選択解除さ
れ、変更できません。[Enable resource-based IPv6 (AAAA record) DNS requests] (リソースベースの IPv6
(AAAA レコード) DNS リクエストを有効にする) がデフォルトで選択されていますが、変更可能です。選
択した場合、リソース名への DNS リクエストはこの EC2 インスタンスの IPv6 アドレス (AAAA レコード)
に解決されます。

シナリオ 2
ウィザード (新しいインスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する (p. 517)を参照) で
EC2 インスタンスを作成し、詳細を設定するときに、IPv4 CIDR ブロックまたは IPv4 と IPv6 の両方の
CIDR ブロック (「デュアルスタック」) で構成されたサブネットを選択します。
この場合、[Enable IP name IPV4 (A record) DNS requests] (IP 名 IPV4 (A レコード) DNS リクエストを有
効にする) は自動的に選択され、変更できません。つまり、IP 名へのリクエストは、この EC2 インスタン
スの IPv4 アドレス (A レコード) に解決されます。
オプションはサブネットの設定にデフォルト設定されますが、サブネットの設定に応じてこのインスタン
スのオプションを変更できます。
• [Hostname type] (ホスト名タイプ): EC2 インスタンスのゲスト OS ホスト名をリソース名 をリソース名
または IP 名にするかを決定します。デフォルト値は [IP name] (IP 名) です。
• [Enable resource-based IPv4 (A record) DNS requests] (リソースベースの IPv4 (A レコード) DNS リク
エストを有効にする): リソース名へのリクエストが、この EC2 インスタンスのプライベート IPv4 アド
レス (A レコード) に解決されるかどうかを決定します。このオプションはデフォルトで選択されていま
せん。
• [Enable resource-based IPv6 (AAAA record) DNS requests] (リソースベースの IPv6 (AAAA レコード)
DNS リクエストを有効にする): リソース名へのリクエストが、この EC2 インスタンスの IPv6 GUA ア
ドレス (AAAA レコード) に解決するかどうかを決定します。このオプションはデフォルトで選択されて
いません。

既存の EC2 インスタンスの詳細を表示する場合
既存の EC2 インスタンスのホスト名の値は、EC2 インスタンスの [Details] (詳細) タブで確認できます。
• [Hostname type] (ホスト名タイプ): IP 名またはリソース名形式のホスト名
• [Private IP DNS name (IPv4 only) ] (プライベート IP DNS 名 (IPv4 専用) ): インスタンスのプライベート
IPv4 アドレスに常に解決される IP 名
• [Private resource DNS name] (プライベートリソース DNS 名): このインスタンス用に選択された DNS
レコードに解決されるリソース名
• [Answer private resource DNS name] (プライベートリソース DNS 名に応答する): リソース名は IPv4
(A)、IPv6 (AAAA)、または IPv4 と IPv6 (A と AAAA) の DNS レコードに解決されます。
さらに、SSH 経由で直接 EC2 インスタンスに接続して、hostnameコマンドを入力すると、ホスト名が
IP 名またはリソース名形式で表示されます。

リソース名または IP 名のどちらを選択するかを決め
るには
EC2 インスタンス (新しいインスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する (p. 517)を参
照) を起動する際に [Resource name] (リソース名) の [Hostname type] (ホスト名) を選んだ場合、EC2 イ
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ンスタンスはリソース名形式のホスト名を使用して起動します。このような場合、この EC2 インスタン
スの DNS レコードはリソース名を指すこともあります。これにより、そのホスト名はインスタンスの
IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、または IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方に解決されるように選択す
る柔軟さを実現します。今後 IPv6 を使用する予定がある場合、あるいは現在デュアルスタックのサブネッ
トを使用している場合、[Resource name] (リソース名) の [Hostname type] (ホスト名タイプ) の使用によ
り、DNS レコード自体に変更を加えることなく、インスタンスのホスト名の DNS 解決を変更できます。
リソース名を使用すると、EC2 インスタンスで IPv4 および IPv6 DNS リゾリューションを追加して削除
できます。
代わりに [IP name] (IP 名) の [Hostname type] (ホスト名タイプ) を選択し、DNS ホスト名として使用する
場合、インスタンスの IPv4 アドレスにのみ解決されます。インスタンスに IPv4 アドレスと IPv6 アドレ
スの両方が関連付けられている場合でも、インスタンスの IPv6 アドレスには解決されません。

ホスト名のタイプと DNS ホスト名の設定を変更しま
す
このセクションの手順に従って、サブネットまたは EC2 インスタンスの起動後にホスト名タイプと DNS
ホスト名設定を変更します。
目次
• サブネット (p. 1196)
• EC2インスタンス (p. 1196)

サブネット
VPC コンソールでサブネットを選択し、[Actions] (アクション)、[Edit subnet settings] (サブネット設定の
編集) を選択して、サブネットの設定を変更します。

Note
サブネット設定を変更しても、サブネットですでに起動されている EC2 インスタンスの設定は変
更されません。
• [Hostname type] (ホスト名タイプ): サブネットで起動される EC2 インスタンスのゲスト OS ホスト名の
デフォルト設定をリソース名または IP 名にするかを決定します。
• [Enable DNS hostname IPv4 (A record) requests] (DNS ホスト名 IPv4 (A レコード) リクエストを有効に
する): リソース名への DNS リクエスト/クエリがこの EC2 インスタンスのプライベート IPv4 アドレス
(A レコード) に解決されるかどうかを決定します。
• [Enable DNS hostname IPv6 (AAAA record) requests] (DNS ホスト名 IPv6 (AAAA レコード) 要求を有効
にする): リソース名への DNS リクエスト/クエリがこの EC2 インスタンスの IPv6 アドレス (AAAA レ
コード) に解決されるかどうかを決定します。

EC2インスタンス
このセクションのステップに従って、EC2 インスタンスのホスト名タイプと DNS ホスト名設定を変更し
ます。

Important
• [Use resource based name as guest OS hostname] (リソースベース命名をゲスト OS ホスト
名として使用) の設定を変更するには、まずインスタンスを停止する必要があります。[Answer
DNS hostname IPv4 (A record) request] (DNS ホスト名 IPv4 (A レコード) 要求に応答する) ま
たは [Answer DNS hostname IPv6 (AAAA record) requests] (DNS ホスト名 IPv6 (AAAA レコー
ド) 要求に応答する) の設定を変更するには、インスタンスを停止する必要はありません。
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• 非 EBS backed EC2 インスタンスタイプの 設定を変更するには、インスタンスを停止できませ
ん。インスタンスを終了し、目的のホスト名タイプと DNS ホスト名の設定で新しいインスタン
スを起動する必要があります。

EC2 インスタンスのホスト名タイプと DNS ホスト名の設定を変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

[Use resource based naming as guest OS hostname] (リソースベース命名をゲスト OS ホスト名とし
て使用) の設定を変更する場合、まず EC2 インスタンスを停止してください。それ以外の場合は、こ
の手順をスキップしてください。
インスタンスを停止するには、インスタンスを選択し、[Instance state] (インスタンスの状態)、[Stop
instance] (インスタンスの停止) の順に選択します。

3.

インスタンスを選択し、そして [Actions] (アクション)、[Instance settings] (インスタンス設
定)、[Change resource based naming options] (リソースベースの命名オプションの変更) を選択しま
す。
• [Use resource based naming as guest OS hostname] (リソースベース命名をゲスト OS ホスト名と
して使用)：EC2 インスタンスのゲスト OS ホスト名をリソース名または IP 名にするかを決定しま
す。
• [Answer DNS hostname IPv4 (A record) requests] (DNS ホスト名 IPv4 (A レコード) リクエストに応
答する): リソース名への DNS リクエスト/クエリがこの EC2 インスタンスのプライベート IPv4 ア
ドレスに解決されるかどうかを決定します。
• [Answer DNS hostname IPv6 (AAAA record) requests] (DNS ホスト名 IPv6 (AAAA レコード) 要求
に応答する): リソース名への DNS リクエスト/クエリがこの EC2 インスタンスの IPv6 アドレス
(AAAA レコード) に解決されるかどうかを決定します。

4.

[Save] を選択します。

5.

インスタンスを停止した後は、インスタンスを再起動します。

Amazon EC2 で自分の IP アドレスを使用する
(BYOIP)
パブリックにルーティング可能な IPv4 または IPv6 アドレス範囲の一部または全部を、オンプレミスの
ネットワークから AWS アカウントに導入することができます。引き続きアドレス範囲を管理できます
が、デフォルトで AWS はこれをインターネット上でアドバタイズします。アドレス範囲を AWS に設定
すると、そのアドレス範囲はアドレスプールとして AWS アカウントに表示されます。
BYOIP は、すべてのリージョンおよびすべてのリソースで使用できるわけではありません。サポートされ
ているリージョンとリソースのリストについては、「FAQ for Bring Your Own IP」を参照してください。

Note
以下のステップでは、独自の IP アドレス範囲を Amazon EC2 でのみ使用する方法について説明
します。AWS Global Acceleratorで使用するために独自の IP アドレス範囲を使用する手順につい
ては、AWS Global Accelerator デベロッパーガイドの「独自 IP アドレス (BYOIP) の使用」を参
照してください。
目次
• BYOIP の定義 (p. 1198)
• 要件とクォータ (p. 1198)
• BYOIP アドレス範囲のオンボーディングの前提条件 (p. 1199)
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• BYOIP をオンボーディングする (p. 1204)
• アドレス範囲を操作する (p. 1207)
• BYOIP を検証する (p. 1208)
• 詳細 (p. 1211)

BYOIP の定義
• X.509 自己署名証明書 — ネットワーク内のデータを暗号化および認証するために最も一般的に使用され
る証明書標準。これは、RDAP レコードからの IP スペースの制御を検証するために AWS によって使用
される証明書です。X.509 証明書の詳細については、「RFC 3280」を参照してください。
• レジストリデータアクセスプロトコル (RDAP) — 登録データのクエリリソース。これはお客様によって
更新され、地域インターネットレジストリ (RIR) のアドレス空間の制御を検証するために AWS によっ
て使用されます。
• Route Origin Authorization (ROA) — お客様が特定の自律システムで IP アドバタイズメントを認証する
ために RIR によって作成されたオブジェクト。概要については、ARIN ウェブサイトの「Route Origin
Authorizations (ROAs)」(ルートオリジン認証 (ROA)) を参照してください。
• ローカルインターネットレジストリ (LIR) — RIR からの IP アドレスのブロックをお客様に割り当てるイ
ンターネットサービスプロバイダーなどの組織。

要件とクォータ
• アドレス範囲は、American Registry for Internet Numbers (ARIN)、Réseaux IP Européens Network
Coordination Centre (RIPE)、または Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC) などの地域イン
ターネットレジストリ (RIR、Regional Internet Registry) に登録する必要があります。アドレス範囲は、
事業体または機関エンティティについて登録を受ける必要があり、個人については登録を受けられない
場合があります。
• 取得できる最も具体的な IPv4 アドレス範囲は /24 です。
• 提供できる最も具体的な IPv6 アドレス範囲は、パブリックにアドバタイズされている CIDR の場合
は /48、パブリックにアドバタイズされていない (p. 1206) CIDR の場合は /56 です。
• ROA はパブリックにアドバタイズされていない CIDR 範囲には必要ありませんが、RDP レコードは更
新する必要があります。
• 各アドレス範囲は、一度に 1 つのリージョンで使用できます。
• リージョンごとに合計 5 つの BYOIP IPv4 および IPv6 アドレス範囲を AWS アカウントに取り込むこと
ができます。Service Quotas コンソールを使用して BYOIP CIDR のクォータを調整することはできませ
んが、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS サービスクォータ」で説明されているように、AWS サ
ポートセンターに連絡してクォータの引き上げをリクエストすることはできます。
• Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) を使用し、IPAM と AWS 組織を統合しない限り、AWS
RAM を使用する他のアカウントと IP アドレス範囲を共有することはできません。詳細については、
「Amazon VPC IPAM ユーザーガイド」の「AWS 組織と IPAM を統合する」を参照してください。
• IP アドレス範囲内のアドレスには、消去履歴が含まれている必要があります。弊社は、IP アドレス範囲
に評価が低いまたは悪意のある挙動に関連付けられている IP アドレスが含まれている場合、当該範囲の
評価を調査したり、当該範囲を拒否する権利を留保したりすることがあります。
• AWS では、レガシー割り当てがサポートされていません。
• LIR では、手動プロセスを使用してレコードを更新するのが一般的です。LIR によっては、デプロイに
数日かかることがあります。
• 大規模な CIDR ブロックには、単一の ROA オブジェクトと RDP レコードが必要です。単一のオブジェ
クトとレコードを使用して、その範囲から AWS まで (複数のリージョンにまたがることもできます) 複
数の小さな CIDR ブロックを使用できます。
• BYOIP は、Local Zones、Wavelength Zones、または AWS Outposts ではサポートされていません。
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BYOIP アドレス範囲のオンボーディングの前提条件
BYOIP のオンボーディングプロセスには 2 つのフェーズがあり、そのためには 3 つのステップを実行する
必要があります。これらの手順は、次の図に示す手順に対応しています。このドキュメントには手動のス
テップが含まれていますが、RIR はこれらのステップをサポートするマネージドサービスを提供している
場合があります。
準備フェーズ
1. 認証のために、RSA キーペアを作成 (p. 1200)し、それを使用して自己署名 X.509 証明書を生成しま
す。
RIR 設定フェーズ
2. 自己署名証明書を RDAP レコードのコメントにアップロード (p. 1203)します。
3. RIR に ROA オブジェクトを作成します (p. 1203)。ROA は、目的のアドレス範囲、アドレス範囲のア
ドバタイズを許可する自律システム番号 (ASN)、および RIR の Resource Public Key Infrastructure (RPKI)
に登録する有効期限を定義します。

Note
非パブリックにアドバタイズされた IPv6 アドレス空間には、ROA は必要ありません。
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複数のアドレス範囲を使用する場合は、それぞれの不連続のアドレス範囲に対し、このプロセスを繰り返
します。ただし、連続したブロックを複数の異なるリージョンに分割する場合は、準備の手順と RIR 設定
手順を繰り返す必要はありません。
新しくアドレス範囲を追加しても、以前に追加済みのアドレス範囲には影響を与えません。
アドレス範囲をオンボーディングする前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。ここ
での一部のタスクでは、Linux コマンドを実行します。Windows の場合は、Windows Subsystem for Linux
を使用して Linux コマンドを実行できます。

1. AWS 認証のキーペアを作成する
次の手順を使用して、自己署名 X509 証明書を作成し、RIR の RDAP レコードに追加します。RIR を使用
してアドレス範囲を認証するには、このキーペアを使用します。openssl コマンドには、OpenSSL バー
ジョン 1.0.2 以降が必要です。
次のコマンドをコピーし、プレースホルダー値 (色付きの斜体テキスト) のみを置換します。

自己署名 X509 証明書を作成し、RDAP レコードに追加するには
この手順では、プライベート RSA キーを暗号化し、アクセスするためにパスフレーズを要求するベストプ
ラクティスに従います。
1.

以下に示すように RSA 2048 ビットのキーペアを生成します。
$ openssl genpkey -aes256 -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 -out privatekey.pem

-aes256 パラメータは、プライベートキーの暗号化に使用されるアルゴリズムを指定します。コマン
ドの出力は次の通りです。これには、パスフレーズを設定するためのプロンプトが含まれます。
......+++
.+++
Enter PEM pass phrase: xxxxxxx
Verifying - Enter PEM pass phrase: xxxxxxx

次のコマンドを使用して、キーを検査します。
$ openssl pkey -in private-key.pem -text

これは、次のようなパスフレーズプロンプトとキーの内容を返します。
Enter pass phrase for private-key.pem: xxxxxxx
-----BEGIN PRIVATE KEY----MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDFBXHRI4HVKAhh
3seiciooizCRTbJe1+YsxNTja4XyKypVGIFWDGhZs44FCHlPOOSVJ+NqP74w96oM
7DPS3xo9kaQyZBFn2YEp2EBq5vf307KHNRmZZUmkn0zHOSEpNmY2fMxISBxewlxR
FAniwmSd/8TDvHJMY9FvAIvWuTsv5l0tJKk+a91K4+tO3UdDR7Sno5WXExfsBrW3
g1ydo3TBsx8i5/YiVOcNApy7ge2/FiwY3aCXJB6r6nuF6H8mRgI4r4vkMRsOlAhJ
DnZPNeweboo+K3Q3lwbgbmOKD/z9svk8N/+hUTBtIX0fRtbG+PLIw3xWRHGrMSn2
BzsPVuDLAgMBAAECggEACiJUj2hfJkKv47Dc3es3Zex67A5uDVjXmxfox2Xhdupn
fAcNqAptV6fXt0SPUNbhUxbBKNbshoJGufFwXPli1SXnpzvkdU4Hyco4zgbhXFsE
RNYjYfOGzTPwdBLpNMB6k3Tp4RHse6dNrlH0jDhpioL8cQEBdBJyVF5X0wymEbmV
mC0jgH/MxsBAPWW6ZKicg9ULMlWiAZ3MRAZPjHHgpYkAAsUWKAbCBwVQcVjGO59W
jfZjzTX5pQtVVH68ruciH88DTZCwjCkjBhxg+OIkJBLE5wkh82jIHSivZ63flwLw
z+E0+HhELSZJrn2MY6Jxmik3qNNUOF/Z+3msdj2luQKBgQDjwlC/3jxp8zJy6P8o
JQKv7TdvMwUj4VSWOHZBHLv4evJaaia0uQjIo1UDa8AYitqhX1NmCCehGH8yuXj/
v6V3CzMKDkmRr1NrONnSz5QsndQ04Z6ihAQlPmJ96g4wKtgoC7AYpyP0g1a+4/sj
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b1+o3YQI4pD/F71c+qaztH7PRwKBgQDdc23yNmT3+Jyptf0fKjEvONK+xwUKzi9c
L/OzBq5yOIC1Pz2T85gOe1i8kwZws+xlpG6uBT6lmIJELd0k59FyupNu4dPvX5SD
6GGqdx4jk9KvI74usGeOBohmF0phTHkrWKBxXiyT0oS8zjnJlEn8ysIpGgO28jjr
LpaHNZ/MXQKBgQDfLNcnS0LzpsS2aK0tzyZU8SMyqVHOGMxj7quhneBq2T6FbiLD
T9TVlYaGNZ0j71vQaLI19qOubWymbautH0Op5KV8owdf4+bf1/NJaPIOzhDUSIjD
Qo01WW31Z9XDSRhKFTnWzmCjBdeIcajyzf10YKsycaAW9lItu8aBrMndnQKBgQDb
nNp/JyRwqjOrNljk7DHEs+SD39kHQzzCfqd+dnTPv2sc06+cpym3yulQcbokULpy
fmRo3bin/pvJQ3aZX/Bdh9woTXqhXDdrrSwWInVYMQPyPk8f/D9mIOJp5FUWMwHD
U+whIZSxsEeE+jtixlWtheKRYkQmzQZXbWdIhYyI3QKBgD+F/6wcZ85QW8nAUykA
3WrSIx/3cwDGdm4NRGct8ZOZjTHjiy9ojMOD1L7iMhRQ/3k3hUsin5LDMp/ryWGG
x4uIaLat40kiC7T4I66DM7P59euqdz3w0PD+VU+h7GSivvsFDdySUt7bNK0AUVLh
dMJfWxDN8QV0b5p3WuWH1U8B
-----END PRIVATE KEY----Private-Key: (2048 bit)
modulus:
00:c5:05:71:d1:23:81:d5:28:08:61:de:c7:a2:72:
2a:28:8b:30:91:4d:b2:5e:d7:e6:2c:c4:d4:e3:6b:
85:f2:2b:2a:55:18:81:56:0c:68:59:b3:8e:05:08:
79:4f:38:e4:95:27:e3:6a:3f:be:30:f7:aa:0c:ec:
33:d2:df:1a:3d:91:a4:32:64:11:67:d9:81:29:d8:
40:6a:e6:f7:f7:d3:b2:87:35:19:99:65:49:a4:9f:
4c:c7:39:21:29:36:66:36:7c:cc:48:48:1c:5e:c2:
5c:51:14:09:e2:c2:64:9d:ff:c4:c3:bc:72:4c:63:
d1:6f:00:8b:d6:b9:3b:2f:e6:5d:2d:24:a9:3e:6b:
dd:4a:e3:eb:4e:dd:47:43:47:b4:a7:a3:95:97:13:
17:ec:06:b5:b7:83:5c:9d:a3:74:c1:b3:1f:22:e7:
f6:22:54:e7:0d:02:9c:bb:81:ed:bf:16:2c:18:dd:
a0:97:24:1e:ab:ea:7b:85:e8:7f:26:46:02:38:af:
8b:e4:31:1b:0e:94:08:49:0e:76:4f:35:ec:1e:6e:
8a:3e:2b:74:37:97:06:e0:6e:63:8a:0f:fc:fd:b2:
f9:3c:37:ff:a1:51:30:6d:21:7d:1f:46:d6:c6:f8:
f2:c8:c3:7c:56:44:71:ab:31:29:f6:07:3b:0f:56:
e0:cb
publicExponent: 65537 (0x10001)
privateExponent:
0a:22:54:8f:68:5f:26:42:af:e3:b0:dc:dd:eb:37:
65:ec:7a:ec:0e:6e:0d:58:d7:9b:17:e8:c7:65:e1:
76:ea:67:7c:07:0d:a8:0a:6d:57:a7:d7:b7:44:8f:
50:d6:e1:53:16:c1:28:d6:ec:86:82:46:b9:f1:70:
5c:f9:62:d5:25:e7:a7:3b:e4:75:4e:07:c9:ca:38:
ce:06:e1:5c:5b:04:44:d6:23:61:f3:86:cd:33:f0:
74:12:e9:34:c0:7a:93:74:e9:e1:11:ec:7b:a7:4d:
ae:51:f4:8c:38:69:8a:82:fc:71:01:01:74:12:72:
54:5e:57:d3:0c:a6:11:b9:95:98:2d:23:80:7f:cc:
c6:c0:40:3d:65:ba:64:a8:9c:83:d5:0b:32:55:a2:
01:9d:cc:44:06:4f:8c:71:e0:a5:89:00:02:c5:16:
28:06:c2:07:05:50:71:58:c6:3b:9f:56:8d:f6:63:
cd:35:f9:a5:0b:55:54:7e:bc:ae:e7:22:1f:cf:03:
4d:90:b0:8c:29:23:06:1c:60:f8:e2:24:24:12:c4:
e7:09:21:f3:68:c8:1d:28:af:67:ad:df:97:02:f0:
cf:e1:34:f8:78:44:2d:26:49:ae:7d:8c:63:a2:71:
9a:29:37:a8:d3:54:38:5f:d9:fb:79:ac:76:3d:a5:
b9
prime1:
00:e3:c2:50:bf:de:3c:69:f3:32:72:e8:ff:28:25:
02:af:ed:37:6f:33:05:23:e1:54:96:38:76:41:1c:
bb:f8:7a:f2:5a:6a:26:b4:b9:08:c8:a3:55:03:6b:
c0:18:8a:da:a1:5f:53:66:08:27:a1:18:7f:32:b9:
78:ff:bf:a5:77:0b:33:0a:0e:49:91:af:53:6b:38:
d9:d2:cf:94:2c:9d:d4:34:e1:9e:a2:84:04:25:3e:
62:7d:ea:0e:30:2a:d8:28:0b:b0:18:a7:23:f4:83:
56:be:e3:fb:23:6f:5f:a8:dd:84:08:e2:90:ff:17:
bd:5c:fa:a6:b3:b4:7e:cf:47
prime2:
00:dd:73:6d:f2:36:64:f7:f8:9c:a9:b5:fd:1f:2a:
31:2f:38:d2:be:c7:05:0a:ce:2f:5c:2f:f3:b3:06:
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ae:72:38:80:b5:3f:3d:93:f3:98:0e:7b:58:bc:93:
06:70:b3:ec:65:a4:6e:ae:05:3e:a5:98:82:44:2d:
dd:24:e7:d1:72:ba:93:6e:e1:d3:ef:5f:94:83:e8:
61:aa:77:1e:23:93:d2:af:23:be:2e:b0:67:8e:06:
88:66:17:4a:61:4c:79:2b:58:a0:71:5e:2c:93:d2:
84:bc:ce:39:c9:94:49:fc:ca:c2:29:1a:03:b6:f2:
38:eb:2e:96:87:35:9f:cc:5d
exponent1:
00:df:2c:d7:27:4b:42:f3:a6:c4:b6:68:ad:2d:cf:
26:54:f1:23:32:a9:51:ce:18:cc:63:ee:ab:a1:9d:
e0:6a:d9:3e:85:6e:22:c3:4f:d4:d5:95:86:86:35:
9d:23:ef:5b:d0:68:b2:35:f6:a3:ae:6d:6c:a6:6d:
ab:ad:1f:43:a9:e4:a5:7c:a3:07:5f:e3:e6:df:d7:
f3:49:68:f2:0e:ce:10:d4:48:88:c3:42:8d:35:59:
6d:f5:67:d5:c3:49:18:4a:15:39:d6:ce:60:a3:05:
d7:88:71:a8:f2:cd:fd:74:60:ab:32:71:a0:16:f6:
52:2d:bb:c6:81:ac:c9:dd:9d
exponent2:
00:db:9c:da:7f:27:24:70:aa:33:ab:36:58:e4:ec:
31:c4:b3:e4:83:df:d9:07:43:3c:c2:7e:a7:7e:76:
74:cf:bf:6b:1c:d3:af:9c:a7:29:b7:ca:e9:50:71:
ba:24:50:ba:72:7e:64:68:dd:b8:a7:fe:9b:c9:43:
76:99:5f:f0:5d:87:dc:28:4d:7a:a1:5c:37:6b:ad:
2c:16:22:75:58:31:03:f2:3e:4f:1f:fc:3f:66:20:
e2:69:e4:55:16:33:01:c3:53:ec:21:21:94:b1:b0:
47:84:fa:3b:62:c6:55:ad:85:e2:91:62:44:26:cd:
06:57:6d:67:48:85:8c:88:dd
coefficient:
3f:85:ff:ac:1c:67:ce:50:5b:c9:c0:53:29:00:dd:
6a:d2:23:1f:f7:73:00:c6:76:6e:0d:44:67:2d:f1:
93:99:8d:31:e3:8b:2f:68:8c:c3:83:d4:be:e2:32:
14:50:ff:79:37:85:4b:22:9f:92:c3:32:9f:eb:c9:
61:86:c7:8b:88:68:b6:ad:e3:49:22:0b:b4:f8:23:
ae:83:33:b3:f9:f5:eb:aa:77:3d:f0:d0:f0:fe:55:
4f:a1:ec:64:a2:be:fb:05:0d:dc:92:52:de:db:34:
ad:00:51:52:e1:74:c2:5f:5b:10:cd:f1:05:74:6f:
9a:77:5a:e5:87:d5:4f:01

プライベートキーは、使用しないときは安全な場所に保管してください。
2.

次のように、プライベートキーからパブリックキーを生成します。後でこれを使用して、署名付き認
可メッセージが正しく検証するかテストします。
$ openssl rsa -in private-key.pem -pubout > public-key.pem

検査では、パブリックキーはこのようになります。
$ cat public-key.pem
-----BEGIN PUBLIC KEY----MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxQVx0SOB1SgIYd7HonIq
KIswkU2yXtfmLMTU42uF8isqVRiBVgxoWbOOBQh5TzjklSfjaj++MPeqDOwz0t8a
PZGkMmQRZ9mBKdhAaub399OyhzUZmWVJpJ9MxzkhKTZmNnzMSEgcXsJcURQJ4sJk
nf/Ew7xyTGPRbwCL1rk7L+ZdLSSpPmvdSuPrTt1HQ0e0p6OVlxMX7Aa1t4NcnaN0
wbMfIuf2IlTnDQKcu4HtvxYsGN2glyQeq+p7heh/JkYCOK+L5DEbDpQISQ52TzXs
Hm6KPit0N5cG4G5jig/8/bL5PDf/oVEwbSF9H0bWxvjyyMN8VkRxqzEp9gc7D1bg
ywIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

3.

以前に作成したキーペアを使用して、X.509 証明書を生成します。この例では、証明書は 365 日で期
限切れになり、それ以降は信頼されません。有効期限は適切に設定してください。tr -d "\n" コマ
ンドは、出力から改行文字 (改行) を削除します。プロンプトが表示されたら、共通名を指定する必要
がありますが、その他のフィールドは空白のままにしておくことができます。

1202

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
オンボーディングの前提条件
$ openssl req -new -x509 -key private-key.pem -days 365 | tr -d "\n" > certificate.pem

この結果、次のような出力が得られます。
Enter pass phrase for private-key.pem: xxxxxxx
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
----Country Name (2 letter code) []:
State or Province Name (full name) []:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) []:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, fully qualified host name) []:example.com
Email Address []:

Note
AWS プロビジョニングには共通名は必要ありません。内部ドメイン名またはパブリックドメ
イン名は任意です。
次のコマンドを使用して、証明書を取得できます。
$ cat certificate.pem

出力は、改行のない長い PEM エンコード文字列で、先頭が -----BEGIN CERTIFICATE----- で、
その後に -----END CERTIFICATE----- が続きます。

2. RIR に RDAP レコードをアップロードする
以前に作成した証明書を、RIR の RDAP レコードに追加します。エンコードされた部分の前後の ----BEGIN CERTIFICATE----- および -----END CERTIFICATE----- 文字列を、必ず含めます。このコ
ンテンツはすべて、長い 1 行にする必要があります。RDAP を更新する手順は、ご使用の RIR によって異
なります。
• ARIN の場合は、アドレス範囲について [Public Comments] セクションに証明書を追加します。組織の
[comments] セクションには追加しないでください。
• RIPE の場合は、アドレス範囲について新しい "descr" フィールドとして証明書を追加します。組織の
[comments] セクションには追加しないでください。
• APNIC の場合は、証明書を電子メールで helpdesk@apnic.net に送信し、アドレス範囲の "remarks"
フィールドに手動で追加します。APNIC の IP アドレスに関する正規連絡先に電子メールを送信しま
す。

3. RIR に ROA オブジェクトを作成する
アドレス範囲をアドバタイズするために Amazon ASN 16509 および 14618 を承認し、また、アドレス範
囲をアドバタイズすることが現在許可されている ASN も承認するために、ROA オブジェクトを作成しま
す。AWS GovCloud (US) Region では、ASN 8987 を承認します。持ち込む CIDR のサイズに最大長を設
定する必要があります。持ち込める最も具体的な IPv4 プレフィクスは /24 です。提供できる最も具体的な
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IPv6 アドレス範囲は、パブリックにアドバタイズされている CIDR の場合は /48、パブリックにアドバタ
イズされていない CIDR の場合は /56 です。

Important
Amazon VPC IP Address Manager (IPA) 用の ROA オブジェクトを作成する場合、ROA を作成す
るときには、IPv4 CIDR に対して、/24 のIP アドレスのプレフィックスの最大長を設定する必要
があります。IPv6 CIDR については、アドバタイズ可能なプールに追加する場合、IP アドレスの
プレフィックスの最大長は /48 である必要があります。これにより、パブリック IP アドレスを
AWS リージョンごとに分割して利用する柔軟性がもたらされます。IPAM では、設定した最大長
が適用されます。IPAM への BYOIP アドレスの詳細については、Amazon VPC IPAM ユーザーガ
イド の「チュートリアル: IPAM への BYOIP アドレス CIDR」を参照してください。
ROA が Amazon で使用できるようになるまで最大 24 時間かかる場合があります。詳細については、
「RIR」を参照してください。
• ARIN — ROA のリクエスト数
• RIPE — ROA の管理
• APNIC— 経路管理
アドバタイズメントをオンプレミスのワークロードから AWS に移行する場合は、Amazon の ASN の
ROA を作成する前に、既存の ASN 向けの ROA を作成する必要があります。これを行わないと、既存の
ルーティングとアドバタイズメントに影響を与える可能性があります。

Note
このステップは、非パブリックにアドバタイズされた IPv6 アドレス空間には必要ありません。

BYOIP をオンボーディングする
BYOIP のオンボーディングプロセスには、ニーズに応じて次のタスクがあります。
トピック
• AWS でパブリックにアドバタイズされているアドレス範囲をプロビジョニングする (p. 1204)
• パブリックにアドバタイズされていない IPv6 アドレス範囲をプロビジョニングする (p. 1206)
• AWS を通じてアドレス範囲をアドバタイズする (p. 1206)
• アドレス範囲のプロビジョニング解除 (p. 1207)

AWS でパブリックにアドバタイズされているアドレス範囲をプ
ロビジョニングする
AWS で使用するアドレス範囲をプロビジョニングする場合は、当該範囲の管理者であることを証明
し、Amazon による当該範囲のアドバタイズを承認します。また、署名済みの認可メッセージを使用し
て、アドレス範囲を管理していることを確認します。このメッセージは、X.509 証明書で RDAP レコード
を更新するときに使用した自己署名 X.509 キーペアで署名されます。AWS には、RIR に提示する暗号署
名付き認可メッセージが必要です。RIR は、RDAP に追加した証明書に対して署名を認証し、ROA に対し
て認証の詳細をチェックします。

アドレス範囲をプロビジョニングするには
1.

メッセージを構成する
プレーンテキスト認可メッセージを作成します。メッセージの形式は以下のとおりです。日付はメッ
セージの有効期限日になります。
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1|aws|account|cidr|YYYYMMDD|SHA256|RSAPSS

アカウント番号、アドレス範囲、および有効期限日を独自の値に置き換え、次のようなメッセージを
作成します。
text_message="1|aws|0123456789AB|198.51.100.0/24|20211231|SHA256|RSAPSS"

これは ROA メッセージと外観が似ているので、混同しないでください。
2.

メッセージに署名する
以前に作成したプライベートキーを使用して、プレーンテキストメッセージに署名します。このコマ
ンドが返す署名は長い文字列となります。また、次の手順で使用する必要があります。

Important
このコマンドをコピーして貼り付けることをお勧めします。メッセージの内容を除いて、い
ずれの値も変更または置換しないでください。
signed_message=$( echo -n $text_message | openssl dgst -sha256 -sigopt
rsa_padding_mode:pss -sigopt rsa_pss_saltlen:-1 -sign private-key.pem -keyform PEM |
openssl base64 | tr -- '+=/' '-_~' | tr -d "\n")

3.

アドレスのプロビジョニング
AWS CLIprovision-byoip-cidr コマンドを使用して、アドレス範囲をプロビジョニングします。-cidr-authorization-context オプションは、以前に作成したメッセージと署名の文字列を使用
します。

Important
AWS CLI 設定 Default region name と異なる場合に BYOIP 範囲をプロビジョニングす
る AWS リージョンを指定する必要があります。
aws ec2 provision-byoip-cidr --cidr address-range --cidr-authorization-context
Message="$text_message",Signature="$signed_message" --region us-east-1

アドレス範囲のプロビジョニングは非同期オペレーションであるため、呼び出しはすぐに戻ります
が、アドレスの範囲は、そのステータスが pending-provision から provisioned に変わるまで
使用できません。
4.

進行状況をモニタリングする
パブリックにアドバタイズするためのプロビジョニングプロセスの完了までには、最大で 1 週間かか
ることがあります。この例のように、describe-byoip-cidrs コマンドを使用して進行状況をモニタリン
グします。
aws ec2 describe-byoip-cidrs --max-results 5 --region us-east-1

プロビジョニング中に問題が発生してステータスが failed-provision になった場合は、問題の解
決後に provision-byoip-cidr コマンドを再度実行する必要があります。
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パブリックにアドバタイズされていない IPv6 アドレス範囲をプ
ロビジョニングする
デフォルトでは、アドレス範囲はインターネットにパブリックにアドバタイズされるようにプロビジョニ
ングされます。パブリックにアドバタイズされない IPv6 アドレス範囲をプロビジョニングできます。パ
ブリックにアドバタイズできないルートの場合、プロビジョニングプロセスは通常、数分以内に完了しま
す。非パブリックアドレス範囲の IPv6 CIDR ブロックを VPC に関連付ける場合、IPv6 CIDR には、AWS
Direct Connect、AWS Site-to-Site VPN、Amazon VPC トランジットゲートウェイなどの IPv6 をサポート
するハイブリッド接続オプションを介してのみアクセスできます。
非パブリックアドレス範囲をプロビジョニングする場合、ROA は必要ありません。

Important
ユーザーは、プロビジョニング中にアドレス範囲がパブリックにアドバタイズされるかどうかの
み指定できます。アドバタイズ可能なステータスは、後で変更できません。
パブリックにアドバタイズされない IPv6 アドレス範囲をプロビジョニングするには、次の provisionbyoip-cidr コマンドを使用します。
aws ec2 provision-byoip-cidr --cidr address-range --cidr-authorization-context
Message="$text_message",Signature="$signed_message" --no-publicly-advertisable -region us-east-1

AWS を通じてアドレス範囲をアドバタイズする
アドレス範囲をプロビジョニングすると、公開することができるようになります。プロビジョンした正確
なアドレス範囲をアドバタイズする必要があります。プロビジョンしたアドレス範囲の一部のみアドバタ
イズすることはできません。
パブリックにアドバタイズされない IPv6 アドレス範囲をプロビジョニングした場合、このステップを実行
する必要はありません。
アドレス範囲は、AWS からアドバタイズする前に、他の場所からのアドバタイズを停止することをお勧め
します。他の場所から IP アドレス範囲を公開し続ける場合、当社では、その IP アドレス範囲を信頼して
サポートしたり、問題をトラブルシューティングすることができなくなります。具体的には、そのアドレ
ス範囲へのトラフィックが当社のネットワークに入るのを保証できません。
ダウンタイムを最小限に抑えるには、アドレス範囲がアドバタイズされる前にご使用のアドレスプールか
らアドレスを使用するように AWS リソースを設定してから、同時に現在の場所からのアドバタイズを停
止して、AWS からのアドバタイズを開始します。アドレスプールからの Elastic IP アドレスの割り当ての
詳細については、「Elastic IP アドレスを割り当てる (p. 1224)」を参照してください。

制約事項
• アドレス範囲が毎回異なる場合でも、advertise-byoip-cidr コマンドは 10 秒ごとに最大 1 回しか実行で
きません。
• アドレス範囲が毎回異なる場合でも、withdraw-byoip-cidr コマンドは 10 秒ごとに最大 1 回しか実行で
きません。
アドレス範囲を公開するには、以下のadvertise-byoip-cidrコマンドを使用します。
aws ec2 advertise-byoip-cidr --cidr address-range --region us-east-1

アドレス範囲の公開を停止するには、以下のwithdraw-byoip-cidrコマンドを使用します。
aws ec2 withdraw-byoip-cidr --cidr address-range --region us-east-1
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アドレス範囲のプロビジョニング解除
AWS でアドレス範囲の使用を停止するには、まず Elastic IP アドレスを解放し、アドレスプールからまだ
割り当てられている IPv6 CIDR ブロックの関連付けを解除します。次に、アドレス範囲のアドバタイズを
停止し、最後にアドレス範囲のプロビジョニングを解除します。
アドレス範囲のプロビジョニングを部分的に解除することはできません。AWS でより具体的なアドレス範
囲を使用する場合は、アドレス範囲全体のプロビジョニングを解除し、より具体的なアドレス範囲をプロ
ビジョニングします。
(IPv4) 各 Elastic IP アドレスを解放するには、以下のrelease-addressコマンドを使用します。
aws ec2 release-address --allocation-id eipalloc-12345678abcabcabc --region us-east-1

(IPv6) IPv6 CIDR ブロックの関連付けを解除するには、次の disassociate-vpc-cidr-block コマンドを使用し
ます。
aws ec2 disassociate-vpc-cidr-block --association-id vpc-cidr-assoc-12345abcd1234abc1 -region us-east-1

アドレス範囲の公開を停止するには、以下のwithdraw-byoip-cidrコマンドを使用します。
aws ec2 withdraw-byoip-cidr --cidr address-range --region us-east-1

アドレス範囲のプロビジョニングを解除するには、以下のdeprovision-byoip-cidrコマンドを使用します。
aws ec2 deprovision-byoip-cidr --cidr address-range --region us-east-1

アドレス範囲のプロビジョニングを解除するには、最長 1 日かかります。

アドレス範囲を操作する
ユーザーは、アカウントでプロビジョニングした IPv4 と IPv6 のアドレス範囲の表示と使用が可能です。

IPv4 アドレス範囲
IPv4 アドレスプールから Elastic IP アドレスを作成し、EC2 インスタンス、NAT ゲートウェイ、Network
Load Balancer などの AWS リソースで使用できます。
アカウントでプロビジョニングした IPv4 アドレスプールに関する情報を表示するには、次の describepublic-ipv4-pools コマンドを使用します。
aws ec2 describe-public-ipv4-pools --region us-east-1

IPv4 アドレスプールから Elastic IP アドレスを作成するには、allocate-address コマンドを使用しま
す。--public-ipv4-poolオプションを使用して、describe-byoip-cidrsが返すアドレスプールの
ID を指定したり、--address オプションを使用して、プロビジョニングしたアドレス範囲からのアドレ
スを指定したりすることができます。

IPv6 アドレス範囲
アカウントでプロビジョニングした IPv6 アドレスプールに関する情報を表示するには、次の describeipv6-pools コマンドを使用します。
aws ec2 describe-ipv6-pools --region us-east-1
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VPC を作成し、IPv6 アドレスプールから IPv6 CIDR を指定するには、次の create-vpc コマンドを使用し
ます。Amazon が IPv6 アドレスプールから IPv6 CIDR を選択できるようにするには、[--ipv6-cidrblock] オプションを省略します。
aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16 --ipv6-cidr-block ipv6-cidr --ipv6-pool pool-id
--region us-east-1

IPv6 アドレスプールからの IPv6 CIDR ブロックを VPC に関連付けるには、次の associate-vpc-cidr-block
コマンドを使用します。Amazon が IPv6 アドレスプールから IPv6 CIDR を選択できるようにするには、
[--ipv6-cidr-block] オプションを省略します。
aws ec2 associate-vpc-cidr-block --vpc-id vpc-123456789abc123ab --ipv6-cidr-block ipv6-cidr
--ipv6-pool pool-id --region us-east-1

VPC および関連する IPv6 アドレスプール情報を表示するには、describe-vpcs コマンドを使用します。
特定の IPv6 アドレスプールから関連付けられた IPv6 CIDR ブロックに関する情報を表示するには、次の
get-associated-ipv6-pool-cidrs コマンドを使用します。
aws ec2 get-associated-ipv6-pool-cidrs --pool-id pool-id --region us-east-1

VPC から IPv6 CIDR ブロックの関連付けを解除すると、IPv6 アドレスプールに戻されます。
VPC コンソールの IPv6 CIDR ブロックの操作方法の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの
「VPC とサブネットの使用」を参照してください。

BYOIP を検証する
1. 自己署名 x.509 キーペアを検証する
whois コマンドで、証明書がアップロードされており、かつ、有効であることを確認します。
ARIN の場合、whois -h whois.arin.net r + 2001:0DB8:6172::/48 を使用してアドレス
範囲の RDAP レコードを検索します。コマンド出力の NetRange (ネットワーク範囲) については、
「remarks」セクションを確認してください。証明書は、アドレス範囲の「Public Comments」セク
ションに追加する必要があります。
次のコマンドを使用して、証明書を含む remarks を検査できます。
whois -h whois.arin.net r + 2001:0DB8:6172::/48 | grep Comment | grep BEGIN

これにより、キーの内容を含む出力が返されます。これは次のようになります。
remarks:
-----BEGIN CERTIFICATE----MIID1zCCAr+gAwIBAgIUBkRPNSLrPqbRAFP8RDAHSP+I1TowDQYJKoZIhvcNAQE
LBQAwezELMAkGA1UEBhMCTloxETAPBgNVBAgMCEF1Y2tsYW5kMREwDwYDVQQHDA
hBdWNrbGFuZDEcMBoGA1UECgwTQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlczETMBEGA1UEC
wwKQllPSVAgRGVtbzETMBEGA1UEAwwKQllPSVAgRGVtbzAeFw0yMTEyMDcyMDI0
NTRaFw0yMjEyMDcyMDI0NTRaMHsxCzAJBgNVBAYTAk5aMREwDwYDVQQIDAhBdWN
rbGFuZDERMA8GA1UEBwwIQXVja2xhbmQxHDAaBgNVBAoME0FtYXpvbiBXZWIgU2
VydmljZXMxEzARBgNVBAsMCkJZT0lQIERlbW8xEzARBgNVBAMMCkJZT0lQIERlb
W8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCfmacvDp0wZ0ceiXXc
R/q27mHI/U5HKt7SST4X2eAqufR9wXkfNanAEskgAseyFypwEEQr4CJijI/5hp9
prh+jsWHWwkFRoBRR9FBtwcU/45XDXLga7D3stsI5QesHVRwOaXUdprAnndaTug
mDPkD0vrl475JWDSIm+PUxGWLy+60aBqiaZq35wU/x+wXlAqBXg4MZK2KoUu27k
Yt2zhmy0S7Ky+oRfRJ9QbAiSu/RwhQbh5Mkp1ZnVIc7NqnhdeIW48QaYjhMlUEf
xdaqYUinzz8KpjfADZ4Hvqj9jWZ/eXo/9b2rGlHWkJsbhr0VEUyAGu1bwkgcdww
3A7NjOxQbAgMBAAGjUzBRMB0GA1UdDgQWBBStFyujN6SYBr2glHpGt0XGF7GbGT
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AfBgNVHSMEGDAWgBStFyujN6SYBr2glHpGt0XGF7GbGTAPBgNVHRMBAf8EBTADA
QH/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBX6nn6YLhz521lfyVfxY0t6o3410bQAeAF
08ud+ICtmQ4IO4A4B7zV3zIVYr0clrOOaFyLxngwMYN0XY5tVhDQqk4/gmDNEKS
Zy2QkX4Eg0YUWVzOyt6fPzjOvJLcsqc1hcF9wySL507XQz76Uk5cFypBOzbnk35
UkWrzA9KK97cXckfIESgK/k1N4ecwxwG6VQ8mBGqVpPpey+dXpzzzv1iBKN/VY4
ydjgH/LBfdTsVarmmy2vtWBxwrqkFvpdhSGCvRDl/qdO/GIDJi77dmZWkh/ic90
MNk1f38gs1jrCj8lThoar17Uo9y/Q5qJIsoNPyQrJRzqFU9F3FBjiPJF
-----END CERTIFICATE-----

RIPE の場合、whois -r -h whois.ripe.net 2001:0DB8:7269::/48 を使用してアドレス範囲
の RDAP レコードを検索します。コマンド出力の inetnum オブジェクト (ネットワーク範囲) について
は、「descr」セクションを確認してください。証明書は、アドレス範囲の新しい desc フィールドと
して追加する必要があります。
次のコマンドを使用して、証明書を含む descr を検査できます。
whois -r -h whois.ripe.net 2001:0DB8:7269::/48 | grep descr | grep BEGIN

これにより、キーの内容を含む出力が返されます。これは次のようになります。
descr:
-----BEGIN CERTIFICATE-----MIID1zCCAr+gAwIBAgIUBkRPNSLrPqbRAFP8
RDAHSP+I1TowDQYJKoZIhvcNAQELBQAwezELMAkGA1UEBhMCTloxETAPBgNVBAg
MCEF1Y2tsYW5kMREwDwYDVQQHDAhBdWNrbGFuZDEcMBoGA1UECgwTQW1hem9uIF
dlYiBTZXJ2aWNlczETMBEGA1UECwwKQllPSVAgRGVtbzETMBEGA1UEAwwKQllPS
VAgRGVtbzAeFw0yMTEyMDcyMDI0NTRaFw0yMjEyMDcyMDI0NTRaMHsxCzAJBgNV
BAYTAk5aMREwDwYDVQQIDAhBdWNrbGFuZDERMA8GA1UEBwwIQXVja2xhbmQxHDA
aBgNVBAoME0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMxEzARBgNVBAsMCkJZT0lQIERlbW
8xEzARBgNVBAMMCkJZT0lQIERlbW8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwg
gEKAoIBAQCfmacvDp0wZ0ceiXXcR/q27mHI/U5HKt7SST4X2eAqufR9wXkfNanA
EskgAseyFypwEEQr4CJijI/5hp9prh+jsWHWwkFRoBRR9FBtwcU/45XDXLga7D3
stsI5QesHVRwOaXUdprAnndaTugmDPkD0vrl475JWDSIm+PUxGWLy+60aBqiaZq
35wU/x+wXlAqBXg4MZK2KoUu27kYt2zhmy0S7Ky+oRfRJ9QbAiSu/RwhQbh5Mkp
1ZnVIc7NqnhdeIW48QaYjhMlUEfxdaqYUinzz8KpjfADZ4Hvqj9jWZ/eXo/9b2r
GlHWkJsbhr0VEUyAGu1bwkgcdww3A7NjOxQbAgMBAAGjUzBRMB0GA1UdDgQWBBS
tFyujN6SYBr2glHpGt0XGF7GbGTAfBgNVHSMEGDAWgBStFyujN6SYBr2glHpGt0
XGF7GbGTAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBX6nn6Y
Lhz521lfyVfxY0t6o3410bQAeAF08ud+ICtmQ4IO4A4B7zV3zIVYr0clrOOaFyL
xngwMYN0XY5tVhDQqk4/gmDNEKSZy2QkX4Eg0YUWVzOyt6fPzjOvJLcsqc1hcF9
wySL507XQz76Uk5cFypBOzbnk35UkWrzA9KK97cXckfIESgK/k1N4ecwxwG6VQ8
mBGqVpPpey+dXpzzzv1iBKN/VY4ydjgH/LBfdTsVarmmy2vtWBxwrqkFvpdhSGC
vRDl/qdO/GIDJi77dmZWkh/ic90MNk1f38gs1jrCj8lThoar17Uo9y/Q5qJIsoN
PyQrJRzqFU9F3FBjiPJF
-----END CERTIFICATE-----

APNIC の場合、whois -h whois.apnic.net 2001:0DB8:6170::/48 を使用して BYOIP アドレ
ス範囲の RDAP レコードを検索します。コマンド出力の inetnum オブジェクト (ネットワーク範囲)
については、「remarks」セクションを確認してください。証明書は、アドレス範囲の新しい desc
フィールドとして追加する必要があります。
次のコマンドを使用して、証明書を含む descr を検査できます。
whois -h whois.apnic.net 2001:0DB8:6170::/48 | grep remarks | grep BEGIN

これにより、キーの内容を含む出力が返されます。これは次のようになります。
remarks:
-----BEGIN CERTIFICATE----MIID1zCCAr+gAwIBAgIUBkRPNSLrPqbRAFP8RDAHSP+I1TowDQYJKoZIhvcNAQE
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LBQAwezELMAkGA1UEBhMCTloxETAPBgNVBAgMCEF1Y2tsYW5kMREwDwYDVQQHDA
hBdWNrbGFuZDEcMBoGA1UECgwTQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlczETMBEGA1UEC
wwKQllPSVAgRGVtbzETMBEGA1UEAwwKQllPSVAgRGVtbzAeFw0yMTEyMDcyMDI0
NTRaFw0yMjEyMDcyMDI0NTRaMHsxCzAJBgNVBAYTAk5aMREwDwYDVQQIDAhBdWN
rbGFuZDERMA8GA1UEBwwIQXVja2xhbmQxHDAaBgNVBAoME0FtYXpvbiBXZWIgU2
VydmljZXMxEzARBgNVBAsMCkJZT0lQIERlbW8xEzARBgNVBAMMCkJZT0lQIERlb
W8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCfmacvDp0wZ0ceiXXc
R/q27mHI/U5HKt7SST4X2eAqufR9wXkfNanAEskgAseyFypwEEQr4CJijI/5hp9
prh+jsWHWwkFRoBRR9FBtwcU/45XDXLga7D3stsI5QesHVRwOaXUdprAnndaTug
mDPkD0vrl475JWDSIm+PUxGWLy+60aBqiaZq35wU/x+wXlAqBXg4MZK2KoUu27k
Yt2zhmy0S7Ky+oRfRJ9QbAiSu/RwhQbh5Mkp1ZnVIc7NqnhdeIW48QaYjhMlUEf
xdaqYUinzz8KpjfADZ4Hvqj9jWZ/eXo/9b2rGlHWkJsbhr0VEUyAGu1bwkgcdww
3A7NjOxQbAgMBAAGjUzBRMB0GA1UdDgQWBBStFyujN6SYBr2glHpGt0XGF7GbGT
AfBgNVHSMEGDAWgBStFyujN6SYBr2glHpGt0XGF7GbGTAPBgNVHRMBAf8EBTADA
QH/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBX6nn6YLhz521lfyVfxY0t6o3410bQAeAF
08ud+ICtmQ4IO4A4B7zV3zIVYr0clrOOaFyLxngwMYN0XY5tVhDQqk4/gmDNEKS
Zy2QkX4Eg0YUWVzOyt6fPzjOvJLcsqc1hcF9wySL507XQz76Uk5cFypBOzbnk35
UkWrzA9KK97cXckfIESgK/k1N4ecwxwG6VQ8mBGqVpPpey+dXpzzzv1iBKN/VY4
ydjgH/LBfdTsVarmmy2vtWBxwrqkFvpdhSGCvRDl/qdO/GIDJi77dmZWkh/ic90
MNk1f38gs1jrCj8lThoar17Uo9y/Q5qJIsoNPyQrJRzqFU9F3FBjiPJF
-----END CERTIFICATE-----

2. ROA オブジェクトの作成を検証する
whois コマンドを使用して、ROA オブジェクトが正常に作成されたことを検証します。Amazon ASN
16509 および 14618、ならびにそのアドレス範囲をアドバタイズすることが現在承認されている ASN
に対して、アドレス範囲をテストしてください。
次のコマンドを使用して、アドレス範囲で異なる Amazon ASN の ROA オブジェクトを検査できます。
whois -h whois.bgpmon.net " --roa 16509 2001:0DB8:1000::/48"

この出力例では、レスポンスには、Amazon ASN 16509 について 0 - Valid の結果があります。これ
は、アドレス範囲についての ROA オブジェクトが正常に作成されたことを示します。
0 - Valid
-----------------------ROA Details
-----------------------Origin ASN:
AS16509
Not valid Before: 2021-11-19 05:00:00
Not valid After: 2021-12-24 05:00:00 Expires in 16d8h39m12s
Trust Anchor:
rpki.arin.net
Prefixes:
2001:0DB8::/32 (max length /48)

この出力例では、レスポンスには、1 - Not Found のエラーがあります。これは、アドレス範囲につ
いての ROA オブジェクトが作成されていないことを示します。
1 - Not Found

この出力例では、レスポンスには、2 - Not Valid のエラーがあります。これは、アドレス範囲につ
いての ROA オブジェクトが正常に作成されなかったことを示します。
2 - Not Valid: Invalid Origin ASN, expected 15169
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詳細
詳細については、AWS オンラインテックトークの「自分の IP アドレス使用の詳細」を参照してくださ
い。

Amazon EC2 ネットワークインターフェイスへの
プレフィクスの割り当て
プライベート IPv4 または IPv6 CIDR 範囲は、自動または手動で、ネットワークインターフェイスに割り
当てることができます。プレフィクスを割り当てることにより、インスタンス上で複数の IP アドレスを必
要とするコンテナおよびネットワークアプリケーションなど、アプリケーションの管理を拡張および簡素
化します。
以下の割り当てオプションが利用できます。
• 自動割り当て — AWS が、VPC サブネットの IPv4 または IPv6 CIDR ブロックからプレフィクスを選択
し、ネットワークインターフェイスに割り当てます。
• 手動割り当て — ユーザーが VPC サブネットの IPv4 または IPv6 CIDR ブロックからプレフィクスを指
定し、AWS はそのプレフィクスが他のリソースに割り当てられていないことを確認してから、そのプレ
フィクスをネットワークインターフェイスに割り当てます。
プレフィクスの割り当てには次の利点があります。
• ネットワークインターフェイスの IP アドレスの増加 — プレフィクスを使用する場合は、個々の IP ア
ドレスではなく IP アドレスのブロックを割り当てます。これにより、ネットワークインターフェイスの
IP アドレスの数が増加します。
• コンテナの VPC 管理の簡素化 — コンテナアプリケーションでは、各コンテナに一意の IP アドレス
が必要です。インスタンスにプレフィクスを割り当てることで、個々の IP 割り当てに対して Amazon
EC2 API を呼び出すことなくコンテナを起動および終了できるため、VPC の管理が簡素化されます。

トピック
• プレフィクス割り当ての基本 (p. 1211)
• プレフィクスの考慮事項と制限 (p. 1212)
• プレフィクスの使用 (p. 1212)

プレフィクス割り当ての基本
• 新しいネットワークインターフェイスまたは既存のネットワークインターフェイスにプレフィクスを割
り当てることができます。
• プレフィクスを使用するには、ネットワークインターフェイスにプレフィクスを割り当て、次にその
ネットワークインターフェイスをインスタンスにアタッチしてから、オペレーティングシステムを設定
します。
• プレフィクスを指定するオプションを選択する場合、プレフィクスは次の要件を満たしている必要があ
ります。
• 指定できる IPv4 プレフィクスは /28。
• 指定できる IPv6 プレフィクスは /80。
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• プレフィクスがネットワークインターフェイスのサブネット CIDR にあり、サブネット内の既存のリ
ソースに割り当てられた他のプレフィクスまたは IP アドレスと重複していないこと。
• プレフィクスは、プライマリまたはセカンダリのネットワークインターフェイスに割り当てることがで
きます。
• プレフィクスが割り当てられているネットワークインターフェイスに Elastic IP アドレスを割り当てる
ことができます。
• 割り当てられたプレフィクスの IP アドレス部分に Elastic IP アドレスを割り当てることもできます。
• インスタンスのプライベート DNS ホスト名をプライマリのプライベート IPv4 アドレスに解決します。
• プレフィクスからのものを含め、ネットワークインターフェイスの各プライベート IPv4 アドレスは、次
の形式を使用して割り当てます。
• us-east-1 リージョン
ip-private-ipv4-address.ec2.internal

• その他のすべてのリージョン
ip-private-ipv4-address.region.compute.internal

プレフィクスの考慮事項と制限
プレフィクスを使用する場合は、次の点を考慮してください:
• プレフィクス付きのネットワークインターフェイスは、Nitro システムに内蔵されたインスタン
ス (p. 201)でサポートされます。
• ネットワークインターフェイスのプレフィクスは、プライベート IPv4 アドレスと IPv6 アドレスに制限
されます。
• ネットワークインターフェイスに割り当てることができる IP アドレスの数は、インスタンスタイプに
よって異なります。ネットワークインターフェイスに割り当てる各プレフィクスが、1 つの IP アドレス
としてカウントされます。例えば、c5.large インスタンスで、ネットワークインターフェイスあたり
の IPv4 アドレス数が 10 に制限されているとします。このインスタンスの各ネットワークインターフェ
イスに、プライマリ IPv4 アドレスが存在します。ネットワークインターフェイスにセカンダリ IPv4 ア
ドレスがない場合は、ネットワークインターフェイスに最大 9 つのプレフィクスを割り当てることがで
きます。ネットワークインターフェイスに割り当てる IPv4 アドレスを追加する度に、ネットワークイン
ターフェイスに割り当てるプレフィクスの数が 1 つ少なくなります。詳細については、各インスタンス
タイプのネットワークインターフェイスあたりの IP アドレス数 (p. 1238) を参照してください。
• プレフィクスは、送信元/送信先チェックに含まれます。

プレフィクスの使用
トピック
• ネットワークインターフェイスの作成時にプレフィクスを割り当てる (p. 1213)
• 既存のネットワークインターフェイスにプレフィクスを割り当てる (p. 1217)
• プレフィクス付きのネットワークインターフェイス用にオペレーティングシステムを設定す
る (p. 1220)
• ネットワークインターフェイスに割り当てられたプレフィクスの表示 (p. 1220)
• ネットワークインターフェイスからプレフィクスを削除する (p. 1222)
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ネットワークインターフェイスの作成時にプレフィクスを割り当
てる
自動割り当てオプションを使用する場合は、サブネット内の IP アドレスのブロックを予約できま
す。AWS は、このブロックからプレフィクスを選択します。詳細については、Amazon VPC ユーザーガ
イドの「サブネット CIDR の予約」を参照してください。
ネットワークインターフェイスを作成したら、attach-network-interface AWS CLIコマンドを使用して、
ネットワークインターフェイスをインスタンスに添付します。プレフィクス付きのネットワークインター
フェイス用にオペレーティングシステムを設定する必要があります。詳細については、プレフィクス付き
のネットワークインターフェイス用にオペレーティングシステムを設定する (p. 1220) を参照してくださ
い。
トピック
• ネットワークインターフェイスの作成時に自動的にプレフィクスを割り当てる (p. 1213)
• ネットワークインターフェイスの作成時に特定のプレフィクスを割り当てる (p. 1215)

ネットワークインターフェイスの作成時に自動的にプレフィクスを割り当てる
以下のいずれかの方法を使用して、ネットワークインターフェイスの作成中に自動プレフィクスを割り当
てることができます。
Console

ネットワークインターフェース作成時に自動的にプレフィクスを割り当てるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [ネットワークインターフェース] 選択し、それから[ネットワークイン
ターフェイス]を選択します。

3.

ネットワークインターフェイスの説明を指定し、ネットワークインターフェイスを作成するサブ
ネットを選択し、プライベート IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを設定します。

4.

[詳細設定]を展開し、以下の操作を行います。
a.

IPv4 プレフィクスを自動的に割り当てるには、[IPv4 プレフィクスの委任] で、[自動割り当
て]を選択します。その後、IPv4 プレフィクスの数で、割り当てるプレフィクスの数を指定し
ます。

b.

IPv6 プレフィクスの自動割り当てるには、IPv6 プレフィクスの委任] で、[自動割り当て]を
選択します。その後、IPv6 プレフィクスの数で、割り当てるプレフィクスの数を指定しま
す。

Note
[IPv6 プレフィクスの委任]は、選択したサブネットがIPv6 に対して有効になってい
る場合にのみ表示されます。
5.

ネットワークインターフェイスに関連付けるセキュリティグループを選択し、必要に応じてリ
ソースタグを割り当てます。

6.

[ネットワークインターフェイスの作成] をクリックします。

AWS CLI
ネットワークインターフェース作成時に自動的に IPv4 プレフィクスを割り当てるには
create-network-interface コマンドを使用し、AWS が割り当てるプレフィクスの数を --ipv4prefix-count に設定します。次の例では、AWS が 1 プレフィクスを割り当てています。
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C:\> aws ec2 create-network-interface \
--subnet-id subnet-047cfed18eEXAMPLE \
--description "IPv4 automatic example" \
--ipv4-prefix-count 1

出力例
{

}

"NetworkInterface": {
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Description": "IPv4 automatic example",
"Groups": [
{
"GroupName": "default",
"GroupId": "sg-044c2de2c4EXAMPLE"
}
],
"InterfaceType": "interface",
"Ipv6Addresses": [],
"MacAddress": "02:98:65:dd:18:47",
"NetworkInterfaceId": "eni-02b80b4668EXAMPLE",
"OwnerId": "123456789012",
"PrivateIpAddress": "10.0.0.62",
"PrivateIpAddresses": [
{
"Primary": true,
"PrivateIpAddress": "10.0.0.62"
}
],
"Ipv4Prefixes": [
{
"Ipv4Prefix": "10.0.0.208/28"
}
],
"RequesterId": "AIDAIV5AJI5LXF5XXDPCO",
"RequesterManaged": false,
"SourceDestCheck": true,
"Status": "pending",
"SubnetId": "subnet-047cfed18eEXAMPLE",
"TagSet": [],
"VpcId": "vpc-0e12f52b21EXAMPLE"
}

ネットワークインターフェース作成時に自動的に IPv6 プレフィクスを割り当てるには
create-network-interface コマンドを使用し、AWS が割り当てるプレフィクスの数を --ipv6prefix-count に設定します。次の例では、AWS が 1 プレフィクスを割り当てています。
C:\> aws ec2 create-network-interface \
--subnet-id subnet-047cfed18eEXAMPLE \
--description "IPv6 automatic example" \
--ipv6-prefix-count 1

出力例
{

"NetworkInterface": {
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Description": "IPv6 automatic example",
"Groups": [
{
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"GroupName": "default",
"GroupId": "sg-044c2de2c4EXAMPLE"

}

}

}
],
"InterfaceType": "interface",
"Ipv6Addresses": [],
"MacAddress": "02:bb:e4:31:fe:09",
"NetworkInterfaceId": "eni-006edbcfa4EXAMPLE",
"OwnerId": "123456789012",
"PrivateIpAddress": "10.0.0.73",
"PrivateIpAddresses": [
{
"Primary": true,
"PrivateIpAddress": "10.0.0.73"
}
],
"Ipv6Prefixes": [
{
"Ipv6Prefix": "2600:1f13:fc2:a700:1768::/80"
}
],
"RequesterId": "AIDAIV5AJI5LXF5XXDPCO",
"RequesterManaged": false,
"SourceDestCheck": true,
"Status": "pending",
"SubnetId": "subnet-047cfed18eEXAMPLE",
"TagSet": [],
"VpcId": "vpc-0e12f52b21EXAMPLE"

ネットワークインターフェイスの作成時に特定のプレフィクスを割り当てる
以下のいずれかの方法を使用して、ネットワークインターフェイスの作成中に特定のプレフィクスを割り
当てることができます。
Console

ネットワークインターフェース作成時に特定のプレフィクスを割り当てるには
1.
2.
3.
4.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで [ネットワークインターフェース] 選択し、それから[ネットワークイン
ターフェイス]を選択します。
ネットワークインターフェイスの説明を指定し、ネットワークインターフェイスを作成するサブ
ネットを選択し、プライベート IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを設定します。
[アドバンスト設定] で、以下の操作を行います。
a.
b.

特定の IPv4 プレフィクスを割り当てるには、[IPv4 プレフィクスの委任] で、[カスタム]を選
択します。次に[新しいプレフィクスの追加] を選択し、使用するプレフィクスの入力を行い
ます。
特定の IPv6 プレフィクスを割り当てるには、[IPv6 プレフィクスの委任] で、[カスタム]を選
択します。次に [新しいプレフィクスの追加] を選択し、使用するプレフィクスの入力を行い
ます。

Note

5.

[IPv6 プレフィクスの委任]は、IPv6 に対して選択したサブネットが有効になってい
る場合にのみ表示されます。
ネットワークインターフェイスに関連付けるセキュリティグループを選択し、必要に応じてリ
ソースタグを割り当てます。
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6.

[ネットワークインターフェイスの作成] をクリックします。

AWS CLI
ネットワークインターフェース作成時に特定の IPv4 プレフィクスを割り当てるには
create-network-interface コマンドを使用し、--ipv4-prefixes にプレフィクスを設定します。AWS
はこの範囲から IP アドレスを選択します。次の例では、プレフィクス CIDR は 10.0.0.208/28 で
す。
C:\> aws ec2 create-network-interface \
--subnet-id subnet-047cfed18eEXAMPLE \
--description "IPv4 manual example" \
--ipv4-prefixes Ipv4Prefix=10.0.0.208/28

出力例
{

}

"NetworkInterface": {
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Description": "IPv4 manual example",
"Groups": [
{
"GroupName": "default",
"GroupId": "sg-044c2de2c4EXAMPLE"
}
],
"InterfaceType": "interface",
"Ipv6Addresses": [],
"MacAddress": "02:98:65:dd:18:47",
"NetworkInterfaceId": "eni-02b80b4668EXAMPLE",
"OwnerId": "123456789012",
"PrivateIpAddress": "10.0.0.62",
"PrivateIpAddresses": [
{
"Primary": true,
"PrivateIpAddress": "10.0.0.62"
}
],
"Ipv4Prefixes": [
{
"Ipv4Prefix": "10.0.0.208/28"
}
],
"RequesterId": "AIDAIV5AJI5LXF5XXDPCO",
"RequesterManaged": false,
"SourceDestCheck": true,
"Status": "pending",
"SubnetId": "subnet-047cfed18eEXAMPLE",
"TagSet": [],
"VpcId": "vpc-0e12f52b21EXAMPLE"
}

ネットワークインターフェース作成時に特定の IPv6 プレフィクスを割り当てるには
create-network-interface コマンドを使用し、--ipv6-prefixes にプレフィクスを設定し
ます。AWS はこの範囲から IP アドレスを選択します。次の例では、プレフィクス CIDR は
2600:1f13:fc2:a700:1768::/80 です。
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C:\> aws ec2 create-network-interface \
--subnet-id subnet-047cfed18eEXAMPLE \
--description "IPv6 manual example" \
--ipv6-prefixes Ipv6Prefix=2600:1f13:fc2:a700:1768::/80

出力例
{

}

"NetworkInterface": {
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Description": "IPv6 automatic example",
"Groups": [
{
"GroupName": "default",
"GroupId": "sg-044c2de2c4EXAMPLE"
}
],
"InterfaceType": "interface",
"Ipv6Addresses": [],
"MacAddress": "02:bb:e4:31:fe:09",
"NetworkInterfaceId": "eni-006edbcfa4EXAMPLE",
"OwnerId": "123456789012",
"PrivateIpAddress": "10.0.0.73",
"PrivateIpAddresses": [
{
"Primary": true,
"PrivateIpAddress": "10.0.0.73"
}
],
"Ipv6Prefixes": [
{
"Ipv6Prefix": "2600:1f13:fc2:a700:1768::/80"
}
],
"RequesterId": "AIDAIV5AJI5LXF5XXDPCO",
"RequesterManaged": false,
"SourceDestCheck": true,
"Status": "pending",
"SubnetId": "subnet-047cfed18eEXAMPLE",
"TagSet": [],
"VpcId": "vpc-0e12f52b21EXAMPLE"
}

既存のネットワークインターフェイスにプレフィクスを割り当て
る
プレフィクスを割り当てた後、(attach-network-interface )AWS CLIコマンドを使用して、ネットワークイ
ンターフェイスをインスタンスに添付します。プレフィクス付きのネットワークインターフェイス用にオ
ペレーティングシステムを設定する必要があります。詳細については、プレフィクス付きのネットワーク
インターフェイス用にオペレーティングシステムを設定する (p. 1220) を参照してください。

既存のネットワークインターフェイスに自動的にプレフィクスを割り当てる
以下のいずれかの方法を使用して、自動プレフィクスを既存のネットワークインターフェイスに割り当て
ることができます。
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Console

既存のネットワークインターフェイスに自動的にプレフィクスを割り当てるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。
プレフィクスを割り当てるネットワークインターフェイスを選択し、[アクション],[プレフィクス
の管理]を選択します。

4.

IPv4 プレフィクスを自動的に割り当てるには、IPv4 プレフィクスの委任] で、[自動割り当て]を
選択します。その後、IPv4 プレフィクスの数で、割り当てるプレフィクスの数を指定します。
IPv6 プレフィクスの自動割り当てるには、IPv6 プレフィクスの委任] で、[自動割り当て]を選択
します。その後、IPv6 プレフィクスの数で、割り当てるプレフィクスの数を指定します。

5.

Note

6.

[IPv6 プレフィクスの委任]は、IPv6 に対して選択したサブネットが有効になっている場
合にのみ表示されます。
[Save] を選択します。

AWS CLI
assign-ipv6-addresses コマンドで IPv6 プレフィクスを割り当て、assign-private-ip-addresses コマン
ドで既存のネットワークインターフェイスに IPv4 プレフィクスを割り当てることができます。
既存のネットワークインターフェイスに自動的に IPv4 プレフィクスを割り当てるには
assign-private-ip-addresses コマンドを使用し、AWS が割り当てるプレフィクスの数を --ipv4prefix-count に設定します。次の例では、AWS が 1 IPv4 プレフィクスを割り当てています。
C:\> aws ec2 assign-private-ip-addresses \
--network-interface-id eni-081fbb4095EXAMPLE \
--ipv4-prefix-count 1

出力例
{

}

"NetworkInterfaceId": "eni-081fbb4095EXAMPLE",
"AssignedIpv4Prefixes": [
{
"Ipv4Prefix": "10.0.0.176/28"
}
]

既存のネットワークインターフェイスに自動的に IPv6 プレフィクスを割り当てるには
assign-ipv6-addresses コマンドを使用し、AWS が割り当てるプレフィクスの数を --ipv6-prefixcount に設定します。次の例では、AWS が 1 IPv6 プレフィクスを割り当てています。
C:\> aws ec2 assign-ipv6-addresses \
--network-interface-id eni-00d577338cEXAMPLE \
--ipv6-prefix-count 1

出力例
{

"AssignedIpv6Prefixes": [
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}

"2600:1f13:fc2:a700:18bb::/80"
],
"NetworkInterfaceId": "eni-00d577338cEXAMPLE"

既存のネットワークインターフェイスに特定のプレフィクスを割り当てる
次のいずれかの方法を使用して、既存のネットワークインターフェイスに特定のプレフィクスの割り当て
を行うことができます。
Console

既存のネットワークインターフェイスに特定のプレフィクスを割り当てるには、
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。
プレフィクスを割り当てるネットワークインターフェイスを選択し、[アクション],[プレフィクス
の管理]を選択します。

4.

特定の IPv4 プレフィクスを割り当てるには、[IPv4 プレフィクスの委任] で、[カスタム]をを選択
します。次に[新しいプレフィクスの追加] を選択し、使用するプレフィクスの入力を行います。

5.

特定の IPv6 プレフィクスを割り当てるには、[IPv6 プレフィクスの委任] で、[カスタム]を選択し
ます。次に [新しいプレフィクスの追加] を選択し、使用するプレフィクスの入力を行います。

Note

6.

[IPv6 プレフィクスの委任]は、IPv6 に対して選択したサブネットが有効になっている場
合にのみ表示されます。
[Save] を選択します。

AWS CLI
既存のネットワークインターフェイスに特定の IPv4 プレフィクスを割り当てる
assign-private-ip-addresses コマンドを使用し、--ipv4-prefixes にプレフィクスを設定し
ます。AWS はこの範囲から IPv4 アドレスを選択します。次の例では、プレフィクス CIDR は
10.0.0.208/28 です。
C:\> aws ec2 assign-private-ip-addresses \
--network-interface-id eni-081fbb4095EXAMPLE \
--ipv4-prefixes 10.0.0.208/28

出力例
{

}

"NetworkInterfaceId": "eni-081fbb4095EXAMPLE",
"AssignedIpv4Prefixes": [
{
"Ipv4Prefix": "10.0.0.208/28"
}
]

既存のネットワークインターフェイスに特定の IPv6 プレフィクスを割り当てる
assign-ipv6-addresses コマンドを使用し、--ipv6-prefixes にプレフィクスを設定しま
す。AWS はこの範囲から IPv6 アドレスを選択します。次の例では、プレフィクス CIDR は
2600:1f13:fc2:a700:18bb::/80 です。
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C:\> aws ec2 assign-ipv6-addresses \
--network-interface-id eni-00d577338cEXAMPLE \
--ipv6-prefixes 2600:1f13:fc2:a700:18bb::/80

出力例
{

}

"NetworkInterfaceId": "eni-00d577338cEXAMPLE",
"AssignedIpv6Prefixes": [
{
"Ipv6Prefix": "2600:1f13:fc2:a700:18bb::/80"
}
]

プレフィクス付きのネットワークインターフェイス用にオペレー
ティングシステムを設定する
Amazon Linux AMI には、AWS がインストールした ec2-net-utils という追加のスクリプトが含まれる
ことがあります。これらのスクリプトはオプションで、ネットワークインターフェイスの設定を自動化し
ます。これらは Amazon Linux でのみ使用できます。
Amazon Linux を使用していない場合は、Kubernetes 用 Container Network Interface (CNI) プラグイ
ン、Docker を使用してコンテナを管理している場合は dockerd を使用することができます。

ネットワークインターフェイスに割り当てられたプレフィクスの
表示
ネットワークインターフェイスに割り当てられたプレフィクスの表示は、次のいずれかの方法で行うこと
ができます。
Console

既存のネットワークインターフェイスに割り当てられた自動プレフィクスを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。

3.

プレフィクスの表示するネットワークインターフェイスを選択し、[詳細]タブを選択します。

4.

[IPv4 プレフィクスの委任]フィールドには割り当てられた IPv4 プレフィクスが一覧表示さ
れ、IPv6 プレフィクスの委任フィールドには、割り当てられた IPv6 プレフィクスが一覧表示さ
れます。

AWS CLI
describe-network-interfaces AWS CLI コマンドを使用して、ネットワークインターフェイスに割り当
てられたプレフィクスを表示することができます。
C:\> aws ec2 describe-network-interfaces

出力例
{
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"NetworkInterfaces": [
{
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Description": "IPv4 automatic example",
"Groups": [
{
"GroupName": "default",
"GroupId": "sg-044c2de2c4EXAMPLE"
}
],
"InterfaceType": "interface",
"Ipv6Addresses": [],
"MacAddress": "02:98:65:dd:18:47",
"NetworkInterfaceId": "eni-02b80b4668EXAMPLE",
"OwnerId": "123456789012",
"PrivateIpAddress": "10.0.0.62",
"PrivateIpAddresses": [
{
"Primary": true,
"PrivateIpAddress": "10.0.0.62"
}
],
"Ipv4Prefixes": [
{
"Ipv4Prefix": "10.0.0.208/28"
}
],
"Ipv6Prefixes": [],
"RequesterId": "AIDAIV5AJI5LXF5XXDPCO",
"RequesterManaged": false,
"SourceDestCheck": true,
"Status": "available",
"SubnetId": "subnet-05eef9fb78EXAMPLE",
"TagSet": [],
"VpcId": "vpc-0e12f52b2146bf252"
},
{
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Description": "IPv6 automatic example",
"Groups": [
{
"GroupName": "default",
"GroupId": "sg-044c2de2c411c91b5"
}
],
"InterfaceType": "interface",
"Ipv6Addresses": [],
"MacAddress": "02:bb:e4:31:fe:09",
"NetworkInterfaceId": "eni-006edbcfa4EXAMPLE",
"OwnerId": "123456789012",
"PrivateIpAddress": "10.0.0.73",
"PrivateIpAddresses": [
{
"Primary": true,
"PrivateIpAddress": "10.0.0.73"
}
],
"Ipv4Prefixes": [],
"Ipv6Prefixes": [
{
"Ipv6Prefix": "2600:1f13:fc2:a700:1768::/80"
}
],
"RequesterId": "AIDAIV5AJI5LXF5XXDPCO",
"RequesterManaged": false,
"SourceDestCheck": true,
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}

]

}

"Status": "available",
"SubnetId": "subnet-05eef9fb78EXAMPLE",
"TagSet": [],
"VpcId": "vpc-0e12f52b21EXAMPLE"

ネットワークインターフェイスからプレフィクスを削除する
ネットワークインターフェイスからプレフィクスの削除は、次のいずれかの方法で行うことができます。
Console

ネットワークインターフェイスからプレフィクスを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。

3.

プレフィクスの削除元となるネットワークインターフェイスを選択し、[アクション],[プレフィク
スの管理]を選択します。

4.

次のいずれかを実行します。
• 割り当てられたプレフィクスをすべて削除するには、[IPv4 プレフィクスの委任]および[IPv6 プ
レフィクスの委任] で、[割り当てない]を選択します。
• 割り当てられた特定のプレフィクスを削除するには、[IPv4 prefix delegation] (IPv4 プレフィク
スの委任) または [IPv6 prefix delegation] (IPv6 プレフィクスの委任) で、[Custom] (カスタム)
を選択し、削除するプレフィクスの横にある [Unassign] (割り当て解除) を選択します。

Note
[IPv6 プレフィクスの委任]は、IPv6 に対して選択したサブネットが有効になっている場
合にのみ表示されます。
5.

[Save] を選択します。

AWS CLI
unassign-ipv6-addresses コマンドで IPv6 プレフィクスを削除し、unassign-private-ip-addresses コマ
ンドで既存のネットワークインターフェイスから IPv4 プレフィクスを削除することができます。
ネットワークインターフェイスから IPv4 プレフィクスを削除するには
unassign-private-ip-addresses コマンドを使用し、--ipv4-prefix に削除したいアドレスを設定し
ます。
C:\> aws ec2 unassign-private-ip-addresses \
--network-interface-id eni-081fbb4095EXAMPLE \
--ipv4-prefixes 10.0.0.176/28

ネットワークインターフェイスから IPv6 プレフィクスを削除するには
unassign-ipv6-addresses コマンドを使用し、--ipv6-prefix に削除したいアドレスを設定します。
C:\> aws ec2 unassign-ipv6-addresses \
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--network-interface-id eni-00d577338cEXAMPLE \
--ipv6-prefix 2600:1f13:fc2:a700:18bb::/80

Elastic IP アドレス
Elastic IP アドレスは、動的なクラウドコンピューティングのために設計された静的 IPv4 アドレスで
す。Elastic IP アドレスはユーザーの AWS アカウントに割り当てられ、解放するまでユーザーのアドレス
になります。Elastic IP アドレスを使用すると、アドレスをアカウント内の別のインスタンスに迅速に再
マッピングすることで、インスタンスやソフトウェアの障害をマスクできます。または、ドメインがイン
スタンスを参照するように、ドメインの DNS レコードに Elastic IP アドレスを指定することもできます。
詳細については、ドメインレジストラのドキュメント を参照してください。
Elastic IP アドレスは、インターネットからアクセス可能なパブリック IPv4 アドレスです。インスタンス
にパブリック IPv4 アドレスがない場合は、Elastic IP アドレスをインスタンスに関連付けて、インター
ネットとの通信を有効にできます。例えば、これにより、ローカルコンピュータからインスタンスに接続
できます。
目次
• Elastic IP アドレスの料金 (p. 1223)
• Elastic IP アドレスの基本 (p. 1223)
• Elastic IP アドレスの操作 (p. 1224)
• Elastic IP アドレスの制限 (p. 1236)

Elastic IP アドレスの料金
Elastic IP アドレスを効率的に使用するため、Elastic IP アドレスが実行中のインスタンスに関連付けられ
ていない場合や、停止しているインスタンスやアタッチされていないネットワークインターフェイスに関
連付けられている場合は、時間毎に小額の料金が請求されます。インスタンスを実行しているときは、イ
ンスタンスに関連付けられた 1 つの Elastic IP アドレスに対して料金は発生しませんが、インスタンスに
関連付けられた追加の Elastic IP アドレスがある場合、その追加分に対しては料金が発生します。
詳細については、Amazon EC2 料金、オンデマンド料金」ページの「Elastic IP アドレス」を参照してくだ
さい。

Elastic IP アドレスの基本
Elastic IP アドレスの基本的な特徴を次に示します。
• Elastic IP アドレスは静的であり、時間の経過とともに変わることはありません。
• Elastic IP アドレスは特定のリージョン専用であり、別のリージョンに移動することはできません。
• Elastic IP アドレスは、Amazon が持っている IPv4 アドレスのプールまたはお客様が AWS アカウント
に持ち込んだカスタム IPv4 アドレスのプールから割り当てることができます。
• Elastic IP アドレスを使用するには、まずアカウントに 1 つ割り当ててから、それをインスタンスまたは
ネットワークインターフェイスに関連付けます。
• Elastic IP アドレスをインスタンスと関連付けると、インスタンスのプライマリネットワークインター
フェイスとも関連付けられます。Elastic IP アドレスをインスタンスにアタッチされたネットワークイン
ターフェイスと関連付けると、インスタンスとも関連付けられます。
• Elastic IP アドレスをインスタンスまたはそのプライマリネットワークインターフェイスに関連付ける
と、インスタンスのパブリック IPv4 アドレス (既に割り当てられていた場合) が Amazon のパブリック
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IPv4 アドレスのプールに戻されます。パブリック IPv4 アドレスを再利用することはできず、パブリッ
ク IPv4 アドレスを Elastic IP アドレスに変換することはできません。詳細については、パブリック IPv4
アドレス (p. 1177) を参照してください。
• リソースから Elastic IP アドレスの関連付けを解除し、別のリソースと関連付けることができます。予
期しない動作を避けるため、変更を行う前に、既存の関連付けで指定されたリソースへのアクティブな
接続をすべて閉じていることを確認してください。Elastic IP アドレスを別のリソースに関連付けた後、
新しく関連付けられたリソースへの接続を再度開くことができます。
• 関連付けが解除された Elastic IP アドレスは、明示的に解放するまでアカウントに割り当てられたまま
です。実行中のインスタンスに関連付けられていない Elastic IP アドレスには、時間単位で少額の料金
が課されます。
• パブリック IPv4 アドレスが前回割り当てられたインスタンスに Elastic IP アドレスを関連付けると、イ
ンスタンスのパブリック DNS ホスト名は、Elastic IP アドレスに一致するように変更されます。
• パブリック DNS ホスト名を解決すると、インスタンスのパブリック IPv4 アドレスまたは Elastic IP ア
ドレス (インスタンスのネットワークの外部の場合)、およびインスタンスのプライベート IPv4 アドレス
(インスタンスのネットワーク内からの場合) となります。
• AWS アカウントに持ち込んだ IP アドレスプールから Elastic IP アドレスを割り当てた場合、Elastic IP
アドレス制限にカウントされません。詳細については、Elastic IP アドレスの制限 (p. 1236) を参照して
ください。
• Elastic IP アドレスを割り当てると、Elastic IP アドレスをネットワーク境界グループに関連付けること
ができます。これは、CIDR ブロックをアドバタイズする場所です。ネットワーク境界グループを設定
すると、CIDR ブロックがこのグループに制限されます。ネットワーク境界グループを指定しない場合
は、リージョン (us-west-2 など) のすべてのアベイラビリティーゾーンを含む境界グループが自動的
に設定されます。
• Elastic IP アドレスは、ネットワーク境界グループ別に専用になっています。

Elastic IP アドレスの操作
以下のセクションでは、Elastic IP アドレスの使用方法について説明します。
タスク
• Elastic IP アドレスを割り当てる (p. 1224)
• Elastic IP アドレスの説明 (p. 1225)
• Elastic IP アドレスにタグを適用する (p. 1226)
• Elastic IP アドレスをインスタンスまたはネットワークインターフェイスに関連付ける (p. 1227)
• Elastic IP アドレスの関連付けを解除する (p. 1228)
• Elastic IP アドレスを転送する (p. 1229)
• Elastic IP アドレスを解放する (p. 1233)
• Elastic IP アドレスの復元 (p. 1233)
• E メールアプリケーション用の逆引き DNS の使用 (p. 1234)

Elastic IP アドレスを割り当てる
Elastic IP アドレスは、Amazon のパブリック IPv4 アドレスのプールまたは AWS アカウントに持ち込ん
だカスタム IP アドレスプールから割り当てることができます。AWS アカウントへの独自の IP アドレス範
囲の持ち込みの詳細については、Amazon EC2 で自分の IP アドレスを使用する (BYOIP) (p. 1197) をご参
照ください。
以下のいずれかの方法を使用して、Elastic IP アドレスを割り当てることができます。
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New console

Elastic IP アドレスを割り当てるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Network & Security]、[Elastic IPs] の順に選択します。

3.

[Allocate Elastic IP address] を選択します。

4.

[Public IPv4 address pool (パブリック IPv4 アドレスのプール)] で、以下のいずれかを選択しま
す。
• [Amazon's pool of IPv4 addresses (Amazon の IP アドレスのプール)] — Amazon の IPv4 アド
レスのプールから IPv4 アドレスを割り当てる場合。
• AWS アカウントに持ち込むパブリック IPv4 アドレス - AWS アカウントに持ち込んだ IP ア
ドレスプールから IPv4 アドレスを割り当てる場合。IP アドレスプールがない場合、このオプ
ションは無効になります。
• ユーザー所有の IPv4 アドレスのプール - AWS Outpost で使用するために、オンプレミスネッ
トワークから作成したプールから IPv4 アドレスを割り当てる場合。AWS Outpost がない場
合、このオプションは無効になります。

5.

(オプション) タグを追加または削除します。
[タグの追加] [新しいタグの追加] を選択して、以下を実行します。
• [キー] にはキー名を入力します。
• [値] にキー値を入力します。
[タグを削除] タグのキーと値の右側にある [削除] を選択します。

6.

[Allocate] を選択します。

Old console

Elastic IP アドレスを割り当てるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

3.

[Allocate new address] を選択します。

4.

[IPv4 address pool] で [Amazon pool] を選択します。

5.

[Allocate] を選択し、確認画面を閉じます。

AWS CLI
Elastic IP アドレスを割り当てるには
allocate-address AWS CLI コマンドを使用します。
PowerShell
Elastic IP アドレスを割り当てるには
New-EC2Address AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。

Elastic IP アドレスの説明
以下のいずれかの方法を使用して、Elastic IP アドレスの情報を取得できます。
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New console

Elastic IP アドレスの情報を取得するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

3.

表示する Elastic IP アドレスを選択してから、[Actions (アクション)]、[View details (詳細の表示)]
の順に選択します。

Old console

Elastic IP アドレスの情報を取得するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

3.

リソース属性リストからフィルタを選択して検索を開始します。単一の検索に複数のフィルタを
使用できます。

AWS CLI
Elastic IP アドレスの情報を取得するには
describe-addresses AWS CLI コマンドを使用します。
PowerShell
Elastic IP アドレスの情報を取得するには
Get-EC2Address AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。

Elastic IP アドレスにタグを適用する
Elastic IP アドレスにカスタムタグを割り当てて、目的、所有者、環境など、さまざまな方法で分類できま
す。これにより、割り当てたカスタムタグに基づいて特定の Elastic IP アドレスをすばやく見つけること
ができるようになります。
Elastic IP アドレスタグを使用したコスト配分の追跡はサポートされていません。
以下のいずれかの方法を使用して、Elastic IP アドレスにタグ付けできます。
New console

Elastic IP アドレスにタグを適用するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

3.

タグ付けする Elastic IP アドレスを選択してから、[Actions (アクション)]、[View details (詳細の
表示)] の順に選択します。

4.

[Tags (タグ)] タブで、[Manage tags (タグの管理)] を選択します。

5.

タグのキーと値のペアを指定します。

6.

(オプション) [タグの追加] を選択して、タグを追加します。

7.

[Save] を選択します。
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Old console

Elastic IP アドレスにタグを適用するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

3.

タグを付ける Elastic IP アドレスを選択し、[Tags] を選択します。

4.

[Add/Edit Tags (タグの追加/編集)] を選択します。

5.

[Add/Edit Tags (タグの追加/編集)] ダイアログボックスで、[Create Tag (タグの作成)] を選択して
から､各タグのキーと値を指定します。

6.

(オプション) [Create Tag] を選択して､Elastic IP アドレスにさらにタグを追加します。

7.

[Save] を選択します。

AWS CLI
Elastic IP アドレスにタグを適用するには
create-tags AWS CLI コマンドを使用します。
aws ec2 create-tags --resources eipalloc-12345678 --tags Key=Owner,Value=TeamA

PowerShell
Elastic IP アドレスにタグを適用するには
New-EC2Tag AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。
New-EC2Tag コマンドには､Elastic IP アドレスのタグに使用するキーと値のペアを指定する Tag パラ
メータが必要です。以下のコマンドでは、Tag パラメータを作成します。
PS C:\> $tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag
PS C:\> $tag.Key = "Owner"
PS C:\> $tag.Value = "TeamA"

PS C:\> New-EC2Tag -Resource eipalloc-12345678 -Tag $tag

Elastic IP アドレスをインスタンスまたはネットワークインター
フェイスに関連付ける
Elastic IP アドレスをインスタンスに関連付けてインターネットとの通信を有効にする場合、インスタン
スがパブリックサブネットに属していることも確認する必要があります。詳細については、Amazon VPC
ユーザーガイドの「インターネットゲートウェイ」を参照してください。
以下のいずれかの方法を使用して、Elastic IP アドレスをインスタンスまたはネットワークインターフェイ
スに関連付けることができます。
New console

Elastic IP アドレスをインスタンスに関連付けるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

3.

関連付ける Elastic IP アドレスを選択してから、[Actions (アクション)]、[Associate Elastic IP
address (Elastic IP アドレスの関連付け)] の順に選択します。

4.

[リソースタイプ] で、[Instance (インスタンス)] を選択します。

5.

例えば、Elastic IP アドレスを関連付けるインスタンスを選択します。テキストを入力して特定の
インスタンスを検索することもできます。

6.

(オプション) [プライベート IP アドレス] で、Elastic IP アドレスを関連付けるプライベート IP ア
ドレスを指定します。

7.

[Associate] を選択します。

Elastic IP アドレスとネットワークインターフェイスを関連付けるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

3.

関連付ける Elastic IP アドレスを選択してから、[Actions (アクション)]、[Associate Elastic IP
address (Elastic IP アドレスの関連付け)] の順に選択します。

4.

[リソースタイプ] で、[ネットワークインターフェイス] を選択します。

5.

[ネットワークインターフェイス] で、Elastic IP アドレスを関連付けるネットワークインターフェ
イスを選択します。テキストを入力して、特定のネットワークインターフェイスを検索すること
もできます。

6.

(オプション) [プライベート IP アドレス] で、Elastic IP アドレスを関連付けるプライベート IP ア
ドレスを指定します。

7.

[Associate] を選択します。

Old console

Elastic IP アドレスをインスタンスに関連付けるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

3.

Elastic IP アドレスを選択し、[Actions]、[Associate address] の順に選択します。

4.

[Instance] からインスタンスを選択し、次に [Associate] を選択します。

AWS CLI
Elastic IP アドレスを関連付けるには
associate-address AWS CLI コマンドを使用します。
PowerShell
Elastic IP アドレスを関連付けるには
Register-EC2Address AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。

Elastic IP アドレスの関連付けを解除する
インスタンスまたはネットワークインターフェイスから Elastic IP アドレスの関連付けをいつでも解除で
きます。Elastic IP アドレスの関連付けを解除した後、そのアドレスを別のリソースに再度関連付けること
ができます。

1228

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
Elastic IP アドレスの操作

以下のいずれかの方法を使用して、Elastic IP アドレスの関連付けを解除できます。
New console

Elastic IP アドレスの関連付けを解除して再度関連付けするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

3.

関連付けを解除する Elastic IP アドレスを選択してから、[Actions (アクション)]、[Elastic IP アド
レスの関連付けの解除] の順に選択します。

4.

[関連付け解除] を選択します。

Old console

Elastic IP アドレスの関連付けを解除して再度関連付けするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

3.

Elastic IP アドレスを選択し、[Actions]、[Disassociate address] の順に選択します。

4.

[Disassociate address] を選択します。

AWS CLI
Elastic IP アドレスの関連付けを解除するには
disassociate-address AWS CLI コマンドを使用します。
PowerShell
Elastic IP アドレスの関連付けを解除するには
Unregister-EC2Address AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。

Elastic IP アドレスを転送する
このセクションでは、Elastic IP アドレスをある AWS アカウントから別のアカウントに移管する方法につ
いて説明します。Elastic IP アドレスの転送は、次のような状況で役に立ちます。
• 組織再編: Elastic IP アドレス転送を使用すると、ある AWS アカウントから別のアカウントにワーク
ロードをすばやく移動できます。新しい Elastic IP アドレスがセキュリティグループと NACL の許可リ
ストに追加されるのを待つ必要はありません。
• 一元的なセキュリティ管理: 一元化された AWS セキュリティアカウントを使用して、セキュリティコン
プライアンスのために精査された Elastic IP アドレスを追跡および転送します。
• ディザスタリカバリ: 緊急時には、Elastic IP アドレス転送を使用することで、一般向けインターネット
ワークロードの IP アドレスをすばやく再マッピングできます。
Elastic IP アドレスの転送には料金はかかりません。
タスク
• Elastic IP アドレスの転送を有効にする (p. 1230)
• Elastic IP アドレスの転送を無効にする (p. 1231)
• 転送された Elastic IP アドレスを承諾する (p. 1231)
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Elastic IP アドレスの転送を有効にする
このセクションでは、転送された Elastic IP アドレスを承諾する方法について説明します。Elastic IP アド
レスの転送を有効にする際には、以下の制限に注意してください。
• Elastic IP アドレスは、同じ AWS 組織内のアカウントまたは組織外のスタンドアロンの AWS アカウン
トに移管できます。AWS Organizations 間で Elastic IP アドレスを転送することはできません。
• Elastic IP アドレスは同じ AWS リージョン内でのみ転送できます。
• Elastic IP アドレスを転送する場合、AWS アカウント間、つまりソースアカウント（標準的な AWS ア
カウントまたは AWS Organizations アカウント）と転送元アカウントの 2 段階のハンドシェイクが行わ
れます。ソースアカウントが転送を開始すると、移管アカウントは 7 時間以内に Elastic IP アドレス転
送を受け入れる必要があります。その時間内に行われない場合、Elastic IP アドレスは元の所有者に戻り
ます。
• AWS は、保留中の Elastic IP アドレス転送リクエストについて、転送アカウントに通知しません。ソー
スアカウントの所有者は、転送先アカウントの所有者が Elastic IP アドレス転送を受け入れることがで
きるように、転送先アカウントの所有者に Elastic IP アドレスが転送されたことを伝える必要がありま
す。
• 転送中の Elastic IP アドレスに関連付けられているタグは、Elastic IP アドレス転送が完了するとリセッ
トされます。
• AWS アカウントに持ち込んだパブリック IPv4 アドレスプール（一般に BYOIP アドレスプールと呼ば
れる）から割り当てられた Elastic IP アドレスは転送できません。
• AWS Outposts を有効にして設定している場合は、顧客所有の IPv4 アドレスプール (COIP) から Elastic
IP アドレスを割り当てている可能性があります。COIP から割り当てられた Elastic IP アドレスは転送
できません。ただし、AWS RAM を使用して COIP アドレスをあるアカウントから別のアカウントに移
動することはできます。CoIP の詳細については、AWS Outposts ユーザーガイドの「カスタマー所有の
IP アドレス」を参照してください 。
• AWS Organization のアカウントへの Elastic IP アドレスの転送を追跡するには、Amazon VPC IPAM を
使用できます。詳細については、「IP アドレスの履歴の表示」を参照してください。ただし、Elastic IP
アドレスが組織外の AWS アカウントに転送されると、その Elastic IP アドレスの IP アドレス管理監査
履歴は失われます。
このセクションはソースアカウントが入力する必要があります。
Console

Elastic IP アドレスの転送を有効にするには
1.

ソースの AWS アカウントを使用していることを確認してください。

2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

3.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

4.

転送を有効にする Elastic IP アドレスを 1 つ以上選択し、[Action] (アクション)、[Enable transfer]
(転送を有効にする) を選択します。

5.

複数の Elastic IP アドレスを転送する場合は、[Transfer type] (転送タイプ) オプションが表示され
ます。以下のオプションのいずれかを選択します。
• Elastic IP アドレスを単一の AWS アカウントに移行する場合は、[Single account] (単一アカウ
ント) を選択します。
• Elastic IP アドレスを複数の AWS アカウントに移行する場合は、[Multiple accounts] (複数アカ
ウント) を選択します。

6.

[Transfer account ID] (アカウント ID の転送) に、Elastic IP アドレスの転送先の AWS アカウント
ID を入力します。

7.

テキストボックスに「enable」と入力して転送を確認します。
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8.

[Submit] (送信) を選択します。

9.

転送を承諾するには、「転送された Elastic IP アドレスを承諾する (p. 1231)」を参照してくださ
い。転送を無効にするには、「Elastic IP アドレスの転送を無効にする (p. 1231)」を参照してく
ださい。

AWS CLI
Elastic IP アドレスの転送を有効にするには
enable-address-transfer コマンドを使用します。
PowerShell
Elastic IP アドレスの転送を有効にするには
Enable-EC2AddressTransfer コマンドを使用します。

Elastic IP アドレスの転送を無効にする
このセクションでは、Elastic IP 転送を有効にした後に Elastic IP 転送を無効にする方法について説明しま
す。これらのステップは、転送を有効にしたソースアカウントが実行する必要があります。
このセクションはソースアカウントが入力する必要があります。
Console

Elastic IP アドレスの関連付けを無効にするには
1.

ソースの AWS アカウントを使用していることを確認してください。

2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

3.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

4.

Elastic IP のリソースリストで、[Transfer status] (転送ステータス) 列を表示するプロパティが有
効になっていることを確認します。

5.

[Transfer status] (転送ステータス) が [Pending] (保留中) の Elastic IP アドレスを 1 つ以上選択
し、[Action] (アクション)、[Disable transfer] (転送を無効にする) を選択します。

6.

テキストボックスに「disable」と入力して確認します。

7.

[Submit] (送信) を選択します。

AWS CLI
Elastic IP アドレスの転送を無効にするには
disable-address-transfer コマンドを使用します。
PowerShell
Elastic IP アドレスの転送を無効にするには
Disable-EC2AddressTransfer コマンドを使用します。

転送された Elastic IP アドレスを承諾する
このセクションでは、転送された Elastic IP アドレスを承諾する方法について説明します。
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Elastic IP アドレスを転送する場合、AWS アカウント間、つまりソースアカウント（標準的な AWS アカ
ウントまたは AWS Organizations アカウント）と転送元アカウントの 2 段階のハンドシェイクが行われま
す。ソースアカウントが転送を開始すると、移管アカウントは 7 時間以内に Elastic IP アドレス転送を受
け入れる必要があります。その時間内に行われない場合、Elastic IP アドレスは元の所有者に戻ります。
転送を承諾する際に発生する可能性のある例外と、解決する方法は次のとおりです。
• AddressLimitExceeded: 転送先アカウントが Elastic IP アドレスのクォータを超えている場合、ソース
アカウントは Elastic IP アドレス転送を有効にできますが、この例外は転送先アカウントが転送を承諾
しようとした場合に発生します。デフォルトでは、すべての AWS アカウントはリージョンあたり 5 つ
の Elastic IP アドレスに制限されています。制限を増やす方法については、「Elastic IP アドレスの制
限 (p. 1236)」を参照してください。
• InvalidTransfer.addressCustomPtrSet: お客様または組織内の誰かが、転送しようとしている Elastic
IP アドレスをリバース DNS ルックアップを使用するように設定している場合、ソースアカウントは
Elastic IP アドレスの転送を有効にできますが、転送元アカウントが転送を受け入れようとするとこの
例外が発生します。この問題を解決するには、ソースアカウントで Elastic IP アドレスの DNS レコー
ドを削除する必要があります。詳細については、「E メールアプリケーション用の逆引き DNS の使
用 (p. 1234)」を参照してください。
• InvalidTransfer.AddressAssociated: Elastic IP アドレスが ENI や EC2 インスタンスと関連付けられてい
る場合、転送元アカウントはその Elastic IP アドレスに対して転送を有効にできますが、転送元アカウ
ントが転送を受け入れようとするとこの例外が発生します。この問題を解決するには、ソースアカウン
トが Elastic IP アドレスの関連付けを解除する必要があります。詳細については、「Elastic IP アドレス
の関連付けを解除する (p. 1228)」を参照してください。
その他の例外については、AWS Support にお問い合わせください。
このセクションは転送先アカウントが入力する必要があります。
Console

Elastic IP アドレスの転送を承諾するには
1.

転送先アカウントを使用していることを確認してください。

2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

3.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

4.

[Action] (アクション)、[Accept transfer] (転送を許可する) を選択します。

5.

転送を受け入れると、転送される Elastic IP アドレスに関連付けられたタグは転送されません。
承諾する Elastic IP アドレスの [Name] (名前) タグを定義する場合は、[Create a tag with a key of
'Name' and a value that you specify] ('Name'のキーと指定した値を使用してタグを作成) を選択し
ます。

6.

転送する Elastic IP アドレスを入力します。

7.

複数の転送された Elastic IP アドレスを受け入れる場合は、[Add address] (アドレスを追加) を選
択して追加の Elastic IP アドレスを入力します。

8.

[Submit] (送信) を選択します。

AWS CLI
Elastic IP アドレスの転送を承諾するには
accept-address-transfer コマンドを使用します。
PowerShell
Elastic IP アドレスの転送を承諾するには
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Approve-EC2AddressTransfer コマンドを使用します。

Elastic IP アドレスを解放する
Elastic IP アドレスが不要になった場合は、以下のいずれかの方法を使用して解放することをお勧めしま
す。解放するアドレスは、EC2 インスタンス、NAT ゲートウェイ、Network Load Balancer などの AWS
リソースに現在関連付けられていないものに限ります。

Note
AWS サポートに問い合わせて Elastic IP (EIP) アドレスの逆引き DNS を設定する場合、逆引き
DNS を削除することはできますが、Elastic IP アドレスは AWS サポートによってロックされてい
るため解放できません。Elastic IP アドレスのロックを解除するには、AWS Support にお問い合
わせください。Elastic IP アドレスのロックが解除されたら、Elastic IP アドレス (EIP) を解放で
きます。
New console

Elastic IP アドレスを解放するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

3.

解放する Elastic IP アドレスを選択してから、[Actions (アクション)]、[Release Elastic IP
addresses (Elastic IP アドレスの解放)] の順に選択します。

4.

[Release (解放)] を選択します。

Old console

Elastic IP アドレスを解放するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

3.

Elastic IP アドレスを選択し、[Actions]、[Release addresses] の順に選択します。プロンプトが
表示されたら、[Release] を選択します。

AWS CLI
Elastic IP アドレスを解放するには
release-address AWS CLI コマンドを使用します。
PowerShell
Elastic IP アドレスを解放するには
Remove-EC2Address AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。

Elastic IP アドレスの復元
Elastic IP アドレスを解放した場合でも、復元できる可能性があります。以下のルールが適用されます。
• Elastic IP アドレスが別の AWS アカウントに割り当てられている場合や Elastic IP アドレスの制限を超
過する場合は、Elastic IP アドレスを復元できません。
• Elastic IP アドレスに関連付けられたタグを復旧することはできません。
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• Elastic IP アドレスは、Amazon EC2 API コンソールまたはコマンドラインツールでのみ復元できます。
AWS CLI
Elastic IP アドレスを復元するには
以下のように、AWS CLI パラメータを指定した allocate-address --address コマンドを使用し
て、IP アドレスを指定します。
aws ec2 allocate-address --domain vpc --address 203.0.113.3

PowerShell
Elastic IP アドレスを復元するには
以下のように、AWS Tools for Windows PowerShell パラメータを指定した New-EC2Address Address コマンドを使用して、IP アドレスを指定します。
PS C:\> New-EC2Address -Address 203.0.113.3 -Domain vpc -Region us-east-1

E メールアプリケーション用の逆引き DNS の使用
インスタンスから第三者に E メールを送信する場合は、1 つ以上の Elastic IP アドレスをプロビジョニン
グし、E メールの送信に使用する Elastic IP アドレスに静的な逆引き DNS レコードを割り当てることをお
勧めします。これにより、電子メールが一部のスパム対策組織によりスパムとしてフラグ付けされるのを
防ぐことができます。AWSは、ISP およびインターネットアンチスパム組織と協力して、これらのアドレ
スから送信された E メールにスパムのフラグが付く可能性を減らしています。

考慮事項
• 逆引き DNS レコードを作成する前に、Elastic IP アドレスを参照する、対応するフォワード DNS レ
コード (レコードタイプ A) を設定する必要があります。
• 逆引き DNS レコードが Elastic IP アドレスに関連付けられている場合、その Elastic IP アドレスはアカ
ウントにロックされ、レコードが削除されるまでアカウントから解放することはできません。
• AWS GovCloud (US) Region
コンソールまたは AWS CLI を使用して逆引き DNS レコードを作成することはできません。AWS から
静的な逆引き DNS レコードが割り当てられる必要があります。リバースDNSとEメール送信制限を削除
し、Elastic IP アドレスや逆引きDNSレコードを提供するリクエストを開きます。

逆引き DNS レコードを作成する
逆引き DNS レコードを作成するには、使用する方法に一致するタブを選択します。
Console
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

3.

Elastic IP アドレスを選択し、[Actions]、[Update reverse DNS] の順に選択します。

4.

[Reverse DNS domain name] (リバース DNS ドメイン名) の場合、ドメイン名を入力します。

5.

update を入力して確定します。

6.

[更新] を選択します。
1234
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AWS CLI
次の例に示されているように、AWS CLI で modify-address-attribute コマンドを使用します。
aws ec2 modify-address-attribute --allocation-id eipalloc-abcdef01234567890
name example.com
{
"Addresses": [
{
"PublicIp": "192.0.2.0",
"AllocationId": "eipalloc-abcdef01234567890",
"PtrRecord": "example.net."
"PtrRecordUpdate": {
"Value": "example.com.",
"Status": "PENDING"
}
]
}

--domain-

逆引き DNS レコードを削除する
逆引き DNS レコードを削除するには、使用する方法に一致するタブを選択します。
Console
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

3.

Elastic IP アドレスを選択し、[Actions]、[Update reverse DNS] の順に選択します。

4.

[Reverse DNS domain name] (リバース DNS ドメイン名) の場合、ドメイン名をクリアします。

5.

update を入力して確定します。

6.

[更新] を選択します。

AWS CLI
次の例に示されているように、AWS CLI で reset-address-attribute コマンドを使用します。
aws ec2 reset-address-attribute --allocation-id eipalloc-abcdef01234567890 -attribute domain-name
{
"Addresses": [
{
"PublicIp": "192.0.2.0",
"AllocationId": "eipalloc-abcdef01234567890",
"PtrRecord": "example.com."
"PtrRecordUpdate": {
"Value": "example.net.",
"Status": "PENDING"
}
]
}

Note
コマンドの実行時に次のエラーが表示された場合は、Request to remove email sending
limitations (電子メール送信制限を解除するためのリクエスト) をカスタマーサポートに送信し
てサポートを受けてください。
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割り当て ID が含まれるアドレスは、アカウントにロックされているため解放することはでき
ません。

Elastic IP アドレスの制限
デフォルトでは、すべての AWS アカウントでリージョンあたり 5 つの Elastic IP アドレスまでに制限さ
れています。これは、パブリック (IPv4) インターネットアドレスが数に限りのあるパブリックリソースで
あるためです。インスタンスに障害が発生した場合にアドレスを他のインスタンスに再マップする機能の
ために主に Elastic IP アドレスを使用し、他のすべてのノード間通信には DNS ホスト名を使用することを
強くお勧めします。
使用中の Elastic IP アドレスの数を確認するには
https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで [Elastic
IP] を選択します。
Elastic IP アドレスの現在のアカウント制限を確認するには
制限は、Amazon EC2 コンソールまたは Service Quotas コンソールで確認できます。次のいずれかを行っ
てください。
• Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインから [Limits (制限)] を選択し、検索フィールドに「IP」と入力します。制限は
[EC2-VPC Elastic IPs (EC2-VPC Elastic IP の数)] です。EC2-Classic にアクセスできる場合は、[EC2Classic Elastic IPs (EC2-Classic Elastic IP)」という追加の制限があります。
• https://console.aws.amazon.com/servicequotas/ で Service Quotas のコンソールを開きます。
ダッシュボードで [Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)] を選択します。ダッシュボードに
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) が一覧表示されていない場合は、[AWS サービス] を選択
し、検索フィールドに「EC2」と入力して、[Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)] を選択しま
す。
Amazon EC2 の Service Quotas のページで、検索フィールドに「IP」と入力します。制限は [EC2VPC Elastic IPs (EC2-VPC Elastic IP の数)] です。EC2-Classic にアクセスできる場合は、[EC2-Classic
Elastic IPs (EC2-Classic Elastic IP)」という追加の制限があります。詳細については、制限のリンクを選
択してください。
お客様のアーキテクチャで追加の Elastic IP アドレスが必要な場合、クォータの引き上げを Service
Quotas コンソールから直接リクエストできます。

Elastic Network Interface
Elastic Network Interface は、仮想ネットワークカードを表す VPC 内の論理ネットワーキングコンポーネ
ントです。次の属性を含めることができます。
•
•
•
•

VPC の IPv4 アドレス範囲からのプライマリプライベート IPv4 アドレス
VPC の IPv4 アドレス範囲からの 1 つ以上のセカンダリプライベート IPv4 アドレス
プライベート IPv4 アドレスごとに 1 つの Elastic IP アドレス (IPv4)
1 つのパブリック IPv4 アドレス

• 1 つ以上の IPv6 アドレス
• 1 つ以上のセキュリティグループ
• MAC アドレス
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• 送信元/送信先チェックフラグ
• 説明
ネットワークインターフェイスを作成および設定して、同じアベイラビリティーゾーンのインスタンスに
アタッチできます。アカウントでは、AWS のサービスで作成および管理されるリクエスタマネージド型の
ネットワークインターフェイスも使用できます。これらを通じて他のリソースやサービスを利用できま
す。これらは、ユーザーが直接管理できないネットワークインターフェイスです。詳細については、リク
エスタマネージド型のネットワークインターフェイス (p. 1265) を参照してください。
この AWS リソースは、AWS Management Console および Amazon EC2 API ではネットワークインター
フェイスと呼ばれます。したがって、このドキュメントでは「Elastic Network Interface」ではなく「ネッ
トワークインターフェイス」を使用します。このドキュメントの「ネットワークインターフェイス」とい
う用語は、常に「Elastic Network Interface」を意味します。
コンテンツ
• ネットワークインターフェイスの基本 (p. 1237)
• 各インスタンスタイプのネットワークインターフェイスあたりの IP アドレス数 (p. 1238)
• ネットワークインターフェイスの操作 (p. 1254)
• ネットワークインターフェイスの設定に関するベストプラクティス (p. 1263)
• ネットワークインターフェイスのシナリオ (p. 1263)
• リクエスタマネージド型のネットワークインターフェイス (p. 1265)

ネットワークインターフェイスの基本
ネットワークインターフェイスを作成したり、インスタンスにアタッチしたり、インスタンスからデタッ
チしたり、別のインスタンスにアタッチしたりできます。ネットワークインターフェイスをインスタンス
にアタッチしたり、インスタンスからデタッチして別のインスタンスに再アタッチしたりするときには、
ネットワークインターフェイスの属性が保持されます。インスタンス間でネットワークインターフェイス
を移動すると、ネットワークトラフィックは新しいインスタンスにリダイレクトされます。
プライマリネットワークインターフェイス
各インスタンスには、プライマリネットワークインターフェイスと呼ばれるデフォルトのネットワークイ
ンターフェイスがあります。プライマリネットワークインターフェイスをインスタンスからデタッチする
ことはできません。追加のネットワークインターフェイスを作成し、アタッチできます。使用できるネッ
トワークインターフェイスの最大数はインスタンスタイプによって異なります。詳細については、各イン
スタンスタイプのネットワークインターフェイスあたりの IP アドレス数 (p. 1238) を参照してください。
ネットワークインターフェイスのパブリック IPv4 アドレス
VPC では、すべてのサブネットに、そのサブネットで作成されるネットワークインターフェイス (結果的
にそのサブネットで起動されるインスタンス) にパブリック IPv4 アドレスを割り当てるかどうかを決定す
る、変更可能な属性があります。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「サブネットのパブ
リック IP アドレス動作」を参照してください。パブリック IPv4 アドレスは Amazon のパブリック IPv4
アドレスのプールから割り当てられます。インスタンスを起動すると、作成されたプライマリネットワー
クインターフェイスに IP アドレスが割り当てられます。
ネットワークインターフェイスを作成すると、サブネットからパブリック IPv4 アドレス指定属性を継承し
ます。後でサブネットのパブリック IPv4 アドレス指定属性を変更しても、ネットワークインターフェイス
では作成時に有効だった設定が保持されます。インスタンスを起動し、既存のネットワークインターフェ
イスをプライマリネットワークインターフェイスとして指定する場合、パブリック IPv4 アドレス属性はこ
のネットワークインターフェイスによって決定されます。
詳細については、パブリック IPv4 アドレス (p. 1177) を参照してください。
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Elastic IP アドレスが与えられている場合、ネットワークインターフェイスのプライベート IPv4 アドレス
の 1 つをそれと関連付けることができます。1 つの Elastic IP アドレスと各プライベート IPv4 アドレスを
関連付けることができます。
ネットワークインターフェイスから Elastic IP アドレスの関連付けを解除すると、そのアドレスをアドレ
スプールに戻すことができます。ネットワークインターフェイスはサブネットに固有であるため、これが
Elastic IP アドレスを別のサブネットまたは VPC のインスタンスに関連付ける唯一の方法です。
ネットワークインターフェイスの IPv6 アドレス
IPv6 CIDR ブロックを VPC とサブネットに関連付けると、サブネットの範囲から 1 つ以上の IPv6 アドレ
スをネットワークインターフェイスに割り当てることができます。各 IPv6 アドレスは、1 つのネットワー
クインターフェイスに割り当てることができます。
すべてのサブネットには、そのサブネットで作成されるネットワークインターフェイス (結果的にそのサ
ブネットで起動されるインスタンス) にサブネットの範囲から IPv6 アドレスを自動的に割り当てるかどう
かを決定する、変更可能な属性があります。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「サブネッ
トのパブリック IP アドレス動作」を参照してください。インスタンスを起動すると、作成されたプライマ
リネットワークインターフェイスに IPv6 アドレスが割り当てられます。
詳細については、IPv6 アドレス (p. 1178) を参照してください。
プレフィクスの委任
プレフィクス委任プレフィクスとは、予約済みのプライベート IPv4 または IPv6 CIDR 範囲のことで、イ
ンスタンスに関連付けられたネットワークインターフェイスへ自動または手動で割り当てるためのもので
す。委任プレフィクスを使用すると、IP アドレスの範囲を単一のプレフィクスとして割り当てることで、
サービスを迅速に起動できます。
終了動作
インスタンスにアタッチされているネットワークインターフェイスの終了動作を設定できます。アタッチ
したインスタンスの終了時に、ネットワークインターフェイスを自動的に削除するかどうかを指定できま
す。
送信元/送信先チェック
送信元/送信先チェックを有効または無効にできます。これにより、受信するすべてのトラフィックに
関して、そのインスタンスが送信元なのか、あるいたは送信先であるのかを確認できます。送信元/送信
先チェックはデフォルトで有効化されています。ネットワークアドレス変換、ルーティング、ファイア
ウォールなどのサービスを実行するインスタンスでは、送信元/送信先チェックを無効にする必要がありま
す。
IP トラフィックのモニタリング
ネットワークインターフェイスで VPC フローログを有効にして、ネットワークインターフェイスとの間で
行き来する IP トラフィックに関する情報をキャプチャできます。フローログを作成すると、そのデータを
Amazon CloudWatch Logs で表示し、取得できます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド の
「VPC フローログ」を参照してください。

各インスタンスタイプのネットワークインターフェイ
スあたりの IP アドレス数
以下の表に示しているのは、各インスタンスタイプのネットワークインターフェイスの最大数と、ネット
ワークインターフェイスあたりのプライベート IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの最大数です。ネットワー
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クインターフェイスあたりの IPv6 アドレスとプライベート IPv4 アドレスの制限は異なります。すべての
インスタンスタイプで IPv6 アドレス指定がサポートされているわけではありません。

インスタンスタ
イプ

ネットワークインターフェ インターフェイスあたりの インターフェイスあたりの
イスの最大数
プライベート IPv4 アドレ IPv6 アドレス数
ス数

c1.medium

2

6

IPv6 はサポートされてい
ません

c1.xlarge

4

15

IPv6 はサポートされてい
ません

c3.large

3

10

10

c3.xlarge

4

15

15

c3.2xlarge

4

15

15

c3.4xlarge

8

30

30

c3.8xlarge

8

30

30

c4.large

3

10

10

c4.xlarge

4

15

15

c4.2xlarge

4

15

15

c4.4xlarge

8

30

30

c4.8xlarge

8

30

30

c5.large

3

10

10

c5.xlarge

4

15

15

c5.2xlarge

4

15

15

c5.4xlarge

8

30

30

c5.9xlarge

8

30

30

c5.12xlarge

8

30

30

c5.18xlarge

15

50

50

c5.24xlarge

15

50

50

c5.metal

15

50

50

c5a.large

3

10

10

c5a.xlarge

4

15

15

c5a.2xlarge

4

15

15

c5a.4xlarge

8

30

30

c5a.8xlarge

8

30

30

c5a.12xlarge

8

30

30
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インスタンスタ
イプ

ネットワークインターフェ インターフェイスあたりの インターフェイスあたりの
イスの最大数
プライベート IPv4 アドレ IPv6 アドレス数
ス数

c5a.16xlarge

15

50

50

c5a.24xlarge

15

50

50

c5ad.large

3

10

10

c5ad.xlarge

4

15

15

c5ad.2xlarge

4

15

15

c5ad.4xlarge

8

30

30

c5ad.8xlarge

8

30

30

c5ad.12xlarge 8

30

30

c5ad.16xlarge 15

50

50

c5ad.24xlarge 15

50

50

c5d.large

3

10

10

c5d.xlarge

4

15

15

c5d.2xlarge

4

15

15

c5d.4xlarge

8

30

30

c5d.9xlarge

8

30

30

c5d.12xlarge

8

30

30

c5d.18xlarge

15

50

50

c5d.24xlarge

15

50

50

c5d.metal

15

50

50

c5n.large

3

10

10

c5n.xlarge

4

15

15

c5n.2xlarge

4

15

15

c5n.4xlarge

8

30

30

c5n.9xlarge

8

30

30

c5n.18xlarge

15

50

50

c5n.metal

15

50

50

c6a.large

3

10

10

c6a.xlarge

4

15

15

c6a.2xlarge

4

15

15

c6a.4xlarge

8

30

30
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インスタンスタ
イプ

ネットワークインターフェ インターフェイスあたりの インターフェイスあたりの
イスの最大数
プライベート IPv4 アドレ IPv6 アドレス数
ス数

c6a.8xlarge

8

30

30

c6a.12xlarge

8

30

30

c6a.16xlarge

15

50

50

c6a.24xlarge

15

50

50

c6a.32xlarge

15

50

50

c6a.48xlarge

15

50

50

c6a.metal

15

50

50

c6i.large

3

10

10

c6i.xlarge

4

15

15

c6i.2xlarge

4

15

15

c6i.4xlarge

8

30

30

c6i.8xlarge

8

30

30

c6i.12xlarge

8

30

30

c6i.16xlarge

15

50

50

c6i.24xlarge

15

50

50

c6i.32xlarge

15

50

50

c6i.metal

15

50

50

c6id.large

3

10

10

c6id.xlarge

4

15

15

c6id.2xlarge

4

15

15

c6id.4xlarge

8

30

30

c6id.8xlarge

8

30

30

c6id.12xlarge 8

30

30

c6id.16xlarge 15

50

50

c6id.24xlarge 15

50

50

c6id.32xlarge 15

50

50

c6id.metal

15

50

50

cc2.8xlarge

8

30

IPv6 はサポートされてい
ません

cr1.8xlarge

8

30

IPv6 はサポートされてい
ません
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インスタンスタ
イプ

ネットワークインターフェ インターフェイスあたりの インターフェイスあたりの
イスの最大数
プライベート IPv4 アドレ IPv6 アドレス数
ス数

d2.xlarge

4

15

15

d2.2xlarge

4

15

15

d2.4xlarge

8

30

30

d2.8xlarge

8

30

30

d3.xlarge

4

3

3

d3.2xlarge

4

5

5

d3.4xlarge

4

10

10

d3.8xlarge

3

20

20

d3en.large

4

2

2

d3en.xlarge

4

3

3

d3en.2xlarge

4

5

5

d3en.4xlarge

4

10

10

d3en.6large

4

15

15

d3en.8xlarge

4

20

20

d3en.12xlarge 3

30

30

f1.2xlarge

4

15

15

f1.4xlarge

8

30

30

f1.16xlarge

8

50

50

g2.2xlarge

4

15

IPv6 はサポートされてい
ません

g2.8xlarge

8

30

IPv6 はサポートされてい
ません

g3s.xlarge

4

15

15

g3.4xlarge

8

30

30

g3.8xlarge

8

30

30

g3.16xlarge

15

50

50

g4ad.xlarge

2

4

4

g4ad.2xlarge

2

4

4

g4ad.4xlarge

3

10

10

g4ad.8xlarge

4

15

15

g4ad.16xlarge 8

30

30
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Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
各インスタンスタイプのネットワークイ
ンターフェイスあたりの IP アドレス数

インスタンスタ
イプ

ネットワークインターフェ インターフェイスあたりの インターフェイスあたりの
イスの最大数
プライベート IPv4 アドレ IPv6 アドレス数
ス数

g4dn.xlarge

3

10

10

g4dn.2xlarge

3

10

10

g4dn.4xlarge

3

10

10

g4dn.8xlarge

4

15

15

g4dn.12xlarge 8

30

30

g4dn.16xlarge 4

15

15

g4dn.metal

15

50

50

g5.xlarge

4

15

15

g5.2xlarge

4

15

15

g5.4xlarge

8

30

30

g5.8xlarge

8

30

30

g5.12xlarge

15

50

50

g5.16xlarge

8

30

30

g5.24xlarge

15

50

50

g5.48xlarge

15

50

50

h1.2xlarge

4

15

15

h1.4xlarge

8

30

30

h1.8xlarge

8

30

30

h1.16xlarge

15

50

50

hs1.8xlarge

8

30

IPv6 はサポートされてい
ません

i2.xlarge

4

15

15

i2.2xlarge

4

15

15

i2.4xlarge

8

30

30

i2.8xlarge

8

30

30

i3.large

3

10

10

i3.xlarge

4

15

15

i3.2xlarge

4

15

15

i3.4xlarge

8

30

30

i3.8xlarge

8

30

30
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Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
各インスタンスタイプのネットワークイ
ンターフェイスあたりの IP アドレス数

インスタンスタ
イプ

ネットワークインターフェ インターフェイスあたりの インターフェイスあたりの
イスの最大数
プライベート IPv4 アドレ IPv6 アドレス数
ス数

i3.16xlarge

15

50

50

i3.metal

15

50

50

i3en.large

3

10

10

i3en.xlarge

4

15

15

i3en.2xlarge

4

15

15

i3en.3xlarge

4

15

15

i3en.6xlarge

8

30

30

i3en.12xlarge 8

30

30

i3en.24xlarge 15

50

50

i3en.metal

15

50

50

i4i.large

3

10

10

i4i.xlarge

4

15

15

i4i.2xlarge

4

15

15

i4i.4xlarge

8

30

30

i4i.8xlarge

8

30

30

i4i.16xlarge

15

50

50

i4i.32xlarge

15

50

50

i4i.metal

15

50

50

m1.small

2

4

IPv6 はサポートされてい
ません

m1.medium

2

6

IPv6 はサポートされてい
ません

m1.large

3

10

IPv6 はサポートされてい
ません

m1.xlarge

4

15

IPv6 はサポートされてい
ません

m2.xlarge

4

15

IPv6 はサポートされてい
ません

m2.2xlarge

4

30

IPv6 はサポートされてい
ません

m2.4xlarge

8

30

IPv6 はサポートされてい
ません
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Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
各インスタンスタイプのネットワークイ
ンターフェイスあたりの IP アドレス数

インスタンスタ
イプ

ネットワークインターフェ インターフェイスあたりの インターフェイスあたりの
イスの最大数
プライベート IPv4 アドレ IPv6 アドレス数
ス数

m3.medium

2

6

IPv6 はサポートされてい
ません

m3.large

3

10

IPv6 はサポートされてい
ません

m3.xlarge

4

15

IPv6 はサポートされてい
ません

m3.2xlarge

4

30

IPv6 はサポートされてい
ません

m4.large

2

10

10

m4.xlarge

4

15

15

m4.2xlarge

4

15

15

m4.4xlarge

8

30

30

m4.10xlarge

8

30

30

m4.16xlarge

8

30

30

m5.large

3

10

10

m5.xlarge

4

15

15

m5.2xlarge

4

15

15

m5.4xlarge

8

30

30

m5.8xlarge

8

30

30

m5.12xlarge

8

30

30

m5.16xlarge

15

50

50

m5.24xlarge

15

50

50

m5.metal

15

50

50

m5a.large

3

10

10

m5a.xlarge

4

15

15

m5a.2xlarge

4

15

15

m5a.4xlarge

8

30

30

m5a.8xlarge

8

30

30

m5a.12xlarge

8

30

30

m5a.16xlarge

15

50

50

m5a.24xlarge

15

50

50
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Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
各インスタンスタイプのネットワークイ
ンターフェイスあたりの IP アドレス数

インスタンスタ
イプ

ネットワークインターフェ インターフェイスあたりの インターフェイスあたりの
イスの最大数
プライベート IPv4 アドレ IPv6 アドレス数
ス数

m5ad.large

3

10

10

m5ad.xlarge

4

15

15

m5ad.2xlarge

4

15

15

m5ad.4xlarge

8

30

30

m5ad.8xlarge

8

30

30

m5ad.12xlarge 8

30

30

m5ad.16xlarge 15

50

50

m5ad.24xlarge 15

50

50

m5d.large

3

10

10

m5d.xlarge

4

15

15

m5d.2xlarge

4

15

15

m5d.4xlarge

8

30

30

m5d.8xlarge

8

30

30

m5d.12xlarge

8

30

30

m5d.16xlarge

15

50

50

m5d.24xlarge

15

50

50

m5d.metal

15

50

50

m5dn.large

3

10

10

m5dn.xlarge

4

15

15

m5dn.2xlarge

4

15

15

m5dn.4xlarge

8

30

30

m5dn.8xlarge

8

30

30

m5dn.12xlarge 8

30

30

m5dn.16xlarge 15

50

50

m5dn.24xlarge 15

50

50

m5dn.metal

15

50

50

m5n.large

3

10

10

m5n.xlarge

4

15

15

m5n.2xlarge

4

15

15

m5n.4xlarge

8

30

30
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Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
各インスタンスタイプのネットワークイ
ンターフェイスあたりの IP アドレス数

インスタンスタ
イプ

ネットワークインターフェ インターフェイスあたりの インターフェイスあたりの
イスの最大数
プライベート IPv4 アドレ IPv6 アドレス数
ス数

m5n.8xlarge

8

30

30

m5n.12xlarge

8

30

30

m5n.16xlarge

15

50

50

m5n.24xlarge

15

50

50

m5n.metal

15

50

50

m5zn.large

3

10

10

m5zn.xlarge

4

15

15

m5zn.2xlarge

4

15

15

m5zn.3xlarge

8

30

30

m5zn.6xlarge

8

30

30

m5zn.12xlarge 15

50

50

m5zn.metal

15

50

50

m6a.large

3

10

10

m6a.xlarge

4

15

15

m6a.2xlarge

4

15

15

m6a.4xlarge

8

30

30

m6a.8xlarge

8

30

30

m6a.12xlarge

8

30

30

m6a.16xlarge

15

50

50

m6a.24xlarge

15

50

50

m6a.32xlarge

15

50

50

m6a.48xlarge

15

50

50

m6a.metal

15

50

50

m6i.large

3

10

10

m6i.xlarge

4

15

15

m6i.2xlarge

4

15

15

m6i.4xlarge

8

30

30

m6i.8xlarge

8

30

30

m6i.12xlarge

8

30

30

m6i.16xlarge

15

50

50
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Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
各インスタンスタイプのネットワークイ
ンターフェイスあたりの IP アドレス数

インスタンスタ
イプ

ネットワークインターフェ インターフェイスあたりの インターフェイスあたりの
イスの最大数
プライベート IPv4 アドレ IPv6 アドレス数
ス数

m6i.24xlarge

15

50

50

m6i.32xlarge

15

50

50

m6i.metal

15

50

50

m6id.large

3

10

10

m6id.xlarge

4

15

15

m6id.2xlarge

4

15

15

m6id.4xlarge

8

30

30

m6id.8xlarge

8

30

30

m6id.12xlarge 8

30

30

m6id.16xlarge 15

50

50

m6id.24xlarge 15

50

50

m6id.32xlarge 15

50

50

m6id.metal

15

50

50

p2.xlarge

4

15

15

p2.8xlarge

8

30

30

p2.16xlarge

8

30

30

p3.2xlarge

4

15

15

p3.8xlarge

8

30

30

p3.16xlarge

8

30

30

50

50

p3dn.24xlarge 15
r3.large

3

10

10

r3.xlarge

4

15

15

r3.2xlarge

4

15

15

r3.4xlarge

8

30

30

r3.8xlarge

8

30

30

r4.large

3

10

10

r4.xlarge

4

15

15

r4.2xlarge

4

15

15

r4.4xlarge

8

30

30

r4.8xlarge

8

30

30
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Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
各インスタンスタイプのネットワークイ
ンターフェイスあたりの IP アドレス数

インスタンスタ
イプ

ネットワークインターフェ インターフェイスあたりの インターフェイスあたりの
イスの最大数
プライベート IPv4 アドレ IPv6 アドレス数
ス数

r4.16xlarge

15

50

50

r5.large

3

10

10

r5.xlarge

4

15

15

r5.2xlarge

4

15

15

r5.4xlarge

8

30

30

r5.8xlarge

8

30

30

r5.12xlarge

8

30

30

r5.16xlarge

15

50

50

r5.24xlarge

15

50

50

r5.metal

15

50

50

r5a.large

3

10

10

r5a.xlarge

4

15

15

r5a.2xlarge

4

15

15

r5a.4xlarge

8

30

30

r5a.8xlarge

8

30

30

r5a.12xlarge

8

30

30

r5a.16xlarge

15

50

50

r5a.24xlarge

15

50

50

r5ad.large

3

10

10

r5ad.xlarge

4

15

15

r5ad.2xlarge

4

15

15

r5ad.4xlarge

8

30

30

r5ad.8xlarge

8

30

30

r5ad.12xlarge 8

30

30

r5ad.16xlarge 15

50

50

r5ad.24xlarge 15

50

50

r5b.large

3

10

10

r5b.xlarge

4

15

15

r5b.2xlarge

4

15

15

r5b.4xlarge

8

30

30
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Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
各インスタンスタイプのネットワークイ
ンターフェイスあたりの IP アドレス数

インスタンスタ
イプ

ネットワークインターフェ インターフェイスあたりの インターフェイスあたりの
イスの最大数
プライベート IPv4 アドレ IPv6 アドレス数
ス数

r5b.8xlarge

8

30

30

r5b.12xlarge

8

30

30

r5b.16xlarge

15

50

50

r5b.24xlarge

15

50

50

r5b.metal

15

50

50

r5d.large

3

10

10

r5d.xlarge

4

15

15

r5d.2xlarge

4

15

15

r5d.4xlarge

8

30

30

r5d.8xlarge

8

30

30

r5d.12xlarge

8

30

30

r5d.16xlarge

15

50

50

r5d.24xlarge

15

50

50

r5d.metal

15

50

50

r5dn.large

3

10

10

r5dn.xlarge

4

15

15

r5dn.2xlarge

4

15

15

r5dn.4xlarge

8

30

30

r5dn.8xlarge

8

30

30

r5dn.12xlarge 8

30

30

r5dn.16xlarge 15

50

50

r5dn.24xlarge 15

50

50

r5dn.metal

15

50

50

r5n.large

3

10

10

r5n.xlarge

4

15

15

r5n.2xlarge

4

15

15

r5n.4xlarge

8

30

30

r5n.8xlarge

8

30

30

r5n.12xlarge

8

30

30

r5n.16xlarge

15

50

50
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Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
各インスタンスタイプのネットワークイ
ンターフェイスあたりの IP アドレス数

インスタンスタ
イプ

ネットワークインターフェ インターフェイスあたりの インターフェイスあたりの
イスの最大数
プライベート IPv4 アドレ IPv6 アドレス数
ス数

r5n.24xlarge

15

50

50

r5n.metal

15

50

50

r6a.large

3

10

10

r6a.xlarge

4

15

15

r6a.2xlarge

4

15

15

r6a.4xlarge

8

30

30

r6a.8xlarge

8

30

30

r6a.12xlarge

8

30

30

r6a.16xlarge

15

50

50

r6a.24xlarge

15

50

50

r6a.32xlarge

15

50

50

r6a.48xlarge

15

50

50

r6a.metal

15

50

50

r6i.large

3

10

10

r6i.xlarge

4

15

15

r6i.2xlarge

4

15

15

r6i.4xlarge

8

30

30

r6i.8xlarge

8

30

30

r6i.12xlarge

8

30

30

r6i.16xlarge

15

50

50

r6i.24xlarge

15

50

50

r6i.32xlarge

15

50

50

r6i.metal

15

50

50

r6id.large

3

10

10

r6id.xlarge

4

15

15

r6id.2xlarge

4

15

15

r6id.4xlarge

8

30

30

r6id.8xlarge

8

30

30

r6id.12xlarge 8

30

30

r6id.16xlarge 15

50

50
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Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
各インスタンスタイプのネットワークイ
ンターフェイスあたりの IP アドレス数

インスタンスタ
イプ

ネットワークインターフェ インターフェイスあたりの インターフェイスあたりの
イスの最大数
プライベート IPv4 アドレ IPv6 アドレス数
ス数

r6id.24xlarge 15

50

50

r6id.32xlarge 15

50

50

r6id.metal

15

50

50

t1.micro

2

2

IPv6 はサポートされてい
ません

t2.nano

2

2

2

t2.micro

2

2

2

t2.small

3

4

4

t2.medium

3

6

6

t2.large

3

12

12

t2.xlarge

3

15

15

t2.2xlarge

3

15

15

t3.nano

2

2

2

t3.micro

2

2

2

t3.small

3

4

4

t3.medium

3

6

6

t3.large

3

12

12

t3.xlarge

4

15

15

t3.2xlarge

4

15

15

t3a.nano

2

2

2

t3a.micro

2

2

2

t3a.small

2

4

4

t3a.medium

3

6

6

t3a.large

3

12

12

t3a.xlarge

4

15

15

t3a.2xlarge

4

15

15

Trn1.2xlarge

4

15

15

Trn1.32xlarge 60

50

50

u-3tb1.56xlarge8

30

30

u-6tb1.56xlarge15

50

50
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Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
各インスタンスタイプのネットワークイ
ンターフェイスあたりの IP アドレス数

インスタンスタ
イプ

ネットワークインターフェ インターフェイスあたりの インターフェイスあたりの
イスの最大数
プライベート IPv4 アドレ IPv6 アドレス数
ス数

15
u-6tb1.112xlarge

50

50

15

50

50

15
u-9tb1.112xlarge

50

50

15

50

50

15
u-12tb1.112xlarge

50

50

u-12tb1.metal 15

50

50

u-18tb1.metal 15

50

50

u-24tb1.metal 15

50

50

u-6tb1.metal

u-9tb1.metal

x1.16xlarge

8

30

30

x1.32xlarge

8

30

30

x1e.xlarge

3

10

10

x1e.2xlarge

4

15

15

x1e.4xlarge

4

15

15

x1e.8xlarge

4

15

15

x1e.16xlarge

8

30

30

x1e.32xlarge

8

30

30

x2idn.16xlarge 15

50

50

x2idn.24xlarge 15

50

50

x2idn.32xlarge 15

50

50

15

50

50

x2iedn.xlarge 4

15

15

x2iedn.2xlarge 4

15

15

x2iedn.4xlarge 8

30

30

x2iedn.8xlarge 8

30

30

x2iedn.16xlarge15

50

50

x2iedn.24xlarge15

50

50

x2iedn.32xlarge15

50

50

15

50

50

x2iezn.2xlarge 4

15

15

x2iezn.4xlarge 8

30

30

x2idn.metal

x2iedn.metal
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Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
ネットワークインターフェイスの操作

インスタンスタ
イプ

ネットワークインターフェ インターフェイスあたりの インターフェイスあたりの
イスの最大数
プライベート IPv4 アドレ IPv6 アドレス数
ス数

x2iezn.6xlarge 8

30

30

x2iezn.8xlarge 8

30

30

x2iezn.12xlarge15

50

50

x2iezn.metal

15

50

50

z1d.large

3

10

10

z1d.xlarge

4

15

15

z1d.2xlarge

4

15

15

z1d.3xlarge

8

30

30

z1d.6xlarge

8

30

30

z1d.12xlarge

15

50

50

z1d.metal

15

50

50

describe-instance-types AWS CLI コマンドを使用して、サポートされるネットワークインターフェイスや
インターフェイスごとの IP アドレスなど、インスタンスタイプに関する情報を表示できます。次の例で
は、すべての C5 インスタンスでこれらの情報を表示します。
aws ec2 describe-instance-types --filters "Name=instance-type,Values=c5.*" --query
"InstanceTypes[].{Type: InstanceType, MaxENI: NetworkInfo.MaximumNetworkInterfaces,
IPv4addr: NetworkInfo.Ipv4AddressesPerInterface}" --output table
--------------------------------------|
DescribeInstanceTypes
|
+----------+----------+---------------+
| IPv4addr | MaxENI
|
Type
|
+----------+----------+---------------+
| 30
| 8
| c5.4xlarge
|
| 50
| 15
| c5.24xlarge |
| 15
| 4
| c5.xlarge
|
| 30
| 8
| c5.12xlarge |
| 10
| 3
| c5.large
|
| 15
| 4
| c5.2xlarge
|
| 50
| 15
| c5.metal
|
| 30
| 8
| c5.9xlarge
|
| 50
| 15
| c5.18xlarge |
+----------+----------+---------------+

ネットワークインターフェイスの操作
ネットワークインターフェイスは、Amazon EC2 コンソールまたはコマンドラインを使用して操作できま
す。
コンテンツ
• ネットワークインターフェイスの作成 (p. 1255)
• ネットワークインターフェイスに関する詳細の表示 (p. 1256)
• インスタンスへのネットワークインターフェイスのアタッチ (p. 1257)
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• インスタンスからのネットワークインターフェイスのデタッチ (p. 1258)
• IP アドレスの管理 (p. 1259)
• ネットワークインターフェイス属性の変更 (p. 1260)
• タグの追加または編集 (p. 1261)
• ネットワークインターフェイスの削除 (p. 1262)

ネットワークインターフェイスの作成
ネットワークインターフェイスはサブネットで作成できます。作成後のネットワークインターフェイス
は、別のサブネットに移動できません。ネットワークインターフェイスは、同じアベイラビリティーゾー
ンのインスタンスにアタッチする必要があります。
New console

コンソールを使用してネットワークインターフェイスを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。

3.

[ネットワークインターフェイスの作成] をクリックします。

4.

(オプション) [説明] に分かりやすい名前を入力します。

5.

[Subnet (サブネット)] で、サブネットを選択します。以降の手順で使用できるオプションは、選
択したサブネットのタイプ (IPv4 専用、IPv6 専用、またはデュアルスタック (IPv4 および IPv6))
によって異なります。

6.

[プライベート IPv4 アドレス] で、次のいずれかの操作を実行します。

7.

•

サブネットからの IPv4 アドレスの選択を Amazon EC2 に許可するには、[自動割り当て] を
選択します。

•

[カスタム] を選択した場合は、続いてサブネットから選択した IPv4 アドレスを入力します。

(IPv6 アドレスを持つサブネットのみ) [IPv6 アドレス] で、次のいずれかの操作を行います。
•

ネットワークインターフェイスに IPv6 アドレスを割り当てたくない場合は、[なし] を選択し
ます。

•

サブネットからの IPv6 アドレスの選択を Amazon EC2 に許可するには、[自動割り当て] を
選択します。

•

[カスタム] を選択した場合は、続いてサブネットから選択した IPv6 アドレスを入力します。

8.

(オプション) Elastic Fabric Adapter を作成するには、Elastic Fabric Adapter、[有効化] の順にク
リックします。

9.

[Security groups] で、1 つまたは複数のセキュリティグループを選択します。

10. (オプション) タグごとに [新しいタグを追加] をクリックし、タグキーとオプションのタグ値を入
力します。
11. [ネットワークインターフェイスの作成] をクリックします。
Old console

コンソールを使用してネットワークインターフェイスを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。

3.

[Create Network Interface] を選択します。

4.

[Description] で、記述的な名前を入力します。
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5.

[Subnet] で、サブネットを選択します。

6.

[Private IP] (または [IPv4 Private IP]) に、プライマリプライベート IPv4 アドレスを入力しま
す。IPv4 アドレスを指定しない場合、選択されているサブネット内で使用可能な IPv4 アドレス
が自動的に選択されます。

7.

(IPv6 のみ) IPv6 CIDR ブロックが関連付けられているサブネットを選択した場合は、オプション
で [IPv6 IP] フィールドに IPv6 アドレスを指定できます。

8.

Elastic Fabric Adapter を作成するには、[Elastic Fabric Adapter] を選択します。

9.

[Security groups] で、1 つまたは複数のセキュリティグループを選択します。

10. (オプション) [Add Tag (タグの追加)] を選択し、タグキーとタグ値を入力します。
11. [Yes, Create] を選択します。

コマンドラインを使用してネットワークインターフェイスを作成するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• create-network-interface (AWS CLI)
• New-EC2NetworkInterface (AWS Tools for Windows PowerShell)

ネットワークインターフェイスに関する詳細の表示
アカウントのすべてのネットワークインターフェイスを表示できます。
New console

コンソールを使用してネットワークインターフェイスを記述するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。

3.

ネットワークインターフェイスの詳細ページを表示するには、そのネットワークインターフェイ
スの ID を選択します。または、ネットワークインタフェース ページを離れずに情報を表示する
には、ネットワークインターフェイスのチェックボックスをオンにします。

Old console

コンソールを使用してネットワークインターフェイスを記述するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。

3.

ネットワークインターフェイスを選択します。

4.

詳細を表示するには、[Details] を選択します。

コマンドラインを使用してネットワークインターフェイスを記述するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細については、
「Amazon EC2 へのアクセス (p. 3)」を参照してください。
• describe-network-interfaces (AWS CLI)
• Get-EC2NetworkInterface (AWS Tools for Windows PowerShell)
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コマンドラインを使用してネットワークインターフェイス属性を記述するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• describe-network-interface-attribute (AWS CLI)
• Get-EC2NetworkInterfaceAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)

インスタンスへのネットワークインターフェイスのアタッチ
同じアベイラビリティーゾーンにあるインスタンスであれば、ネットワークインターフェイスをアタッチ
できます。アタッチするには、Amazon EC2 コンソールの [インスタンス] または [ネットワークインター
フェイス] ページを開きます。または、インスタンスを起動 (p. 517)する際に、既存のネットワークイン
ターフェイスを指定することもできます。

Important
IPv6 専用サブネット内の EC2 インスタンスの場合、セカンダリネットワークインターフェイス
をインスタンスにアタッチすると、2 番目のネットワークインターフェイスのプライベート DNS
ホスト名は、インスタンスの最初のネットワークインターフェイスの最初の IPv6 アドレスに解決
されます。EC2 インスタンスのプライベート DNS ホスト名の詳細については、「Amazon EC2
インスタンスのホスト名のタイプ (p. 1193)」を参照してください。
インスタンスのパブリック IPv4 アドレスが解放される場合、複数のネットワークインターフェイスがその
インスタンスにアタッチされていると、インスタンスに新しいパブリック IP アドレスは送信されません。
パブリック IPv4 アドレスの動作の詳細については、「パブリック IPv4 アドレス (p. 1177)」を参照して
ください。
Instances page

インスタンスページを使用してネットワークインターフェイスをインスタンスにアタッチする
には
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスのチェックボックスをオンにします。

4.

[Actions (アクション)]、[Networking (ネットワーク)]、[Attach Network Interface (ネットワークイ
ンターフェイスのアタッチ)] の順に選択します。

5.

ネットワークインターフェイスを選択します。インスタンスが複数のネットワークカードをサ
ポートしている場合は、ネットワークカードを選択できます。

6.

[アタッチ] を選択します。

Network Interfaces page

ネットワークインターフェイスページを使用してネットワークインターフェイスをインスタン
スにアタッチするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。

3.

ネットワークインターフェイスのチェックボックスをオンにします。

4.

[アクション]、[アタッチ] の順にクリックします。

5.

インスタンスを選択します。インスタンスが複数のネットワークカードをサポートしている場合
は、ネットワークカードを選択できます。

6.

[アタッチ] を選択します。
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コマンドラインを使用してインスタンスにネットワークインターフェイスをアタッチするには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• attach-network-interface (AWS CLI)
• Add-EC2NetworkInterface (AWS Tools for Windows PowerShell)

インスタンスからのネットワークインターフェイスのデタッチ
ある時点で EC2 インスタンスにアタッチされているセカンダリネットワークインターフェイス
は、Amazon EC2 コンソールの [インスタンス] ページまたは [ネットワークインターフェイス] ページを使
用して、いつでもデタッチできます。
Elastic Load Balancing ロードバランサー、Lambda 関数、WorkSpace、NAT ゲートウェイなど、別の
サービスからリソースにアタッチされているネットワークインターフェイスをデタッチしようとすると、
そのリソースに対するアクセス許可がないことを知らせるエラーが表示されます。ネットワークインター
フェイスにアタッチされているリソースを作成したサービスを特定するには、そのネットワークインター
フェイスの説明を確認します。リソースを削除すると、そのネットワークインターフェイスも削除されま
す。
Instances page

インスタンスページを使用してネットワークインターフェイスをインスタンスからデタッチす
るには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスのチェックボックスをオンにします。[ネットワーキング] タブにある [ネットワーク
インタフェース] セクションを選択して、そのネットワークインターフェイスが、セカンダリネッ
トワークインターフェイスとしてインスタンスにアタッチされていることを確認します。

4.

[Actions (アクション)]、[Networking (ネットワーク)]、[Detach Network Interface (ネットワークイ
ンターフェイスのデタッチ)] の順に選択します。

5.

ネットワークインターフェイスを選択し、[デタッチ] を選択します。

Network Interfaces page

ネットワークインターフェイスページを使用してネットワークインターフェイスをインスタン
スからデタッチするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。

3.

ネットワークインターフェイスのチェックボックスをオンにします。[詳細] タブの [インスタンス
の詳細] セクションを選択し、そのネットワークインターフェイスが、セカンダリネットワークイ
ンターフェイスとしてインスタンスにアタッチされていることを確認します。

4.

[アクション]、[デタッチ] の順にクリックします。

5.

確認を求められたら、[デタッチ] を選択します。

6.

ネットワークインターフェイスをインスタンスからデタッチできなかった場合は、[強制デタッ
チ]、[有効化] の順にクリックし再試行します。強制デタッチは、最終的手段としてのみご使用
になることをお勧めします。デタッチを強制すると、インスタンスを再起動するまで、同じイン
デックスに別のネットワークインターフェイスをアタッチできなくなります。また、インスタン
スを再起動するまで、ネットワークインターフェイスがデタッチされたことをインスタンスメタ
データに反映しないようにできます。
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コマンドラインを使用してネットワークインターフェイスをデタッチするには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• detach-network-interface (AWS CLI)
• Dismount-EC2NetworkInterface (AWS Tools for Windows PowerShell)

IP アドレスの管理
ネットワークインターフェースの次の IP アドレスを管理できます。
• Elastic IP アドレス (プライベート IPv4 アドレスごとに 1 つ)
• IPv4 アドレス
• IPv6 アドレス

コンソールを使用してネットワークインターフェイスの Elastic IP アドレスを管理するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。

3.
4.

ネットワークインターフェイスのチェックボックスをオンにします。
Elastic IP アドレスを関連付けるには、次の操作を行います。
a.
b.
c.
d.
e.

5.

[アクション]、[アドレスの関連付け] の順にクリックします。
[Elastic IP アドレス] で、Elastic IP アドレスを選択します。
[プライベート IPv4 アドレス] で、Elastic IP アドレスに関連付けるプライベート IPv4 アドレスを
選択します。
(オプション) 現在、ネットワークインターフェイスが別のインスタンスまたはネットワークイン
ターフェイスに関連付けられている場合は、[Elastic IP アドレスの再関連付けを許可する] をク
リックします。
[Associate] を選択します。

Elastic IP アドレスの関連付けを解除するには、次の手順を実行します。
a.
b.

[Actions]、[Disassociate address] の順に選択します。
[パブリック IP アドレス] で、Elastic IP アドレスを選択します。

c.

[関連付け解除] を選択します。

コンソールを使用してネットワークインターフェイスの IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを管理す
るには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.
4.
5.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。
ネットワークインターフェイスを選択します。
[アクション]、[IP アドレスの管理] の順にクリックします。
ネットワークインターフェイスを展開します。

6.

[IPv4 アドレス] で、必要に応じて IP アドレスを変更します。IPv4 アドレスを割り当てるには、[新し
い IP アドレスの割り当て] をクリックし、サブネット範囲にある IPv4 アドレスを指定します。あるい
は、AWS により自動的に選択させます。IPv4 アドレスの割り当てを解除するには、アドレスの横に
ある [Unassign (割り当て解除)] を選択します。
[IPv6 アドレス] で、必要に応じて IP アドレスを変更します。IPv6 アドレスを割り当てるには、[新
しい IP アドレスの割り当て] を選択し、サブネット範囲にある IPv6 アドレスを指定します。あるい

7.
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は、AWS により自動的に選択させます。IPv6 アドレスの割り当てを解除するには、アドレスの横に
ある [Unassign (割り当て解除)] を選択します。
8.

[Save] を選択します。

AWS CLI を使用してネットワークインターフェースの IP アドレスを管理するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• assign-ipv6-addresses
• associate-address
• disassociate-address
• unassign-ipv6-addresses

Tools for Windows PowerShell を使用してネットワークインターフェースの IP アドレスを管理す
るには
次のいずれかのコマンドを使用できます。
• Register-EC2Address
• Register-EC2Ipv6AddressList
• Unregister-EC2Address
• Unregister-EC2Ipv6AddressList

ネットワークインターフェイス属性の変更
次のネットワークインターフェース属性を変更できます。
• 説明
• セキュリティグループ (p. 1260)
• 終了時に削除 (p. 1261)
• 送信元/送信先チェック (p. 1261)

コンソールを使用してネットワークインターフェイスの説明を変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。

3.

ネットワークインターフェイスのチェックボックスをオンにします。

4.

[アクション]、[説明の変更] の順にクリックします。

5.

[説明] に、ネットワークインターフェイスの説明を入力します。

6.

[Save] を選択します。

コンソールを使用してネットワークインターフェイスのセキュリティグループを変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。

3.

ネットワークインターフェイスのチェックボックスをオンにします。
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4.

[アクション]、[セキュリティグループの変更] の順にクリックします。

5.

[関連付けられたセキュリティグループ] で、使用するセキュリティグループを選択し、[保存] をク
リックします。
セキュリティグループとネットワークインターフェイスは、同じ VPC に対して作成する必要がありま
す。Elastic Load Balancing などの他のサービスが所有するインターフェイスのセキュリティグループ
を変更するには、そのサービスを通じて変更します。

コンソールを使用してネットワークインターフェイスの終了時の動作を変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。

3.

ネットワークインターフェイスのチェックボックスをオンにします。

4.
5.

[アクション]、[終了時の動作を変更] の順にクリックします。
必要に応じて、[終了時に削除] を選択またはクリアし [有効化] をクリックした上で、[保存] をクリッ
クします。

コンソールを使用してネットワークインターフェイスの送信元/送信先チェックを変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。
ネットワークインターフェイスのチェックボックスをオンにします。

4.
5.

[アクション]、[送信元/送信先チェックの変更] の順にクリックします。
必要に応じて、[送信元/送信先チェック] を選択またはクリアし [有効化] をクリックした上で、[保存]
をクリックします。

コマンドラインを使用してネットワークインターフェース属性を変更するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• modify-network-interface-attribute (AWS CLI)
• Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)

タグの追加または編集
タグとは、ネットワークインターフェイスに追加できるメタデータです。タグはプライベートとして扱わ
れ、アカウントでのみ表示できます。各タグはキーとオプションの値で構成されます。タグの詳細につい
ては、「Amazon EC2 リソースのタグ付け (p. 1874)」を参照してください。
New console

コンソールを使用してネットワークインターフェイスのタグを追加または編集するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.
4.
5.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。
ネットワークインターフェイスのチェックボックスをオンにします。
[タグ] タブで、[タグを管理] をクリックします。
作成するタグごとに、[新しいタグを追加] をクリックし、キーとオプションの値を入力します。
完了したら、[Save ] を選択します。
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Old console

コンソールを使用してネットワークインターフェイスのタグを追加または編集するには
1.
2.
3.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。
ネットワークインターフェイスを選択します。

4.
5.

詳細ペインの [Tags] を選択し、[Add/Edit Tags] を選択します。
[Add/Edit Tags] ダイアログボックスで、作成するタグごとに [Create Tag] を選択して、キーとオ
プションの値を入力します。完了したら、[Save ] を選択します。

コマンドラインを使用してネットワークインターフェイスのタグを追加または編集するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• create-tags (AWS CLI)
• New-EC2Tag (AWS Tools for Windows PowerShell)

ネットワークインターフェイスの削除
ネットワークインターフェイスを削除すると、そのインターフェイスに関連付けられているすべての属性
が解放され、別のインスタンスで使用できるように、プライベート IP アドレスまたは Elastic IP アドレス
が解放されます。
使用中のネットワークインターフェイスは削除できません。先に、ネットワークインターフェイスをデ
タッチ (p. 1258)する必要があります。
New console

コンソールを使用してネットワークインターフェイスを削除するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。

3.

ネットワークインターフェイスのチェックボックスをオンにし、[アクション]、[削除] の順にク
リックします。

4.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。

Old console

コンソールを使用してネットワークインターフェイスを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。
ネットワークインターフェイスを選択し、[Delete] を選択します。
[Delete Network Interface] ダイアログボックスで、[Yes, Delete] を選択します。

コマンドラインを使用してネットワークインターフェイスを削除するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• delete-network-interface (AWS CLI)
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• Remove-EC2NetworkInterface (AWS Tools for Windows PowerShell)

ネットワークインターフェイスの設定に関するベスト
プラクティス
• ネットワークインターフェイスは、インスタンスの実行中、インスタンスの停止中、インスタンスの起
動中にインスタンスにアタッチできます (それぞれ、ホットアタッチ、ウォームアタッチ、コールドア
タッチと呼ばれています)。
• セカンダリネットワークインターフェイスは、インスタンスの実行中または停止中にデタッチできま
す。ただし、プライマリネットワークインターフェイスをデタッチすることはできません。
• インスタンスが同じアベイラビリティーゾーンと VPC にあるが、異なるサブネットにある場合、ネット
ワークインターフェースを 1 つのインスタンスから別のインスタンスに移動できます。
• CLI、API、または SDK を使用してインスタンスを起動する場合、プライマリネットワークインター
フェイスおよび追加のネットワークインターフェイスを指定できます。
• 複数のネットワークインターフェイスを使用して Amazon Linux または Windows Server インスタンス
を起動すると、インスタンスのオペレーティングシステム上でインターフェイス、プライベート IPv4 ア
ドレス、ルートテーブルが自動的に設定されます。
• 追加ネットワークインターフェイスをウォームアタッチまたはホットアタッチする際、場合によって
は、手動で 2 つ目のインターフェイスを起動し、プライベート IPv4 アドレスを設定し、ルートテーブ
ルを適宜変更する必要が生じます。Amazon Linux または Windows Server を実行するインスタンスは、
ウォームアタッチまたはホットアタッチを自動的に認識し、それらのインスタンス自体を設定します。
• 別のネットワークインターフェイスをインスタンスにアタッチすること (NIC チーミング設定など) で、
デュアルホーム接続インスタンスに対するネットワーク帯域幅を、増加または倍増させることはできま
せん。
• 同じサブネットから複数のネットワークインターフェイスをインスタンスにアタッチすると、非対称
ルーティングなどのネットワーク問題が発生する場合があります。可能であれば、代わりにプライマリ
ネットワークインターフェイス上でセカンダリプライベート IPv4 アドレスを使用します。複数のネット
ワークインターフェイスを使用する必要がある場合は、それらのネットワークインターフェイスで静的
ルーティングを使用するように設定する必要があります。

ネットワークインターフェイスのシナリオ
次の作業を行う場合、複数のネットワークインターフェイスをインスタンスにアタッチすると便利です。
• 管理用ネットワークを作成する。
• VPC 内でネットワークアプライアンスやセキュリティアプライアンスを使用する。
• 別個のサブネット上のワークロード/ロールを使用するデュアルホーム接続インスタンスを作成する。
• 低予算で可用性の高いソリューションを作成する。

管理用ネットワークの作成
ネットワークインターフェイスを利用して管理用ネットワークを作成できます。このシナリオでは、次の
図に示されているように、以下のことを行います。
• インスタンスのプライマリネットワークインターフェイス (eth0) は、パブリックトラフィックを処理し
ます。
• セカンダリネットワークインターフェイス (eth1) でバックエンドの管理用トラフィックを処理します。
プライマリネットワークインターフェイスはアクセス制御を強化した VPC 内の個別のサブネットに接続
されます。
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パブリックインターフェイスは、ロードバランサーの背後にある場合とそうでない場合があり、イン
ターネットからのサーバーへのアクセスを許可するセキュリティグループが関連付けられています (例え
ば、0.0.0.0/0 やロードバランサーからの TCP ポート 80 と 443 を許可するなど)。
プライベート向けインターフェイスには、VPC 内、またはインターネット、VPC 内のプライベートサブ
ネット、仮想プライベートゲートウェイのいずれかから許可された IP アドレスの範囲からのみ、/RDP ア
クセスを許可するセキュリティグループが関連付けられています。
フェイルオーバー機能が確実に動作するように、ネットワークインターフェイスの受信トラフィックに対
してセカンダリプライベート IPv4 を使用することをお勧めします。インスタンスに障害が発生した場合
は、インターフェイスまたはセカンダリプライベート IPv4 アドレスあるいはその両方をスタンバイ用のイ
ンスタンスに移行できます。

VPC 内でネットワークアプライアンスとセキュリティアプライ
アンスを使用する
ロードバランサー、ネットワークアドレス変換 (NAT) サーバー、プロキシサーバーなど、ネットワークア
プライアンスやセキュリティアプライアンスの中には、複数のネットワークインターフェイスを使用した
構成が優先されるものがあります。セカンダリネットワークインターフェイスを作成して、これらのタイ
プのアプリケーションを実行するインスタンスにアタッチし、専用のパブリック IP アドレスとプライベー
ト IP アドレス、セキュリティグループ、およびソース/デスティネーションチェックを使用するインター
フェイスを、追加で構成することができます。
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別個のサブネット上のワークロード/ロールを使用するデュアル
ホーム接続インスタンスを作成する
アプリケーションサーバーが存在するミッドティアネットワークに接続する Web サーバーのそれぞれに
ネットワークインターフェイスを置くことができます。このアプリケーションサーバーは、データベース
サーバーが存在するバックエンドネットワーク (サブネット) にデュアルホーム接続することもできます。
デュアルホーム接続されたインスタンスを介してネットワークパケットをルーティングする代わりに、
デュアルホーム接続された各インスタンスは、フロントエンドでリクエストを受信して処理し、バックエ
ンドとの接続を開始して、バックエンドネットワーク上のサーバーにリクエストを送信します。

低予算で可用性の高いソリューションを構築する
特定の機能にサービスを提供しているインスタンスのいずれかが機能しなくなった場合は、そのネット
ワークインターフェイスを同じ役割で構成された交換用またはホットスタンバイ用のインスタンスにア
タッチすることで、サービスを迅速に回復できます。例えば、データベースインスタンスや NAT インス
タンスなどの重要なサービスに対するプライマリまたはセカンダリのネットワークインターフェイスと
してネットワークインターフェイスを使用することができます。そのインスタンスが機能しなくなった場
合、お客様 (通常はお客様に代わって実行されるコード) がネットワークインターフェイスをホットスタン
バイ用のインスタンスにアタッチすることができます。インターフェイスでは、プライベート IP アドレ
ス、Elastic IP アドレス、および MAC アドレスがそのまま維持されるため、交換用のインスタンスにネッ
トワークインターフェイスを接続するとすぐに、ネットワークトラフィックはスタンバイ用のインスタン
スに流れ始めます。インスタンスに障害が発生してから、ネットワークインターフェイスがスタンバイ用
のインスタンスにアタッチされるまで一時的な接続断が発生しますが、ルートテーブルや DNS サーバー
に変更を加える必要はありません。

リクエスタマネージド型のネットワークインターフェ
イス
リクエスタマネージド型ネットワークインターフェイスは、AWS のサービスがユーザーに代わって VPC
内に作成するネットワークインターフェイスです。ネットワークインターフェイスは、Amazon RDS の
DB インスタンス、NAT ゲートウェイ、または AWS PrivateLink のインターフェイス VPC エンドポイント
など、別のサービスのリソースに関連付けられています。

考慮事項
• アカウントにあるリクエスタマネージド型ネットワークインターフェイスを確認できます。タグを追加
または削除することはできますが、リクエスタマネージド型ネットワークインターフェイスの他のプロ
パティは変更できません。
• リクエスタマネジード型ネットワークインターフェイスをデタッチすることはできません。
• リクエスタマネジード型ネットワークインターフェイスに関連付けられているリソースを削除する
と、AWS のサービスはネットワークインターフェイスをデタッチして削除します。サービスがネット
ワークインターフェースをデタッチしたが、削除しなかった場合は、デタッチされたネットワークイン
ターフェイスを削除できます。

コンソールを使用してリクエスタマネージド型のネットワークインターフェイスを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Network & Security] (ネットワークとセキュリティ)、[Network Interfaces]
(ネットワークインターフェイス) を選択します。

3.

ネットワークインターフェイスの ID を選択して、その詳細ページを開きます。

4.

ネットワークインターフェイスの目的を特定するために使用できる主要なフィールドを次に示しま
す。
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• [Description] (説明): インターフェイスを作成した AWS のサービスによって提供される説明。例え
ば、「VPC Endpoint Interface vpce 089f2123488812123」です。
• Requester-managed：ネットワークインターフェイスが AWS によって管理されているかどうかを
示します。
• [Requester ID] (リクエスタ ID)：ネットワークインターフェイスを作成したプリンシパルまたは
サービスのエイリアスまたはAWSアカウント ID ネットワークインターフェイスを作成した場合、
これはユーザのAWS アカウントID です。それ以外の場合は、別のプリンシパルまたはサービスに
よって作成されています。
AWS CLI を使用してリクエスタマネージド型のネットワークインターフェイスを表示するには
次のように、describe-network-interfaces コマンドを使用します。
aws ec2 describe-network-interfaces --filters Name=requester-managed,Values=true

ネットワークインターフェイス Description および InterfaceType の目的を決定するために使用でき
るキーフィールドを示す出力例を次に示します。
{

}

...
"Description": "VPC Endpoint Interface vpce-089f2123488812123",
...
"InterfaceType": "vpc_endpoint",
...
"NetworkInterfaceId": "eni-0d11e3ccd2c0e6c57",
...
"RequesterId": "727180483921",
"RequesterManaged": true,
...

Tools for Windows PowerShell を使用してリクエスタマネージド型のネットワークインターフェイスを表
示するには
次のように、Get-EC2NetworkInterface cmdlet を使用します。
Get-EC2NetworkInterface -Filter @{ Name="requester-managed"; Values="true" }

ネットワークインターフェイス Description および InterfaceType の目的を決定するために使用でき
るキーフィールドを示す出力例を次に示します。
Description
...
InterfaceType
...
NetworkInterfaceId
...
RequesterId
RequesterManaged
...

: VPC Endpoint Interface vpce-089f2123488812123
: vpc_endpoint
: eni-0d11e3ccd2c0e6c57
: 727180483921
: True

Amazon EC2 インスタンスのネットワーク帯域幅
EC2 インスタンスで使用できるネットワーク帯域幅は、いくつかの要因によって異なります。
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マルチフロートラフィック
インスタンスで使用できる集約マルチフロートラフィックの帯域幅は、トラフィックの宛先によって異な
ります。
• リージョン内 – トラフィックは、インスタンスで使用可能な全ネットワーク帯域幅を利用することがで
きます。
• 他のリージョンへの通信、インターネットゲートウェイ、Direct Connect、ローカルゲートウェイ
(LGW) – トラフィックは、最低 32 個の vCPUs を搭載した現行世代のインスタンス (p. 195)で利用可能
なネットワーク帯域幅の最大 50％ を利用できます。32vCPUs未満の現世代のインスタンスの帯域幅は
5 Gbps に制限されています。
シングルフロートラフィック
インスタンスが同じクラスタープレイスメントグループ (p. 1286)にない場合、シングルフロー (5 タプル)
トラフィックの帯域幅は 5 Gbps に制限されます。低レイテンシーと高シングルフロー帯域幅を必要とす
るユースケースでは、クラスタープレイスメントグループを使用して、同じプレイスメントグループのイ
ンスタンスに対して最大 10 Gbps の帯域幅を実現できます。または、任意の 2 つのエンドポイント間に複
数のパスを設定することで、Multipath TCP (MPTCP) を使用して高帯域幅を実現できます。

使用可能なインスタンスの帯域幅
使用可能なインスタンスのネットワーク帯域幅は、その vCPU の数によって異なります。例
えば、m5.8xlarge インスタンスには 32 個の vCPU と 10 Gbps のネットワーク帯域幅があ
り、m5.16xlarge インスタンスには 64 個の vCPU と 20 Gbps のネットワーク帯域幅があります。た
だし、インスタンスがこの帯域幅を達成できない場合があります。例えば、インスタンスレベルでネット
ワーク許容量 (1 秒あたりのパケット数や追跡される接続数など) を超えた場合などです。トラフィックが
使用できる帯域幅の量は、vCPUsの数と宛先によって異なります。例えば、m5.16xlarge インスタンス
は 64 vCPUs のため、リージョン内の別のインスタンスへのトラフィックは、使用可能な全帯域幅（20
Gbps）を利用できます。ただし、異なるリージョンの別のインスタンスへのトラフィックは、使用可能な
帯域幅の 50% (10 Gbps) しか利用できません。
通常、vCPU が 16 個以下のインスタンス (サイズ 4xlarge 以下) の場合、指定の帯域幅に「最大」と文書
化されています。例えば、「最大 10 Gbps」などです。これらのインスタンスには、ベースライン帯域幅
があります。追加需要を満たすために、ネットワーク I/O クレジットメカニズムを使用して、ベースライ
ン帯域幅を超えてバーストすることができます。インスタンスは、インスタンスのサイズに応じて、バー
スト帯域幅を限られた期間 (通常は 5～60 分) 使用できます。
インスタンスは、起動時にネットワーク I/O クレジットの最大数を受け取ります。インスタンスがネット
ワーク I/O クレジットを使い果たすと、ベースライン帯域幅に戻ります。実行中のインスタンスは、ベー
スライン帯域幅よりも少ないネットワーク帯域幅を使用するたびに、ネットワーク I/O クレジットを取得
します。停止したインスタンスは、ネットワーク I/O クレジットを取得しません。バースト帯域幅は共有
リソースであるため、インスタンスにクレジットが使用可能な場合でも、インスタンスのバーストはベス
トエフォートベースで行われます。

ベースおよびバーストネットワークパフォーマンス
以下のドキュメントでは、すべてのインスタンスのネットワークパフォーマンスと、バースト帯域幅を使
用できるインスタンスで利用可能なベースラインネットワーク帯域幅について説明します。
• 汎用インスタンス (p. 212)
• コンピュート最適化インスタンス (p. 253)
• メモリ最適化インスタンス (p. 262)
• ストレージ最適化インスタンス (p. 277)
• 高速コンピューティングインスタンス (p. 288)
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AWS CLI を使用してネットワークパフォーマンスを表示するには
describe-instance-types AWS CLI コマンドを使用して、インスタンスタイプに関する情報を表示できま
す。次の例では、すべての C5 インスタンスのネットワークパフォーマンス情報を表示します。
aws ec2 describe-instance-types --filters "Name=instance-type,Values=c5.*" --query
"InstanceTypes[].[InstanceType, NetworkInfo.NetworkPerformance]" --output table
------------------------------------|
DescribeInstanceTypes
|
+--------------+--------------------+
| c5.4xlarge | Up to 10 Gigabit |
| c5.xlarge
| Up to 10 Gigabit |
| c5.12xlarge | 12 Gigabit
|
| c5.24xlarge | 25 Gigabit
|
| c5.9xlarge | 10 Gigabit
|
| c5.2xlarge | Up to 10 Gigabit |
| c5.large
| Up to 10 Gigabit |
| c5.metal
| 25 Gigabit
|
| c5.18xlarge | 25 Gigabit
|
+--------------+--------------------+

インスタンスの帯域幅をモニタリングします。
CloudWatch メトリクスを使用して、インスタンスのネットワーク帯域幅と送受信されたパケットをモニ
タリングできます。Elastic Network Adapter (ENA) ドライバーが提供するネットワークパフォーマンスメ
トリクスを使用して、トラフィックが Amazon EC2 がインスタンスレベルで定義するネットワーク許容量
を超えるかモニタリングできます。
Amazon EC2 がインスタンスのメトリクスデータを CloudWatch に送信するときに、1 分単位か 5 分単位
かを設定できます。CloudWatch インスタンスメトリクスでは、許容量を超え、パケットがドロップされ
たことがネットワークパフォーマンスメトリクスに表示されることがあります。これは、インスタンスの
ネットワークリソースに対する需要が短時間で急増し (マイクロバーストと呼ばれる)、CloudWatch メト
リクスがこのようなマイクロ秒単位の急増を反映するのに十分な粒度を持っていない場合に発生します。

詳細はこちら
• インスタンスメトリクス (p. 1122)
• ネットワークパフォーマンスメトリクス (p. 1283)

Windows での拡張ネットワーキング
拡張ネットワーキングでは、シングルルート I/O 仮想化 (SR-IOV) を使用して、サポートされるインスタン
スタイプ (p. 1269)における高性能ネットワーキング機能が提供されます。SR-IOV は、従来の仮想化ネッ
トワークインターフェイスと比較し、I/O パフォーマンスが高く、CPU 利用率が低いデバイス仮想化の手
法です。拡張ネットワーキングは、高い帯域幅、1 秒あたりのパケット (PPS) の高いパフォーマンス、
常に低いインスタンス間レイテンシーを実現します。拡張ネットワーキングは追加料金なしで使用できま
す。
各インスタンスタイプでサポートされているネットワーク速度については、「Amazon EC2インスタンス
タイプ」を参照してください。
コンテンツ
• 拡張ネットワークのサポート (p. 1269)
• インスタンスでの拡張ネットワーキングの有効化 (p. 1269)

1268

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
拡張ネットワークのサポート

• Windows インスタンスにおける Elastic Network Adapter (ENA) を使用した拡張ネットワーキングの有
効化 (p. 1269)
• Windows インスタンスで Intel 82599 VF インターフェイスを使用した拡張ネットワーキングの有効
化 (p. 1278)
• オペレーティングシステムの最適化 (p. 1282)
• EC2 インスタンスのネットワークパフォーマンスをモニタリングします。 (p. 1283)

拡張ネットワークのサポート
現行世代 (p. 195)のすべてのインスタンスタイプ (T2 インスタンスを除く) は、拡張ネットワークをサポー
トしています。
次のいずれかのメカニズムを使用して、拡張ネットワークを有効にすることができます。
Elastic Network Adapter (ENA)
Elastic Network Adapter (ENA) は、サポート対象のインスタンスタイプに対して最大 100 Gbps の
ネットワーク速度をサポートします。
現行世代のインスタンスは、拡張ネットワークとして ENA を使用しています (ただ
し、m4.16xlarge よりも小さい C4、D2、M4 の各インスタンスは除きます)。
Intel 82599 Virtual Function (VF) インターフェイス
Intel 82599 Virtual Function インターフェイスでは、サポートされているインスタンスタイプについて
最大 10 Gbps のネットワーク速度がサポートされています。
インスタンスタイプ C3、C4、D2、I2、M4 (m4.16xlarge を除く)、R3 では、拡張ネットワーキングに
Intel 82599 VF インターフェイスが使用されます。
インスタンスタイプ別の拡張ネットワークメカニズムの概要については、「ネットワーキング機能とスト
レージ機能の概要 (p. 203)」を参照してください。

インスタンスでの拡張ネットワーキングの有効化
ご使用のインスタンスタイプで拡張ネットワーキングに Elastic Network Adapter がサポートされている場
合、「Windows インスタンスにおける Elastic Network Adapter (ENA) を使用した拡張ネットワーキングの
有効化 (p. 1269)」の手順に従います。
ご使用のインスタンスタイプで拡張ネットワーキングに Intel 82599 VF インターフェイスがサポートされ
ている場合、「Windows インスタンスで Intel 82599 VF インターフェイスを使用した拡張ネットワーキン
グの有効化 (p. 1278)」の手順に従います。

Windows インスタンスにおける Elastic Network
Adapter (ENA) を使用した拡張ネットワーキングの有
効化
Amazon EC2 は、Elastic Network Adapter (ENA) を介してネットワーキング機能を提供します。拡張ネッ
トワーキングを使用するには、必要な ENA モジュールをインストールし、ENA のサポートを有効にする
必要があります。
目次
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• 要件 (p. 1270)
• 拡張ネットワーキングのパフォーマンス (p. 1270)
• 拡張ネットワーキングが有効化されているかどうかのテスト (p. 1270)
• Windows の拡張ネットワーキングの有効化 (p. 1271)
• Amazon ENA ドライバーのバージョン (p. 1273)
• の通知のサブスクライブ (p. 734)

要件
ENA を使用した拡張ネットワーキングを準備するには、次のようにインスタンスをセットアップします。
• 現行世代 (p. 195)のインスタンスタイプ (m4.16xlarge よりも小さい C4、D2、M4 の各インスタンス
や、T2 は除く) を使用して、インスタンスを起動します。
• インスタンスで Windows Server 2008 R2 SP1 を実行している場合は、SHA-2 コード署名サポートの更
新情報が含まれていることを確認します。
• インスタンスがインターネットに接続されていることを確認します。
• 選択した任意のコンピュータ、できればローカルのデスクトップまたはノートパソコンで、AWS
Management Console から AWS CloudShell を使用するか、AWS CLI もしくは AWS Tools for Windows
PowerShell をインストールして設定します。詳細については、「Amazon EC2 へのアクセス (p. 3)」も
しくは AWS CloudShell ユーザーガイドを参照してください。拡張ネットワーキングは、Amazon EC2
コンソールから管理することはできません。
• 保持する必要がある重要なデータがインスタンスにある場合、インスタンスから AMI を作成してその
データをバックアップする必要があります。enaSupport 属性を有効にするとともに、カーネルおよび
カーネルモジュールを更新すると、互換性のないインスタンスがレンダリングされたり、オペレーティ
ングシステムに接続できなくなったりする可能性があります。最近のバックアップがある場合は、これ
が発生してもデータは保持されます。

拡張ネットワーキングのパフォーマンス
以下のドキュメントには、ENA 拡張ネットワーキングをサポートするインスタンスタイプのネットワーク
パフォーマンスの概要が記載されています。
• 高速コンピューティングインスタンスのネットワークパフォーマンス (p. 288)
• コンピューティング最適化インスタンスのネットワークパフォーマンス (p. 257)
• 汎用インスタンスのネットワークパフォーマンス (p. 212)
• メモリ最適化インスタンスのネットワークパフォーマンス (p. 270)
• ストレージ最適化インスタンスのネットワークパフォーマンス (p. 281)

拡張ネットワーキングが有効化されているかどうかのテスト
拡張ネットワーキングが既に有効になっているかどうかをテストするには、 ドライバーがインスタンスに
インストールされていることと、enaSupport 属性が設定されていることを確認します。

インスタンス属性 (enaSupport)
インスタンスに拡張ネットワーキングの enaSupport 属性が設定されているかどうかを確認するには、次
のいずれかのコマンドを使用します。属性が設定されている場合、レスポンスは true です。
• describe-instances (AWS CLI/AWS CloudShell)
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aws ec2 describe-instances --instance-ids instance_id --query
"Reservations[].Instances[].EnaSupport"

• Get-EC2InstanceTools for Windows PowerShell
(Get-EC2Instance -InstanceId instance-id).Instances.EnaSupport

イメージ属性 (enaSupport)
AMI に拡張ネットワーキングの enaSupport 属性が設定されているかどうかを確認するには、次のいずれ
かのコマンドを使用します。属性が設定されている場合、レスポンスは true です。
• describe-images (AWS CLI/AWS CloudShell)
aws ec2 describe-images --image-id ami_id --query "Images[].EnaSupport"

• Get-EC2Image (Tools for Windows PowerShell)
(Get-EC2Image -ImageId ami_id).EnaSupport

Windows の拡張ネットワーキングの有効化
インスタンスを起動し、すでに拡張ネットワーキングが有効になっていない場合、必要なネットワークア
ダプタードライバーをダウンロードしてインスタンスにインストールし、拡張ネットワーキングを有効に
するように enaSupport インスタンス属性を設定する必要があります。この属性は、サポートされるイン
スタンスタイプにおいて、ENA ドライバーがインストールされている場合のみ有効にできます。詳細につ
いては、拡張ネットワークのサポート (p. 1269) を参照してください。

拡張ネットワーキングを有効にするには
1.

インスタンスに接続してローカル管理者としてログインします。

2.

[Windows Server 2016 以降のみ] 以下の EC2Launch PowerShell スクリプトを実行して、ドライバー
のインストール後にインスタンスを設定します。
PS C:\> C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 Schedule

3.

インスタンスから、次のようにドライバーをインストールします。
a.

インスタンスに最新のドライバーをダウンロードします。

b.

zip アーカイブを展開します。

c.

install.ps1 PowerShell スクリプトを実行してドライバーをインストールします。

Note
実行ポリシーエラーが発生した場合は、ポリシーを Unrestricted に設定します (デ
フォルトでは、Restricted または RemoteSigned に設定されています)。コマンドラ
インで、Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted を実行し、次
に PowerShell スクリプト install.ps1 を再度実行します。
4.

ローカルコンピュータから、Amazon EC2 コンソールまたは次のいずれかのコマンドを使用して、イ
ンスタンスを停止します。stop-instances(AWS CLI/AWS CloudShell)、Stop-EC2Instance (AWS Tools
for Windows PowerShell) インスタンスを AWS OpsWorks で管理する場合、インスタンスの状態が同
期し続けるために、AWS OpsWorks コンソールでインスタンスを停止する必要があります。
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5.

次のように、インスタンスの ENA サポートを有効にします。
a.

ローカルコンピュータから、次のいずれかのコマンドを実行して、インスタンスの EC2 インスタ
ンス ENA サポート属性を確認します。属性が有効になっていない場合、出力は「[]」 または空白
です。EnaSupportはデフォルトで false に設定されます。
• describe-instances (AWS CLI/AWS CloudShell)
aws ec2 describe-instances --instance-ids instance_id --query
"Reservations[].Instances[].EnaSupport"

• Get-EC2InstanceTools for Windows PowerShell
(Get-EC2Instance -InstanceId instance-id).Instances.EnaSupport

b.

ENA サポートを有効にするには、次のいずれかのコマンドを実行します。
• modify-instance-attribute (AWS CLI/AWS CloudShell)
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id instance_id --ena-support

• Edit-EC2InstanceAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId instance_id -EnaSupport $true

インスタンスを再開するときに問題が発生した場合は、次のいずれかのコマンドを使用して ENA
サポートを無効にすることもできます。
• modify-instance-attribute (AWS CLI/AWS CloudShell)
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id instance_id --no-ena-support

• Edit-EC2InstanceAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId instance_id -EnaSupport $false

c.

前述のように describe-instances または Get-EC2Instance を使用して、属性が true に設定され
ていることを確認します。次のような出力が表示されます。
[
]

true

6.

ローカルコンピュータから、Amazon EC2 コンソールまたは次のいずれかのコマンドを使用して、
インスタンスを起動します。start-instances(AWS CLI/AWS CloudShell)、Start-EC2Instance (AWS
Tools for Windows PowerShell) インスタンスを AWS OpsWorks で管理する場合、インスタンスの状
態が同期し続けるために、AWS OpsWorks コンソールを使用してインスタンスを停止する必要があり
ます。

7.

インスタンスで、次のように ENA ドライバーがインストールされて有効であることを検証します。

8.

a.

ネットワークアイコンを右クリックして、[Open Network and Sharing Center] を選択します。

b.

イーサネットアダプター ([Ethernet 2] など) を選択します。

c.

[Details] を選択します。[Network Connection Details] で、[Description] が [Amazon Elastic
Network Adapter] であることを確認します。

(オプション) インスタンスから AMI を作成します。AMI は、インスタンスから enaSupport 属性を
継承します。したがって、この AMI を使用して、ENA がデフォルトで有効になっている別のインス
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タンスを起動できます。詳細については、カスタム Windows AMI を作成する (p. 135) を参照してく
ださい。

Amazon ENA ドライバーのバージョン
Windows AMI には、拡張ネットワーキングを有効にするために Amazon ENA ドライバーが含まれていま
す。
次の表に、Windows Server バージョンごとにダウンロードする ENA ドライバの各バージョンを示しま
す。
Windows Server バージョン

ENA ドライバーバージョン

Windows Server 2022

2.4.0 以降

Windows Server 2019

最新

Windows Server 2016

最新

Windows Server 2012 R2

最新

Windows Server 2012

最新

Windows Server 2008 R2

2.2.3 以前

次の表は、各リリースの変更をまとめたものです。
ドライバーのバー
ジョン

詳細

リリース日

2.4.0

新機能

2022 年 4 月 28 日

• Windows Server 2022 のサポートの追加
• Windows Server 2008 R2 のサポートの終了
• 低レイテンシーキューイング (LLQ) を常にオンに設定し
て、第 6 世代の Amazon EC2 インスタンスのパフォーマン
スを向上させてください。
バグ修正
• Windows (PCW) のパフォーマンスカウンター (PCW) シス
テムにネットワークパフォーマンスメトリクスを公開でき
ない問題を修正しました。
• レジストリキーの読み取り操作に発生するメモリリークを
修正しました。
• アダプターのリセット処理中に回復不能なエラーが発生し
た際に生じる、無限のリセットループを防止しました。
2.2.4

発表
ENA Windows ドライバーのバージョン 2.2.4 は、第 6 世代
EC2 インスタンスでパフォーマンスが低下する可能性があ
るため、ロールバックされました。次のいずれかの方法を使
用して、ドライバーをダウングレードすることをお勧めしま
す。
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ドライバーのバー
ジョン

詳細

リリース日

• 以前のバージョンをインストールする
1.
2.

この表のリンクから、以前のバージョンのパッケージ
をダウンロードします (バージョン 2.2.3)。
install.ps1 PowerShell インストールスクリプトを実行
します。

インストール前とインストール後の手順の詳細につ
いては、「Windows の拡張ネットワーキングの有効
化 (p. 1271)」を参照してください。

Amazon EC2 Systems Manager を使用して一括更新す
る
•

次のパラメータを使用して、SSM ドキュメント AWSConfigureAWSPackage を介して一括更新を実行し
ます。
• [Name] (名前): AwsEnaNetworkDriver
• バージョン: 2.2.3

2.2.3

新機能

2021 年 3 月 25 日

• 最大 400 Gbps インスタンスネットワーキングを備えた新
しい Nitro Card のサポートを追加します。
バグ修正
• ハードウェア応答不能の誤検出発生の原因となってい
た、ENA ドライバによるシステム時刻の変更とシステム時
刻クエリとの競合状態を修正します。
Windows ENA ドライババージョン 2.2.3 は、Windows
Server 2008 R2 をサポートする最後のバージョンです。現
時点で ENA を利用可能なインスタンスタイプは、引き続き
Windows Server 2008 R2 でサポートされ、ドライバをダウン
ロードすることができます。今後、Windows Server 2008 R2
をサポートするインスタンスタイプはリリースされません。
また、将来のインスタンスタイプに対し、Windows Server
2008 R2 イメージをインポートおよび移行して、起動するこ
とはできません。
2.2.2

新機能
• CloudWatch と、Windows コンシューマー用のパフォー
マンスカウンターを使用したネットワークアダプターのパ
フォーマンスメトリクスのクエリに対するサポートを追加
します。
バグ修正
• ベアメタルインスタンスでのパフォーマンスの問題が修正
されました。
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ドライバーのバー
ジョン

詳細

リリース日

2.2.1

新機能

2020 年 10 月 1 日

• ホストが Elastic Network Adapter にネットワークパフォー
マンスメトリクスをクエリできるようにするメソッドを追
加します。
2.2.0

新機能

2020 年 8 月 12 日

• 次世代ハードウェアタイプのサポートを追加しました。
• stop-hibernate から再開後のインスタンスの開始時間を短
縮し、誤検出の ENA エラーメッセージを排除しました。
パフォーマンスの最適化
• 受信トラフィックの処理を最適化しました。
• 低リソース環境での共有メモリ管理を改良しました。
バグ修正
• ドライバーのリセットに失敗するまれなシナリオで、ENA
デバイスの取り外し時のシステムクラッシュが解消されま
した。
2.1.5

バグ修正

2020 年 6 月 23 日

• ベアメタルインスタンスでときどき発生するネットワーク
アダプタの初期化エラーを修正します。
2.1.4

バグ修正
• ネットワークスタックから届く破損 LSO パケットメタデー
タに起因する接続問題が解消されました。
• すでに解放されているパケットメモリへのアクセスを生じ
させるまれな競合条件に起因するシステムクラッシュが解
消されました。

2.1.2

新機能

2019 年 11 月 25
日

2019 年 11 月 4 日

• OS が MAC ベースの UUID を生成できるように、ベンダー
ID レポートのサポートを追加しました。
バグ修正
• 初期化中の DHCP ネットワーク設定パフォーマンスを改善
しました。
• 最大送信単位 (MTU) が 4K を超える場合、インバウンド
IPv6 トラフィックの L4 チェックサムを適切に計算しま
す。
• ドライバの安定性の全般的な改善と軽微なバグの修正。
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詳細

リリース日

2.1.1

バグ修正

2019 年 9 月 16 日

• オペレーティングシステムから着信する高度にフラグメン
ト化された TCP LSO パケットの削除を防ぎます。
• IPv6 ネットワークの IPSec 内で、カプセル化セキュリティ
ペイロード (ESP) プロトコルを適切に処理します。
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ドライバーのバー
ジョン

詳細

リリース日

2.1.0

ENA Windows ドライバー v2.1 は、新しい ENA デバイス機
能を提供し、パフォーマンスの向上をもたらします。また、
複数の新機能を加え、安定性に関する複数の機能強化を行っ
ています。

2019 年 7 月 1 日

• 新機能
• Jumbo Frames 設定で標準化された Windows レジストリ
キーを使用。
• ENA ドライバープロパティ GUI を介した VLAN ID 設定
が可能。
• 復旧フローの改善
• 失敗を識別する機構を改善。
• 調整可能な復旧パラメータのサポートを追加。
• vCPU 数が 8 台を超える新しい EC2 インスタンスで I/O
キューを最大 32 個までサポート。
• ドライバーのメモリ占有領域を最大 90% 削減。
• パフォーマンスの最適化
• 転送パスのレイテンシーの短縮。
• 受信チェックサムオフロードのサポート。
• 負荷が大きいシステムのパフォーマンスの最適化 (ロック
機構の使用の最適化)。
• CPU 使用率を低減させて負荷時のシステム応答を改善す
るための機能強化。
• バグ修正
• 連続しない Tx ヘッダーの無効な解析に伴うクラッシュ
を修正。
• ベアメタルインスタンスにおける Elastic Network
Interface デタッチ中のドライバー v1.5 のクラッシュを修
正。
• IPv6 での LSO 疑似ヘッダーチェックサム計算エラーを
修正。
• 初期化の失敗時に起こり得るメモリリソースリークの修
正。
• IPv4 フラグメントの TCP/UDP チェックサムオフロード
を無効化。
• VLAN 設定の修正。VLAN の優先度のみを無効化すべき
ときに VLAN が間違って無効化されていました。
• イベントビューアーによるカスタムドライバーメッセー
ジの正しい解析を有効化。
• 無効なタイムスタンプ処理に伴うドライバーの初期化エ
ラーを修正。
• データ処理と ENA デバイス無効化との間の競合状態を修
正。
1.5.0

• 安定性の向上およびパフォーマンス修正。
• [Receive Buffers] は、ENA NIC の [Advanced Properties] で
最大 8192 に設定できるようになりました。
• デフォルトの [Receive Buffers] は 1000 です。
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詳細

リリース日

1.2.3

信頼性の修正が含まれ、Windows Server 2016 から Windows
Server 2008 R2 のサポート内容を統合します。

2018 年 2 月 13 日

1.0.9

信頼性の修正がいくつか含まれています。Windows Server
2008 R2 にのみ適用されます。他のバージョンの Windows
Server には推奨されません。

2016 年 12 月

1.0.8

初回リリース。Windows Server 2008 R2、Windows Server
2012 RTM、Windows Server 2012 R2、および Windows
Server 2016 用の AMI が含まれています。

2016年7月日

の通知のサブスクライブ
EC2 Windows ドライバーの新しいバージョンがリリースされたときには、Amazon SNS から通知を受け
取ることができます。このような通知をサブスクライブするには、以下の手順を使用します。

EC2 の通知をサブスクライブするには
1.

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

2.

ナビゲーションバーで、必要に応じて、リージョンを [米国東部 (バージニア北部)] に変更します。購
読する SNS 通知がこのリージョンにあるため、このリージョンを選択する必要があります。

3.

ナビゲーションペインで [Subscriptions] を選択します。

4.

[Create subscription] を選択します。

5.

[Create subscription] ダイアログボックスで、次の操作を行います。
a.

[TopicARN] では、次の Amazon リソースネーム (ARN) をコピーします。
arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-drivers

6.

b.

[プロトコル] で Email を選択します。

c.

[Endpoint] に、通知を受信するために使用できる E メールアドレスを入力します。

d.

[Create subscription] を選択します。

確認メールが送信されます。E メールを開き、指示に従ってサブスクリプションを完了します。

サブスクライバには、EC2 Windows ドライバーの新しいバージョンがリリースされるたびに、通知が送信
されます。通知が不要になった場合は、次の手順で受信登録を解除します。

Amazon EC2 Windows ドライバー通知から受信登録を解除するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Subscriptions] を選択します。

3.

サブスクリプションのチェックボックスを選択し、[アクション]、[サブスクリプションの削除] を選択
します。確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。

Windows インスタンスで Intel 82599 VF インター
フェイスを使用した拡張ネットワーキングの有効化
Amazon EC2 は Intel 82599 VF インターフェイスを通じて拡張ネットワーキング機能を提供しますが、こ
の機能では Intel ixgbevf ドライバーを使用します。
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要件
Intel 82599 VF インターフェイスを使用した拡張ネットワーキングを準備するには、次のようにインスタ
ンスをセットアップします。
• サポートされているインスタンスタイプ C3、C4、D2、I2、M4 (m4.16xlarge を除く)、R3 から選択
します。
• 64 ビット HVM AMI からインスタンスを起動します。Windows Server 2008 および Windows Server
2003 では、拡張ネットワーキングを有効にできません。Windows Server 2012 R2 および Windows
Server 2016 以降の AMI では、拡張ネットワーキングが既に有効になっています。Windows Server
2012 R2 にはインテルドライバー 1.0.15.3 が含まれており、Pnputil.exe ユーティリティを使用してその
ドライバーを最新のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
• インスタンスがインターネットに接続されていることを確認します。
• 選択した任意のコンピュータ、できればローカルのデスクトップまたはノートパソコンで、AWS
Management Console から AWS CloudShell を使用するか、AWS CLI もしくは AWS Tools for Windows
PowerShell をインストールして設定します。詳細については、「Amazon EC2 へのアクセス (p. 3)」も
しくは AWS CloudShell ユーザーガイドを参照してください。拡張ネットワーキングは、Amazon EC2
コンソールから管理することはできません。
• 保持する必要がある重要なデータがインスタンスにある場合、インスタンスから AMI を作成してその
データをバックアップする必要があります。sriovNetSupport 属性を有効にするとともに、カーネ
ルおよびカーネルモジュールを更新すると、互換性のないインスタンスがレンダリングされたり、オペ
レーティングシステムに接続できなくなったりする可能性があります。最近のバックアップがある場合
は、これが発生してもデータは保持されます。

拡張ネットワーキングが有効化されているかどうかのテスト
ドライバーがインスタンスにインストールされており、sriovNetSupport 属性が設定されている場合
は、Intel 82599 VF インターフェイスを使用した拡張ネットワーキングが既に有効になっています。
ドライバー
ドライバーがインストールされていることを確認するには、インスタンスに接続し、デバイス マネー
ジャーを開きます。「Intel(R) 82599 Virtual Function」が [ネットワーク アダプター] の下に表示されてい
ることを確認します。
インスタンス属性 (sriovNetSupport)
インスタンスに拡張ネットワーキングの sriovNetSupport 属性が設定されているかどうかを確認するに
は、次のいずれかのコマンドを使用します。
• describe-instance-attribute (AWS CLI/AWS CloudShell)
aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id instance_id --attribute sriovNetSupport

• Get-EC2InstanceAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId instance-id -Attribute sriovNetSupport
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属性が設定されていない場合、SriovNetSupport は空です。属性が設定されている場合、以下の出力例
に示すように、値は simple です。
"SriovNetSupport": {
"Value": "simple"
},

イメージ属性 (sriovNetSupport)
AMI に拡張ネットワーキングの sriovNetSupport 属性がすでに設定されているかどうかを確認するに
は、次のいずれかのコマンドを使用します。
• describe-images (AWS CLI/AWS CloudShell)
aws ec2 describe-images --image-id ami_id --query "Images[].SriovNetSupport"

• Get-EC2Image (AWS Tools for Windows PowerShell)
(Get-EC2Image -ImageId ami-id).SriovNetSupport

属性が設定されていない場合、SriovNetSupport は空です。属性が設定されている場合、値は simple
です。

Windows での拡張ネットワーキングの有効化
インスタンスを起動し、すでに拡張ネットワーキングが有効になっていない場合、必要なネットワーク
アダプタードライバーをダウンロードしてインスタンスにインストールし、拡張ネットワーキングを有
効にするように sriovNetSupport インスタンス属性を設定する必要があります。この属性を有効にで
きるのは、サポートされるインスタンスタイプのみです。詳細については、拡張ネットワークのサポー
ト (p. 1269) を参照してください。

Important
Windows AMI の最新バージョンのインテルドライバーを確認するには、「AWS Windows AMI
バージョンの詳細 (p. 46)」を参照してください。

Warning
拡張ネットワーキング属性は、いったん有効にすると無効にする方法はありません。

拡張ネットワーキングを有効にするには
1.

インスタンスに接続してローカル管理者としてログインします。

2.

[Windows Server 2016 以降] 以下の EC2Launch PowerShell スクリプトを実行し、ドライバーがイン
ストールされたらインスタンスを設定します。
PS C:\> C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 Schedule

Important
管理者パスワードは、インスタンス初期化 EC2Launch スクリプトを有効にするとリセット
されます。初期化タスクの設定で指定することで、管理者パスワードのリセットを無効に
するように設定ファイルを変更できます。パスワードのリセットを無効にする手順について
は、初期化タスクの設定 (p. 693) を参照してください。
3.

インスタンスから、OS 用の Intel ネットワークアダプタードライバーをダウンロードします。
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Note
接続の問題を回避するには、Intel Network Adapter のドライバーリリース 26.6 以降をインス
トールしないことをお勧めします。
• Windows Server 2019 Server バージョン 1809 以降を含む*
「ダウンロードページ」と「Wired_driver_version_x64.zip のダウンロード」を見てくださ
い。
• Windows Server 2016 Server バージョン 1803 以前を含む*
「ダウンロードページ」と「Wired_driver_version_x64.zip のダウンロード」を見てくださ
い。
• [Windows Server 2012 R2
「ダウンロードページ」と「Wired_driver_version_x64.zip のダウンロード」を見てくださ
い。
• Windows Server 2012
「ダウンロードページ」と「Wired_driver_version_x64.zip のダウンロード」を見てくださ
い。
• Windows Server 2008 R2
「ダウンロードページ」と「PROWinx64Legacy.exe のダウンロード」を見てください。
*Server バージョン 1803 以前および 1809 以降は、Intel のドライバーおよびソフトウェアのページで
は特に扱われていません。
4.

OS 用の Intel ネットワークアダプタードライバーをインストールします。
• Windows Server 2008 R2
1. ダウンロードフォルダで、PROWinx64Legacy.exe ファイルを見つけて、名前を
PROWinx64Legacy.zip に変更します。
2. PROWinx64Legacy.zip ファイルの内容を展開します。
3. コマンドラインを開き、抽出されたフォルダに移動し、pnputil ユーティリティを使用して次
のコマンドを実行して、ドライバーストアで INF ファイルを追加およびインストールします。
C:\> pnputil -a PROXGB\Winx64\NDIS62\vxn62x64.inf

• Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012
1. ダウンロードフォルダで、Wired_driver_version_x64.zip ファイルの内容を展開します。
2. 抽出されたフォルダで、Wired_driver_version_x64.exe ファイルを見つけて、名前を
Wired_driver_version_x64.zip に変更します。
3. Wired_driver_version_x64.zip ファイルの内容を展開します。
4. コマンドラインを開き、抽出されたフォルダに移動し、pnputil ユーティリティを使用して次
のコマンドのいずれかを実行して、ドライバーストアで INF ファイルを追加およびインストール
します。
• Windows Server 2019
C:\> pnputil -i -a PROXGB\Winx64\NDIS68\vxn68x64.inf

• Windows Server 2016
C:\> pnputil -i -a PROXGB\Winx64\NDIS65\vxn65x64.inf
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• Windows Server 2012 R2
C:\> pnputil -i -a PROXGB\Winx64\NDIS64\vxn64x64.inf

• Windows Server 2012
C:\> pnputil -i -a PROXGB\Winx64\NDIS63\vxn63x64.inf

5.

ローカルコンピュータから、Amazon EC2 コンソールまたは次のいずれかのコマンドを使用して、
インスタンスを停止します。stop-instances (AWS CLI)、Stop-EC2Instance (AWS Tools for Windows
PowerShell) インスタンスを AWS OpsWorks で管理する場合、インスタンスの状態が同期し続けるた
めに、AWS OpsWorks コンソールでインスタンスを停止する必要があります。

6.

ローカルコンピュータから、次のいずれかのコマンドを使用して拡張ネットワーキングの属性を有効
化します。
• modify-instance-attribute (AWS CLI/AWS CloudShell)
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id instance_id --sriov-net-support
simple

• Edit-EC2InstanceAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId instance_id -SriovNetSupport "simple"

7.

(オプション) 「カスタム Windows AMI を作成する (p. 135)」の説明に従って、インスタンスから AMI
を作成します。AMI は、インスタンスから拡張ネットワーキング属性を継承します。このため、この
AMI を使用することで、拡張ネットワーキングがデフォルトで有効になっている別のインスタンスを
起動できます。

8.

ローカルコンピュータから、Amazon EC2 コンソールまたは次のいずれかのコマンドを使用して、
インスタンスを起動します。start-instances (AWS CLI)、Start-EC2Instance (AWS Tools for Windows
PowerShell) インスタンスを AWS OpsWorks で管理する場合、インスタンスの状態が同期し続けるた
めに、AWS OpsWorks コンソールでインスタンスを停止する必要があります。

オペレーティングシステムの最適化
ネットワーキングが拡張されたインスタンスで最大のネットワークパフォーマンスを実現するには、デ
フォルトのオペレーティングシステムの設定を変更する必要がある場合があります。高いネットワーク
パフォーマンスを必要とするアプリケーションには、次の設定変更をお勧めします。その他の最適化
(チェックサムオフロードをオンにして RSS を有効にするなど) は、公式の Windows AMI で既に行われて
います。

Note
TCP Chimney オフロードはほとんどのユースケースで無効にする必要があり、Windows Server
2016 では廃止されています。
これらのオペレーティングシステムの最適化に加えて、ネットワークトラフィックの最大送信単位 (MTU)
も考慮し、ワークロードとネットワークアーキテクチャーに応じて調整する必要があります。詳細につい
ては、EC2 インスタンスのネットワークの最大送信単位 (MTU) (p. 1299) を参照してください。
AWS では、99.9 パーセンタイルで 50us のクラスタープレイスメントグループで起動されたインスタンス
と 200us のテールレイテンシーの間のラウンドトリップレイテンシーを定期的に測定しています。アプリ
ケーションで一貫して低レイテンシーが必要な場合、Nitro System で構築された固定パフォーマンスイン
スタンスで最新バージョンの ENA ドライバーを使用することをお勧めします。
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RSS CPU アフィニティを設定する
受信側スケーリング (RSS) は、複数のプロセッサにネットワークトラフィック CPU 負荷を分配するため
に使用されます。デフォルトでは、公式 Amazon Windows AMI は、RSS を有効にして設定され、RSS を
許可します。ENA ENI は最大 8 つの RSS キューを提供します。RSS キューやその他のシステム処理の
CPU アフィニティを定義することで、マルチコアシステムで CPU の負荷を分散することができ、より
多くのネットワークトラフィックを処理できます。vCPU が 16 を超えるインスタンスタイプでは、SetNetAdapterRSS PowerShell cmdlet (Windows Server 2012 以降から入手可能) を使用することをお勧め
します。これは、ブートプロセッサ (論理プロセッサ 0 と 1 の場合は論理プロセッサ 0 と 1) を手動で除外
します。さまざまなシステムコンポーネントとの競合を防ぐために、すべての ENI の RSS 設定からハイ
パースレッディングが有効になっています。
Windows はハイパースレッド対応で、単一の NIC の RSS キューが常に異なる物理
コアに配置されるようにします。したがって、ハイパースレッディングが無効になっ
ていない限り、他の NIC との競合を完全に防ぐために、各 NIC の RSS 設定が 16 個
の論理プロセッサの全体で分散されます。Set-NetAdapterRss cmdlet を使用する
と、BaseProcessorGroup、BaseProcessorNumber、MaxProcessingGroup、MaxProcessorNumber、お
よび NumaNode (オプション) の値を定義することによって、NIC ごとの有効な論理プロセッサの範囲を
定義できます。NIC 間の競合を完全に排除するのに十分な物理コアがない場合、ENI の予想されるワーク
ロードに応じて、ENI 範囲内の論理プロセッサの数を減らします（つまり、少量の管理ネットワーク ENI
には、割り当てられた RSS キューを多くは必要としない場合があります）。また、前記のように、さまざ
まなコンポーネントを CPU 0 で実行する必要があるため、十分な vCPU が利用可能な場合は、すべての
RSS 構成から除外することをお勧めします。
例えば、ハイパースレッディングが有効になっている 2 つの NUMA ノードを持つ 72 の vCPU インスタン
スに 3 つの ENI がある場合、次のコマンドは 2 つの CPU 間でネットワーク負荷を重複なく分散させ、コ
ア 0 の使用を完全に防ぎます。
Set-NetAdapterRss -Name NIC1 -BaseProcessorGroup 0 -BaseProcessorNumber 2 MaxProcessorNumber 16
Set-NetAdapterRss -Name NIC2 -BaseProcessorGroup 1 -BaseProcessorNumber 0 MaxProcessorNumber 14
Set-NetAdapterRss -Name NIC3 -BaseProcessorGroup 1 -BaseProcessorNumber 16 MaxProcessorNumber 30

これらの設定は各ネットワークアダプターに対して永続的であることに注意してください。インスタンス
の vCPU 数が異なるインスタンスにサイズ変更された場合は、有効になっている ENI ごとに RSS 設定を
再評価する必要があります。Set-NetAdapterRss cmdlet に関するマイクロソフトのドキュメントは、
こちらにあります。https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/netadapter/set-netadapterrss
SQL ワークロードに関する特記事項: 同じ CPU に対する I/O およびネットワークの競合を最小限に抑える
ために、ENI RSS 構成とともに I/O スレッドアフィニティ設定を確認することをお勧めします。「affinity
mask Server Configuration Option」を参照してください。

EC2 インスタンスのネットワークパフォーマンスをモ
ニタリングします。
Elastic Network Adapter (ENA) ドライバーは、有効になっているインスタンスからネットワークパフォー
マンスメトリクスを公開します。このようなメトリクスを使用して、インスタンスのパフォーマンスの問
題のトラブルシューティング、ワークロードに適したインスタンスサイズの選択、スケーリングアクティ
ビティの事前計画、およびアプリケーションのベンチマークにより、メトリクスがインスタンスで利用で
きるパフォーマンスを最大化するかどうかを判断できます。
Amazon EC2 は、インスタンスレベルでネットワーク最大値を定義し、インスタンスサイズ全体で一貫し
たネットワークパフォーマンスを含め、質の高いネットワークエクスペリエンスを実現します。AWS は、
各インスタンスに次の最大値を提供します。
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• 帯域幅機能 - 各 EC2 インスタンスには、インスタンスタイプとサイズに基づいて、集計したインバウ
ンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックの最大帯域幅があります。インスタンスの一部は、
ネットワーク I/O クレジットメカニズムを使用して、平均帯域幅使用率に基づいて、ネットワーク帯
域幅を割り当てます。また、Amazon EC2 には、AWS Direct Connect およびインターネットへのトラ
フィックに最大帯域幅があります。詳細については、「Amazon EC2 インスタンスのネットワーク帯域
幅 (p. 1266)」を参照してください。
• Packet-per-second (PPS) パフォーマンス - 各 EC2 インスタンスには、インスタンスタイプとサイズに
基づいて、最大 PPS パフォーマンスがあります。
• 追跡された接続 - セキュリティグループは、確立された各接続を追跡し、リターンパケットが期待どお
りに配信されることを確認します。インスタンスごとに追跡できる接続の最大数があります。詳細につ
いては、「セキュリティグループの接続の追跡 (p. 1472)」を参照してください。
• リンクローカルサービスアクセス - Amazon EC2 は、DNS サービス、インスタンスメタデータサービ
ス、Amazon Time Sync Service などのサービスへのトラフィックに対して、ネットワークインターフェ
イスごとに最大 PPS を提供します。
インスタンスのネットワークトラフィックが最大値を超えると、AWS はキューイングしてからネット
ワークパケットを低下させることによって、最大値を超えるトラフィックを形成します。ネットワーク
パフォーマンスメトリクスを使用して、トラフィックが最大値を超えるタイミングをモニタリングできま
す。これらのメトリクスは、ネットワークトラフィックへの影響、およびネットワークパフォーマンスの
問題の可能性をリアルタイムで通知します。
目次
• 要件 (p. 1284)
• ENA ドライバーのメトリクス (p. 1284)
• Windows インスタンスのネットワークパフォーマンスメトリクスを表示します。 (p. 1285)

要件
• ENA ドライバーバージョン 2.2.2 以降をインストールします。インストールされているバージョンを確
認するには、次のようにデバイスマネージャーを使用します。
1. devmgmt.msc を実行して、デバイスマネージャを開きます。
2. [Network Adapters] を展開します。
3. [Amazon Elastic Network Adapter]、[Properties] を選択します。
4. [Driver] タブで、[Driver Version] を探します。
ENA ドライバーをアップグレードするには、「拡張ネットワーキング (p. 1269)」を参照してくださ
い。
• これらのメトリクスを Amazon CloudWatch にインポートするには、CloudWatch エージェントをイン
ストールします。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「高度なネットワークメト
リクスの収集」を参照してください。

ENA ドライバーのメトリクス
ENA ドライバーは、次のメトリクスをリアルタイムでインスタンスに配信します。前回のドライバーのリ
セット以降に、各ネットワークインターフェイスでキューまたはドロップされたパケットの累積数を示し
ます。
メトリクス

説明

bw_in_allowance_exceeded

インバウンド集計帯域幅がインスタンスの最大値を超え
たためにキューまたはドロップされたパケットの数。
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メトリクス

説明

bw_out_allowance_exceeded

アウトバウンド集計帯域幅がインスタンスの最大値を超
えたためにキューまたはドロップされたパケットの数。

conntrack_allowance_exceeded

接続トラッキングがインスタンスの最大数を超え、新し
い接続を確立できなかったためにドロップされたパケッ
トの数。これにより、インスタンスとの間で送受信され
るトラフィックのパケット損失が発生する可能性があり
ます。

linklocal_allowance_exceeded

ローカルプロキシサービスへのトラフィックの PPS が
ネットワークインターフェイスの最大値を超えたために
ドロップされたパケットの数。これは、DNS サービス、
インスタンスメタデータサービス、および Amazon Time
Sync Service へのトラフィックに影響します。

pps_allowance_exceeded

双方向 PPS がインスタンスの最大値を超えたために
キューまたはドロップされたパケットの数。

Windows インスタンスのネットワークパフォーマンスメトリク
スを表示します。
Windows パフォーマンスカウンターの任意のコンシューマーを使用して、メトリクスを表示できま
す。EnaPerfCounters マニフェストに従って、データを解析できます。これは、パフォーマンスカウン
タープロバイダーとそのカウンターセットを定義する XML ファイルです。

マニフェストインストール
ENA ドライバー 2.2.2 以降を含む AMI を使用してインスタンスを起動した場合、または ENA ドライバー
2.2.2 のドライバーパッケージにインストールスクリプトを使用した場合、マニフェストは既にインストー
ルされています。マニフェストを手動でインストールするには、次の手順を実行します。
1.

次のコマンドを使用して、既存のマニフェストを削除します。
unlodctr /m:EnaPerfCounters.man

2.

マニフェストファイル EnaPerfCounters.man をドライバインストールパッケージから
%SystemRoot%\System32\drivers にコピーします。

3.

次のコマンドを使用して、新しいマニフェストをインストールします。
lodctr /m:EnaPerfCounters.man

パフォーマンスモニターを使用したメトリクスの表示
1.

パフォーマンスモニタを開きます。

2.

Ctrl+N キーを押して、新しいカウンターを追加します。

3.

リストから [ENA Packets Shaping] を選択します。

4.

モニタリングするインスタンスを選択し、[Add] を選択します。

5.

[OK] を選択します。
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プレイスメントグループ
新しい EC2 インスタンスを起動する場合、EC2 サービスは、相関性のエラーを最小限に抑えるために、
すべてのインスタンスが基盤となるハードウェアに分散されるようにインスタンスを配置します。プレイ
スメントグループを使用することで、ワークロードのニーズに対応するために独立したインスタンスのグ
ループのプレイスメントに影響を与えることができます。ワークロードのタイプに応じて、以下のいずれ
かのプレイスメント戦略によりプレイスメントグループを作成できます。
• クラスター – アベイラビリティーゾーン内でインスタンスをまとめます。この戦略により、ワークロー
ドは、HPC アプリケーションで典型的な緊密に組み合わされたノード間通信に必要な低レイテンシー
ネットワークパフォーマンスを実現できます。
• パーティション – インスタンスを複数の論理パーティションに分散させ、1 つのパーティション内のイ
ンスタンスのグループが基盤となるハードウェアを別のパーティション内のインスタンスのグループと
共有しないようにします。この戦略は、Hadoop、Cassandra、Kafka などの大規模な分散および複製
ワークロードで一般的に使用されます。
• スプレッド 相関性のエラーを減らすために、少数のインスタンスを基盤となるハードウェア全体に厳密
に配置します。
プレイスメントグループを作成するための料金は発生しません。

プレイスメントグループの戦略
プレイスメントグループは、次のいずれかのプレイスメント戦略を使用して作成できます。
目次
• クラスタープレイスメントグループ (p. 1286)
• パーティションプレイスメントグループ (p. 1287)
• スプレッドプレイスメントグループ (p. 1288)

クラスタープレイスメントグループ
クラスタープレイスメントグループは、単一のアベイラビリティーゾーン内のインスタンスを論理的にグ
ループ化したものです。クラスタープレイスメントグループは、同じリージョン内の複数のピア VPC にま
たがることができます。同じクラスタープレイスメントグループ内のインスタンスは、TCP/IP トラフィッ
クのフローあたりのスループット上限が高くなり、ネットワークの二分帯域幅の広い同じセグメントに配
置されます。
次の図は、クラスタープレイスメントグループに配置されたインスタンスを示しています。

1286

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
プレイスメントグループの戦略

低いネットワークレイテンシー、高いネットワークスループット、またはその両方からメリットを受ける
アプリケーションの場合は、クラスタープレイスメントグループの使用をお勧めします。また、ネット
ワークトラフィックの大部分がグループ内のインスタンス間で発生している場合にもお勧めします。プレ
イスメントグループで、最も低いレイテンシーと最も高いネットワークパフォーマンス (1 秒あたりパケッ
ト数) を実現するためには、拡張ネットワーキングをサポートするインスタンスタイプを選択します。詳
細については、「拡張ネットワーキング (p. 1268)」を参照してください。
インスタンスは、次の方法で起動することをお勧めします。
• 単一の起動リクエストを使用してプレイスメントグループ内で必要な数のインスタンスを起動する
か、またはプレイスメントグループでキャパシティ予約を作成してワークロード全体のキャパシティ
を予約します。詳細については、「クラスタープレイスメントグループでのキャパシティ予約の操
作 (p. 487)」を参照してください。
• プレイスメントグループ内のすべてのインスタンスに同じインスタンスタイプを使用します。
後でプレイスメントグループにさらにインスタンスを追加しようとした場合、またはプレイスメントグ
ループ内で複数のインスタンスタイプを起動しようとした場合、容量不足エラーが発生する可能性が高く
なります。
プレイスメントグループ内のインスタンスを停止して再起動しても、そのインスタンスは同じプレイスメ
ントグループ内で実行されます。ただし、クラスタープレイスメントグループでキャパシティ予約を使用
していない場合、キャパシティが不足するとインスタンスの開始は失敗します。
既にインスタンスを実行中のプレイスメントグループ内のインスタンスを起動するときに容量エラーを受
け取った場合は、プレイスメントグループ内のすべてのインスタンスを停止して開始し、もう一度起動を
試みてください。インスタンスを起動すると、すべてのリクエストしたインスタンスに応じた容量がある
ハードウェアにインスタンスが移行される場合があります。

パーティションプレイスメントグループ
パーティションプレイスメントグループは、アプリケーションに関連するハードウェア障害の頻度を軽減
するために役立ちます。パーティションプレイスメントグループを使用する場合、Amazon EC2 は各グ
ループをパーティションと呼ばれる論理的なセグメントに分割します。Amazon EC2 では、プレイスメン
トグループ内の各パーティションにそれぞれ一連のラックがあります。各ラックには独自のネットワーク
および電源があります。プレイスメントグループ内のパーティションどうしが同じラックを共有すること
はありません。これにより、アプリケーション内でのハードウェア障害による影響を隔離できます。
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次のイメージは、単一のアベイラビリティーゾーン内のパーティションプレイスメントグループのシンプ
ルな描写を示しています。ここでは、3 つのパーティション (パーティション 1、パーティション 2、パー
ティション 3) があるパーティションプレイスメントグループに配置されたインスタンスを示しています。
各パーティションは複数のインスタンスで構成されています。各パーティション内のインスタンスは、他
のパーティション内のラックを共有しないため、単一のハードウェア障害の影響は関連付けられたパー
ティションのみに留まります。

パーティションプレイスメントグループは、HDFS、HBase、Cassandra などの大規模な分散および複製
ワークロードを異なるラック間でデプロイするために使用できます。インスタンスをパーティションプレ
イスメントグループに起動すると、Amazon EC2 は、指定したパーティション数全体にインスタンスを均
等に分散しようとします。インスタンスを特定のパーティションに起動して、インスタンスの配置場所を
より細かく制御することもできます。
パーティションプレイスメントグループは、同じリージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンにパー
ティションを持つことができます。パーティションプレイスメントグループは、アベイラビリティーゾー
ンごとに最大 7 つのパーティションを持つことができます。パーティションプレイスメントグループで起
動できるインスタンス数の制限は、アカウントの制限のみです。
また、パーティションプレイスメントグループでは各パーティションが可視化されるため、どのインスタ
ンスがどのパーティションにあるかを確認できます。この情報は、HDFS、HBase、Cassandra などトポ
ロジー対応アプリケーションと共有できます。これらのアプリケーションはこの情報を利用してインテリ
ジェントなデータレプリケーションの決定を行い、データの可用性と耐久性を向上します。
パーティションプレイスメントグループでインスタンスを開始または起動し、リクエストを実行するため
の固有のハードウェアが不足している場合、そのリクエストは失敗します。Amazon EC2 では、時間の経
過とともに、より明確なハードウェアを利用できるようになるため、後でリクエストを再試行できます。

スプレッドプレイスメントグループ
スプレッドプレイスメントグループは、それぞれ異なるハードウェアに配置されるインスタンスのグルー
プです。
スプレッドプレイスメントグループは、少数の重要なインスタンスが互いに分離して保持される必要があ
るアプリケーションに推奨されます。スプレッドレベルのプレイスメントグループでインスタンスを起
動すると、インスタンスが同じ機器を共有するときに発生し得る同時障害のリスクが軽減されます。スプ
レッドレベルのプレイスメントグループは、異なるハードウェアへのアクセスを提供するため、長時間の
インスタンスタイプの混合やインスタンスの起動に適しています。
スプレッドプレイスメントグループでインスタンスを開始または起動し、リクエストを実行するための固
有のハードウェアが不足している場合、そのリクエストは失敗します。Amazon EC2 では、時間の経過
とともに、より明確なハードウェアを利用できるようになるため、後でリクエストを再試行できます。プ
レイスメントグループは、ラックまたはホスト全体でインスタンスを分散できます。ホストレベルのスプ
レッドプレイスメントグループは、AWS Outposts を使用する場合にのみ使用できます。
ラックスプレッドレベルのプレイスメントグループ
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次の図は、1 つのアベイラビリティーゾーン内の、スプレッドプレイスメントグループに配置された 7 つ
のインスタンスを示しています。7 つのインスタンスは、7 つの異なるラックに配置され、各ラックは独
自のネットワークおよび電源を備えています。

ラックスプレッドプレイスメントグループは、同じリージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンに分
散できます。ラックスプレッドレベルのプレイスメントグループについては、グループごとのアベイラビ
リティーゾーンごとに、最大 7 つの実行中のインスタンスを持つことができます。
ホストレベルのスプレッドプレイスメントグループ
ホストスプレッドレベルのプレイスメントグループは、AWS Outposts を使用する場合にのみ使用でき
ます。ホストスプレッドレベルのプレイスメントグループでは、Outposts ごとのインスタンスの実行
に制限はありません。詳細については、「the section called “AWS Outposts のプレイスメントグルー
プ” (p. 1298)」を参照してください。

プレイスメントグループのルールと制限
トピック
• 一般的なルールと制限 (p. 1289)
• クラスタープレイスメントグループのルールと制限 (p. 1289)
• パーティションプレイスメントグループのルールと制限 (p. 1290)
• スプレッドプレイスメントグループのルールと制限 (p. 1290)

一般的なルールと制限
プレイスメントグループを使用する前に、次のルールに注意してください｡
• リージョンごとにアカウントあたり、最大 500 個のプレイスメントグループを作成できます。
• プレイスメントグループには、リージョンの AWS アカウント内で固有の名前を付ける必要がありま
す。
• プレイスメントグループをマージすることはできません。
• インスタンスは、1 つのプレイスメントグループ内で一度に起動できます。複数のプレイスメントグ
ループにまたがることはできません。
• Zonal リザーブドインスタンス (p. 321)は、特定のアベイラビリティーゾーンのインスタンスに対して
キャパシティ予約を提供します。キャパシティーの予約で、プレイスメントグループ内のインスタンス
で使用できます｡ ただし、ゾーンレベルのリザーブドインスタンスを使用してプレイスメントグループ
のキャパシティーを明示的に予約することはできません。
• Dedicated Hosts をプレイスメントグループで起動することはできません。

クラスタープレイスメントグループのルールと制限
クラスタープレイスメントグループには、以下のルールが適用されます。
• 以下のインスタンスタイプがサポートされています。
• バーストパフォーマンス (p. 218)インスタンス (T2 など) を除く現世代 (p. 195)のインスタンス。
• 旧世代のインスタンス (p. 199):
A1、C3、cc2.8xlarge、cr1.8xlarge、G2、hs1.8xlarge、I2、R3。
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• クラスタープレイスメントグループを、複数のアベイラビリティーゾーンで設定することはできませ
ん。
• クラスタープレイスメントグループの 2 つのインスタンス間のトラフィックの最大ネットワークスルー
プット速度は、2 つのインスタンスのうち遅い方に制限されます。高スループットの要件があるアプリ
ケーションの場合、要件に適合するネットワーク接続を備えたインスタンスタイプを選択します。
• 拡張ネットワーキングに対して有効になっているインスタンスには、以下のルールが適用されます。
• クラスタープレイスメントグループ内のインスタンス間では、シングルフロートラフィックに最大
10 Gbps を使用できます。クラスタープレイスメントグループ内にないインスタンスは、シングルフ
ロートラフィックに最大 5 Gbps を使用できます。
• 同じリージョン内でのインスタンスと Amazon S3 バケットとの間では、パブリック IP アドレス空間
または VPC エンドポイントを介したトラフィックに、使用可能なすべてのインスタンスの集計帯域幅
を使用できます。
• 複数のインスタンスタイプをクラスタープレイスメントグループに起動できます。ただし、これにより
起動に成功するために必要な容量が使用可能になる可能性が低くなります。クラスタープレイスメント
グループ内ですべてのインスタンスで同じインスタンスタイプを使用することをお勧めします。
• インターネットへのネットワークトラフィックとオンプレミスリソースへの AWS Direct Connect 接続
は、5 Gbps に制限されます。

パーティションプレイスメントグループのルールと制限
パーティションプレイスメントグループには、以下のルールが適用されます。
• パーティションプレイスメントグループは、アベイラビリティーゾーンごとに最大 7 つのパーティショ
ンをサポートします。パーティションプレイスメントグループで起動できるインスタンス数の制限は、
アカウントの制限のみです。
• インスタンスをパーティションプレイスメントグループに起動すると、Amazon EC2 は、すべてのパー
ティションにインスタンスを均等に分散しようとします。Amazon EC2 では、すべてのパーティション
にインスタンスが均等に分散されるとは限りません。
• ハードウェア専有インスタンス を持つパーティションプレイスメントグループは、最大 2 つのパーティ
ションを持つことができます。
• [Capacity Reservations] (キャパシティー予約) を使用して、パーティションプレイスメントグループで
キャパシティを予約することはできません。

スプレッドプレイスメントグループのルールと制限
スプレッドプレイスメントグループには、以下のルールが適用されます。
• ラックスプレッドプレイスメントグループは、アベイラビリティーゾーンごとに最大 7 つの実行イン
スタンスをサポートします。例えば、3 つのアベイラビリティーゾーンがあるリージョンでは、グルー
プ内で合計 21 個のインスタンスを実行でき、各アベイラビリティーゾーンに 7 個のインスタンスがあ
ります。同じアベイラビリティーゾーンと同じスプレッドプレイスメントグループで 8 番目のインスタ
ンスを開始しようとすると、インスタンスは起動しません。アベイラビリティーゾーンに 7 個を超える
インスタンスが必要な場合は、複数のスプレッドプレイスメントグループを使用することをお勧めしま
す。複数のプレイスメントグループに分散しても、グループ間でインスタンスが分散されるとは限りま
せんが、グループごとの分散が確実になされるようにできるため、特定の障害クラスからの影響は制限
されます。
• ハードウェア専有インスタンス では、スプレッドプレイスメントグループはサポートされていません。
• ホストレベルのスプレッドプレイスメントグループは、AWS Outposts のプレイスメントグループでの
みサポートされます。ホストレベルのスプレッドプレイスメントグループを持つ実行中のインスタンス
の数に制限はありません。
• [Capacity Reservations] (キャパシティー予約) を使用して、スプレッドプレイスメントグループでキャ
パシティを予約することはできません。
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プレイスメントグループの操作
目次
• プレイスメントグループの作成 (p. 1291)
• プレイスメントグループのタグ付け (p. 1292)
• プレイスメントグループ内でインスタンスを起動する方法 (p. 1294)
• プレイスメントグループのインスタンスの説明 (p. 1295)
• インスタンスのプレイスメントグループの変更 (p. 1297)
• プレイスメントグループの削除 (p. 1298)

プレイスメントグループの作成
プレイスメントグループは、次のいずれかの方法で作成できます。
Console

コンソールを使用してプレイスメントグループを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[プレイスメントグループ]、[プレイスメントグループの作成] の順に選
択します。

3.
4.

グループの名前を指定します。
グループのプレイスメント方法を選択します。
• [Spread] (スプレッド) を選択する場合は、スプレッドレベルを選択します。
• ラック - 制限なし
• ホスト - Outposts のみ
• [パーティション] を選択した場合は、グループ内のパーティション数を指定します。

5.
6.

プレースメントグループにタグを付けるには、タグの追加 を選択してから、キーと値を入力しま
す。追加するタグごとに [Add tag] (タグを追加) を選択します。
[Create group] を選択します。

AWS CLI
AWS CLI を使用してプレイスメントグループを作成するには
create-placement-group コマンドを使用します。次の例では、cluster プレイスメント戦略を使用す
る、my-cluster という名前のプレイスメントグループを作成し、キー purpose と値 production
を持つタグを適用します。
aws ec2 create-placement-group --group-name my-cluster --strategy cluster --tagspecifications 'ResourceType=placement-group,Tags={Key=purpose,Value=production}'

AWS CLI を使用してパーティションプレイスメントグループを作成するには
create-placement-group コマンドを使用します。--strategy パラメータに値として partition を
指定し、--partition-count パラメータに必要なパーティション数を指定します。この例では、
パーティションプレイスメントグループは HDFS-Group-A という名で、パーティションは 5 つ作成
されています。
aws ec2 create-placement-group --group-name HDFS-Group-A --strategy partition -partition-count 5
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PowerShell
AWS Tools for Windows PowerShell を使用してプレイスメントグループを作成するには
New-EC2PlacementGroup コマンドを使用します。

プレイスメントグループのタグ付け
既存のプレイスメントグループを分類および管理しやすくするために、カスタムメタデータでタグ付けで
きます。タグの仕組みの詳細については、「Amazon EC2 リソースのタグ付け (p. 1874)」を参照してく
ださい。
プレイスメントグループにタグを付けると、プレイスメントグループに起動されたインスタンスは自動的
にタグ付けされなくなります。プレイスメントグループに起動されるインスタンスには、明示的にタグを
付ける必要があります。詳細については、インスタンスを起動するときのタグの追加 (p. 1883)を参照して
ください。
タグの表示、追加、および削除は、以下のいずれかの方法で行います。
Console

既存のプレイスメントグループのタグを表示、追加、または削除するには
1.
2.
3.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[Placement Groups] を選択します。
プレイスメントグループを選択し、[アクション]、[タグの管理] の順に選択します。

4.

[タグの管理] セクションには、プレイスメントグループに割り当てられているタグが表示されま
す。タグを追加または削除するには、次の操作を行います。
• タグを追加するには、[Add tag] を選択し、タグのキーと値を入力します。プレイスメントグ
ループごとに最大 50 個のタグを追加できます。詳細については、タグの制限 (p. 1879) を参照
してください。

5.

• タグを削除するには、削除するタグの横にある [Remove] を選択します。
[Save changes] を選択します。

AWS CLI
プレイスメントグループタグを表示するには
describe-tags コマンドを使用して、指定したリソースのタグを表示します。次の例では、すべてのプ
レイスメントグループのタグの説明を表示します。
aws ec2 describe-tags \
--filters Name=resource-type,Values=placement-group
{

"Tags": [
{
"Key": "Environment",
"ResourceId": "pg-0123456789EXAMPLE",
"ResourceType": "placement-group",
"Value": "Production"
},
{
"Key": "Environment",
"ResourceId": "pg-9876543210EXAMPLE",
"ResourceType": "placement-group",
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}

]

}

"Value": "Production"

describe-tags コマンドを使用し、ID を指定してプレイスメントグループのタグを表示することもでき
ます。次の例では、pg-0123456789EXAMPLE のタグの説明を表示します。
aws ec2 describe-tags \
--filters Name=resource-id,Values=pg-0123456789EXAMPLE

{

}

"Tags": [
{
"Key": "Environment",
"ResourceId": "pg-0123456789EXAMPLE",
"ResourceType": "placement-group",
"Value": "Production"
}
]

プレイスメントグループの説明を表示して、プレイスメントグループのタグを表示することもできま
す。
describe-placement-groups コマンドを使用して、指定したプレイスメントグループの設定を表示しま
す。この設定には、プレイスメントグループに指定されたタグがすべて含まれます。
aws ec2 describe-placement-groups \
--group-name my-cluster

{

}

"PlacementGroups": [
{
"GroupName": "my-cluster",
"State": "available",
"Strategy": "cluster",
"GroupId": "pg-0123456789EXAMPLE",
"Tags": [
{
"Key": "Environment",
"Value": "Production"
}
]
}
]

AWS CLI を使用して既存のプレイスメントグループにタグを付けるには
create-tags コマンドを使用して、既存のリソースにタグ付けできます。次の例では、既存のプレイス
メントグループに Key=Cost-Center および Value=CC-123 のタグが付けられています。
aws ec2 create-tags \
--resources pg-0123456789EXAMPLE \
--tags Key=Cost-Center,Value=CC-123

AWS CLI を使用してタグをプレイスメントグループから削除するには
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delete-tags コマンドを使用して、既存のリソースからタグを削除できます。例については、AWS CLI
コマンドリファレンスの「例」を参照してください。
PowerShell
プレイスメントグループタグを表示するには
Get-EC2Tag コマンドを使用します。
特定のプレイスメントグループのタグの説明を表示するには
Get-EC2PlacementGroup コマンドを使用します。
既存のプレイスメントグループ名にタグを付けるには
New-EC2Tag コマンドを使用します。
プレイスメントグループからタグを削除するには
Remove-EC2Tag コマンドを使用します。

プレイスメントグループ内でインスタンスを起動する方法
プレイスメントグループのルールと制限が満たされている場合 (p. 1289)、次のいずれかの方法を使用して
プレイスメントグループ内でインスタンスを起動できます。
New Console

コンソールを使用してプレイスメントグループにインスタンスを起動するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

EC2 コンソールダッシュボードから、[Launch instance] (インスタンスを起動する) ボックス
内で [Launch instance] (インスタンスを起動する) を選び、表示されるオプションから [Launch
instance] (インスタンスを起動する) を選びます。指示どおりにフォームを完了し、次の操作を行
うように注意します。
• [Instance type] (インスタンスタイプ) で、プレイスメントグループに起動できるインスタンス
タイプを選択します。
• [Summary] (概要) ボックスの [Number of instances] (インスタンスの数) で、このプレイスメン
トグループで必要なインスタンスの総数を入力します。これは、後でプレイスメントグループ
にインスタンスを追加できない場合があるためです。
• [Advanced details] (高度な詳細) の [Placement group name] (プレイスメントグループ名) で、
インスタンスを新規または既存のプレイスメントグループに追加することを選択できます。
パーティション戦略のあるプレイスメントグループを選択する場合は、[Target partition] (ター
ゲットパーティション) で、インスタンスを起動するパーティションを選択します。

Old Console

コンソールを使用してプレイスメントグループにインスタンスを起動するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

EC2 コンソールダッシュボードから、[Launch instance] (インスタンスを起動する) ボックス
内で [Launch instance] (インスタンスを起動する) を選び、表示されるオプションから [Launch
instance] (インスタンスを起動する) を選びます。指示どおりにウィザードを完了し、次の操作を
行うように注意します。
• [Choose an Instance Type] ページはで、プレイスメントグループ内で起動できるインスタンス
タイプを選択します。
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• [Configure Instance Details (インスタンスの詳細を設定)] ページでは、以下のフィールドがプレ
イスメントグループに適用できます。
• [インスタンス数] で、このプレイスメントグループ内で必要なインスタンスの総数を入力し
ます。これは、後でプレイスメントグループにインスタンスを追加できない場合があるため
です。
• [Placement group (プレイスメントグループ)] で、[インスタンスをプレイスメントグループ
に追加します] チェックボックスを選択します。このページに [プレイスメントグループ] が
表示されない場合は、選択したインスタンスタイプがプレイスメントグループ内で起動でき
るタイプであることを確認してください。それ以外の場合、このオプションは使用できませ
ん。
• [プレイスメントグループ名] で、既存のプレイスメントグループあるいは作成した新しいプ
レイスメントグループのどちらにインスタンスを追加するかを選択します。
• [プレイスメントグループ戦略] では、適切な戦略を選択します。[partition] (パーティション)
を選択した場合は、[Target partition] (ターゲットパーティション) で [Auto distribution] を選
択し、Amazon EC2 により、グループ内のすべてのパーティションにインスタンスをできる
だけ均等に分散します。または、インスタンスを起動するパーティションを指定します。
AWS CLI
AWS CLI を使用してプレイスメントグループ内でインスタンスを起動するには
run-instances コマンドを使用し、--placement "GroupName = my-cluster" パラメータを使用
してプレイスメントグループ名を指定します。次の例で、プレイスメントグループ名は my-cluster
です。
aws ec2 run-instances --placement "GroupName = my-cluster"

AWS CLI を使用してパーティションプレイスメントグループの特定のパーティション内でインスタン
スを起動するには
run-instances コマンドを使用して、--placement "GroupName = HDFS-Group-A,
PartitionNumber = 3" パラメータを使用するグループプレイスメントグループ名とパーティショ
ンを指定します。この例では、パーティションプレイスメントグループは HDFS-Group-A という名
で、パーティション数は 3 です。
aws ec2 run-instances --placement "GroupName = HDFS-Group-A, PartitionNumber = 3"

PowerShell
AWS Tools for Windows PowerShell を使用してプレイスメントグループ内でインスタンスを起動する
には
New-EC2Instance コマンドを使用し、-Placement_GroupName パラメータを使用してプレイスメン
トグループ名を指定します。

プレイスメントグループのインスタンスの説明
次のいずれかの方法を使用して、インスタンスのプレイスメント情報を表示できます。AWS CLI を使用し
て、パーティション番号でパーティションプレイスメントグループをフィルターすることもできます。
Console

コンソールを使用してインスタンスのプレイスメントグループとパーティション番号を表示す
るには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.
4.

インスタンスを選択します。
[Details] (詳細) タブの [Host and placement group] (ホストとプレイスメントグループ) で、
[Placement group] (プレイスメントグループ) を見つけます。プレイスメントグループにインス
タンスがない場合、フィールドは空になります。それ以外の場合は、プレイスメントグループの
名前が含まれます。プレイスメントグループがパーティションプレイスメントグループの場合、
[Partition number (パーティション番号)] にはインスタンスのパーティション番号が含まれます。

AWS CLI
AWS CLI を使用してパーティションプレイスメントグループのインスタンスのパーティション番号を
表示するには
describe-instancesコマンドを使用して --instance-id パラメータを指定します。
aws ec2 describe-instances --instance-id i-0123a456700123456

レスポンスにはプレイスメント情報が含まれています。この情報にはインスタンスのプレイスメント
グループ名とパーティション番号が含まれます。
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-east-1c",
"GroupName": "HDFS-Group-A",
"PartitionNumber": 3,
"Tenancy": "default"
}

AWS CLI を使用して特定のパーティションプレイスメントグループとパーティション番号のインスタ
ンスをフィルターするには
describe-instances コマンドを使用して、--filters および placement-group-name フィルター
を持つ placement-partition-number パラメータを指定します。この例では、パーティションプ
レイスメントグループは HDFS-Group-A という名で、パーティション数は 7 です。
aws ec2 describe-instances --filters "Name = placement-group-name, Values = HDFS-GroupA" "Name = placement-partition-number, Values = 7"

レスポンスは、指定されたプレイスメントグループ内の指定されたパーティション内にあるすべての
インスタンスをリストします。次の出力例は、返されたインスタンスのインスタンス ID、インスタン
スタイプ、および配置情報のみを示しています。
"Instances": [

{

"InstanceId": "i-0a1bc23d4567e8f90",
"InstanceType": "r4.large",
},
"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-east-1c",
"GroupName": "HDFS-Group-A",
"PartitionNumber": 7,
"Tenancy": "default"
}

{

"InstanceId": "i-0a9b876cd5d4ef321",
"InstanceType": "r4.large",
},
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],

"Placement": {
"AvailabilityZone": "us-east-1c",
"GroupName": "HDFS-Group-A",
"PartitionNumber": 7,
"Tenancy": "default"
}

インスタンスのプレイスメントグループの変更
インスタンスのプレイスメントグループは、次のいずれかの方法で変更できます。
• 既存のインスタンスをプレイスメントグループに移動する
• プレイスメントグループ間でインスタンスを移動する
• プレイスメントグループからインスタンスを削除する
インスタンスを移動または削除する前に、インスタンスを stopped 状態にする必要があります。
インスタンスを移動または削除するには、AWS CLI または AWS SDK を使用できます。
AWS CLI

AWS CLI を使用してプレイスメントグループにインスタンスを移動するには
1.
2.

stop-instances コマンドを使用して、インスタンスを停止します。
modify-instance-placement コマンドを使用し、インスタンスの移動先のプレイスメントグループ
の名前を指定します。
aws ec2 modify-instance-placement --instance-id i-0123a456700123456 --groupname MySpreadGroup

3.

start-instances コマンドを使用してインスタンスを起動します。

PowerShell

AWS Tools for Windows PowerShell を使用してプレイスメントグループにインスタンスを移
動するには
1.

Stop-EC2Instance コマンドを使用してインスタンスを停止します。

2.

Edit-EC2InstancePlacement コマンドを使用し、インスタンスの移動先のプレイスメントグルー
プの名前を指定します。

3.

Start-EC2Instance コマンドを使用してインスタンスを起動します。

AWS CLI

AWS CLI を使用してプレイスメントグループからインスタンスを削除するには
1.
2.

stop-instances コマンドを使用して、インスタンスを停止します。
modify-instance-placement コマンドを使用し、プレイスメントグループ名に空の文字列を指定し
ます。
aws ec2 modify-instance-placement --instance-id i-0123a456700123456 --group-name ""
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3.

start-instances コマンドを使用してインスタンスを起動します。

PowerShell

AWS Tools for Windows PowerShell を使用してプレイスメントグループからインスタンスを
削除するには
1.
2.
3.

Stop-EC2Instance コマンドを使用してインスタンスを停止します。
Edit-EC2InstancePlacement コマンドを使用し、プレイスメントグループ名に空の文字列を指定
します。
Start-EC2Instance コマンドを使用してインスタンスを起動します。

プレイスメントグループの削除
プレイスメントグループを交換する必要がある場合、または不要になった場合は､そのプレイスメントグ
ループを削除できます。プレイスメントグループを削除するには、次のいずれかの方法を使用できます。
要件
削除するプレイスメントグループにはインスタンスが含まれていないことが必要です。プレイスメントグ
ループ内で起動したすべてのインスタンスを終了 (p. 581)し、インスタンスを別のプレイスメントグルー
プに移動 (p. 1297)するか、プレイスメントグループから削除 (p. 1297)することができます。
Console

コンソールを使用してプレイスメントグループを削除するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[Placement Groups] を選択します。

3.
4.

プレイスメントグループを選択し、[Actions (アクション)]、[Delete (削除)] の順に選択します。
確認を求められたら、「Delete」と入力し、[削除] を選択します。

AWS CLI
AWS CLI を使用してプレイスメントグループを削除するには
delete-placement-group コマンドを使用し、削除するプレイスメントグループの名前を指定します。
次の例で、プレイスメントグループ名は my-cluster です。
aws ec2 delete-placement-group --group-name my-cluster

PowerShell
AWS Tools for Windows PowerShell を使用してプレイスメントグループを削除するには
Remove-EC2PlacementGroup コマンドを使用してプレイスメントグループを削除します。

AWS Outposts のプレイスメントグループ
AWS Outposts は、AWS のインフラストラクチャ、サービス、API、ツールをお客様のオンプレミスまで
拡張するフルマネージドサービスです。AWS は、AWS Outposts マネージドインフラストラクチャへの
ローカルアクセスを提供することで、AWS リージョンと同じプログラミングインターフェイスを使用して
オンプレミスでアプリケーションを構築して実行できるようにします。同時に、コンピューティングとス
トレージのローカルリソースを使用して、レイテンシーを短縮し、ローカルのデータ処理ニーズに対応し
ます。
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Outpost とは、お客様のサイトにデプロイされる AWS のコンピューティングおよびストレージキャパシ
ティーのプールです。AWS は、AWS リージョンの一部としてこのキャパシティーを運営、監視、管理し
ます。
ユーザーは、自分のアカウントで作成した Outposts にプレイスメントグループを作成できます。これによ
り、自分のサイトにある Outpost において、基盤となるハードウェア全体でインスタンスを分散できるよ
うになります。通常のアベイラビリティーゾーンでプレイスメントグループを作成して使用するのと同じ
方法で、Outposts でプレイスメントグループを作成して使用します。Outpost で分散戦略を使用してプレ
イスメントグループを作成する場合、プレイスメントグループがホストまたはラック全体でインスタンス
を分散するように選択できます。ホスト全体でインスタンスを分散すると、単一ラックの Outpost で分散
戦略を使用できます。
前提条件
Outpost は、自分のサイトにインストールする必要があります。詳細については、AWS Outposts ユーザー
ガイドの「Outpost を作成し、Outpost 容量を注文する」を参照してください。

Outpost でプレイスメントグループを使用するには
1.

Outpost にサブネットを作成します。詳細については、AWS Outposts ユーザーガイドの「サブネット
の作成」を参照してください。

2.

Outpost の関連付けられたリージョンでプレイスメントグループを作成します。スプレッド戦略を使
用してプレイスメントグループを作成する場合は、ホストまたはラックのスプレッドレベルを選択し
て、Outpost の基盤となるハードウェア全体にグループがインスタンスを分散する方法を決定できま
す。詳細については、「the section called “プレイスメントグループの作成” (p. 1291)」を参照してく
ださい。

3.

プレイスメントグループにインスタンスを起動します。[Subnet] (サブネット) には、ステップ 1 で作
成したサブネットを選択し、[Placement group name] (プレイスメントグループ名) には、ステップ
2 で作成したプレイスメントグループを選択します。詳細については、AWS Outposts ユーザーガイ
ドの、「Outposts でインスタンスを起動する」を参照してください。

EC2 インスタンスのネットワークの最大送信単位
(MTU)
ネットワーク接続の最大送信単位 (MTU) とは、接続を介して渡すことができる最大許容パケットサイズ
(バイト単位) です。接続の MTU が大きいほど、より多くのデータを単一のパケットで渡すことができま
す。イーサネットフレームは、パケット (送信している実際のデータ) とそれを囲むネットワークオーバー
ヘッド情報で構成されています。
イーサネットフレームの形式はさまざまで、最も一般的な形式は、標準イーサネット v2 フレーム形式で
す。これはインターネットのほとんどでサポートされている最大のイーサネットパケットサイズである
1500 MTU をサポートします。インスタンスでサポートされている最大 MTU は、インスタンスタイプに
よって異なります。
Wavelength Zone にあるインスタンスには、次のルールが適用されます。
• 同じ Wavelength Zone 内の VPC で、あるインスタンスから別のインスタンスへ送られるトラフィック
の MTU は 1300 です。
• Wavelength Zone 内のキャリア IP を使用し、あるインスタンスから別のインスタンスへ送られるトラ
フィックの MTU は 1500 です。
• Wavelength Zone とパブリック IP アドレスを使用するリージョン間で、あるインスタンスから別のイン
スタンスへ送られるトラフィックの MTU は 1500 です。
• Wavelength Zone とプライベート IP アドレスを使用するリージョン間で、あるインスタンスから別のイ
ンスタンスへ送られるトラフィックの MTU は 1300 です。
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Linux インスタンスのネットワーク MTU 情報を表示するには、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイドガイド:「EC2 インスタンスのネットワークの最大送信単位 (MTU)」でこのページに切り替えま
す。
コンテンツ
• ジャンボフレーム (9001 MTU) (p. 1300)
• パス MTU 検出 (p. 1300)
• 2 つのホスト間のパス MTU の確認 (p. 1301)
• Windows インスタンスの MTU の確認および設定 (p. 1301)
• トラブルシューティング (p. 1303)

ジャンボフレーム (9001 MTU)
ジャンボフレームでは、パケットあたりのペイロードサイズを拡張し、パケットオーバーヘッド以外のパ
ケットの割合を高めることによって、1500 バイトを超えるデータを送信できます。同じ量の使用可能な
データを少ないパケットで送信することができます。ただし次の場合には、トラフィックの MTU は最大
1500 に制限されます。
• インターネットゲートウェイ経由のトラフィック
• リージョン間 VPC ピアリング接続経由のトラフィック
• VPN 接続経由のトラフィック
• EC2-Classic 用の特定の AWSリージョン外部にあるトラフィック
パケットが 1500 バイト以上ある場合は、フラグメント化されます。または、Don't Fragment フラグが
IP ヘッダーに設定されている場合は削除されます。
ジャンボフレームを、インターネットバウンドトラフィックや VPC を出るトラフィックに使用する場合に
は慎重に行ってください。パケットは中間システムによってフラグメント化されるため、このトラフィッ
クの速度が低下します。VPC 外に向かうトラフィックの速度を低下させずに VPC 内のジャンボ フレーム
を使用するには、ルートごとに MTU サイズを設定するか、または MTU サイズやルートの異なる複数の
Elastic ネットワークインターフェイスを使用します。
クラスタープレイスメントグループ内にコロケーションされたインスタンスでは、考えられる最大のネッ
トワークスループットの実現するうえでジャンボフレームが役立ちます。この場合は、ジャンボフレーム
を使用することが推奨されています。詳細については、プレイスメントグループ (p. 1286) を参照してく
ださい。
AWS Direct Connect を経由した VPC とオンプレミスのネットワーク間のトラフィックにはジャンボフ
レームを使用できます。詳細や、Jumbo Frame 機能を確認する方法については、AWS Direct Connect
ユーザーガイドの「ネットワーク MTU 設定」を参照してください。
すべての Amazon EC2 インスタンスタイプは 1500 MTU をサポートし、すべての現行世代のイン
スタンスタイプ (p. 203)はジャンボフレームをサポートします。次の前世代のインスタンスタイプ
は、A1、C3、G2、I2、M3、および R3 のジャンボフレームをサポートしています。
トランジットゲートウェイでサポートされる MTU サイズの詳細については、Amazon VPC トランジット
ゲートウェイの「MTU」を参照してください。

パス MTU 検出
2 つのデバイス間のパス MTU を判断するために、パス MTU 検出 (PMTUD) が使用されます。パス MTU
は、送信側ホストと受信側ホスト間のパスでサポートされている最大のパケットサイズです。2 つのホス
ト間のネットワークで MTU サイズに違いがある場合、PMTUD は、受信側ホストが ICMP メッセージで送
信側ホストに応答するのを可能にします。この ICMP メッセージは、送信側ホストがネットワークパスに
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沿って最低の MTU サイズを使用し、リクエストを再送信するように指示します。このネゴシエーション
がないと、リクエストが大きすぎて受信側ホストが受け取れないため、パケットドロップが発生する可能
性があります。
IPv4 の場合、ホストがパスに沿って送信するパケットが、受信側ホストの MTU、あるいはデバイスの
MTU よりも大きな場合、受信側ホストまたはデバイスはそのパケットをドロップし、次のような ICMP
メッセージ Destination Unreachable: Fragmentation Needed and Don't Fragment was
Set (タイプ 3、コード 4) を返します。このメッセージは送信側ホストに対し、ペイロードを複数の小さ
なパケットに分割し再送信することを指示します。
IPv6 プロトコルは、ネットワークのフラグメンテーションをサポートしていません。ホストがパスに沿っ
て送信するパケットが、受信側ホストの MTU、あるいはデバイスの MTU よりも大きな場合、受信側ホ
ストまたはデバイスはそのパケットをドロップし、次のような ICMP メッセージ ICMPv6 Packet Too
Big (PTB) (タイプ 2) を返します。このメッセージは送信側ホストに対し、ペイロードを複数の小さなパ
ケットに分割し再送信することを指示します。
デフォルトでは、セキュリティグループはインバウンド ICMP トラフィックを許可しません。ICMP イン
バウンドルールをセキュリティグループのために明示的に設定しない場合、PMTUD はブロックされま
す。ネットワーク ACL での ICMP ルールの設定の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「パ
ス MTU 検出」を参照してください。

Important
パス MTU 検出は、ジャンボフレームが一部のルーターによって破棄されないことを保証するも
のではありません。VPC のインターネットゲートウェイでは、最大 1500 バイトのパケットだけ
が転送されます。インターネットトラフィックでは、MTU が 1500 のパケットが推奨されていま
す。

2 つのホスト間のパス MTU の確認
mturoute.exe コマンドを使用して 2 つのホスト間のパス MTU を確認できます。このコマンドは、http://
www.elifulkerson.com/projects/mturoute.php からダウンロードしてインストールできます。

mturoute.exe を使用してパス MTU を確認するには
1.
2.
3.

http://www.elifulkerson.com/projects/mturoute.php から mturoute.exe をダウンロードします。
コマンドプロンプトウィンドウを開いて、mturoute.exe をダウンロードしたディレクトリに移動しま
す。
次のコマンドを使用して、EC2 インスタンスと別のホスト間のパス MTU を確認します。宛先として
DNS 名または IP アドレスを使用できます。宛先が別の EC2 インスタンスの場合、セキュリティグ
ループによりインバウンド UDP トラフィックが許可されていることを確認します。次の例では、EC2
インスタンスと www.elifulkerson.com の間のパス MTU を確認します。
.\mturoute.exe www.elifulkerson.com
* ICMP Fragmentation is not permitted. *
* Speed optimization is enabled. *
* Maximum payload is 10000 bytes. *
+ ICMP payload of 1472 bytes succeeded.
- ICMP payload of 1473 bytes is too big.
Path MTU: 1500 bytes.

この例では、パス MTU は 1500 です。

Windows インスタンスの MTU の確認および設定
一部のドライバでは、ジャンボフレームを使用し、それ以外のドライバには標準フレームサイズを使用す
るように設定されています。VPC 内のネットワークトラフィックにジャンボフレームを使用したり、イン
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ターネットトラフィックに標準フレームを使用したりしたい場合があります。いずれにしても、予想した
とおりにインスタンスが動作することを確認することをお勧めします。
インスタンスが Wavelength Zone で実行されている場合、MTU の最大値は 1300 です。

ENA ドライバー
ドライバーバージョン 1.5 以前の場合
デバイスマネージャまたは Set-NetAdapterAdvancedProperty コマンドを使用して、MTU 設定を変更でき
ます。
Get-NetAdapterAdvancedProperty コマンドを使用して現在の MTU 設定を取得するには、次のコマンドを
使用します。インターフェイス名 MTU のエントリを確認します。値 9001 は、ジャンボフレームが有効で
あることを示します。ジャンボフレームはデフォルトで無効化されています。
Get-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet"

次のようにジャンボフレームを有効にします。
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" -RegistryKeyword "MTU" -RegistryValue 9001

次のようにジャンボフレームを無効にします。
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" -RegistryKeyword "MTU" -RegistryValue 1500

ドライバーバージョン 2.1.0 以降の場合
デバイスマネージャまたは Set-NetAdapterAdvancedProperty コマンドを使用して、MTU 設定を変更でき
ます。
Get-NetAdapterAdvancedProperty コマンドを使用して現在の MTU 設定を取得するには、次のコマンドを
使用します。インターフェイス名 *JumboPacket のエントリを確認します。値 9015 は、ジャンボフレー
ムが有効であることを示します。ジャンボフレームはデフォルトで無効化されています。
Get-NetAdapterAdvancedProperty を実行するか、ワイルドカード (アスタリスク) を使用して、対応する
すべてのイーサネット名を検出します。
Get-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet*"

次のコマンドを実行し、クエリを実行するイーサネット名を含めます。
Get-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet"

次のようにジャンボフレームを有効にします。
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" -RegistryKeyword "*JumboPacket" RegistryValue 9015

次のようにジャンボフレームを無効にします。
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" -RegistryKeyword "*JumboPacket" RegistryValue 1514
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インテル SRIOV 82599 ドライバー
デバイスマネージャまたは Set-NetAdapterAdvancedProperty コマンドを使用して、MTU 設定を変更でき
ます。
Get-NetAdapterAdvancedProperty コマンドを使用して現在の MTU 設定を取得するには、次のコマンドを
使用します。インターフェイス名 *JumboPacket のエントリを確認します。値 9014 は、ジャンボフレー
ムが有効であることを示します。(MTU のサイズには、ヘッダーとペイロードが含まれる点に注意してく
ださい)。ジャンボフレームはデフォルトで無効化されています。
Get-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet"

次のようにジャンボフレームを有効にします。
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" -RegistryKeyword "*JumboPacket" RegistryValue 9014

次のようにジャンボフレームを無効にします。
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" -RegistryKeyword "*JumboPacket" RegistryValue 1514

AWS PV ドライバー
デバイスマネージャーを使用して MTU 設定を変更することはできませんが、netsh コマンドを使用して変
更することはできます。
次のコマンドを使用して、現在の MTU 設定を取得します。インターフェイスの名前は異なる場合があり
ます。出力では、"Ethernet"、"Ethernet 2"、または "Local Area Connection" という名前のエントリを探し
てください。ジャンボフレームを有効または無効にするには、インターフェイス名が必要です。値 9001
は、ジャンボフレームが有効であることを示します。
netsh interface ipv4 show subinterface

次のようにジャンボフレームを有効にします。
netsh interface ipv4 set subinterface "Ethernet" mtu=9001

次のようにジャンボフレームを無効にします。
netsh interface ipv4 set subinterface "Ethernet" mtu=1500

トラブルシューティング
ジャンボフレームを使用したときに EC2 インスタンスと Amazon Redshift クラスター間の接続に問題が
発生する場合は、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「クエリがハングしたようになる」を参照してくだ
さい。

仮想プライベートクラウド
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、AWS クラウドで論理的に分離された独自の
領域内に、仮想プライベートクラウド (VPC) と呼ばれる仮想ネットワークを定義できます。AWS のリ
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ソース (Amazon EC2 インスタンスなど) を VPC のサブネット内に作成できます。VPC は、お客様自身の
データセンターで運用されている従来のネットワークによく似ていますが、AWS からスケーラブルなイン
フラストラクチャを使用できるというメリットがあります。お客様の VPC はお客様が設定できます。IP
アドレスレンジの選択、サブネットの作成、ルートテーブル、ネットワークゲートウェイ、セキュリティ
の設定ができます。VPC のインスタンスをインターネットまたは独自のデータセンターに接続できます。

デフォルトの VPC
AWS アカウントを作成すると、各リージョンにデフォルト VPC が作成されます。デフォルトの VPC
は、設定済みですぐに使用できる VPC です。例えば、それぞれのデフォルトの VPC では、各アベイラビ
リティーゾーンがデフォルトのサブネットを持ちます。この VPC には、インターネットゲートウェイがア
タッチされ、メインルートテーブルでは、すべて (0.0.0.0/0) のトラフィックをインターネットゲートウェ
イに送信するルートが定義されています。または、必要に応じた独自の VPC を作成および設定をすること
ができます。

追加の VCP を作成する
以下の手順で、必要なサブネット、ゲートウェイ、ルーティング構成を持つ VPC を作成します。
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VPC を作成するには
1.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2.

[VPC の作成] を選択します。

3.

[Resources to create] (作成するリソース) で、[VPC only] (VPC など) を選択します。

4.

[名前タグの自動生成] に、VPC の名前を入力します。

5.

[IPv4 CIDR block] (IPv4 CIDR ブロック) の場合は、デフォルトの候補のままにするか、アプリケー
ションまたはネットワークが必要とする CIDR ブロックを入力します。

6.

[Number of Availability Zones] (アベイラビリティーゾーンの数) で [2] を選択すると、複数のアベイラ
ビリティーゾーンでインスタンスを起動して高可用性を確保できます。

7.

インスタンスをインターネットからアクセスできるようにするには、次のいずれかを実行します。
•

インスタンスをパブリックサブネットに配置できる場合は、[Number of public subnets] (パブリッ
クサブネットの数) に 0 以外の値を選択します。[DNS options] (DNS オプション) で両方のオプ
ションを選択したままにします。これは今すぐでも、後ででも、オプションでプライベートサブ
ネットを追加することができます。

•

インスタンスがプライベートサブネット内にある必要がある場合は、[Number of public subnets]
(パブリックサブネットの数) で [0] を選択します。[Number of private subnets] (プライベートサブ
ネットの数) には、必要に応じて数を選択します (使用可能な値は、アベイラビリティーゾーンご
とに 1 つまたは 2 つのプライベートサブネットに対応しています)。[NAT gateways] (NAT ゲート
ウェイ) の場合、両方のアベイラビリティーゾーンのインスタンスがアベイラビリティーゾーン
間で大量のトラフィックを送受信する場合は、[1 per AZ] (AZ ごとに 1 つ) を選択します。それ以
外の場合は、In 1 AZ (1 つの AZ で) を選択し、NAT ゲートウェイと同じアベイラビリティーゾー
ンでクロスゾーントラフィックを送受信するインスタンスを起動します。

8.

[Customize subnet CIDR blocks] (サブネット CIDR ブロックのカスタマイズ) を展開します。デフォ
ルトの候補をそのまま使用するか、各サブネットの CIDR ブロックに入力します。詳細について
は、Amazon VPC ユーザーガイドの「サブネットのサイズ設定」を参照してください。

9.

選択した内容に基づいて作成される VPC リソースが表示される [Preview] (プレビュー) ペインを確認
してください。

10. [VPC の作成] を選択します。

インスタンスからインターネットにアクセスする
VPC はパブリック IP アドレスと DNS ホスト名を割り当てるように設定され、メインルートテーブルに
は VPC にアタッチされたインターネットゲートウェイへのルートが設定されているため、デフォルトサブ
ネットで起動されたインスタンスは、インターネットにアクセスすることが可能です。
VPC で作成したサブネットについて以下のいずれかを実行して、これらのサブネットで起動したインスタ
ンスから、インターネットにアクセスできることを確認します。
• インターネットゲートウェイを設定します。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の
「Connect subnets to the internet using an internet gateway」(インターネットゲートウェイを使用して
サブネットをインターネットに接続する) を参照してください。
• パブリックな NAT ゲートウェイを設定します。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「プ
ライベートサブネットからインターネットにアクセスする」を参照してください。

インスタンスへの RDP アクセス
インスタンスに接続するには、ネットワークからインスタンスへの RDP トラフィックを承認する必要が
あります。インスタンスを起動するときはキーペアを指定し、インスタンスに接続するときは .pem ファ
イルを指定する必要があります。詳細については、「前提条件 (p. 591)」を参照してください。
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Windows Amazon Machine Image (AMI) のポートと
プロトコル
Windows Amazon マシンイメージ のワークロード別のポート、プロトコル、および手順を次の表に示しま
す。
コンテンツ
• AllJoyn ルーター (p. 1306)
• Cast to Device (p. 1307)
• コアネットワーキング (p. 1309)
• 配信の最適化 (p. 1338)
• Diag Track (p. 1339)
• DIAL プロトコルサーバー (p. 1339)
• Distributed File System (DFS) の管理 (p. 1339)
• ファイルとプリンターの共有 (p. 1340)
• ファイルサーバーのリモート管理 (p. 1343)
• ICMP v4 All (p. 1343)
• Microsoft Edge (p. 1343)
• Microsoft Media Foundation Network Source (p. 1344)
• マルチキャスト (p. 1344)
• リモートデスクトップ (p. 1345)
• Windows Device Management (p. 1347)
• Windows Feature Experience Pack (p. 1348)
• Windows Firewall Remote Management (p. 1348)
• Windows Remote Management (p. 1348)

AllJoyn ルーター
OS

ルール

説明

Windows
Server 2016

AllJoyn ルー
ター (TCP-In)

AllJoyn ルー
ター (TCP-Out)

Windows
Server 2019
Windows
Server 2022

AllJoyn ルー
ター (UDP-In)

ポート

プロトコル

方向

AllJoyn ルー
ローカル: 9955
タートラフィッ
クのインバウン ローカル: すべ
ドルール [TCP] て

TCP

Eclipse

AllJoyn ルー
タートラフィッ
クのアウトバ
ウンドルール
[TCP]

TCP

Out

UDP

Eclipse

ローカル: すべ
て
ローカル: すべ
て

AllJoyn ルー
ローカル: すべ
タートラフィッ て
クのインバウン
ドルール [UDP] ローカル: すべ
て
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OS

ルール

説明

AllJoyn ルー
AllJoyn ルー
ター (UDP-Out) タートラフィッ
クのアウトバ
ウンドルール
[UDP]

ポート

プロトコル

方向

ローカル: すべ
て

UDP

Out

プロトコル

方向

ローカル: すべ
て

Cast to Device
OS

ルール

説明

Windows
Server 2016

Cast to Device
機能 (qWaveTCP-In)

Quality
ローカル: 2177
Windows
ローカル: すべ
Audio Video
て
Experience
サービスの使
用を許可する
Cast to Device
機能のインバ
ウンドルール。
[TCP 2177]

TCP

Eclipse

Cast to Device
機能 (qWaveTCP-Out)

Quality
ローカル: すべ
Windows
て
Audio Video
リモート: 2177
Experience
サービスの使
用を許可する
Cast to Device
機能のアウトバ
ウンドルール
[TCP 2177]

TCP

Out

Cast to Device
機能 (qWaveUDP-In)

Quality
ローカル: 2177
Windows
ローカル: すべ
Audio Video
て
Experience
サービスの使
用を許可する
Cast to Device
機能のインバ
ウンドルール。
[UDP 2177]

UDP

Eclipse

Cast to Device
機能 (qWaveUDP-Out)

Quality
ローカル: すべ
Windows
て
Audio Video
リモート: 2177
Experience
サービスの使
用を許可する
Cast to Device
機能のアウトバ
ウンドルール
[UDP 2177]

UDP

Out

Windows
Server 2019
Windows
Server 2022

ポート
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OS

ルール

説明

ポート

プロトコル

方向

Cast to
Device SSDP
Discovery
(UDP-In)

SSDP を使用
した Cast to
Device ター
ゲットの検出を
許可するインバ
ウンドルール

ローカル:
Ply2Disc

UDP

Eclipse

Cast to Device
ストリー
ミングサー
バー (HTTPStreaming-In)

HTTP を使用
したストリー
ミングを許可
する Cast to
Device サー
バーのインバ
ウンドルール。
[TCP 10246]

ローカル:
10246

TCP

Eclipse

Cast to Device
ストリー
ミングサー
バー (RTCPStreaming-In)

RTSP および
RTP を使用し
たストリーミン
グを許可する
Cast to Device
サーバーのイ
ンバウンドルー
ル。[UDP]

ローカル: すべ
て

UDP

Eclipse

Cast to Device
ストリーミング
サーバー (RTPStreaming-Out)

RTSP および
RTP を使用し
たストリーミン
グを許可する
Cast to Device
サーバーのアウ
トバウンドルー
ル [UDP]

ローカル: すべ
て

UDP

Out

Cast to Device
ストリー
ミングサー
バー (RTSPStreaming-In)

RTSP および
RTP を使用し
たストリーミン
グを許可する
Cast to Device
サーバーのイ
ンバウンド
ルール。[TCP
23554, 23555,
23556]

ローカル:
TCP
235、542、355、523、556

Cast to Device
UPnP イベント
(TCP-In)

Cast to Device ローカル: 2869
ターゲットから
ローカル: すべ
の UPnP イベ
ントの受信を許 て
可するインバウ
ンドルール
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て
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て
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て

ローカル: すべ
て

Eclipse

ローカル: すべ
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TCP
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コアネットワーキング
Windows Server 2016, 2019, and 2022
OS

ルール

定義

Windows
Server 2016

Destination
Unreachable
(ICMPv6-In)

Windows
Server 2019

プロトコル

方向

Destination
Unreachable
(送信先に到達
できません) エ
ラーメッセー
ジは、パケッ
トが通過する
すべてのノー
ドから送信さ
れ、輻輳以外
の理由でパ
ケットを転送
できないこと
を示します。

ICMPv6

Eclipse

Destination
Unreachable
Fragmentation
Needed
(ICMPv4-In)

Destination
Unreachable
Fragmentation
Needed エ
ラーメッセー
ジは、パケッ
トが通過する
ノードから送
信されます。
これは、フ
ラグメンテー
ションが必要
であり、don't
fragment ビッ
トが設定され
ているため
にパケットを
転送できない
ことを示しま
す。

ICMPv4

Eclipse

コアネット
ワーキング DNS (UDPOut)

DNS リクエ
ストを許可す
るアウトバウ
ンドルール。
このルールに
一致するリク
エストに基づ
く DNS レス
ポンスは、送
信元アドレス
に関係なく許
可されます。
この動作は、
ルーズなソー

UDP

Out

Windows
Server 2022

ポート
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OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

UDP

Eclipse

UDP

Out

スマッピング
として分類さ
れます。
Dynamic Host
Configuration
Protocol
(DHCP-In)

ステートフ
ルな自動設
定の DHCP
(Dynamic Host
Configuration
Protocol) メッ
セージを許可
します。

ローカル: 68

Dynamic Host
Configuration
Protocol
(DHCP-Out)

ステートフ
ルな自動設
定の DHCP
(Dynamic Host
Configuration
Protocol) メッ
セージを許可
します。

ローカル: 68

Dynamic Host
Configuration
Protocol for
IPv6(DHCPV6In)

ステートフ
ローカル: 546
ルおよびス
リモート: 547
テートレス
な自動設定
の DHCPV6
(Dynamic Host
Configuration
Protocol for
IPv6) メッセー
ジを許可しま
す。

UDP

Eclipse

Dynamic Host
Configuration
Protocol for
IPv6(DHCPV6Out)

ステートフ
ローカル: 546
ルおよびス
リモート: 547
テートレス
な自動設定
の DHCPV6
(Dynamic Host
Configuration
Protocol for
IPv6) メッセー
ジを許可しま
す。

UDP

Out

コアネット
ワーキング グループポリ
シー (LSASSOut)

グループポリ
シーの更新
のリモート
LSASS トラ
フィックを許
可するアウト
バウンドルー
ル。

TCP

Out

1310

リモート: 67

リモート: 67

ローカル: すべ
て
ローカル: すべ
て

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

コアネット
ワーキング グループポリ
シー (NP-Out)

コアネット
ワーキング グループポリ
シー (NP-Out)

ローカル: すべ
て

TCP

Out

コアネット
ワーキング
- グループポ
リシー (TCPOut)

グループポリ
シーの更新の
リモート RPC
トラフィック
を許可するア
ウトバウンド
ルール。

ローカル: すべ
て

TCP

Out

Internet Group
Management
Protocol
(IGMP-In)

IGMP メッ
セージは、マ
ルチキャスト
グループを作
成、参加、お
よび開始する
ためにノード
で送受信され
ます。

2

Eclipse

コアネット
ワーキング Internet Group
Management
Protocol
(IGMP-Out)

IGMP メッ
セージは、マ
ルチキャスト
グループを作
成、参加、お
よび開始する
ためにノード
で送受信され
ます。

2

Out

コアネット
ワーキング
- IPHTTPS
(TCP-In)

IPHTTPS トン
ネリングテク
ノロジーによ
る HTTP プロ
キシとファイ
アウォール間
の接続を許可
するインバウ
ンド TCP ルー
ル。

ローカル:
IPHTPS

TCP

Eclipse

コアネット
ワーキング
- IPHTTPS
(TCP-Out)

IPHTTPS ト
ンネリングテ
クノロジーに
よる HTTP プ
ロキシとファ
イアウォール
間の接続を許
可するアウト
バウンド TCP
ルール。

ローカル: すべ
て

TCP

Out
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OS

ルール

定義

IPv6 (IPv6-In)

ポート

プロトコル

方向

ISATAP (IntraSite Automatic
Tunnel
Addressing
Protocol) およ
び 6to4 トンネ
リングサービ
スの IPv6 ト
ラフィックを
許可するため
に必要なイン
バウンドルー
ル。

41

Eclipse

IPv6 (IPv6Out)

ISATAP (IntraSite Automatic
Tunnel
Addressing
Protocol) およ
び 6to4 トンネ
リングサービ
スの IPv6 トラ
フィックを許
可するために
必要なアウト
バウンドルー
ル。

41

Out

Multicast
Listener Done
(ICMPv6-In)

Multicast
Listener Done
メッセージ
は、サブネッ
ト上の特定
のマルチキャ
ストアドレス
にメンバーが
残っていない
ことをローカ
ルルーターに
通知します。

ICMPv6

Eclipse

Multicast
Listener Done
(ICMPv6-Out)

Multicast
Listener Done
メッセージ
は、サブネッ
ト上の特定
のマルチキャ
ストアドレス
にメンバーが
残っていない
ことをローカ
ルルーターに
通知します。

ICMPv6

Out
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OS

ルール

定義

Multicast
Listener Query
(ICMPv6-In)

ポート

プロトコル

方向

IPv6 マルチ
キャスト対
応ルーター
は、Multicast
Listener Query
メッセージを
使用して、マ
ルチキャスト
グループメン
バーシップの
リンクをクエ
リします。

ICMPv6

Eclipse

Multicast
Listener Query
(ICMPv6-Out)

IPv6 マルチ
キャスト対
応ルーター
は、Multicast
Listener Query
メッセージを
使用して、マ
ルチキャスト
グループメン
バーシップの
リンクをクエ
リします。

ICMPv6

Out

Multicast
Listener
Report
(ICMPv6-In)

Multicast
Listener
Report メッ
セージは、
特定のマルチ
キャストアド
レスでマルチ
キャストトラ
フィックを受
信する際、ま
たは Multicast
Listener Query
への応答とし
て、即座にレ
ポートするた
めにリスニン
グノードで使
用されます。

ICMPv6

Eclipse
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OS

ルール

定義

Multicast
Listener
Report
(ICMPv6-Out)

Multicast
Listener
Report v2
(ICMPv6-In)

ポート

プロトコル

方向

Multicast
Listener
Report メッ
セージは、
特定のマルチ
キャストアド
レスでマルチ
キャストトラ
フィックを受
信する際、ま
たは Multicast
Listener Query
への応答とし
て、即座にレ
ポートするた
めにリスニン
グノードで使
用されます。

ICMPv6

Out

Multicast
Listener
Report v2 メッ
セージは、特
定のマルチ
キャストア
ドレスでマ
ルチキャス
トトラフィッ
クを受信する
か、Multicast
Listener Query
に応答するこ
とで、即座
にレポートす
るためにリス
ニングノード
で使用されま
す。

ICMPv6

Eclipse
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OS

ルール

定義

Multicast
Listener
Report v2
(ICMPv6-Out)

ポート

プロトコル

方向

Multicast
Listener
Report v2 メッ
セージは、特
定のマルチ
キャストア
ドレスでマ
ルチキャス
トトラフィッ
クを受信する
か、Multicast
Listener Query
に応答するこ
とで、即座
にレポートす
るためにリス
ニングノード
で使用されま
す。

ICMPv6

Out

Neighbor
Discovery
Advertisement
(ICMPv6-In)

Neighbor
Discovery
Advertisement
(近隣探索広
告) メッセー
ジは、リン
ク層アドレス
の変更を他の
ノードに通知
するため、ま
たは Neighbor
Discovery
Solicitation (近
隣探索要請) に
応じて、ノー
ドによって送
信されます。

ICMPv6

Eclipse

Neighbor
Discovery
Advertisement
(ICMPv6-Out)

Neighbor
Discovery
Advertisement
(近隣探索広
告) メッセー
ジは、リン
ク層アドレス
の変更を他の
ノードに通知
するため、ま
たは Neighbor
Discovery
Solicitation (近
隣探索要請) に
応じて、ノー
ドによって送
信されます。

ICMPv6

Out
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OS

ルール

定義

Neighbor
Discovery
Solicitation
(ICMPv6-In)

ポート

プロトコル

方向

Neighbor
Discovery
Solicitations
(近隣探索要
請) は、別のオ
ンリンク IPv6
ノードのリン
ク層アドレス
を探索するた
めにノードに
よって送信さ
れます。

ICMPv6

Eclipse

Neighbor
Discovery
Solicitation
(ICMPv6-Out)

Neighbor
Discovery
Solicitations
(近隣探索要
請) は、別のオ
ンリンク IPv6
ノードのリン
ク層アドレス
を探索するた
めにノードに
よって送信さ
れます。

ICMPv6

Out

Packet Too
Big (ICMPv6In)

Packet Too
Big エラー
メッセージ
は、パケッ
トが通過す
るノードから
送信され、パ
ケットが次の
リンクに対し
て大きすぎる
ため、パケッ
トを転送でき
ないことを示
します。

ICMPv6

Eclipse

Packet Too
Big (ICMPv6Out)

Packet Too
Big エラー
メッセージ
は、パケッ
トが通過す
るノードから
送信され、パ
ケットが次の
リンクに対し
て大きすぎる
ため、パケッ
トを転送でき
ないことを示
します。

ICMPv6

Out
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Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

Parameter
Problem
(ICMPv6-In)

ポート

プロトコル

方向

パケット
が誤って
生成される
と、Parameter
Problem エ
ラーメッセー
ジがノードよ
り送信されま
す。

ICMPv6

Eclipse

Parameter
Problem
(ICMPv6-Out)

パケット
が誤って
生成される
と、Parameter
Problem エ
ラーメッセー
ジがノードよ
り送信されま
す。

ICMPv6

Out

Router
Advertisement
(ICMPv6-In)

Router
Advertisement
メッセージ
は、ステート
レスな自動設
定を目的とし
て、ルーター
から他のノー
ドに送信され
ます。

ICMPv6

Eclipse

Router
Advertisement
(ICMPv6-Out)

Router
Advertisement
メッセージ
は、ステート
レスな自動設
定を目的とし
て、ルーター
から他のノー
ドに送信され
ます。

ICMPv6

Out

Router
Solicitation
(ICMPv6-In)

Router
Solicitation
メッセージ
は、ステート
レスな自動設
定を目的とし
て、ルーター
を探している
ノードより送
信されます。

ICMPv6

Eclipse
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Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

ポート

Router
Solicitation
(ICMPv6-Out)

Router
Solicitation
メッセージ
は、ステート
レスな自動設
定を目的とし
て、ルーター
を探している
ノードより送
信されます。

コアネット
ワーキング Teredo (UDPIn)

Teredo エッ
ジトラバーサ
ルを許可する
インバウンド
UDP ルール。
このテクノロ
ジーは、IPv6/
IPv4 ホスト
が IPv4 ネッ
トワークア
ドレス変換の
背後にある場
合、ユニキャ
スト IPv6 トラ
フィックのア
ドレス割り当
てと自動トン
ネリングを提
供します。

ローカル:
Teredo

コアネット
ワーキング Teredo (UDPOut)

Teredo エッジ
トラバーサル
を許可するア
ウトバウンド
UDP ルール。
このテクノロ
ジーは、IPv6/
IPv4 ホスト
が IPv4 ネッ
トワークア
ドレス変換の
背後にある場
合、ユニキャ
スト IPv6 トラ
フィックのア
ドレス割り当
てと自動トン
ネリングを提
供します。

ローカル: すべ
て
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プロトコル

方向

ICMPv6

Out

UDP

Eclipse

UDP

Out

ローカル: すべ
て

ローカル: すべ
て

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

Time
Exceeded
(ICMPv6-In)

Time
Exceeded
(ICMPv6-Out)

ポート

プロトコル

方向

Hop Limit 値
がパス上の
任意のポイン
トでゼロに
デクリメン
トされると、
パケットが
通過するノー
ドから Time
Exceeded エ
ラーメッセー
ジが生成され
ます。

ICMPv6

Eclipse

Hop Limit 値
がパス上の
任意のポイン
トでゼロに
デクリメン
トされると、
パケットが
通過するノー
ドから Time
Exceeded エ
ラーメッセー
ジが生成され
ます。

ICMPv6

Out

プロトコル

方向

Windows Server 2012 and 2012 R2
OS

ルール

定義

Windows
Server 2012

Destination
Unreachable
(ICMPv6-In)

Destination
ローカル: 68
Unreachable
(送信先に到達 リモート: 67
できません) エ
ラーメッセー
ジは、パケッ
トが通過する
すべてのノー
ドから送信さ
れ、輻輳以外
の理由でパ
ケットを転送
できないこと
を示します。

ICMPv6

Eclipse

Destination
Unreachable
Fragmentation
Needed
(ICMPv4-In)

Destination
Unreachable
Fragmentation
Needed エ
ラーメッセー
ジは、パケッ
トが通過する

ICMPv4

Eclipse

Windows
Server 2012
R2

ポート
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ローカル: 68
リモート: 67

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

UDP

Out

UDP

Eclipse

UDP

Out

ノードから送
信されます。
これは、フ
ラグメンテー
ションが必要
であり、don't
fragment ビッ
トが設定され
ているため
にパケットを
転送できない
ことを示しま
す。
コアネット
ワーキング DNS (UDPOut)

DNS リクエ
ストを許可す
るアウトバウ
ンドルール。
このルールに
一致するリク
エストに基づ
く DNS レス
ポンスは、送
信元アドレス
に関係なく許
可されます。
この動作は、
ルーズなソー
スマッピング
として分類さ
れます。

ローカル: すべ
て

Dynamic Host
Configuration
Protocol
(DHCP-In)

ステートフ
ルな自動設
定の DHCP
(Dynamic Host
Configuration
Protocol) メッ
セージを許可
します。

ローカル: 68

Dynamic Host
Configuration
Protocol
(DHCP-Out)

ステートフ
ルな自動設
定の DHCP
(Dynamic Host
Configuration
Protocol) メッ
セージを許可
します。

ローカル: 68

1320

リモート: 53

リモート: 67

リモート: 67

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

Dynamic Host
Configuration
Protocol for
IPv6(DHCPV6In)

ポート

プロトコル

方向

ステートフ
ローカル: 546
ルおよびス
リモート: 547
テートレス
な自動設定
の DHCPV6
(Dynamic Host
Configuration
Protocol for
IPv6) メッセー
ジを許可しま
す。

UDP

Eclipse

Dynamic Host
Configuration
Protocol for
IPv6(DHCPV6Out)

ステートフ
ローカル: 546
ルおよびス
リモート: 547
テートレス
な自動設定
の DHCPV6
(Dynamic Host
Configuration
Protocol for
IPv6) メッセー
ジを許可しま
す。

UDP

Out

コアネット
ワーキング グループポリ
シー (LSASSOut)

グループポリ
シーの更新
のリモート
LSASS トラ
フィックを許
可するアウト
バウンドルー
ル。

ローカル: すべ
て

TCP

Out

コアネット
ワーキング グループポリ
シー (NP-Out)

コアネット
ワーキング グループポリ
シー (NP-Out)

ローカル: すべ
て

TCP

Out

コアネット
ワーキング
- グループポ
リシー (TCPOut)

グループポリ
シーの更新の
リモート RPC
トラフィック
を許可するア
ウトバウンド
ルール。

ローカル: すべ
て

TCP

Out

Internet Group
Management
Protocol
(IGMP-In)

IGMP メッ
セージは、マ
ルチキャスト
グループを作
成、参加、お
よび開始する
ためにノード
で送受信され
ます。

ローカル: 68

2

Eclipse
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ローカル: すべ
て

リモート: 445

ローカル: すべ
て

リモート: 67

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

コアネット
ワーキング Internet Group
Management
Protocol
(IGMP-Out)

IGMP メッ
セージは、マ
ルチキャスト
グループを作
成、参加、お
よび開始する
ためにノード
で送受信され
ます。

ローカル: 68

2

Out

コアネット
ワーキング
- IPHTTPS
(TCP-In)

IPHTTPS トン
ネリングテク
ノロジーによ
る HTTP プロ
キシとファイ
アウォール間
の接続を許可
するインバウ
ンド TCP ルー
ル。

ローカル:
IPHTPS

TCP

Eclipse

コアネット
ワーキング
- IPHTTPS
(TCP-Out)

IPHTTPS ト
ンネリングテ
クノロジーに
よる HTTP プ
ロキシとファ
イアウォール
間の接続を許
可するアウト
バウンド TCP
ルール。

ローカル: すべ
て

TCP

Out

IPv6 (IPv6-In)

ISATAP (IntraSite Automatic
Tunnel
Addressing
Protocol) およ
び 6to4 トンネ
リングサービ
スの IPv6 ト
ラフィックを
許可するため
に必要なイン
バウンドルー
ル。

ローカル: すべ
て

41

Eclipse
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リモート: 67

ローカル: すべ
て

リモート:
IPHTPS

リモート: 445

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

IPv6 (IPv6Out)

ISATAP (IntraSite Automatic
Tunnel
Addressing
Protocol) およ
び 6to4 トンネ
リングサービ
スの IPv6 トラ
フィックを許
可するために
必要なアウト
バウンドルー
ル。

ローカル: すべ
て

41

Out

Multicast
Listener Done
(ICMPv6-In)

Multicast
Listener Done
メッセージ
は、サブネッ
ト上の特定
のマルチキャ
ストアドレス
にメンバーが
残っていない
ことをローカ
ルルーターに
通知します。

ローカル: 68

ICMPv6

Eclipse

Multicast
Listener Done
(ICMPv6-Out)

Multicast
Listener Done
メッセージ
は、サブネッ
ト上の特定
のマルチキャ
ストアドレス
にメンバーが
残っていない
ことをローカ
ルルーターに
通知します。

ローカル: 68

ICMPv6

Out

Multicast
Listener Query
(ICMPv6-In)

IPv6 マルチ
キャスト対
応ルーター
は、Multicast
Listener Query
メッセージを
使用して、マ
ルチキャスト
グループメン
バーシップの
リンクをクエ
リします。

ローカル: 68

ICMPv6

Eclipse
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リモート: 445

リモート: 67

リモート: 67

リモート: 67

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

Multicast
Listener Query
(ICMPv6-Out)

IPv6 マルチ
キャスト対
応ルーター
は、Multicast
Listener Query
メッセージを
使用して、マ
ルチキャスト
グループメン
バーシップの
リンクをクエ
リします。

ローカル: 68

ICMPv6

Out

Multicast
Listener
Report
(ICMPv6-In)

Multicast
Listener
Report メッ
セージは、
特定のマルチ
キャストアド
レスでマルチ
キャストトラ
フィックを受
信する際、ま
たは Multicast
Listener Query
への応答とし
て、即座にレ
ポートするた
めにリスニン
グノードで使
用されます。

ローカル: 68

ICMPv6

Eclipse

Multicast
Listener
Report
(ICMPv6-Out)

Multicast
Listener
Report メッ
セージは、
特定のマルチ
キャストアド
レスでマルチ
キャストトラ
フィックを受
信する際、ま
たは Multicast
Listener Query
への応答とし
て、即座にレ
ポートするた
めにリスニン
グノードで使
用されます。

ローカル: 68

ICMPv6

Out
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リモート: 67

リモート: 67

リモート: 67

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

Multicast
Listener
Report v2
(ICMPv6-In)

Multicast
Listener
Report v2
(ICMPv6-Out)

ポート

プロトコル

方向

Multicast
ローカル: 68
Listener
Report v2 メッ リモート: 67
セージは、特
定のマルチ
キャストア
ドレスでマ
ルチキャス
トトラフィッ
クを受信する
か、Multicast
Listener Query
に応答するこ
とで、即座
にレポートす
るためにリス
ニングノード
で使用されま
す。

ICMPv6

Eclipse

Multicast
ローカル: 68
Listener
Report v2 メッ リモート: 67
セージは、特
定のマルチ
キャストア
ドレスでマ
ルチキャス
トトラフィッ
クを受信する
か、Multicast
Listener Query
に応答するこ
とで、即座
にレポートす
るためにリス
ニングノード
で使用されま
す。

ICMPv6

Out
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Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

Neighbor
Discovery
Advertisement
(ICMPv6-In)

ポート

プロトコル

方向

Neighbor
ローカル: 68
Discovery
Advertisement リモート: 67
(近隣探索広
告) メッセー
ジは、リン
ク層アドレス
の変更を他の
ノードに通知
するため、ま
たは Neighbor
Discovery
Solicitation (近
隣探索要請) に
応じて、ノー
ドによって送
信されます。

ICMPv6

Eclipse

Neighbor
Discovery
Advertisement
(ICMPv6-Out)

Neighbor
ローカル: 68
Discovery
Advertisement リモート: 67
(近隣探索広
告) メッセー
ジは、リン
ク層アドレス
の変更を他の
ノードに通知
するため、ま
たは Neighbor
Discovery
Solicitation (近
隣探索要請) に
応じて、ノー
ドによって送
信されます。

ICMPv6

Out

Neighbor
Discovery
Solicitation
(ICMPv6-In)

Neighbor
ローカル: 68
Discovery
リモート: 67
Solicitations
(近隣探索要
請) は、別のオ
ンリンク IPv6
ノードのリン
ク層アドレス
を探索するた
めにノードに
よって送信さ
れます。

ICMPv6

Eclipse
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Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

Neighbor
Discovery
Solicitation
(ICMPv6-Out)

ポート

プロトコル

方向

Neighbor
ローカル: 68
Discovery
リモート: 67
Solicitations
(近隣探索要
請) は、別のオ
ンリンク IPv6
ノードのリン
ク層アドレス
を探索するた
めにノードに
よって送信さ
れます。

ICMPv6

Out

Packet Too
Big (ICMPv6In)

Packet Too
Big エラー
メッセージ
は、パケッ
トが通過す
るノードから
送信され、パ
ケットが次の
リンクに対し
て大きすぎる
ため、パケッ
トを転送でき
ないことを示
します。

ローカル: 68

ICMPv6

Eclipse

Packet Too
Big (ICMPv6Out)

Packet Too
Big エラー
メッセージ
は、パケッ
トが通過す
るノードから
送信され、パ
ケットが次の
リンクに対し
て大きすぎる
ため、パケッ
トを転送でき
ないことを示
します。

ローカル: 68

ICMPv6

Out

Parameter
Problem
(ICMPv6-In)

パケット
ローカル: 68
が誤って
リモート: 67
生成される
と、Parameter
Problem エ
ラーメッセー
ジがノードよ
り送信されま
す。

ICMPv6

Eclipse
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リモート: 67

リモート: 67

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

Parameter
Problem
(ICMPv6-Out)

ポート

プロトコル

方向

パケット
ローカル: 68
が誤って
リモート: 67
生成される
と、Parameter
Problem エ
ラーメッセー
ジがノードよ
り送信されま
す。

ICMPv6

Out

Router
Advertisement
(ICMPv6-In)

Router
Advertisement
メッセージ
は、ステート
レスな自動設
定を目的とし
て、ルーター
から他のノー
ドに送信され
ます。

ローカル: 68

ICMPv6

Eclipse

Router
Advertisement
(ICMPv6-Out)

Router
Advertisement
メッセージ
は、ステート
レスな自動設
定を目的とし
て、ルーター
から他のノー
ドに送信され
ます。

ローカル: 68

ICMPv6

Out

Router
Solicitation
(ICMPv6-In)

Router
Solicitation
メッセージ
は、ステート
レスな自動設
定を目的とし
て、ルーター
を探している
ノードより送
信されます。

ローカル: 68

ICMPv6

Eclipse

Router
Solicitation
(ICMPv6-Out)

Router
Solicitation
メッセージ
は、ステート
レスな自動設
定を目的とし
て、ルーター
を探している
ノードより送
信されます。

ローカル: 68

ICMPv6

Out
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リモート: 67

リモート: 67

リモート: 67

リモート: 67

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

コアネット
ワーキング Teredo (UDPIn)

Teredo エッ
ジトラバーサ
ルを許可する
インバウンド
UDP ルール。
このテクノロ
ジーは、IPv6/
IPv4 ホスト
が IPv4 ネッ
トワークア
ドレス変換の
背後にある場
合、ユニキャ
スト IPv6 トラ
フィックのア
ドレス割り当
てと自動トン
ネリングを提
供します。

ローカル:
Teredo

UDP

Eclipse

コアネット
ワーキング Teredo (UDPOut)

Teredo エッジ
トラバーサル
を許可するア
ウトバウンド
UDP ルール。
このテクノロ
ジーは、IPv6/
IPv4 ホスト
が IPv4 ネッ
トワークア
ドレス変換の
背後にある場
合、ユニキャ
スト IPv6 トラ
フィックのア
ドレス割り当
てと自動トン
ネリングを提
供します。

ローカル: すべ
て

UDP

Out

Time
Exceeded
(ICMPv6-In)

Hop Limit 値
がパス上の
任意のポイン
トでゼロに
デクリメン
トされると、
パケットが
通過するノー
ドから Time
Exceeded エ
ラーメッセー
ジが生成され
ます。

ローカル: 68

ICMPv6

Eclipse
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ローカル: すべ
て

ローカル: すべ
て

リモート: 67

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

Time
Exceeded
(ICMPv6-Out)

Hop Limit 値
がパス上の
任意のポイン
トでゼロに
デクリメン
トされると、
パケットが
通過するノー
ドから Time
Exceeded エ
ラーメッセー
ジが生成され
ます。

ローカル: 68

ICMPv6

Out

ポート

プロトコル

方向

リモート: 67

Windows Server 2008 R2 and SP2
OS

ルール

定義

Windows
Server 2008
R2

Destination
Unreachable
(ICMPv6-In)

Destination
ローカル: 68
Unreachable
(送信先に到達 リモート: 67
できません) エ
ラーメッセー
ジは、パケッ
トが通過する
すべてのノー
ドから送信さ
れ、輻輳以外
の理由でパ
ケットを転送
できないこと
を示します。

ICMPv6

Eclipse

Destination
Unreachable
Fragmentation
Needed
(ICMPv4-In)

Destination
Unreachable
Fragmentation
Needed エ
ラーメッセー
ジは、パケッ
トが通過する
ノードから送
信されます。
これは、フ
ラグメンテー
ションが必要
であり、don't
fragment ビッ
トが設定され
ているため
にパケットを
転送できない
ことを示しま
す。

ICMPv4

Eclipse

Windows
Server 2008
SP2
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ローカル: 68
リモート: 67

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

Dynamic Host
Configuration
Protocol
(DHCP-In)

ステートフ
ルな自動設
定の DHCP
(Dynamic Host
Configuration
Protocol) メッ
セージを許可
します。

ローカル: 68

UDP

Eclipse

Dynamic Host
Configuration
Protocol
(DHCP-Out)

ステートフ
ルな自動設
定の DHCP
(Dynamic Host
Configuration
Protocol) メッ
セージを許可
します。

ローカル: 68

UDP

Out

Dynamic Host
Configuration
Protocol for
IPv6(DHCPV6In)

ステートフ
ローカル: 546
ルおよびス
リモート: 547
テートレス
な自動設定
の DHCPV6
(Dynamic Host
Configuration
Protocol for
IPv6) メッセー
ジを許可しま
す。

UDP

Eclipse

Dynamic Host
Configuration
Protocol for
IPv6(DHCPV6Out)

ステートフ
ローカル: 546
ルおよびス
リモート: 547
テートレス
な自動設定
の DHCPV6
(Dynamic Host
Configuration
Protocol for
IPv6) メッセー
ジを許可しま
す。

UDP

Out

Internet Group
Management
Protocol
(IGMP-In)

IGMP メッ
セージは、マ
ルチキャスト
グループを作
成、参加、お
よび開始する
ためにノード
で送受信され
ます。

2

Eclipse
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リモート: 67

リモート: 67

ローカル: 68
リモート: 67

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

IPv6 (IPv6-In)

ISATAP (IntraSite Automatic
Tunnel
Addressing
Protocol) およ
び 6to4 トンネ
リングサービ
スの IPv6 ト
ラフィックを
許可するため
に必要なイン
バウンドルー
ル。

ローカル: すべ
て

41

Eclipse

ISATAP (IntraSite Automatic
Tunnel
Addressing
Protocol) およ
び 6to4 トンネ
リングサービ
スの IPv6 トラ
フィックを許
可するために
必要なアウト
バウンドルー
ル。

ローカル: すべ
て

41

Out

Multicast
Listener Done
(ICMPv6-In)

Multicast
Listener Done
メッセージ
は、サブネッ
ト上の特定
のマルチキャ
ストアドレス
にメンバーが
残っていない
ことをローカ
ルルーターに
通知します。

ローカル: 68

ICMPv6

Eclipse

Multicast
Listener Done
(ICMPv6-Out)

Multicast
Listener Done
メッセージ
は、サブネッ
ト上の特定
のマルチキャ
ストアドレス
にメンバーが
残っていない
ことをローカ
ルルーターに
通知します。

ローカル: 68

ICMPv6

Out

IPv6 (IPv6Out)
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リモート: 445

リモート: 67

リモート: 67
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Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

Multicast
Listener Query
(ICMPv6-In)

IPv6 マルチ
キャスト対
応ルーター
は、Multicast
Listener Query
メッセージを
使用して、マ
ルチキャスト
グループメン
バーシップの
リンクをクエ
リします。

ローカル: 68

ICMPv6

Eclipse

Multicast
Listener Query
(ICMPv6-Out)

IPv6 マルチ
キャスト対
応ルーター
は、Multicast
Listener Query
メッセージを
使用して、マ
ルチキャスト
グループメン
バーシップの
リンクをクエ
リします。

ローカル: 68

ICMPv6

Out

Multicast
Listener
Report
(ICMPv6-In)

Multicast
Listener
Report メッ
セージは、
特定のマルチ
キャストアド
レスでマルチ
キャストトラ
フィックを受
信する際、ま
たは Multicast
Listener Query
への応答とし
て、即座にレ
ポートするた
めにリスニン
グノードで使
用されます。

ローカル: 68

ICMPv6

Eclipse
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リモート: 67

リモート: 67

リモート: 67

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

Multicast
Listener
Report
(ICMPv6-Out)

Multicast
Listener
Report メッ
セージは、
特定のマルチ
キャストアド
レスでマルチ
キャストトラ
フィックを受
信する際、ま
たは Multicast
Listener Query
への応答とし
て、即座にレ
ポートするた
めにリスニン
グノードで使
用されます。

ローカル: 68

ICMPv6

Out

Multicast
Listener
Report v2
(ICMPv6-In)

Multicast
ローカル: 68
Listener
Report v2 メッ リモート: 67
セージは、特
定のマルチ
キャストアド
レスでマルチ
キャストトラ
フィックを受
信する際、ま
たは Multicast
Listener Query
への応答とし
て、即座にレ
ポートするた
めにリスニン
グノードで使
用されます。

ICMPv6

Eclipse
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コアネットワーキング

OS

ルール

定義

Multicast
Listener
Report v2
(ICMPv6-Out)

ポート

プロトコル

方向

Multicast
ローカル: 68
Listener
Report v2 メッ リモート: 67
セージは、特
定のマルチ
キャストアド
レスでマルチ
キャストトラ
フィックを受
信する際、ま
たは Multicast
Listener Query
への応答とし
て、即座にレ
ポートするた
めにリスニン
グノードで使
用されます。

ICMPv6

Out

Neighbor
Discovery
Advertisement
(ICMPv6-In)

Neighbor
ローカル: 68
Discovery
Advertisement リモート: 67
(近隣探索広
告) メッセー
ジは、リン
ク層アドレス
の変更を他の
ノードに通知
するため、ま
たは Neighbor
Discovery
Solicitation (近
隣探索要請) に
応じて、ノー
ドによって送
信されます。

ICMPv6

Eclipse

Neighbor
Discovery
Advertisement
(ICMPv6-Out)

Neighbor
ローカル: 68
Discovery
Advertisement リモート: 67
(近隣探索広
告) メッセー
ジは、リン
ク層アドレス
の変更を他の
ノードに通知
するため、ま
たは Neighbor
Discovery
Solicitation (近
隣探索要請) に
応じて、ノー
ドによって送
信されます。

ICMPv6

Out
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Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

Neighbor
Discovery
Solicitation
(ICMPv6-In)

ポート

プロトコル

方向

Neighbor
ローカル: 68
Discovery
リモート: 67
Solicitations
(近隣探索要
請) は、別のオ
ンリンク IPv6
ノードのリン
ク層アドレス
を探索するた
めにノードに
よって送信さ
れます。

ICMPv6

Eclipse

Neighbor
Discovery
Solicitation
(ICMPv6-Out)

Neighbor
ローカル: 68
Discovery
リモート: 67
Solicitations
(近隣探索要
請) は、別のオ
ンリンク IPv6
ノードのリン
ク層アドレス
を探索するた
めにノードに
よって送信さ
れます。

ICMPv6

Out

Packet Too
Big (ICMPv6In)

Packet Too
Big エラー
メッセージ
は、パケッ
トが通過す
るノードから
送信され、パ
ケットが次の
リンクに対し
て大きすぎる
ため、パケッ
トを転送でき
ないことを示
します。

ローカル: 68

ICMPv6

Eclipse

Packet Too
Big (ICMPv6Out)

Packet Too
Big エラー
メッセージ
は、パケッ
トが通過す
るノードから
送信され、パ
ケットが次の
リンクに対し
て大きすぎる
ため、パケッ
トを転送でき
ないことを示
します。

ローカル: 68

ICMPv6

Out
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リモート: 67

リモート: 67

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
コアネットワーキング

OS

ルール

定義

Parameter
Problem
(ICMPv6-In)

ポート

プロトコル

方向

パケット
ローカル: 68
が誤って
リモート: 67
生成される
と、Parameter
Problem エ
ラーメッセー
ジがノードよ
り送信されま
す。

ICMPv6

Eclipse

Parameter
Problem
(ICMPv6-Out)

パケット
ローカル: 68
が誤って
リモート: 67
生成される
と、Parameter
Problem エ
ラーメッセー
ジがノードよ
り送信されま
す。

ICMPv6

Out

Router
Advertisement
(ICMPv6-In)

Router
Advertisement
メッセージ
は、ステート
レスな自動設
定を目的とし
て、ルーター
から他のノー
ドに送信され
ます。

ローカル: 68

ICMPv6

Eclipse

Router
Advertisement
(ICMPv6-Out)

Router
Advertisement
メッセージ
は、ステート
レスな自動設
定を目的とし
て、ルーター
から他のノー
ドに送信され
ます。

ローカル: 68

ICMPv6

Out

Router
Solicitation
(ICMPv6-In)

Router
Solicitation
メッセージ
は、ステート
レスな自動設
定を目的とし
て、ルーター
を探している
ノードより送
信されます。

ローカル: 68

ICMPv6

Eclipse
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リモート: 67

リモート: 67

リモート: 67

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
配信の最適化

OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

Router
Solicitation
(ICMPv6-Out)

Router
Solicitation
メッセージ
は、ステート
レスな自動設
定を目的とし
て、ルーター
を探している
ノードより送
信されます。

ローカル: 68

ICMPv6

Out

Time
Exceeded
(ICMPv6-In)

Hop Limit 値
がパス上の
任意のポイン
トでゼロに
デクリメン
トされると、
パケットが
通過するノー
ドから Time
Exceeded エ
ラーメッセー
ジが生成され
ます。

ローカル: 68

ICMPv6

Eclipse

Time
Exceeded
(ICMPv6-Out)

Hop Limit 値
がパス上の
任意のポイン
トでゼロに
デクリメン
トされると、
パケットが
通過するノー
ドから Time
Exceeded エ
ラーメッセー
ジが生成され
ます。

ローカル: 68

ICMPv6

Out

プロトコル

方向

リモート: 67

リモート: 67

リモート: 67

配信の最適化
OS

ルール

Windows
Server 2019

DeliveryOptimization配信の最適化で ローカル: 7680
TCP-In
リモートエンド
ポイントに接続 ローカル: すべ
することを許可 て
するインバウン
ドルール。

TCP

Eclipse

DeliveryOptimization配信の最適化で ローカル: 7680
UDP-In
リモートエンド
ポイントに接続

UDP

Eclipse

Windows
Server 2022

定義

ポート
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Diag Track

OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

することを許可 ローカル: すべ
するインバウン て
ドルール。

Diag Track
Windows Server 2019 and 2022
OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

Windows
Server 2019

Connected
User
Experiences
and Telemetry

Unified
Telemetry
Client
Outbound
Traffic

ローカル: すべ
て

TCP

Out

OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

Windows
Server 2016

Connected
User
Experiences
and Telemetry

Unified
Telemetry
Client
Outbound
Traffic

ローカル: すべ
て

TCP

Out

Windows
Server 2022

リモート: 443

Windows Server 2016

ローカル: すべ
て

DIAL プロトコルサーバー
OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

Windows
Server 2016

DIAL プロト
コルサーバー
(HTTP-In)

HTTP を使用し
たアプリのリ
モート制御を許
可する DIAL プ
ロトコルサー
バーのインバウ
ンドルール。

ローカル:
10247

TCP

Eclipse

Windows
Server 2019
Windows
Server 2022

ローカル: すべ
て

Distributed File System (DFS) の管理
OS

ルール

Windows
DFS 管理
Server 2008 R2 (SMB-In)

定義

ポート

SMB トラ
ローカル: 445
フィックがファ
ローカル: すべ
イルサービス
て
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プロトコル

方向

TCP

Eclipse

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
ファイルとプリンターの共有

OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

のロールを管理
できるようにす
るインバウンド
ルール。
DFS 管理
(WMI-In)

WMI トラ
ローカル: RPC
フィックがファ
ローカル: すべ
イルサービス
のロールを管理 て
できるようにす
るインバウンド
ルール。

TCP

Eclipse

DFS 管理
(DCOM-In)

DCOM トラ
ローカル: 135
フィックがファ
ローカル: すべ
イルサービス
のロールを管理 て
できるようにす
るインバウンド
ルール。

TCP

Eclipse

DFS 管理
(TCP-In)

TCP トラ
ローカル: RPC
フィックがファ
ローカル: すべ
イルサービス
のロールを管理 て
できるようにす
るインバウンド
ルール。

TCP

Eclipse

プロトコル

方向

Windows
ファイルとプリ Echo Request
ローカル: 5355
Server 2008 R2 ンターの共有
メッセージ
ローカル: すべ
(Echo Request は、ping リク
Windows
- ICMPv4-In)
エストとして他 て
Server 2008
のノードに送信
SP2
されます。

ICMPv4

Eclipse

Windows
Server 2012

ファイルとプリンターの共有
OS

Windows
Server 2012 R2

ルール

定義

ポート

ファイルとプリ
ンターの共有
(Echo Request
- ICMPv4-Out)

Echo Request
ローカル: 5355
メッセージ
ローカル: すべ
は、ping リク
エストとして他 て
のノードに送信
されます。

ICMPv4

Out

ファイルとプリ
ンターの共有
(Echo Request
- ICMPv6-In)

Echo Request
ローカル: 5355
メッセージ
ローカル: すべ
は、ping リク
エストとして他 て
のノードに送信
されます。

ICMPv6

Eclipse
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Windows インスタンス用ユーザーガイド
ファイルとプリンターの共有

OS

ルール

定義

ファイルとプリ
ンターの共有
(Echo Request
- ICMPv6-Out)

ポート

プロトコル

方向

Echo Request
ローカル: 5355
メッセージ
ローカル: すべ
は、ping リク
エストとして他 て
のノードに送信
されます。

ICMPv6

Out

ファイルとプリ
ンターの共有
(LLMNR-UDPIn)

LLMNR
ローカル: 5355
(Link-Local
Multicast Name ローカル: すべ
て
Resolution) を
許可するファイ
ルとプリンター
の共有のインバ
ウンドルール。

UDP

Eclipse

ファイルとプリ
ンターの共有
(LLMNR-UDPOut)

LLMNR
ローカル: すべ
(Link-Local
て
Multicast Name
リモート: 5355
Resolution) を
許可するファイ
ルとプリンター
の共有のアウ
トバウンドルー
ル。

UDP

Out

ファイルとプリ
ンターの共有
(NB-DatagramIn)

NetBIOS
ローカル: 138
Datagram の送
ローカル: すべ
受信を許可す
るファイルとプ て
リンターの共有
のインバウンド
ルール。

UDP

Eclipse

ファイルとプリ
ンターの共有
(NB-DatagramOut)

NetBIOS
ローカル: すべ
Datagram の送 て
受信を許可する
ファイルとプリ リモート: 138
ンターの共有の
アウトバウンド
ルール。

UDP

Out

ファイルとプリ NetBIOS Name ローカル: 137
ンターの共有
Resolution を許
(NB-Name-In)
可するファイル ローカル: すべ
とプリンターの て
共有のインバウ
ンドルール。

UDP

Eclipse

ファイルとプリ NetBIOS Name ローカル: すべ
ンターの共有
Resolution を許 て
(NB-Name-Out) 可するファイル
とプリンターの リモート: 137
共有のアウトバ
ウンドルール。

UDP

Out
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ファイルとプリンターの共有

OS

ルール

定義

ファイルとプリ
ンターの共有
(NB-SessionIn)

ファイルとプリ
ンターの共有
(NB-SessionOut)

ポート

プロトコル

方向

NetBIOS
ローカル: 139
Session
Service 接続を ローカル: すべ
許可するファイ て
ルとプリンター
の共有のインバ
ウンドルール。

TCP

Eclipse

NetBIOS
ローカル: すべ
Session
て
Service 接続を
許可するファイ リモート: 139
ルとプリンター
の共有のアウ
トバウンドルー
ル。

TCP

Out

ファイルとプリ 名前付きパ
ローカル: 445
ンターの共有
イプを使用
ローカル: すべ
(SMB-In)
した Server
Message Block て
の送受信を許可
するファイルと
プリンターの共
有のインバウン
ドルール。

TCP

Eclipse

ファイルとプリ 名前付きパ
ローカル: すべ
ンターの共有
イプを使用
て
(SMB-Out)
した Server
Message Block リモート: 445
の送受信を許可
するファイルと
プリンターの共
有のアウトバウ
ンドルール。

TCP

Out

ファイルとプ
リンターの
共有 (スプー
ラーサービス RPC)

印刷スプーラー ローカル: RPC
サービスが
TCP/RPC 経由 ローカル: すべ
で通信すること て
を許可するファ
イルとプリン
ターの共有のイ
ンバウンドルー
ル。

TCP

Eclipse

ファイルとプ
リンターの
共有 (スプー
ラーサービス RPC-EPMAP)

スプーラー
サービスの
RPC/TCP トラ
フィックを許
可する RPCSS
サービスのイ
ンバウンドルー
ル。

ローカル: RPC- TCP
EPMap

Eclipse

1342

ローカル: すべ
て

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
ファイルサーバーのリモート管理

ファイルサーバーのリモート管理
OS

ルール

定義

Windows
Server 2008
SP2

ファイルサー
バーのリモー
ト管理 (DCOMIn)

DCOM トラ
ローカル: 135
フィックがファ
ローカル: すべ
イルサービス
のロールを管理 て
できるようにす
るインバウンド
ルール。

Windows
Server 2012

ポート

Windows
Server 2012 R2 ファイルサー
SMB トラ
ローカル: 445
バーのリモート フィックがファ
ローカル: すべ
管理 (SMB-In)
イルサービス
のロールを管理 て
できるようにす
るインバウンド
ルール。
WMI-In

WMI トラ
ローカル: RPC
フィックがファ
ローカル: すべ
イルサービス
のロールを管理 て
できるようにす
るインバウンド
ルール。

プロトコル

方向

TCP

Eclipse

TCP

Eclipse

TCP

Eclipse

ICMP v4 All
OS

ルール

ポート

プロトコル

方向

Windows Server
2012

すべての ICMP v4

ローカル: 139

ICMPv4

Eclipse

ローカル: すべて

Windows Server
2012 R2

Microsoft Edge
OS

ルール

ポート

プロトコル

方向

Windows Server
2022

Microsoft Edge
(mDNS-In)

ローカル: 5353

UDP

中

ローカル: すべて
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Microsoft Media Foundation Network Source

Microsoft Media Foundation Network Source
OS

ルール

ポート

プロトコル

方向

Windows Server
2022

Microsoft Media
Foundation
Network Source IN
[TCP 554]

ローカル: 554,
8554-8558

TCP

中

Microsoft Media
Foundation
Network Source IN
[UDP 5004-5009]

ローカル:
5000-5020

UDP

中

Microsoft Media
Foundation
Network Source
OUT [TCP ALL]

ローカル: すべて

TCP

中

ローカル: すべて

ローカル: すべて

Remote: 554,
8554-8558

マルチキャスト
Windows Server 2019 and 2022
OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

Windows
Server 2019

mDNS (UDPIn)

mDNS トラ
フィックの
インバウンド
ルール。

ローカル:
5353

UDP

Eclipse

mDNS トラ
フィックのア
ウトバウンド
ルール。

ローカル: すべ
て

UDP

Out

Windows
Server 2022
mDNS (UDPOut)

ローカル: すべ
て

リモート:
5353

Windows Server 2016
OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

Windows
Server 2016

mDNS (UDPIn)

mDNS トラ
フィックの
インバウンド
ルール。

ローカル:
mDNS

UDP

Eclipse

mDNS トラ
フィックのア
ウトバウンド
ルール。

ローカル:
5353

UDP

Out

mDNS (UDPOut)
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ローカル: すべ
て

ローカル: すべ
て

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
リモートデスクトップ

リモートデスクトップ
Windows Server 2012 R2, 2016, 2019, and 2022
OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

Windows
Server 2012
R2

リモートデ
スクトップ Shadow (TCPIn)

既存のリモー
トデスクトッ
プセッショ
ンのシャドウ
イングを許
可するリモー
トデスクトッ
プサービスの
インバウンド
ルール。

ローカル: すべ
て

TCP

Eclipse

リモートデ
スクトップ ユーザーモー
ド (TCP-In)

RDP トラ
フィックを許
可するリモー
トデスクトッ
プサービスの
インバウンド
ルール。

ローカル:
3389

TCP

Eclipse

リモートデ
スクトップ ユーザーモー
ド (UDP-In)

RDP トラ
フィックを許
可するリモー
トデスクトッ
プサービスの
インバウンド
ルール。

ローカル:
3389

UDP

Eclipse

OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

Windows
Server 2012

リモートデ
スクトップ ユーザーモー
ド (TCP-In)

RDP トラ
フィックを許
可するリモー
トデスクトッ
プサービスの
インバウンド
ルール。

ローカル:
3389

TCP

Eclipse

リモートデ
スクトップ ユーザーモー
ド (UDP-In)

RDP トラ
フィックを許
可するリモー
トデスクトッ
プサービスの
インバウンド
ルール。

ローカル:
3389

UDP

Eclipse

Windows
Server 2016
Windows
Server 2019
Windows
Server 2022

ローカル: すべ
て

ローカル: すべ
て

ローカル: すべ
て

Windows Server 2012
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ローカル: すべ
て

ローカル: すべ
て

Amazon Elastic Compute Cloud
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リモートデスクトップ

Windows Server 2008 SP2
OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

Windows
Server 2008
SP2

リモートデ
スクトップ Shadow (TCPIn)

既存のリモー
トデスクトッ
プセッショ
ンのシャドウ
イングを許
可するリモー
トデスクトッ
プサービスの
インバウンド
ルール。

ローカル: すべ
て

TCP

Eclipse

リモートデ
スクトップ ユーザーモー
ド (TCP-In)

RDP トラ
フィックを許
可するリモー
トデスクトッ
プサービスの
インバウンド
ルール。

ローカル:
3389

TCP

Eclipse

リモートデ
スクトップ ユーザーモー
ド (UDP-In)

RDP トラ
フィックを許
可するリモー
トデスクトッ
プサービスの
インバウンド
ルール。

ローカル:
3389

UDP

Eclipse

ローカル: すべ
て

ローカル: すべ
て

ローカル: すべ
て

Windows Server 2008 R2
OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

Windows
Server 2008
R2

RemoteFX
(TCP-In)

RDP トラ
フィックを許
可するリモー
トデスクトッ
プサービスの
インバウンド
ルール。

ローカル:
3389

TCP

Eclipse

RDP トラ
フィックを許
可するリモー
トデスクトッ
プサービスの
インバウンド
ルール。

ローカル:
3389

TCP

Eclipse

TCP-In
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Windows Device Management

Windows Device Management
Windows Server 2022
OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

Windows
Server 2022

Windows
Device
Management
Certificate
Installer (TCP
out)

Windows
Device
Management
Certificate
Installer から
のアウトバウ
ンド TCP トラ
フィックを許
可します。

ローカル: すべ
て

TCP

Out

Windows
Device
Management
Device
Enroller (TCP
out)

Windows
Device
Management
Device
Enroller から
のアウトバウ
ンド TCP トラ
フィックを許
可します。

ローカル: すべ
て

TCP

Out

Windows
Device
Management
Enrollment
Service (TCP
out)

Windows
Device
Management
Enrollment
Service から
のアウトバウ
ンド TCP トラ
フィックを許
可します。

ローカル: すべ
て

TCP

Out

Windows
Device
Management
Sync Client
(TCP out)

Windows
Device
Management
Sync Client か
らのアウトバ
ウンド TCP ト
ラフィックを
許可します。

ローカル: すべ
て

TCP

Out

OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

Windows
Server 2019

Windows
Device
Management
Certificate
Installer (TCP
out)

Windows
Device
Management
Certificate
Installer から
のアウトバウ

ローカル: すべ
て

TCP

Out

ローカル: すべ
て

リモート: 80,
443

ローカル: すべ
て

ローカル: すべ
て

Windows Server 2019
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Windows Feature Experience Pack

OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

TCP

Out

TCP

Out

TCP

Out

ンド TCP トラ
フィックを許
可します。
Windows
Device
Management
Enrollment
Service (TCP
out)

Windows
Device
Management
Enrollment
Service から
のアウトバウ
ンド TCP トラ
フィックを許
可します。

ローカル: すべ
て

Windows
Device
Management
Sync Client
(TCP out)

Windows
Device
Management
Sync Client か
らのアウトバ
ウンド TCP ト
ラフィックを
許可します。

ローカル: すべ
て

Windows
Enrollment
WinRT (TCP
Out)

Windows
Enrollment
WinRT からの
アウトバウン
ド TCP トラ
フィックを許
可します。

ローカル: すべ
て

ローカル: すべ
て

ローカル: すべ
て

ローカル: すべ
て

Windows Feature Experience Pack
OS

ルール

定義

ポート

Windows
Server 2022

Windows
Feature
Experience
Pack

Windows
Feature
Experience
Pack

プロトコル

方向

すべて

Out

Windows Firewall Remote Management
OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

方向

Windows
Server 2008
SP2

Windows
Firewall
Remote
Management
(RPC)

RPC/TCP を
使用してリ
モート管理さ
れる Windows
Firewall のイン
バウンドルー
ル。

ローカル: RPC

TCP

Eclipse

Windows
Server 2012 R2

1348

ローカル: すべ
て

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
Windows Remote Management

OS

ルール

定義

ポート

プロトコル

Windows
Firewall
Remote
Management
(RPC-EPMAP)

Windows
Firewall の
RPC/TCP トラ
フィックを許
可する RPCSS
サービスのイ
ンバウンドルー
ル。

ローカル: RPC- TCP
EPMap

方向
Eclipse

ローカル: すべ
て

Windows Remote Management
OS

ルール

Windows
Windows
Server 2008 R2 Remote
Management
Windows
(HTTP-In)
Server 2008
SP2
Windows
Server 2012

定義

ポート

WSローカル: 5985
Management
ローカル: すべ
を使用した
て
Windows
Remote
Management
のインバウンド
ルール。

プロトコル

方向

TCP

Eclipse

Windows
Server 2012 R2
Windows
Server 2016
Windows
Server 2019
Windows
Server 2022
Amazon EC2 セキュリティグループの詳細については、 「Windows インスタンスの Amazon EC2 セキュ
リティグループ」を参照してください。

EC2-Classic
EC2-Classic を廃止します。EC2-Classic は、VPC への移行 (p. 1367)をお勧めします。
EC2-Classicは、お客様のインスタンスは他のユーザー様と共有する単一のフラットネットワーク内で稼働
します。Amazon VPC では、インスタンスは AWS アカウントから論理的に独立した仮想プライベートク
ラウド (VPC) で稼働します。
EC2-Classic プラットフォームは、Amazon EC2 のオリジナルリリースで導入されました。2013 年 12
月 4 日よりも後に AWS アカウントを作成した場合は、EC2-Classic をサポートしていないため、VPC で
Amazon EC2 インスタンスを起動する必要があります。
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サポートされているプラットフォームの検出
Amazon EC2 コンソールを見れば、指定したリージョンでインスタンスを起動可能なプラットフォーム
や、そのリージョンにデフォルト VPC があるかどうかがわかります。または、AWS CLI から describeaccount-attributes コマンドを実行することもできます。

EC2-Classic をサポートするアカウント
リージョンを選択し、ダッシュボード上で [Account attributes] (アカウント属性) を見つけます。次の表示
では、アカウントが EC2-Classic をサポートしていることを示しています。

VPC が必要なアカウント
リージョンを選択し、ダッシュボード上で [Account attributes] (アカウント属性) を見つけます。次の表示
では、アカウントが EC2-Classic をサポートしていないことを示しています。

EC2-Classic で利用可能なインスタンスタイプ
より新しいインスタンスタイプのほとんどには VPC が必要です。EC2-Classic でサポートされているイン
スタンスタイプは次のタイプのみです。
• 汎用: M1、M3、T1
• コンピューティングの最適化: C1、C3、CC2
• メモリの最適化: CR1、M2、R3
• ストレージの最適化: D2、HS1、I2
• 高速コンピューティング: G2
アカウントで EC2-Classic がサポートされる場合で、デフォルト以外の VPC を作成していない場合、次
のいずれかを行って VPC を必要とするインスタンスを起動できます。
• サブネット ID またはネットワークインターフェイス ID をリクエストで指定して、デフォルト以外の
VPC を作成し、VPC 専用インスタンスを起動します。デフォルトの VPC がなく、AWS CLI、Amazon
EC2 API、または AWS SDK を使用して VPC 専用インスタンスを起動する場合は、デフォルト以外の
VPC を作成する必要があります。
• Amazon EC2 コンソールを使用して VPC 専用インスタンスを起動します。Amazon EC2 コンソールに
よって、アカウントにデフォルト以外の VPC が作成され、最初のアベイラビリティーゾーン内のサブ
ネットにインスタンスが起動します。コンソールによって、次の属性を持つ VPC が作成されます。
• 各アベイラビリティーゾーンにパブリック IPv4 アドレス指定属性が true に設定されたサブネットが
1 つずつ。これにより、インスタンスがパブリック IPv4 アドレスを受け取ることができるようになり
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ます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC の IP アドレス指定」を参照してくだ
さい。
• インターネットゲートウェイ、およびインターネットゲートウェイに VPC のトラフィックをルーティ
ングするメインルートテーブル。これにより、VPC で起動したインスタンスがインターネット経由で
通信できるようになります。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターネットゲー
トウェイ」を参照してください。
• VPC のデフォルトのセキュリティグループおよび各サブネットに関連付けられたデフォルトのネット
ワーク ACL。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC のセキュリティグループ」を
参照してください。
EC2-Classic にその他のリソースがある場合は、それらを VPC に移行する手順を実行することができま
す。詳細については、EC2-Classic から VPC への移行 (p. 1367) を参照してください。

EC2-Classic と VPC のインスタンスの違い
次の表は、EC2-Classic で起動したインスタンス、デフォルト VPC で起動したインスタンス、非デフォル
ト VPC で起動したインスタンスの違いをまとめたものです。
特徴

EC2-Classic

デフォルト VPC

デフォルトではない VPC

パブリック
IPv4 アドレス
(Amazon のパ
ブリック IP ア
ドレスプールよ
り)

インスタンスは、EC2Classic パブリック IPv4 ア
ドレスプールからパブリッ
ク IPv4 アドレスを受け取
ります。

デフォルトのサブネットで
起動されたインスタンス
は、起動時に特に IPv4 ア
ドレスを指定しない場合、
またはサブネットのパブ
リック IPv4 アドレス属性
を変更しない場合、デフォ
ルトでパブリック IPv4 ア
ドレスを受け取ります。

インスタンスは、起動時に
特に IPv4 アドレスを指定
しない場合、またはサブ
ネットのパブリック IP ア
ドレス属性を変更しない
場合、デフォルトではパブ
リック IPv4 アドレスを受
け取りません。

プライベート
IPv4 アドレス

インスタンスは、起動する
たびに、EC2-Classic のア
ドレス範囲からプライベー
ト IPv4 アドレスを受け取
ります。

インスタンスはデフォルト
VPC のアドレス範囲から
静的プライベート IPv4 ア
ドレスを受け取ります。

インスタンスは VPC のア
ドレス範囲から静的プライ
ベート IPv4 アドレスを受
け取ります。

複数のプライ
ベート IPv4 ア
ドレス

1 つのインスタンスには 1
つのプライベート IP アド
レスを選択します。複数の
IP アドレスはサポートされ
ません。

複数のプライベート IPv4
アドレスを 1 つのインスタ
ンスに割り当てることがで
きます。

複数のプライベート IPv4
アドレスを 1 つのインスタ
ンスに割り当てることがで
きます。

Elastic IP アド
レス (IPv4)

停止すると、Elastic IP と
インスタンスの関連付けが
解除されます。

停止しても、Elastic IP と
インスタンスの関連付けが
維持されます。

停止しても、Elastic IP と
インスタンスの関連付けが
維持されます。

Elastic IP アド Elastic IP アドレスはイン
レスを関連付け スタンスに関連付けます。
る

Elastic IP アドレスはネッ
トワークインターフェイ
スのプロパティの 1 つで
す。Elastic IP アドレス を
インスタンスに割り当てる
には、そのインスタンスに
アタッチされているネット
ワークインターフェイスを
更新します。

Elastic IP アドレスはネッ
トワークインターフェイ
スのプロパティの 1 つで
す。Elastic IP アドレス を
インスタンスに割り当てる
には、そのインスタンスに
アタッチされているネット
ワークインターフェイスを
更新します。
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特徴

EC2-Classic

デフォルト VPC

デフォルトではない VPC

Elastic IP アド 既に別のインスタンスに関
レスの関連付け 連付けられている Elastic
を解除する
IP アドレスを関連付ける
と、アドレスは自動的に新
しいインスタンスに関連付
けられます。

既に別のインスタンスに関
連付けられている Elastic
IP アドレスを関連付ける
と、アドレスは自動的に新
しいインスタンスに関連付
けられます。

Elastic IP アドレスがすで
に別のインスタンスに関連
付けられている場合は、再
接続を許可した場合にのみ
成功します。

Elastic IP アド Elastic IP アドレスにタグ
レスのタグ付け を適用することはできませ
ん。

Elastic IP アドレスにタグ
を適用することができま
す。

Elastic IP アドレスにタグ
を適用することができま
す。

DNS ホスト名

DNS ホスト名はデフォル
トで有効化されています。

DNS ホスト名はデフォル
トで有効化されています。

DNS ホスト名はデフォル
トで無効化されています。

セキュリティグ セキュリティグループは、
ループ
その他の AWS アカウント
に属するセキュリティグ
ループを参照できます。

セキュリティグループ
は、VPC または VPC ピア
リング接続のピア VPC の
セキュリティグループを参
照できます。

セキュリティグループ
は、VPC のみのセキュリ
ティグループを参照できま
す。

セキュリティグ 実行中のインスタンスのセ
ループの関連付 キュリティグループは変更
け
できません。割り当て済み
のセキュリティグループの
ルールを変更するか、イン
スタンスを新しいインス
タンスと置き換える必要
があります (置き換えるに
は、まずインスタンスから
AMI を作成し、この AMI
から、目的のセキュリティ
グループを使用して新しい
インスタンスを起動し、元
のインスタンスから Elastic
IP アドレスに関連付けら
れているものをすべて解
除し、新しいインスタン
スに関連付け、その後、元
のインスタンスを終了しま
す)。

最大 5 つのセキュリティグ
ループを 1 つのインスタン
スに割り当てることができ
ます。

最大 5 つのセキュリティグ
ループを 1 つのインスタン
スに割り当てることができ
ます。

セキュリティグループをイ
ンスタンスに割り当てられ
るのは、インスタンスの起
動時と実行中です。

セキュリティグループをイ
ンスタンスに割り当てられ
るのは、インスタンスの起
動時と実行中です。

セキュリティグ インバウンドトラフィック
ループのルール のみにルールを追加できま
す。

インバウンドトラフィッ
クとアウトバウンドトラ
フィックのルールを追加で
きます。

インバウンドトラフィッ
クとアウトバウンドトラ
フィックのルールを追加で
きます。

テナンシー

共有ハードウェアまたはシ
ングルテナントハードウェ
アでインスタンスを実行で
きます。

共有ハードウェアまたはシ
ングルテナントハードウェ
アでインスタンスを実行で
きます。

インスタンスは共有する
ハードウェアで実行されま
す。

1352

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EC2-Classic と VPC のインスタンスの違い

特徴

EC2-Classic

デフォルト VPC

デフォルトではない VPC

インターネット インスタンスはインター
にアクセスする ネットにアクセスできま
す。インスタンスは自動
的にパブリック IP アドレ
スを受信し、AWS ネット
ワークエッジを通してイン
ターネットに直接アクセス
できます。

デフォルトでは、インスタ
ンスはインターネットにア
クセスできます。インスタ
ンスはデフォルトでパブ
リック IP アドレスを受け
取ります。インターネット
ゲートウェイはデフォルト
の VPC にアタッチされ、
デフォルトのサブネット
にはインターネットゲート
ウェイへのルートがありま
す。

デフォルトでは、インスタ
ンスはインターネットにア
クセスできません。インス
タンスはデフォルトでパブ
リック IP アドレスを受け
取りません。VPC は、作
成方法によってはインター
ネットゲートウェイを持つ
場合があります。

IPv6 アドレス
指定

オプションで、VPC に
IPv6 CIDR ブロックを関連
付け、VPC のインスタン
スに IPv6 アドレスを割り
当てることができます。

オプションで、VPC に
IPv6 CIDR ブロックを関連
付け、VPC のインスタン
スに IPv6 アドレスを割り
当てることができます。

IPv6 アドレス指定はサポー
トされていません。IPv6
アドレスをインスタンスに
割り当てることはできませ
ん。

EC2-Classic のセキュリティグループ
EC2-Classic を使用している場合、EC2-Classic 用に作成したセキュリティグループを使用する必要があり
ます。EC2-Classic でインスタンスを起動する場合は、インスタンスと同じリージョンのセキュリティグ
ループを指定する必要があります。EC2-Classic でインスタンスを起動する場合は、VPC 用に作成したセ
キュリティグループは指定できません。
EC2-Classic でインスタンスを起動した後でセキュリティグループを変更することはできません。ただ
し、セキュリティグループルールの追加または削除は可能です。これらの変更は、セキュリティグループ
に関連付けられているすべてのインスタンスに短時間で自動的に適用されます。
AWS アカウントには、EC2-Classic のリージョンごとにデフォルトのセキュリティグループが自動的
に設定されます。デフォルトセキュリティグループを削除しようとした場合、次のエラーが発生します:
Client.InvalidGroup.Reserved: The security group 'default' is reserved.
カスタムセキュリティグループを作成できます。セキュリティグループ名はリージョンのアカウント内で
一意である必要があります。EC2-Classic で使用するセキュリティグループを作成するには、VPC に [No
VPC (VPC なし)]を選択します。
デフォルトおよびカスタムセキュリティグループにインバウンドルールを追加できます。EC2-Classic セ
キュリティグループのアウトバウンドルールは変更できません。セキュリティグループルールを作成する
ときは、発信元または宛先と同じリージョン内の EC2-Classic に別のセキュリティグループを使用できま
す。別の AWS アカウントのセキュリティグループを指定するには、AWS のように、111122223333/
sg-edcd9784 アカウント ID をプレフィクスとして追加します。
EC2-Classic では、アカウントごとに各リージョンに最大 500 のセキュリティグループを持つことができ
ます。最大 100 のルールをセキュリティグループに追加できます。インスタンスごとに最大 800 のセキュ
リティグループルールを設定できます。これは、セキュリティグループごとのルールとインスタンスごと
のセキュリティグループの倍数として計算されます。セキュリティグループルールで他のセキュリティグ
ループを参照する場合は、22 文字以下のセキュリティグループ名を使用することをお勧めします。

IP アドレスの割り当てと DNS
Amazon は、Amazon が提供する IPv4 DNS ホスト名を解決する DNS サーバーを IPv4 アドレスに提供し
ます。EC2-Classic で、Amazon DNS サーバーは 172.16.0.23 にあります。
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EC2-Classic でカスタムファイアウォール構成を作成した場合、Amazon DNS サーバーのアドレスのポー
ト 53 (DNS) からのインバウンドトラフィック (送信先はエフェメラル範囲のポート) を許可するルール
をファイウォールに作成する必要があります。そうしない場合、インスタンスからの内部 DNS 解決に失
敗します。ファイアウォールが自動的に DNS クエリレスポンスを自動的に許可しない場合は、Amazon
DNS サーバーの IP アドレスからのトラフィックを許可する必要があります。Amazon DNS サーバーの IP
アドレスを取得するには、インスタンス内から以下のコマンドを使用します。
ipconfig /all | findstr /c:"DNS Servers"

Elastic IP アドレス
アカウントで EC2-Classic がサポートされている場合、EC2-Classic プラットフォームで使用する Elastic
IP アドレスのプールと、VPC で使用する別のプールがあります。VPC で使用するために割り当てた
Elastic IP アドレスを EC2-Classic のインスタンスに関連付けることや、その逆を行うことはできません。

EC2-Classic で使用する Elastic IP アドレスを割り当てるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。
[Elastic IP アドレスの割り当て] を選択します。

4.

[Scope] (スコープ) で、[EC2-Classic] を選択します。

5.

[割り当て] を選択します。

EC2-Classic と VPC 間でのリソースの共有およびア
クセス
AWS アカウントのリソースと機能は、ClassicLink などを通じて、EC2-Classic と VPC のプラットフォー
ム間で共有できます。詳細については、ClassicLink (p. 1355) を参照してください。
アカウントが EC2-Classic をサポートしている場合、EC2-Classic 用にリソースの設定を行った場合が
あります。EC2-Classic から VPC に移行する場合は、VPC 内でこれらのリソースを再作成する必要が
あります。EC2-Classic から VPC への移行に関する詳細については、「EC2-Classic から VPC への移
行 (p. 1367)」を参照してください。
以下のリソースは、EC2-Classic と VPC の間で共有したりアクセスすることができます。
リソース

コメント

AMI
バンドルタスク
EBS ボリューム
Elastic IP アドレス (IPv4)

Elastic IP アドレスを EC2-Classic から VPC に
移行できます。もともと VPC で使用するために
割り当てられていた Elastic IP アドレスを EC2Classic に移行することはできません。詳細に
ついては、the section called “Elastic IP アドレ
ス” (p. 1368) を参照してください。

インスタンス

EC2-Classic インスタンスは、パブリック IPv4 ア
ドレスを使用して VPC 内のインスタンスと通信で
きます。または、ClassicLink を使用して、プライ
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リソース

コメント
ベート IPv4 アドレス経由の通信を有効にすること
ができます。
インスタンスを EC2-Classic から VPC に移行す
ることはできません。しかし、アプリケーション
を EC2-Classic のインスタンスから VPC のインス
タンスに移行することはできます。詳細について
は、EC2-Classic から VPC への移行 (p. 1367) を
参照してください。

キーペア
ロードバランサー

ClassicLink を使用している場合、ロードバラン
サーのあるリンクされた EC2-Classic インスタン
スを VPC に登録することができます。こうして
この VPC はそのインスタンスと同じアベイラビ
リティーゾーンにサブネットがあることになりま
す。
ロードバランサーを EC2-Classic から VPC に移行
することはできません。EC2-Classic でロードバラ
ンサーがある VPC にインスタンスを登録すること
はできません。

配置グループ
Reserved Instance

リザーブドインスタンス のネットワークプラット
フォームを EC2-Classic から VPC に変更できま
す。詳細については、リザーブドインスタンス の
変更 (p. 349) を参照してください。

セキュリティグループ

リンクされた EC2-Classic インスタンス
は、VPC からのトラフィックを監視するため
に、ClassicLink を通して VPC のセキュリティク
ループを使用することができます。VPC インスタ
ンスは、EC2-Classic セキュリティグループを使用
できません。
EC2-Classic から VPC にセキュリティグループを
移行することはできません。EC2-Classic のセキュ
リティグループのルールを VPC のセキュリティグ
ループにコピーすることはできます。詳細につい
ては、セキュリティグループの作成 (p. 1476) を参
照してください。

スナップショット
EC2-Classic と VPC の間で以下のリソースを共有したり、移動することはできません。
• Spot Instances

ClassicLink
EC2-Classic を廃止します。EC2-Classic は、VPC への移行 (p. 1367)をお勧めします。
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ClassicLink を使用すると、EC2-Classic インスタンスを同じリージョンにある自アカウントの VPC にリ
ンクできます。VPC のセキュリティグループを EC2-Classic インスタンスに関連付ける場合、これによっ
て、プライベート IPv4 アドレスを使用して EC2-Classic インスタンスと VPC のインスタンスが通信でき
るようになります。ClassicLink により、パブリック IPv4 アドレスや Elastic IP アドレスを使用しなくて
も、これらのプラットフォーム内のインスタンス間で通信できます。
ClassicLink は、EC2-Classic プラットフォームをサポートするアカウントを持つすべてのユーザーが利用
でき、任意のインスタンスタイプの EC2-Classic インスタンスで使用できます。ClassicLink は追加料金な
しで使用できます。データ転送とインスタンスの使用に対する標準料金が適用されます。
コンテンツ
• ClassicLink の基本 (p. 1356)
• ClassicLink の制限事項 (p. 1358)
• ClassicLink の操作 (p. 1359)
• ClassicLink の IAM ポリシー例 (p. 1362)
• 例: 3 層ウェブアプリケーションの ClassicLink セキュリティグループ設定 (p. 1365)

ClassicLink の基本
EC2-Classic を使用して ClassicLink インスタンスを VPC にリンクする場合、2 つの作業が含まれます。
まず、ClassicLink 用に VPC を有効にする必要があります。デフォルトでは、アカウントのすべての VPC
は、その分離を維持するために ClassicLink 用に有効になっていません。ClassicLink 用に VPC を有効に
すると、アカウント内の同じリージョンにある任意の実行中の EC2-Classic インスタンスをその VPC に
リンクすることができます。インスタンスをリンクするには、VPC からセキュリティグループを選択し
て、EC2-Classic インスタンスに関連付ける作業も必要です。インスタンスをリンクすると、VPC セキュ
リティグループで許可されている場合は、プライベート IP アドレスを使用して VPC 内のインスタンスと
通信できます。EC2-Classic インスタンスは、VPC にリンクされたときに、プライベート IP アドレスを失
いません。
インスタンスを VPC にリンクすることを、インスタンスをアタッチするということもあります。
リンクされた EC2-Classic インスタンスは VPC 内のインスタンスと通信できますが、VPC の一部とはな
りません。例えば、DescribeInstances API リクエストでインスタンスを表示して VPC でフィルタリ
ングする場合や、Amazon EC2 コンソールの [Instances] 画面を使用して VPC でフィルタリングする場
合、その結果には VPC にリンクされた EC2-Classic インスタンスは含まれません。リンクされた EC2Classic インスタンスの表示の詳細については、「ClassicLink が有効な VPC とリンクされたインスタンス
の表示 (p. 1361)」を参照してください。
デフォルトでは、リンクされた EC2-Classic インスタンスから VPC のインスタンスに対応するためにパ
ブリック DNS ホスト名を使用する場合、ホスト名はインスタンスのパブリック IP アドレスに解決されま
す。VPC のインスタンスからリンクされた EC2-Classic インスタンスに対応するためにパブリック DNS
ホスト名を使用する場合も同じになります。パブリック DNS ホスト名をプライベート IP アドレスに解
決するには、VPC の ClassicLink DNS サポートを有効にできます。詳細については、ClassicLink DNS サ
ポートの有効化 (p. 1361) を参照してください。
インスタンスと VPC の間の ClassicLink 接続が不要になった場合、VPC から EC2-Classic インスタンス
のリンクを解除できます。これにより、EC2-Classic インスタンスから VPC セキュリティグループの関
連付けが解除されます。リンクされた EC2-Classic インスタンスは、停止されたときに自動的に VPC か
らリンク解除されます。VPC からすべてのリンクされた EC2-Classic インスタンスのリンクを解除した
後、VPC の ClassicLink を無効にすることができます。

ClassicLink による VPC の他の AWS サービスを使用します。
リンクされた EC2-Classic インスタンスは、VPC の Amazon Redshift、Amazon ElastiCache、Elastic
Load Balancing、Amazon RDS の各 AWS サービスにアクセスできます。ただし、VPC のインスタンス
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は、ClassicLink を使用して、EC2-Classic プラットフォームでプロビジョニングされる AWS サービスに
アクセスできません。
Elastic Load Balancing を使用している場合は、リンクされた EC2-Classic インスタンスをロードバラン
サーに登録することができます。ClassicLink が有効な VPC にロードバランサーを作成し、インスタンス
が実行されるアベイラビリティーゾーンを有効にする必要があります。リンクされた EC2-Classic インス
タンスを終了する場合、ロードバランサーはインスタンスの登録を解除します。
Amazon EC2 Auto Scaling を使用する場合、起動時に指定した Amazon EC2 Auto Scaling が有効な
VPC に自動的にリンクされるインスタンスを含む ClassicLink グループを作成できます。詳細について
は、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「EC2-Classic インスタンスの VPC へのリンク」を参照
してください。
VPC で Amazon RDS インスタンスまたは Amazon Redshift クラスターを使用し、パブリックにアクセス
可能 (インターネットからアクセス可能) である場合、リンクされた EC2-Classic インスタンスからこれら
のリソースに対応するために使用するエンドポイントは、デフォルトでパブリック IP アドレスに解決され
ます。これらのリソースがパブリックにアクセス可能でない場合、エンドポイントはプライベート IP ア
ドレスに解決されます。ClassicLink を使用してプライベート IP 経由でパブリックにアクセス可能な RDS
インスタンスまたは Redshift クラスターに対応するには、プライベート IP アドレスまたはプライベート
DNS ホスト名を使用するか、ClassicLink VPC の DNS サポートを有効にする必要があります。
プライベート DNS ホスト名またはプライベート IP アドレスを使用して RDS インスタンスに対応する場
合、リンクされた EC2-Classic インスタンスは、マルチ AZ 配置に使用できるフェイルオーバーのサポー
トを使用することはできません。
Amazon EC2 コンソールを使用して、Amazon Redshift、Amazon ElastiCache、または Amazon RDS リ
ソースのプライベート IP アドレスを検索できます。

VPC 内の AWS リソースのプライベート IP アドレスを見つけるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。

3.

[Description] 列のネットワークインターフェイスの説明を確認します。Amazon Redshift、Amazon
ElastiCache、Amazon RDS で使用されるネットワークインターフェイスには、説明に含まれるサー
ビスの名前が付けられます。例えば、Amazon RDS インスタンスにアタッチされるネットワークイン
ターフェイスの説明は、RDSNetworkInterface のようになります。

4.

必要なネットワークインターフェイスを選択します。

5.

詳細ペインで、[Primary private IPv4 IP] フィールドからプライベート IP アドレスを取得します。

ClassicLink の使用の制御
デフォルトでは、IAM ユーザーには ClassicLink を使用するためのアクセス許可がありません。IAM 用の
VPC の有効化と無効化、ClassicLink が有効な VPC へのインターフェイスのリンクとリンク解除、および
ClassicLink が有効な VPC とリンクされた ClassicLink インスタンスの表示の権限をユーザーに付与する
EC2-Classic ポリシーを作成できます。Amazon EC2 の IAM ポリシーの詳細については、「Amazon EC2
の IAM ポリシー (p. 1385)」を参照してください。
ClassicLink を操作するためのポリシーの詳細については、次の例 (ClassicLink の IAM ポリシー
例 (p. 1362)) を参照してください。

ClassicLink のセキュリティグループ
EC2-Classic インスタンスを VPC にリンクしても、EC2-Classic セキュリティグループには影響しま
せん。これらのセキュリティグループは、引き続きインスタンスに出入りするすべてのトラフィックを
管理します。ただし、VPC のインスタンスに出入りするトラフィックは例外で、EC2-Classic インスタ
ンスに関連付けられた VPC セキュリティグループによって管理されます。同じ VPC にリンクされた
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EC2-Classic インスタンスは、同じ VPC セキュリティグループに関連付けられているかどうかに関係な
く、VPC を介して相互に通信できません。EC2-Classic インスタンス間の通信は、それらのインスタンス
に関連付けられた EC2-Classic セキュリティグループによって制御されます。セキュリティグループ設定
の例については、例: 3 層ウェブアプリケーションの ClassicLink セキュリティグループ設定 (p. 1365)を参
照してください。
VPC にインスタンスをリンクすると、インスタンスに関連付けられる VPC セキュリティグループを変更
することはできなくなります。インスタンスに別のセキュリティグループを関連付けるには、最初にイン
スタンスのリンクを解除し、次にもう一度 VPC にリンクして、必要なセキュリティグループを選択する必
要があります。

ClassicLink のルーティング
ClassicLink 用に VPC を有効にすると、VPC のすべてのルートテーブルに、送信先が 10.0.0.0/8 で、
ターゲットが local である静的ルートが追加されます。これによって、VPC 内のインスタンスと、VPC
にリンクされている EC2-Classic インスタンスとの間で通信が可能になります。ClassicLink が有効な
VPC にカスタムルートテーブルを追加する場合、送信先が 10.0.0.0/8 で、ターゲットが local である
静的ルートが自動的に追加されます。VPC の ClassicLink を無効にすると、このルートは VPC のすべての
ルートテーブルから自動的に削除されます。
10.0.0.0/16 および 10.1.0.0/16 IP アドレス範囲にある VPC で ClassicLink を有効にすることがで
きるのは、VPC の作成時に自動的に追加されたローカルルートを除き、10.0.0.0/8 IP アドレス範囲の
ルートテーブルに既存の静的ルートがない場合のみです。同様に、ClassicLink 用に VPC を有効にしてい
る場合、10.0.0.0/8 IP アドレス範囲内のルートテーブルに、より詳細なルートを追加できない場合があ
ります。

Important
VPC CIDR ブロックがパブリックにルーティング可能な IP アドレス範囲である場合は、EC2Classic インスタンスを VPC にリンクする前にセキュリティへの影響を考慮してください。例え
ば、リンクされた EC2-Classic インスタンスが、VPC の IP アドレス範囲内にあるソース IP アド
レスからサービス拒否 (DoS) リクエストによるフラッド攻撃を受けた場合、応答トラフィックは
VPC に送信されます。RFC 1918 に規定されているように、プライベート IP アドレスの範囲を使
用して VPC を作成することを強くお勧めします。
ルートテーブルと VPC でのルーティングに関する詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの
「ルートテーブル」を参照してください。

ClassicLink の VPC ピア接続の有効化
2 つの VPC 間に VPC ピア接続があり、ClassicLink を介して 1 つまたは両方の VPC にリンクされた 1 つ
以上の EC2-Classic インスタンスが存在する場合は、VPC ピア接続を拡大して、EC2-Classic インスタン
スと VPC ピア接続の他方の側の VPC のインスタンス間の通信を有効にすることができます。これによ
り、EC2-Classic インスタンスと VPC のインスタンスは、プライベート IP アドレスを使用して通信する
ことができます。これを行うには、ローカル VPC がピア VPC でリンクされた EC2-Classic インスタンス
と通信できるようにするか、リンクされたローカル EC2-Classic インスタンスがピア VPC のインスタン
スと通信できるようにします。
ローカル VPC が、ピア VPC 内のリンクされた EC2-Classic インスタンスと通信できるようにする場合、
宛先が 10.0.0.0/8、ターゲットが local として、静的ルートが自動的にルートテーブルに追加されま
す。
詳細および例については、Amazon VPC Peering ガイドの「ClassicLink を使用した設定」を参照してくだ
さい。

ClassicLink の制限事項
ClassicLink 機能を使用するには、次の制限事項に注意する必要があります。
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• EC2-Classic インスタンスは、一度に 1 つの VPC にのみリンクすることができます。
• リンクされた EC2-Classic インスタンスを停止した場合、インスタンスは VPC から自動的にリンクが
解除され、VPC セキュリティグループはインスタンスとの関連付けが失われます。インスタンスを再起
動した後、インスタンスを VPC に再びリンクできます。
• EC2-Classic インスタンスを別のリージョンにある VPC や別の AWS アカウントの VPC にリンクする
ことはできません。
• ClassicLink を使用して、VPC インスタンスを別の VPC または EC2-Classic リソースにリンクすること
はできません。VPC 間のプライベート接続を確立するには、VPC ピア接続を使用できます。詳細につ
いては、Amazon VPC ピアリングガイドを参照してください。
• VPC の Elastic IP アドレスをリンクされた EC2-Classic インスタンスに関連付けることはできません。
• IPv6 の通信用に EC2-Classic インスタンスを有効にすることはできません。IPv6 CIDR ブロックを
VPC に関連付けて、IPv6 アドレスを VPC 内のリソースに割り当てることはできますが、ClassicLinked
インスタンスと VPC 内のリソースの間で通信できるのは、IPv4 経由に限られます。
• EC2-Classic のプライベート IP アドレス範囲の 10/8 と競合するルートを持つ VPC は ClassicLink 用に
有効にすることはできません。これには、ルートテーブルに既にローカルルートがあり、IP アドレス範
囲が 10.0.0.0/16 および 10.1.0.0/16 である VPC は含まれません。詳細については、ClassicLink
のルーティング (p. 1358) を参照してください。
• 専用ハードウェアテナンシー用に設定された VPC は、ClassicLink 用に有効にすることはできません。
専用テナンシー VPC を ClassicLink に対して有効にするようにリクエストするには、Amazon Web
Services サポートまでお問い合わせください。

Important
EC2-Classic インスタンスは共有ハードウェアで実行されます。規制またはセキュリティ要件
のために VPC のテナンシーを dedicated に設定した場合、EC2-Classic インスタンスを VPC
にリンクすると、その要件に準拠しない可能性があります。この設定により、共有テナンシー
のリソースが、プライベート IP アドレスを使用して、隔離されたリソースに直接アクセスでき
るためです。ClassicLink 用に専用 VPC を有効にする必要がある場合は、詳細な理由を添えて
Amazon Web Services サポートにリクエストしてください。
• 172.16.0.0/16 の範囲内の VPC に EC2-Classic インスタンスをリンクした場合に、VPC 内に IP アド
レス 172.16.0.23/32 で稼働中の DNS サーバーがある場合、リンクした EC2-Classic インスタンス
は VPC DNS サーバーにアクセスできません。この問題を回避するためには、DNS サーバーを VPC 内
の違う IP アドレスで稼働させてください。
• ClassicLink は VPC からの推移関係をサポートしていません。リンクされた EC2-Classic インスタンス
は、VPN 接続、VPC ゲートウェイエンドポイント、NAT ゲートウェイ、または VPC に関連付けられ
たインターネットゲートウェイにアクセスできません。同様に、VPN 接続またはインターネットゲート
ウェイの他方の側のリソースは、リンクされた EC2-Classic インスタンスにアクセスできません。

ClassicLink の操作
Amazon EC2 コンソールと Amazon VPC コンソールを使用して、ClassicLink 機能を使用できま
す。ClassicLink 用の VPC の有効化と無効化、および VPC と EC2-Classic インスタンスのリンクとリンク
解除を行うことができます。

Note
ClassicLink 機能は、EC2-Classic をサポートするアカウントとリージョンのコンソールにのみ表
示されます。
タスク
• ClassicLink 用の VPC の有効化 (p. 1360)
• VPC へのインスタンスのリンク (p. 1360)
• 起動時の VPC へのインスタンスのリンク (p. 1360)
• ClassicLink が有効な VPC とリンクされたインスタンスの表示 (p. 1361)
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• ClassicLink DNS サポートの有効化 (p. 1361)
• ClassicLink DNS サポートの無効化 (p. 1361)
• VPC からのインスタンスのリンク解除 (p. 1362)
• VPC の ClassicLink の無効化 (p. 1362)

ClassicLink 用の VPC の有効化
EC2-Classic インスタンスを VPC にリンクするには、まず ClassicLink 用の VPC を有効にする必要があり
ます。VPC のルーティングが ClassicLink のプライベート IP アドレス範囲と競合する場合、EC2-Classic
用の VPC を有効にすることはできません。詳細については、ClassicLink のルーティング (p. 1358) を参
照してください。

ClassicLink 用に VPC を有効にするには
1.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2.

画面左枠のナビゲーションペインで、[Your VPCs] を選択します。

3.

VPC を選択します。

4.

[Actions] (アクション)、[Edit VPC settings] (VPC 設定の編集) の順に選択します。

5.

[ClassicLink] で、[Enable] (有効化) を選択します。

6.

(オプション) パブリック DNS ホスト名をプライベート IP アドレスに解決するには、インスタンスを
リンクする前に、VPC の ClassicLink DNS サポートを有効にします。詳細については、ClassicLink
DNS サポートの有効化 (p. 1361) を参照してください。

VPC へのインスタンスのリンク
ClassicLink 用の VPC を有効にした後、EC2-Classic インスタンスを VPC にリンクすることができます。
インスタンスは running の状態である必要があります。
パブリック DNS ホスト名をプライベート IP アドレスに解決するには、インスタンスをリンクする前
に、VPC の ClassicLink DNS サポートを有効にします。詳細については、ClassicLink DNS サポートの有
効化 (p. 1361) を参照してください。

インスタンスを VPC にリンクするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

1 つまたは複数の実行中の EC2-Classic インスタンスを選択します。

4.

[Actions (アクション)]、[ClassicLink]、[Link to VPC (VPC へのリンク)] の順に選択します。

5.

VPC を選択します。コンソールには、ClassicLink に対して有効になっている VPC だけが表示されま
す。

6.

インスタンスに関連付けるセキュリティグループを 1 つ以上選択します。コンソールに
は、ClassicLink に対して有効になっている VPC のセキュリティグループのみが表示されます。

7.

[Link (リンク)] を選択します。

起動時の VPC へのインスタンスのリンク
Amazon EC2 コンソールの Launch wizard を使用して、EC2-Classic インスタンスを起動し、すぐに
ClassicLink が有効な VPC にリンクすることができます。

起動時にインスタンスを VPC にリンクするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

Amazon EC2 ダッシュボードから、[Launch Instance] を選択します。

3.

AMI を選択し、EC2-Classic でサポートされているインスタンスタイプを選択します。詳細について
は、EC2-Classic で利用可能なインスタンスタイプ (p. 1350) を参照してください。

4.

[Configure Instance Details] ページで以下の操作を実行します。

5.

a.

[Network (ネットワーク)] で、[EC2-Classic 内に起動] を選択します。このオプションを無効にす
ると、インスタンスタイプは EC2-Classic ではサポートされません。

b.

[Link to VPC (ClassicLink) (VPC へのリンク (ClassicLink))] を展開し、[Link to VPC (VPC へのリ
ンク)] から VPC を選択します。コンソールには、ClassicLink が有効な VPC だけが表示されま
す。

ウィザードの残りの手順を完了し、インスタンスを起動します。詳細については、古いインスタンス
起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する (p. 527) を参照してください。

ClassicLink が有効な VPC とリンクされたインスタンスの表示
ClassicLink コンソールで Amazon VPC が有効な VPC をすべて表示し、EC2-Classic コンソールでリンク
された Amazon EC2 インスタンスをすべて表示できます。

ClassicLink が有効な VPC を表示するには
1.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2.

画面左枠のナビゲーションペインで、[Your VPCs] を選択します。

3.

VPC を選択します。

4.

[ClassicLink] の値が [Enabled (有効)] の場合、VPC は ClassicLink に対して有効になります。

ClassicLink DNS サポートの有効化
VPC の ClassicLink DNS サポートを有効にして、リンクされた EC2-Classic インスタンスと VPC のイン
スタンス間で対応された DNS ホスト名がプライベート IP アドレスに解決され、パブリック IP アドレス
に解決されないようにします。この機能を有効にするには、DNS ホスト名および DNS の解決について
VPC が有効になっている必要があります。

Note
VPC に対して ClassicLink DNS サポートを有効にした場合、リンクされた EC2-Classic インスタ
ンスは、VPC に関連付けられた任意のプライベートホストゾーンにアクセスできます。詳細につ
いては、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの「プライベートホストゾーンの使用」を参照し
てください。

ClassicLink DNS サポートを有効にするには
1.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2.

画面左枠のナビゲーションペインで、[Your VPCs] を選択します。

3.

VPC を選択します。

4.

[Actions] (アクション)、[Edit VPC settings] (VPC 設定の編集) の順に選択します。

5.

[ClassicLink DNS サポート] で、[有効] を選択します。

6.

[Save changes] を選択します。

ClassicLink DNS サポートの無効化
VPC の ClassicLink DNS サポートを無効にして、リンクされた EC2-Classic インスタンスと VPC のイン
スタンス間で対応された DNS ホスト名がパブリック IP アドレスに解決され、プライベート IP アドレス
に解決されないようにします。
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ClassicLink DNS サポートを無効にするには
1.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2.

画面左枠のナビゲーションペインで、[Your VPCs] を選択します。

3.

VPC を選択します。

4.

[Actions] (アクション)、[Edit VPC settings] (VPC 設定の編集) の順に選択します。

5.

[ClassicLink DNS サポート] で、[有効] をオフにします。

6.

[Save changes] を選択します。

VPC からのインスタンスのリンク解除
ClassicLink インスタンスと VPC の間の EC2-Classic 接続が不要になった場合、VPC からインスタンスの
リンクを解除できます。インスタンスのリンクを解除すると、インスタンスから VPC セキュリティグルー
プの関連付けが解除されます。
停止したインスタンスは、VPC から自動的にリンクが解除されます。

VPC からインスタンスのリンクを解除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

1 つ以上のインスタンスを選択します。

4.

[Actions (アクション)]、[ClassicLink]、[Unlink from VPC (VPC からリンク解除)] の順に選択します。

5.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Unlink (リンク解除)] を選択します。

VPC の ClassicLink の無効化
EC2-Classic インスタンスと VPC の間の接続が不要になった場合は、VPC の ClassicLink を無効にするこ
とができます。最初に、VPC にリンクされたすべての EC2-Classic インスタンスのリンクを解除します。

VPC の ClassicLink を無効にするには
1.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2.

画面左枠のナビゲーションペインで、[Your VPCs] を選択します。

3.

VPC を選択します。

4.

[Actions] (アクション)、[Edit VPC settings] (VPC 設定の編集) の順に選択します。

5.

[ClassicLink] で、[Enable] (有効化) を選択解除します。

ClassicLink の IAM ポリシー例

ClassicLink で VPC を有効にし、EC2-Classic インスタンスと VPC にリンクできます。ClassicLink
が有効な VPC と、VPC にリンクされたすべての EC2-Classic インスタンスを表示することもできま
す。ec2:EnableVpcClassicLink、ec2:DisableVpcClassicLink、ec2:AttachClassicLinkVpc、ec2:Deta
の各アクションのリソースレベルのアクセス許可を使用してポリシーを作成し、ユーザーがそれらのアク
ションを使用できるかどうかを制御できます。リソースレベルのアクセス許可は、ec2:Describe* アク
ションではサポートされません。
例
• ClassicLink を使用する完全なアクセス許可 (p. 1363)
• ClassicLink で VPC を有効化および無効化する (p. 1363)
• インスタンスをリンクする (p. 1363)
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• インスタンスのリンクの解除 (p. 1364)

ClassicLink を使用する完全なアクセス許可
次のポリシーでは、ClassicLink が有効な VPC とリンクされた EC2-Classic インスタンスを表示するアク
セス許可、ClassicLink で VPC を有効化および無効化するアクセス許可、ClassicLink が有効な VPC から
インスタンスをリンクおよびリンク解除するアクセス許可をユーザーに付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeClassicLinkInstances", "ec2:DescribeVpcClassicLink",
"ec2:EnableVpcClassicLink", "ec2:DisableVpcClassicLink",
"ec2:AttachClassicLinkVpc", "ec2:DetachClassicLinkVpc"
],
"Resource": "*"
}
]

ClassicLink で VPC を有効化および無効化する
次のポリシーでは、特定のタグ「purpose=classiclink」を持つ VPC を ClassicLink で有効化および
無効化することをユーザーに許可します。ユーザーは、ClassicLink で他の VPC を有効化または無効化す
ることができません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:*VpcClassicLink",
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account:vpc/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/purpose":"classiclink"
}
}
}
]

インスタンスをリンクする
次のポリシーでは、インスタンスが m3.large インスタンスタイプの場合に限り、インスタンスを VPC
にリンクするアクセス許可をユーザーに付与します。2 番目のステートメントでは、VPC にインスタンス
をリンクするのに必要な、VPC およびセキュリティグループリソースを使用することをユーザーに許可し
ます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:AttachClassicLinkVpc",
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account:instance/*",
"Condition": {
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"StringEquals": {
"ec2:InstanceType":"m3.large"
}

}

]

}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:AttachClassicLinkVpc",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:account:vpc/*",
"arn:aws:ec2:region:account:security-group/*"
]
}

次のポリシーでは、インスタンスを特定の VPC (vpc-1a2b3c4d) にのみリンクするアクセス許可、VPC
の特定のセキュリティグループのみインスタンス (sg-1122aabb と sg-aabb2233) に関連付けるアクセ
ス許可をユーザーに付与します。ユーザーは、インスタンスを他の VPC にリンクすることはできず、他の
VPC のセキュリティグループを指定してリクエスト内のインスタンスに関連付けることはできません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:AttachClassicLinkVpc",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:account:vpc/vpc-1a2b3c4d",
"arn:aws:ec2:region:account:instance/*",
"arn:aws:ec2:region:account:security-group/sg-1122aabb",
"arn:aws:ec2:region:account:security-group/sg-aabb2233"
]
}
]

インスタンスのリンクの解除
次のポリシーでは、インスタンスが「unlink=true」タグを持つ場合にのみ、リンクされた EC2-Classic
インスタンスを VPC からリンク解除するアクセス許可をユーザーに付与します。2 番目のステートメン
トでは、VPC からインスタンスをリンク解除するのに必要な、VPC リソースを使用するアクセス許可を
ユーザーに付与します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:DetachClassicLinkVpc",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:account:instance/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/unlink":"true"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:DetachClassicLinkVpc",
"Resource": [
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}

]

}

"arn:aws:ec2:region:account:vpc/*"
]

例: 3 層ウェブアプリケーションの ClassicLink セキュリティグ
ループ設定
この例では、次の 3 つのインスタンスを持つアプリケーションを使用します。public-facing ウェブサー
バー、アプリケーションサーバー、データベースサーバー。ウェブサーバーは、インターネットからの
HTTPS トラフィックを受け入れ、TCP ポート 6001 を介してアプリケーションサーバーと通信します。次
に、アプリケーションサーバーが TCP ポート 6004 を介してデータベースサーバーと通信します。アプリ
ケーション全体をアカウントの VPC に移行しています。アプリケーションサーバーとデータベースサー
バーは、すでに VPC に移行しました。ウェブサーバーはまだ EC2-Classic にあり、ClassicLink を介して
VPC にリンクされています。
これらのインスタンス間でのみトラフィックが流れるようにセキュリティグループを設定す
る必要があります。次の 4 つのセキュリティグループがあります。ウェブサーバー用に 2 つ
(sg-1a1a1a1aとsg-2b2b2b2b)、アプリケーションサーバー用に 1 つ (sg-3c3c3c3c)、およびデータ
ベースサーバー用に 1 つ (sg-4d4d4d4d)。
次の図は、インスタンスのアーキテクチャーとそれらのセキュリティグループ設定を示しています。

ウェブサーバーのセキュリティグループ (sg-1a1a1a1a および sg-2b2b2b2b)
EC2-Classic に 1 つのセキュリティグループ、VPC にその他のセキュリティグループがありま
す。ClassicLink を介してインスタンスを VPC にリンクしたときに、VPC のセキュリティグループがウェ
ブサーバーインスタンスに関連付けられています。VPC セキュリティグループを使用すると、ウェブサー
バーからアプリケーションサーバーへのアウトバウンドトラフィックを制御することができます。

1365

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
ClassicLink

EC2-Classic セキュリティグループ (sg-1a1a1a1a) のセキュリティグループルールを以下に示します。
Inbound
送信元

タイプ

ポート範囲

コメント

0.0.0.0/0

HTTPS

443

インターネットトラ
フィックがウェブサー
バーに到達できるように
します。

VPC セキュリティグループ (sg-2b2b2b2b) のセキュリティグループルールを以下に示します。
Outbound
送信先

タイプ

ポート範囲

コメント

sg-3c3c3c3c

TCP

6001

ウェブサーバーから
VPC のアプリケーショ
ンサーバーへの (または
sg-3c3c3c3c に関連付
けられている他のインス
タンスへの) アウトバウ
ンドトラフィックを許可
します。

アプリケーションサーバーのセキュリティグループ (sg-3c3c3c3c)
アプリケーションサーバーに関連付けられている VPC セキュリティグループのセキュリティグループルー
ルを以下に示します。
Inbound
送信元

タイプ

ポート範囲

コメント

sg-2b2b2b2b

TCP

6001

ウェブサーバー (または
sg-2b2b2b2b に関連付
けられている他のインス
タンス) から、指定した
タイプのトラフィック
がアプリケーションサー
バーに到達できるように
します。

送信先

タイプ

ポート範囲

コメント

sg-4d4d4d4d

TCP

6004

Allows outbound traffic
from the application
server to the database
server (or to any other
instance associated with
sg-4d4d4d4d).

Outbound
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データベースサーバーのセキュリティグループ (sg-4d4d4d4d)
データベースサーバーに関連付けられている VPC セキュリティグループのセキュリティグループルールを
以下に示します。
Inbound
送信元

タイプ

ポート範囲

コメント

sg-3c3c3c3c

TCP

6004

アプリケーション
サーバー (または
sg-3c3c3c3c に関連付
けられている他のイン
スタンス) から、指定し
たタイプのトラフィック
がデータベースサーバー
に到達できるようにしま
す。

EC2-Classic から VPC への移行
EC2-Classic を廃止します。詳細については、ブログ記事「EC2-Classic Networking is Retiring - Here's
How to Prepare」を参照してください。
EC2-Classic から VPC に移行するには、VPC で EC2-Classic リソースを移行または再作成する必要があ
ります。
目次
• リソースを VPC に移行する (p. 1367)
• AWSSupport-MigrateEC2ClassicToVPC ランブックを使用する (p. 1372)
• 例: シンプルなウェブアプリケーションを移行する (p. 1372)

リソースを VPC に移行する
一部のリソースを VPC に移行または移動できます。一部のリソースは、EC2-Classic から同じリージョ
ンにある VPC および同じ AWS アカウントの VPC にのみ移行できます。リソースを移行できない場合
は、VPC で使用する新しいリソースを作成する必要があります。
前提条件
開始する前に、VPC が必要です。デフォルトの VPC がない場合は、デフォルト以外の VPC を作成できま
す。詳細については、「Create a VPC (VPC を作成する)」を参照してください。
リソース
• セキュリティグループ (p. 1368)
• Elastic IP アドレス (p. 1368)
• AMI とインスタンス (p. 1369)
• Amazon RDS DB インスタンス (p. 1372)
• クラシックロードバランサー (p. 1372)
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セキュリティグループ
VPC のインスタンスで EC2-Classic インスタンスと同じセキュリティグループのルールを使用する場合
は、Amazon EC2 コンソールを使用して既存の EC2-Classic セキュリティグループのルールを新しい VPC
のセキュリティグループにコピーできます。EC2-Classic から、要件を満たす VPC に任意のセキュリ
ティグループをコピーできます。デフォルトのセキュリティグループは削除できません。これらは、EC2Classic が廃止される際に自動的に削除されます。
同じリージョンの同じ AWS アカウントの新しいセキュリティグループにのみセキュリティグループの
ルールをコピーできます。別のリージョンまたは別の AWS アカウントを使用する場合は、新しいセキュ
リティグループを作成し、手動でルールを追加する必要があります。詳細については、「Windows インス
タンス用の Amazon EC2 Amazon セキュリティグループ (p. 1469)」を参照してください。
前提条件
セキュリティグループのコピーを開始する前に、EC2-Classic セキュリティグループが EC2-Classic 内の
別のセキュリティグループを参照するルールがあるかどうか確認する必要があります。これらのルールは
VPC にコピーできないため、削除する必要があります。詳細については、「セキュリティグループからの
ルールの削除」を参照してください。

セキュリティグループのルールを新しいセキュリティグループにコピーするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

3.

EC2-Classic インスタンスに関連付けられたセキュリティグループを選択してから、[Actions] (アク
ション)、[Copy to new security group (新規セキュリティグループにコピー) の順に選択します。

Note
EC2-Classic セキュリティグループを特定するには、[VPC ID] 列を確認します。各 EC2Classic セキュリティグループについて、この列の値は空白または - 記号です。
4.

[Copy to new security group] (新しいセキュリティ グループにコピー) ダイアログボックスで、新しい
セキュリティグループの名前と説明を指定します。[VPC] リストから使用している VPC を選択しま
す。

5.

[Inbound rules] (インバウンドルール) で、EC2-Classic セキュリティグループのルールがフィールドに
入力されます。必要に応じてルールを変更できます。[Outbound rules] (アウトバウンドルール) では、
すべてのアウトバウンドトラフィックを許可するルールが自動的に作成されます。セキュリティグ
ループのルールの変更方法については、「Windows インスタンス用の Amazon EC2 Amazon セキュ
リティグループ (p. 1469)」を参照してください。

Important
VPC セキュリティグループから EC2-Classic セキュリティグループは参照できないた
め、EC2-Classic のセキュリティグループを参照するルールはすべて削除する必要がありま
す。セキュリティグループを VPC にコピーした後に、同様のルールを追加できます。
6.

[セキュリティグループの作成] を選択します。

Elastic IP アドレス
VPC 用に EC2-Classic で割り当てられた Elastic IP アドレスを移行できます。Elastic IP アドレスを別の
リージョンまたは AWS アカウントに移行することはできません。24 時間以内にアカウントに割り当てら
れた Elastic IP アドレスを移行することはできません。
Elastic IP アドレスを移行すると、VPC の Elastic IP アドレス制限にカウントされます。Elastic IP アドレ
スを移行した結果として制限を超過する場合は、移行できません。Elastic IP アドレスを移行する場合、イ
ンスタンスに関連付けないでください。インスタンスからの Elastic IP アドレスの関連付け解除の詳細に
ついては、「Elastic IP アドレスの関連付けを解除する (p. 1228)」を参照してください。
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Elastic IP アドレスを移動または復元するコマンドを実行すると、Elastic IP アドレスの移行プロセスには
数分かかる場合があります。Elastic IP アドレスがまだ移動中であるか、移動が完了したかを確認するに
は、describe-moving-addresses コマンドを使用します。移動が完了したら、[Elastic IPs] (Elastic IP) ペー
ジで Elastic IP アドレスの割り当て ID を表示できます。Elastic IP アドレスの移動中状態が 5 分を超えた
場合は、AWS Support にお問い合わせください。
EC2-Classic で割り当てられた Elastic IP アドレスを特定するには
Amazon EC2 コンソールを開きます。ナビゲーションペインで [Elastic IPs] (Elastic IP) を選択し、Elastic
IP アドレスのチェックボックスをオンにします。Summary (概要) ページで、[Scope] (スコープ) が [EC2Classic] または [VPC] であるかを確認します。

Amazon EC2 コンソールを使用して Elastic IP アドレスを移動するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。

3.

Elastic IP アドレスを選択し、[Actions]、[Move to VPC scope] の順に選択します。

4.

確認ダイアログボックスで、[Move Elastic IP] を選択します。

AMI とインスタンス
AMI は Amazon EC2 インスタンスを起動するためのテンプレートです。既存の EC2-Classic インスタンス
に基づいて独自の AMI を作成し、その AMI を使用して VPC でインスタンスを起動できます。
コンテンツ
• EC2-Classic インスタンスを特定する (p. 1369)
• AMI を作成する (p. 1369)
• (オプション) AMI を共有またはコピーする (p. 1370)
• (オプション) Amazon EBS ボリュームにデータを保存する (p. 1370)
• VPC でインスタンスを起動する (p. 1371)

EC2-Classic インスタンスを特定する
EC2-Classic と VPC の両方で実行されているインスタンスがある場合は、EC2-Classic インスタンスを特
定できます。
Amazon EC2 コンソール
ナビゲーションペインで、[Instances (インスタンス)] を選択します。[VPC ID] 列で、各 EC2-Classic イン
スタンスの値は空白または - 記号です。[VPC ID] 列が表示されていない場合は、歯車アイコンを選択して
列を表示します。
AWS CLI
次の describe-instances AWS CLI コマンドを使用します。--query パラメータには、VpcId の値が
null であるインスタンスのみが表示されます。
aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instances[?VpcId==`null`]'

AMI を作成する
EC2-Classic インスタンスを特定したら、そのインスタンスから AMI を作成できます。
Windows AMI を作成するには
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詳細については、「カスタム Windows AMI の作成」を参照してください。
Linux AMI を作成するには
Linux AMI の作成に使用する方法は、インスタンスのルートデバイスタイプと、インスタンスが実行され
るオペレーティングシステムのプラットフォームによって異なります。インスタンスのルートデバイスタ
イプを確認するには、[Instances] (インスタンス) ページに移動してインスタンスを選択し、[Storage] (ス
トレージ) タブ (新しいコンソール) または [Description] (説明) タブ (古いコンソール) で [Root device type]
(ルートデバイスタイプ) フィールドの情報を確認します。この値が ebs の場合、インスタンスは EBSBacked です。この値が instance-storeの場合、インスタンスは、Instance Store-Backed です。ま
た、describe-instances AWS CLI コマンドを使用してルートデバイスタイプを確認することもできます。
以下の表では、インスタンスのルートデバイスタイプ、およびソフトウェアプラットフォームに基づいて
Linux AMI を作成するオプションを示しています。

Important
インスタンスタイプには、PV と HVM 仮想化の両方をサポートするものもありますが、どちらか
一方のみサポートするものもあります。AMI を使用して現在のインスタンスタイプと異なるイン
スタンスタイプを起動する場合、そのインスタンスタイプで AMI が提供する仮想化のタイプがサ
ポートされていることを確認します。AMI で PV 仮想化がサポートされ、HVM 仮想化をサポー
トするインスタンスタイプを使用する場合は、必要に応じて、基になる HVM AMI にソフトウェ
アを再インストールします。PV および HVM 仮想化の詳細については、「Linux AMI 仮想化タイ
プ」を参照してください。
インスタンスのルート
デバイスタイプ

アクション

EBS

インスタンスから EBS-backed AMI を作成します。詳細については、
「Amazon EBS-Backed Linux AMI の作成」を参照してください。

インスタンスストア

AMI ツールを使用してインスタンスから instance store-backed AMI を作成し
ます。詳細については、「Instance Store-Backed Linux AMI の作成」を参照
してください。

インスタンスストア

instance store-backed インスタンスを EBS-backed インスタンスに変換しま
す。詳細については、「Instance store-backed AMI を Amazon EBS-backed
AMI に変換する」を参照してください。

(オプション) AMI を共有またはコピーする
AMI を使用して新しい AWS アカウントでインスタンスを起動するには、最初に AMI を新しいアカウント
と共有する必要があります。詳細については、特定の AWS アカウントとの AMI の共有 (p. 126) を参照し
てください。
AMI を使用して別のリージョンの VPC でインスタンスを起動するには、最初に AMI をそのリージョンに
コピーする必要があります。詳細については、AMI のコピー (p. 150) を参照してください。

(オプション) Amazon EBS ボリュームにデータを保存する
Amazon EBS ボリュームを作成し、物理ハードドライブを使用するように、そのボリュームを使用してイ
ンスタンスのデータをバックアップおよび保存できます。Amazon EBS ボリュームは、同じアベイラビリ
ティーゾーンのどのインスタンスからでもアタッチおよびデタッチできます。EC2-Classic のインスタン
スからボリュームをデタッチして、同じアベイラビリティーゾーンの VPC で起動する新しいインスタンス
にアタッチできます。
Amazon EBS ボリュームの詳細については、次のトピックを参照してください。
• Amazon EBS ボリューム (p. 1503)
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• Amazon EBS ボリュームの作成 (p. 1526)
• インスタンスへの Amazon EBS ボリュームのアタッチ (p. 1530)
Amazon EBS ボリュームのデータをバックアップするには、定期的にボリュームのスナップショットを作
成します。詳細については、Amazon EBS スナップショットの作成 (p. 1560) を参照してください。必要
な場合は、スナップショットから Amazon EBS ボリュームを作成できます。詳細については、スナップ
ショットからのボリュームの作成 (p. 1528) を参照してください。

VPC でインスタンスを起動する
AMI を作成したら、Amazon EC2 インスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを VPC に起動で
きます。インスタンスは、既存の EC2-Classic インスタンスと同じデータと構成です。

Note
この機会を利用して、現行世代のインスタンスタイプにアップグレードできます。
New console

VPC でインスタンスを起動するには
1.

インスタンスを起動する (p. 519)ための手順に従います。

2.

[Application and OS Images (Amazon Machine Image)] (アプリケーションおよび OS イメージ
(Amazon マシンイメージ)) で [My AMIs] (自分の AMI) を選択し、[Owned by me](自分が所有) が
選択されていることを確認して、作成した AMI を選択します。または、別のアカウントから AMI
を共有した場合は、[Shared with me] (自分と共有) を選択し、EC2-Classic アカウントから共有し
た AMI を選択します。

3.

[Network settings] (ネットワーク設定) で、[Edit] (編集) (右側) を選択し、次の操作を実行します。
a.

[VPC] で、自分の VPC を選択します。

b.

[Subnet] (サブネット) で、必要なサブネットを選択します。

c.

[Security group name] (セキュリティ グループ名) で、VPC 用に作成したセキュリティグルー
プを選択します。

4.

インスタンスタイプやキーペアなど、必要なその他の詳細を設定します。インスタンス起動
ウィザードのフィールドについては、「定義済みのパラメータを使用したインスタンスの起
動 (p. 519)」を参照してください。

5.

[Summary] (概要) パネルでインスタンスの設定を確認し、[Launch instance] (インスタンスを起
動) を選択します。

Old console

VPC でインスタンスを起動するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ダッシュボードで、[Launch Instance (インスタンスの起動)] を選択します。

3.

[ Choose an Amazon Machine Image] ページで、[My AMIs] カテゴリを選択し、作成した AMI を
選択します。または、別のアカウントからの AMI を共有した場合は、[Ownership (所有権)] フィ
ルタリストで [Shared with me (自分と共有)] を選択します。EC2-Classic アカウントからの共有
した AMI を選択します。

4.

[Choose an Instance Type] ページで、インスタンスのタイプを選択し、[Next: Configure Instance
Details] を選択します。

5.

[Configure Instance Details] ページで、[Network] リストから VPC を選択します。[Subnet] リス
トから必要なサブネットを選択します。必要な他の詳細を設定し、[Configure Security Group (セ
キュリティグループの設定)] ページが表示されるまでウィザードの次のページに進みます。
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6.

[Select an existing group (既存のグループを選択)] を選択し、VPC 用に作成したセキュリティグ
ループを選択します。[Review and Launch] を選択します。

7.

インスタンスの詳細を確認し、[Launch] を選択して、キーペアを指定し、インスタンスを起動し
ます。

ウィザードの各ステップで設定できるパラメータの詳細については、「古いインスタンス起動ウィザード
を使用してインスタンスを起動する (p. 527)」を参照してください。

Amazon RDS DB インスタンス
EC2-Classic DB インスタンスを同じリージョンの同じアカウントの VPC に移動できます。詳細について
は、Amazon RDS ユーザーガイド の「DB インスタンスの VPC の更新」を参照してください。

クラシックロードバランサー
EC2-Classic のClassic Load Balancer は VPC のClassic Load Balancer に移行します。またはこれ
を、Application Load Balancer あるいは Network Load Balancer に移行することもできます。詳細につい
ては、Elastic Load Balancing ユーザーガイドの「Classic Load Balancer の移行」を参照してください。

AWSSupport-MigrateEC2ClassicToVPC ランブックを使用する
AWSSupport-MigrateEC2ClassicToVPC ランブックは、EC2-Classic インスタンスを VPC に移行します。
詳細については、「How do I migrate an EC2-Classic instance to a VPC?」を参照してください。

例: シンプルなウェブアプリケーションを移行する
この例では、AWS を使用して、ガーデニングウェブサイトをホストします。ウェブサイトを管理するに
は、EC2-Classic で 3 個のインスタンスを実行します。インスタンス A とインスタンス B は公開ウェブ
アプリケーションをホストします。これらのインスタンス間でトラフィックの負荷を分散するには Elastic
Load Balancing を使用します。インスタンス A と B に Elastic IP アドレスを割り当てると、これらのイ
ンスタンスの設定と管理に使用する静的 IP アドレスが割り当てられます。インスタンス C は、ウェブサ
イトの MySQL データベースを保持します。ドメイン名 www.garden.example.com を登録し、Route
53 を使用すると、ロードバランサーの DNS 名と関連付けられたエイリアスレコードが設定されたホスト
ゾーンが作成されます。

VPC への移行の最初の部分では、ニーズに適合する VPC アーキテクチャの種類を決定します。この場
合、次のように決定しました: ウェブサーバーに 1 つのパブリックサブネット、データベースサーバーに
1 つのプライベートサブネット。ウェブサイトが成長したら、サブネットにウェブサーバーとデータベー
スサーバーを追加できます。デフォルトでは、プライベートサブネットのインスタンスはインターネット
にアクセスできません。ただし、パブリックサブネットのネットワークアドレス変換 (NAT) デバイスを
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介してインターネットアクセスを有効にすることができます。インターネットから提供されるデータベー
スサーバーの定期的な更新やパッチをサポートするように、NAT デバイスを設定できます。Elastic IP ア
ドレスを VPC に移行し、パブリックサブネットでロードバランサーを作成してウェブサーバー間のトラ
フィックの負荷を分散します。

VPC にウェブアプリケーションを移行するには、次の手順に従います。
• [Create a VPC] (VPC の作成)：詳細については、[Amazon VPC User Guide] (Amazon VPC ユーザーガ
イド) の [Create a VPC] (VPC の作成) を参照してください。VPC アーキテクチャシナリオの情報につい
ては、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Scenarios」(シナリオ) を参照してください。
• セキュリティグループを設定する: EC2-Classic 環境では、ウェブサーバー用に 1 つのセキュリティグ
ループ、データベースサーバー用にもう 1 つのセキュリティグループを設定します。Amazon EC2 コン
ソールを使用して、VPC の新しいセキュリティグループに、各セキュリティグループのルールをコピー
します。詳細については、セキュリティグループ (p. 1368) を参照してください。

Tip
最初に他のセキュリティグループから参照されるセキュリティグループを作成します。
• AMI を作成して新しいインスタンスを起動する: いずれかのウェブサーバーから AMI を作成し、データ
ベースサーバーから 2 番目の AMI を作成します。その後、パブリックサブネットで代替ウェブサーバー
を起動し、プライベートサブネットで代替データベースサーバーを起動します。詳細については、AMI
を作成する (p. 1369) を参照してください。
• NAT デバイスを設定する: NAT インスタンスを使用している場合、プライベートサブネットからの
HTTP および HTTPS トラフィックを許可するためのセキュリティグループを作成する必要がありま
す。詳細については、「NAT インスタンス」を参照してください。NAT ゲートウェイを使用している場
合は、プライベートサブネットからのトラフィックは自動的に許可されます。
• データベースを設定する: EC2-Classic でデータベースサーバーから AMI を作成したとき、そのインス
タンスに保存されているすべての設定情報は AMI にコピーされています。場合によっては、新しいデー
タベースサーバーに接続し、設定の詳細を更新する必要があります。例えば、EC2-Classic でウェブ
サーバーに完全な読み取り、書き込み、変更のアクセス許可を付与するようにデータベースを設定した
場合、代わりに新しい VPC ウェブサーバーに同じアクセス許可を付与するように設定ファイルを更新す
る必要があります。
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• ウェブサーバーを設定する: ウェブサーバーは EC2-Classic のインスタンスと同じ設定にします。例え
ば、EC2-Classic でデータベースを使用するようにウェブサーバーを構成した場合、新しいデータベー
スインスタンスをポイントするようにウェブサーバーの設定を更新します。

Note
起動時に別の方法で指定しない限り、デフォルト以外のサブネットで起動されたインスタンス
にデフォルトでパブリック IP アドレスは割り当てられません。新しいデータベースサーバー
にパブリック IP アドレスが割り当てられていない可能性があります。この場合、新しいデータ
ベースサーバーのプライベート DNS 名を使用するようにウェブサーバーの設定ファイルを更新
できます。同じ VPC のインスタンスはプライベート IP アドレスを使用して互いに通信できま
す。
• Elastic IP アドレスを移行する: Elastic IP アドレスと EC2-Classic のウェブサーバーの関連付けを解除
し、VPC に移行します。移行した後、VPC 内の新しいウェブサーバーに関連付けることができます。
詳細については、the section called “Elastic IP アドレス” (p. 1368) を参照してください。
• 新しいロードバランサーを作成する: インスタンスへのトラフィックの負荷を分散するために引き続き
Elastic Load Balancing を使用するには、VPC のロードバランサーのさまざまな設定方法を理解してい
る必要があります。詳細については、Elastic Load Balancing ユーザーガイドを参照してください。
• DNS レコードを更新する: パブリックサブネットのロードバランサーを設定した
後、www.garden.example.com ドメインが新しいロードバランサーをポイントしていることを確認し
ます。そのためには、Route 53 で DNS レコードとエイリアスレコードセットを更新します。Route 53
の使用方法の詳細については、「Route 53 の使用開始」を参照してください。
• EC2-Classic のリソースをシャットダウンする: ウェブアプリケーションが VPC アーキテクチャ内で動
作していることを確認した後、EC2-Classic のリソースをシャットダウンして、これらに対する課金を
停止することができます。
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Amazon EC2におけるセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。
セキュリティは、AWS とお客様の間の共有責任です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。
• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWSコン
プライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性を
テストおよび検証しています。Amazon EC2 に適用するコンプライアンスプログラムの詳細について
は、AWSコンプライアンスプログラムによる対象範囲の
• クラウド内のセキュリティ - お客様は以下の事項について責任を負います。
• VPC とセキュリティグループの設定など、インスタンスへのネットワークアクセスの制御。詳細につ
いては、「ネットワークトラフィックの制御 (p. 1377)」を参照してください。
• インスタンスへの接続に使用する認証情報の管理。
• ゲスト OS と、ゲスト OS にデプロイされたソフトウェア (更新およびセキュリティパッチを含む) の
管理。詳細については、「Amazon EC2 での更新管理 (p. 1493)」を参照してください。
• インスタンスにアタッチされた IAM ロールと、それらのロールに関連付けられたアクセス許可の設
定。詳細については、「Amazon EC2 の IAM ロール (p. 1442)」を参照してください。
このドキュメントは、Amazon EC2使用時における責任共有モデルの適用法を理解するのに役立ちます。
ここでは、セキュリティやコンプライアンスに関する目標を達成できるようにAmazon EC2を設定する
方法について説明します。Amazon EC2リソースのモニタリングやセキュリティ確保に役立つ他の AWS
サービスの使用方法についても説明します。
Windows Server を実行する Amazon EC2 のセキュリティに関するベストプラクティスについては、
「Amazon EC2 で実行する Windows のベストプラクティス (p. 18)」の「セキュリティとネットワーク」
を参照してください。
コンテンツ
• Amazon EC2 でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 1376)
• Amazon EC2の耐障害性 (p. 1378)
• Amazon EC2 でのデータ保護 (p. 1379)
• Amazon EC2 の Identity and Access Management (p. 1382)
• Amazon EC2 のキーペアと Windows インスタンス (p. 1457)
• Windows インスタンス用の Amazon EC2 Amazon セキュリティグループ (p. 1469)
• インターフェイス VPC エンドポイントを使用して Amazon EC2 にアクセスします。 (p. 1491)
• Amazon EC2 での設定管理 (p. 1493)
• Amazon EC2 での更新管理 (p. 1493)
• Amazon EC2 での変更管理 (p. 1493)
• Amazon EC2 のコンプライアンス検証 (p. 1494)
• Amazon EC2 での監査と説明責任 (p. 1495)
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• NitroTPM (p. 1495)

Amazon EC2 でのインフラストラクチャセキュリ
ティ
AWS が公開している API コールを使用し、ネットワーク経由で Amazon EC2にアクセスします。クライ
アントで Transport Layer Security (TLS) 1.1 以降がサポートされている必要があります。クライアント
は 2023 年 6 月 28 日までに TLS 1.2 以降をサポートしている必要があります。また、Ephemeral DiffieHellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS)
を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされている必要があります。これらのモードは、Java
7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
詳細については、セキュリティの柱 - AWS Well-Architected フレームワークの「Infrastructure
Protection」(インフラストラクチャの保護) を参照してください。

ネットワークの隔離
仮想プライベートクラウド (VPC) は、AWS クラウド内の論理的に隔離された領域にある仮想ネットワー
クです。ワークロードまたは組織エンティティ単位でインフラストラクチャを隔離するには、個別の VPC
を使用します。
サブネットは、ある範囲の IP アドレスが示す VPC 内の領域です。インスタンスを起動する場合に
は、VPC 内のあるサブネットにおいて起動することになります。サブネットを使用すると、単一の VPC
内で多階層ウェブアプリケーションの各階層 (ウェブサーバー、アプリケーションサーバーおよびデータ
ベースサーバーなど) を隔離できます。インターネットからの直接アクセスを認めるべきでないインスタ
ンスには、プライベートサブネットを使用します。
パブリックインターネットを介してトラフィックを送信せずに VPC から Amazon EC2 API を呼び出すに
は、AWS PrivateLink を使用します。

物理ホストでの分離
同じ物理ホストで実行される異なる EC2 インスタンスは、個別の物理ホストで実行されるかのように隔離
されます。ハイパーバイザーが CPU およびメモリを隔離し、各インスタンスには、生ディスクデバイス
へのアクセスに代わる仮想ディスクへのアクセスが提供されます。
インスタンスを停止または終了すると、そのインスタンスに割り当てられていたメモリをハイパーバイ
ザーがスクラブ (ゼロに設定) し、そのメモリが新たなインスタンスに割り当てられ、すべてのストレージ
ブロックがリセットされます。これは、お客様のデータが誤って他のインスタンスに引き渡されないよう
にするための処理です。
ネットワーク MAC アドレスは、AWS ネットワークインフラストラクチャが各インスタンスに対し動的に
割り当てます。IP アドレスは、AWS ネットワークインフラストラクチャが各インスタンスに対し動的に
割り当てるか、要認証 API リクエストを介して EC2 管理者が割り当てます。AWS ネットワークは、イン
スタンスは割り当てられた MAC および IP アドレスからのみトラフィックを送信できます。それ以外のト
ラフィックは除外されます。
デフォルトでは、インスタンスは、そのインスタンス宛ではないトラフィックを受信することはできませ
ん。インスタンスにおいて、ネットワークアドレス変換 (NAT、network address translation)、ルーティン
グまたはファイアウォールといったサービスの実行が必要な場合には、ネットワークインターフェースの
送信元/送信先チェックを無効化できます。
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ネットワークトラフィックの制御
EC2 インスタンスへのネットワークトラフックを制御するには、以下のオプションを検討します。
• セキュリティグループ (p. 1469)を使用してインスタンスへのアクセスを制限する。Amazon EC2 イ
ンスタンスに最低限必要なネットワークトラフィックを許可し、定義済み、想定済み、承認済みの場
所からのみのアクセスを許可するように、Amazon EC2 インスタンスのセキュリティグループを設
定します。例えば、Amazon EC2 インスタンスが IIS ウェブサーバーの場合、インバウンド HTTP/
HTTPS、Windows 管理トラフィック、最小限のアウトバウンド接続のみを許可するように、セキュリ
ティグループを設定します。
• Amazon EC2 インスタンスへのネットワークアクセスをコントロールするための主要なメカニズムとし
て、セキュリティグループを活用します。必要に応じて、ネットワーク ACL を控えめに使用して、ス
テートレスできめの粗いネットワークコントロールを提供します。セキュリティグループは、ステート
フルなパケットフィルタ処理を実行でき、他のセキュリティグループを参照するルールを作成できるた
め、ネットワーク ACL よりも汎用性があります。ただし、ネットワーク ACL は、トラフィックの特定
のサブセットを拒否したり、高レベルのサブネットガードレールを提供したりするための、セカンダリ
コントロールとして効果的です。また、ネットワーク ACL はサブネット全体に適用されるため、多層防
御として使用して、正しいセキュリティグループなしでインスタンスが意図せずに起動される事態に備
えることができます。
• グループポリシーオブジェクト (GPO) を使用して Windows Firewall 設定を一元的に管理し、ネット
ワークコントロールをさらに強化します。顧客は多くの場合、Windows Firewall を使用してネットワー
クトラフィックをさらに可視化し、セキュリティグループフィルタを補完して、特定のアプリケーショ
ンからのネットワークへのアクセスをブロックしたり、サブセット IP アドレスからのトラフィック
をフィルタ処理したりする高度なルールを作成します。例えば、Windows Firewall は、EC2 メタデー
タサービスの IP アドレスへのアクセスを特定のユーザーまたはアプリケーションに制限できます。
また、公開サービスでは、セキュリティグループを使用して、特定のポートへのトラフィックを制限
し、Windows Firewall を使用して、明示的にブロックされた IP アドレスのリストを維持する場合があり
ます。
• Windows インスタンスを管理するときは、明確に定義された一元管理サーバーまたは踏み台ホストへの
アクセスを制限して、環境の攻撃対象領域を減らします。また、SSL/TLS を介した RDP カプセル化な
どのセキュアな管理プロトコルを使用します。リモートデスクトップゲートウェイクイックスタートか
らは、SSL/TLS を使用するように RDP を設定するなど、リモートデスクトップゲートウェイのデプロ
イに関するベストプラクティスを得られます。
• Active Directory または AWS Directory Service を使用して、Windows インスタンスへのインタラクティ
ブなユーザーおよびグループアクセスを厳密かつ一元的にコントロールおよびモニタリングし、ローカ
ルユーザーのアクセス許可を避けます。また、ドメイン管理者の使用を避け、代わりに、より細かいア
プリケーション固有のロールベースのアカウントを作成します。Just Enough Administration (JEA) によ
り、Windows インスタンスに対する変更をインタラクティブなアクセスや管理者のアクセスなしで管理
できます。さらに、JEA を使用すると、組織はインスタンス管理に必要な Windows PowerShell コマン
ドのサブセットへの管理アクセスをロックダウンできます。追加の情報については、AWS セキュリティ
のベストプラクティスホワイトペーパーの「Amazon EC2 への OS レベルのアクセスの管理」セクショ
ンを参照してください。
• システム管理者は、アクセスを制限した Windows アカウントを使用して日常のアクティビティを実行
し、特定の設定変更を実行する必要があるときにのみアクセスを昇格させるようにします。さらに、
絶対に必要な場合にのみ Windows インスタンスに直接アクセスするようにします。代わりに、EC2
Run Command、Systems Center Configuration Manager (SCCM)、Windows PowerShell DSC、または
Amazon EC2 Systems Manager (SSM) などの一元設定管理システムを活用して、変更を Windows サー
バーにプッシュします。
• 最小限必要なネットワークルートを使用して Amazon VPC サブネットルートテーブルを設定します。例
えば、インターネットゲートウェイへのルートがあるサブネットに、インターネットへの直接アクセス
を必要とする Amazon EC2 インスタンスのみを配置し、仮想プライベートゲートウェイへのルートがあ
るサブネットに、内部ネットワークへの直接アクセスを必要とする Amazon EC2 インスタンスのみを配
置します。
• 追加のセキュリティグループまたは ENI を使用して、Amazon EC2 インスタンス管理トラフィックを
通常のアプリケーショントラフィックとは別に制御および監査することを検討してください。このアプ
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ローチにより、顧客は変更管理用の特別な IAM ポリシーを実装できるため、セキュリティグループルー
ルや自動化されたルール検証スクリプトに対する変更の監査が容易になります。複数の ENI では、ホ
ストベースのルーティングポリシーを作成したり、ENI の割り当てられたサブネットに基づいて異なる
VPC サブネットルーティングルールを活用したりするなど、ネットワークトラフィックを制御するため
の追加のオプションも得られます。
• AWS Virtual Private Network または AWS Direct Connectを使用して、リモートネットワークから VPC
へのプライベート接続を確立する。詳細については、「ネットワークから Amazon VPC への接続オプ
ション」を参照してください。
• VPC フローログを使用して、インスタンスに到達するトラフィックをモニタリングします。
• AWS Security Hubを使用して、インスタンスからの意図しないネットワークアクセスを確認する。
• インバウンドSSH ポートを開き、SSH キーRDP ポートを管理する代わりに、を使用してインスタンス
にリモートアクセスする。
• インバウンドRDP ポートを管理する代わりに、AWS Systems Manager 実行コマンドを使用して、共通
の管理タスクを自動化する。
• Windows OS のロールと Microsoft のビジネスアプリケーションの多くには、IIS 内の IP アドレス範囲
制限、Microsoft SQL Server の TCP/IP フィルタ処理ポリシー、Microsoft Exchange の接続フィルタポ
リシーなどの拡張機能も用意されています。アプリケーション層内のネットワーク制限機能により、重
要なビジネスアプリケーションサーバーに追加の防御層を提供できます。
各 Amazon EC2 インスタンスへのネットワークアクセスの制限に加えて、Amazon VPC は、インライン
ゲートウェイ、プロキシサーバー、さまざまなネットワークモニタリングオプションなど、追加のネット
ワークセキュリティ管理の実装をサポートしています。

Amazon EC2の耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心として構
築されます。リージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワークで接
続されている複数の物理的に独立および隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビリ
ティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションとデー
タベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複数の
データセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。
データまたはアプリケーションをより広範な地理的距離にわたってレプリケートする必要がある場合
は、AWS Local Zonesを使用します。AWS ローカルゾーンは AWS リージョンの拡張であり、ユーザーに
近い場所に配置されます。Local Zones は、インターネットへの独自の接続を持ち、AWS Direct Connect
をサポートします。すべての AWS リージョンと同じように、AWS Local Zonesは他の AWS リージョン
から完全に分離されています。
AWS ローカルゾーン内でデータまたはアプリケーションをレプリケートする必要がある場合、次のいずれ
かのゾーンをフェイルオーバーゾーンとして使用することを AWS はお勧めします。
• 別のローカルゾーン
• 親ゾーンではないリージョン内のアベイラビリティーゾーン。親ゾーンを確認するには、describeavailability-zones コマンドを使用できます。
AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。
Amazon EC2 は、AWS グローバルインフラストラクチャに加え、データ耐障害性をサポートする以下の
機能を提供します。
• リージョンで AMI をコピーする機能
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• リージョン間の EBS スナップショットをコピーする機能
• Amazon Data Lifecycle Manager を使用した EBS-backed AMI の自動化
• Amazon Data Lifecycle Managerを使用して EBS スナップショットを自動化する機能
• Amazon EC2 Auto Scalingを使用してフリートの健全性や可用性を維持する機能
• Elastic Load Balancingを使用して、単一のまたは複数のアベイラビリティーゾーンにある複数のインス
タンスの間で受信トラフィックを分散する機能

Amazon EC2 でのデータ保護
AWS 責任共有モデルは、Amazon Elastic Compute Cloud のデータ保護に適用されます。このモデルで説
明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを
保護する責任を担います。お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する
管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成
と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質
問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された
「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。
データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方法により、
それぞれのジョブを遂行するために必要な許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデー
タを保護することをお勧めします。
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon
S3 に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェースまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
顧客の E メールアドレスなどの機密情報やセンシティブ情報は、タグや [名前] フィールドなどの自由形式
のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS、または AWS CLI
SDK で Amazon EC2 または他の AWS サービスを使用する場合も同様です。タグまたは名前に使用する自
由形式のフィールドに入力したデータは、請求ログまたは診断ログに使用できます。外部サーバーへ URL
を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含めないことを強
くお勧めします。
トピック
• Amazon EBS のデータセキュリティ (p. 1379)
• 保管中の暗号化 (p. 1380)
• 転送中の暗号化 (p. 1380)

Amazon EBS のデータセキュリティ
Amazon EBS ボリュームは、初期化されていない raw ブロックデバイスとして表示されます。これらのデ
バイスは、EBS インフラストラクチャ上に作成される論理デバイスであり、Amazon EBS サービスは、お
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客様による利用または再利用の前に、デバイスが論理的に空になっている (つまり、raw ブロックがゼロに
なっている、または暗号で擬似ランダムデータが含まれている) ようにします。
DoD 5220.22-M (National Industrial Security Program Operating Manual) や NIST 800-88 (Guidelines for
Media Sanitization) に詳述されているような、使用後もしくは使用前 (またはその両方) に特定の方法を使
用してすべてのデータを消去する必要がある手順がある場合、Amazon EBS でこれを行うことができま
す。ブロックレベルのアクティビティは、Amazon EBS サービス内の基盤となるストレージメディアに反
映されます。

保管中の暗号化
EBS ボリューム
Amazon EBS暗号化は、EBS ボリュームおよびスナップショット向けの暗号化ソリューションです。それ
は AWS KMS keys を使用します。詳細については、「Amazon EBS 暗号化 (p. 1719)」を参照してくださ
い。
フォルダレベルおよびファイルレベルの暗号化に Microsoft EFS および NTFS アクセス許可を使用するこ
ともできます。
インスタンスストアボリューム
NVMe インスタンスストアボリューム内のデータは、インスタンスのハードウェアモジュールに実装され
ている XTS-AES-256 暗号を使用して暗号化されます。ローカルに接続された NVMe ストレージデバイス
に書き込まれるデータの暗号化に使用されるキーは、お客様ごと、ボリュームごとに異なります。キーは
ハードウェアモジュールによって生成され、ハードウェアモジュールの内部にのみ存在します。AWS ユー
ザーはハードウェアモジュールにはアクセスできません。暗号化キーは、インスタンスが停止または終了
して復元できないときに破棄されます。この暗号化を無効にしたり、独自の暗号キーを指定したりするこ
とはできません。
H1、D3、D3en インスタンス上にある HDD インスタンスストアボリュームのデータは、XTS-AES-256 と
ワンタイムキーを使用して暗号化されます。
インスタンスを、停止、休止、または終了するとき、インスタンスストアボリュームのストレージの各ブ
ロックはリセットされます。そのため、別のインスタンスのインスタンスストアを通じてデータにアクセ
スすることはできません。

メモリ
メモリの暗号化は、次のインスタンスで有効になります。
• AWSM6g インスタンスなどの Graviton 2 プロセッサを搭載したインスタンス。これらのプロセッサ
は、常時オンのメモリ暗号化をサポートしています。暗号化キーは、ホストシステム内で安全に生成さ
れ、ホストシステムから離れることはなく、ホストの再起動または電源切断時に破棄されます。
• Intel Xeon スケーラブルプロセッサー (Ice Lake) を搭載したインスタンス (M6i インスタンスなど)。これ
らのプロセッサーは、インテル・トータル・メモリー暗号化 (TME) を使用した常時オンのメモリー暗号
化をサポートします。
• M6a インスタンスなどの第 3 世代 AMD EPYC プロセッサ (ミラノ) を搭載したインスタンス。これらの
プロセッサは、AMD Transparent Single Key Memory Encryption (TSME) を使用した常時オンのメモリ
暗号化をサポートします。

転送中の暗号化
物理レイヤーでの暗号化
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AWS グローバルネットワーク上の AWS リージョンを流れるすべてのデータは、AWS の安全な施設を離
れる前に、物理層で自動的に暗号化されます。AZ 間のトラフィックはすべて暗号化されます。追加的な暗
号化レイヤーでは、このセクションに記載されているもの以外にも、保護が提供されている場合がありま
す。
Amazon VPC および Transit Gateway のクロスリージョンピアリング接続によって提供される暗号化
Amazon VPC およびTransit Gateway のピアリング接続を使用する、すべてのクロスリージョントラ
フィックは、リージョンからの送信時に自動的に一括で暗号化されます。このセクションで前述したよう
に、すべてのクロスリージョントラフィックの物理レイヤーには、追加の暗号化レイヤーが自動的に提供
されます。
インスタンス間での暗号化
AWS では、すべてのタイプの EC2 インスタンス間において安全でプライベートな接続を提供していま
す。さらに、一部のインスタンスタイプでは、基盤となる Nitro System ハードウェアのオフロード機能を
使用して、AEAD 256 ビット暗号化アルゴリズム により、インスタンス間の転送中のトラフィックを自動
的に暗号化します。ネットワークのパフォーマンスには影響しません。インスタンス間でこの追加の転送
中トラフィック暗号化をサポートするには、次の要件を満たす必要があります。
• インスタンスは、次のインスタンスタイプを使用します。
• 汎用: M5dn | M5n | M5zn | M6a | M6i | M6id
• コンピューティングの最適化: C5a | C5ad | C5n | C6a | C6i | C6id | C7g |
• メモリ最適化: R5dn | R5n | R6a | R6i | R6id | high memory (u-*), virtualized only | X2idn | X2iedn |
X2iezn
• ストレージ最適化: D3 | D3en | I3en | I4i
• 高速コンピューティング: G4ad | G4dn | G5 | P3dn
• 各インスタンスは同じリージョンにあるものとします。
• 各インスタンスは同じ VPC 内、あるいはピア接続された VPC 内にあり、トラフィックは仮想ネット
ワークのデバイスもしくはサービス (ロードバランサーや Transit Gateway など) を通過しないものとし
ます。
このセクションで先に述べたように、すべてのトラフィックにおける物理レイヤーには、そのトラフィッ
クが AWS の保護された設備を離れる前に、追加の暗号化レイヤーが自動的に提供されています。
「AWS CLI」を使用してインスタンス間のトランジットトラフィックを暗号化するインスタンスタイプを
表示するには、以下のようにします。
次の describe-instances コマンドを使用します。
aws ec2 describe-instance-types \
--filters Name=network-info.encryption-in-transit-supported,Values=true \
--query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" --output text | sort

AWS Outpostsとの間のｎ暗号化
Outpost は、AWS ホームリージョンとの間にサービスリンクと呼ばれる特別なネットワーク接続を作成
し、オプションとして指定した VPC サブネットとのプライベート接続も可能です。これらの接続上のす
べてのトラフィックは完全に暗号化されます。詳細については、「AWS Outposts ユーザーガイド」の
「サービスリンクによる接続」および「転送中の暗号化」を参照してください。
リモートアクセスの暗号化
RDP は、 や Windows インスタンスへのリモートアクセスのために、直接的もしくは EC2 Instance
Connect 経由での安全な通信チャネルを提供します。AWS Systems Manager Session Manager および
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Run Command を使用したインスタンスへのリモートアクセスは、TLS 1.2 を使用して暗号化されます。
また、接続を確立するリクエストは SigV4 を使用して署名され、AWS Identity and Access Management
により認証ならびに許可されます。
クライアントと Amazon EC2 インスタンスの間で送受信される機密データを、Transport Layer Security
(TLS) などの暗号化プロトコルを使用して暗号化することは、お客様の責任範囲です。
EC2 インスタンスと AWS API エンドポイントとの間、あるいは機密性の高いリモートネットワークサー
ビスとの間では、暗号化された接続のみを許可してください。これを適用するには、アウトバウンドセ
キュリティグループまたは Windows ファイアウォールのルールを使用します。

Amazon EC2 の Identity and Access Management
セキュリティ認証情報により、AWS サービスでユーザーの身分が証明され、Amazon EC2 リソースな
どの AWS リソースを無制限に使用できる許可が付与されます。Amazon EC2 および AWS Identity and
Access Management (IAM) の機能を使用して、他のユーザー、サービス、およびアプリケーションが
ユーザーの Amazon EC2 リソースを使用できるようにします。その際、ユーザーのセキュリティ認証
情報は共有されません。他のユーザーが AWS アカウントのリソースを使用する方法を制御するには
IAM を、Amazon EC2 インスタンスへのアクセスを制御するにはセキュリティグループを使用できま
す。Amazon EC2 のリソースの完全使用または制限付き使用のどちらを許可するか選択できます。
IAM を使用して AWS リソースを保護するためのベストプラクティスについては、「IAM でのセキュリ
ティのベストプラクティス」を参照してください。
目次
• インスタンスへのネットワークアクセス (p. 1382)
• Amazon EC2 のアクセス許可属性 (p. 1382)
• IAM および Amazon EC2 (p. 1383)
• Amazon EC2 の IAM ポリシー (p. 1385)
• Amazon Elastic Compute Cloud での AWS の管理ポリシー (p. 1440)
• Amazon EC2 の IAM ロール (p. 1442)
• Windows インスタンス用のインバウンドトラフィックの承認 (p. 1453)

インスタンスへのネットワークアクセス
セキュリティグループは、1 つ以上のインスタンスに到達できるトラフィックを制御するファイアウォー
ルとして機能します。インスタンスを起動するときに、そのインスタンスに 1 つまたは複数のセキュリ
ティグループを割り当てることができます。セキュリティグループのそれぞれに、そのインスタンスへの
トラフィックを制御するルールを追加できます。セキュリティグループルールはいつでも変更できます。
新しいルールは、そのセキュリティグループが割り当てられているインスタンスすべてに自動的に適用さ
れます。
詳細については、「Windows インスタンス用のインバウンドトラフィックの承認 (p. 1453)」を参照して
ください。

Amazon EC2 のアクセス許可属性
ユーザーの組織には、複数のAWS アカウントがある場合があります。Amazon EC2 では、Amazon
Machine Image (AMI) および Amazon EBS スナップショットを使用できる追加の AWS アカウントを指定
できます。このアクセス権限は AWS アカウントレベルでのみ有効です。特定の AWS アカウント内の特
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定ユーザーのアクセス権限を制限することはできません。指定した AWS アカウントのすべてのユーザー
が、AMI またはスナップショットを使用できます。
AMI ごとに LaunchPermission 属性があり、AMI にアクセスできる AWS アカウントを制御します。詳
細については、「」を参照してください。AMI の公開 (p. 116)
Amazon EBS スナップショットごとに createVolumePermission 属性があり、スナップショットを
使用できる AWS アカウントを制御します。詳細については、「Amazon EBS スナップショットの共
有 (p. 1608)」を参照してください。

IAM および Amazon EC2
IAM を使って以下を行えます。
• AWS アカウントにユーザーとグループを作成する
• お客様の AWS アカウントでユーザーごとに固有のセキュリティ認証情報を割り当てる
• AWS のリソースを使用してタスクを実行するために各ユーザーのアクセス権限を制御する
• 別の AWS アカウントのユーザーがお客様の AWS のリソースを共有できるようにする
• AWS アカウントにロールを作成し、それを行えるユーザーまたはサービスを定義する
• お客様の企業用の既存のアイデンティティを使用し、AWS のリソースを使用してタスクを実行するよう
にアクセス権限を与える
Amazon EC2 と組み合わせて IAM を使用すると、組織のユーザーが特定の Amazon EC2 API アクション
を使用してタスクを実行できるか、そして、特定の AWS リソースを使用できるかを制御できます。
このトピックには、以下の質問に対する回答があります。
• IAM でグループとユーザーを作成するには、どうすればよいですか?
• ポリシーを作成するには、どうすればよいですか?
• Amazon EC2 でタスクを実行するには、どのような IAM ポリシーが必要ですか?
• Amazon EC2 でアクションを実行するための許可を与えるには、どうすればよいですか?
• Amazon EC2 の特定のリソースでアクションを実行するための許可を与えるには、どうすればよいです
か?

IAM グループとユーザーの作成
IAM グループを作成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[User groups] を選択します。

3.

[Create group] (グループの作成) を選択します。

4.

[User group name] (ユーザーグループ名) にグループ名を入力します。

5.

[Attach permissions policies] (アクセス許可ポリシーのアタッチ) で、AWS 管理ポリシーを選択しま
す。例えば、Amazon EC2 では、以下の AWS 管理ポリシーのいずれかが、ニーズを満たす場合があ
ります。
• PowerUserAccess
• ReadOnlyAccess
• AmazonEC2FullAccess
• AmazonEC2ReadOnlyAccess
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6.

[Create group] (グループの作成) を選択します。

新しいグループは、[Group Name] (グループ名) の下に表示されます。

IAM ユーザーを作成するには、グループにユーザーを追加し、ユーザーのパスワードを作成しま
す。
1.

ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択します。

2.

[ユーザーの追加] を選択します。

3.

[ユーザー名] には、ユーザー名を入力します。

4.

[Select AWS access type] (アクセスタイプを選択) で、[Access key - Programmatic access] (アクセス
キー - プログラムによるアクセス) と、[Password - AWS Management Console access] (パスワード アクセス) の両方を選択します。

5.

[Console password (コンソールのパスワード)] で、以下のいずれかを選択します。
• [Autogenerated password]。現在有効なパスワードポリシーがある場合、このポリシーと合致する
パスワードがランダムに生成されて各ユーザーに付与されます。[Final] ページに到達すると、パス
ワードを表示またはダウンロードできます。
• [Custom password]。ボックスに入力したパスワードが各ユーザーに割り当てられます。

6.

[Next: Permissions (次へ: アクセス許可)] を選択します。

7.

[Set permissions] (アクセス許可の設定) ページで、[Add user to group] (ユーザーをグループに設定) を
選択します。以前に作成したグループの横にあるチェックボックスをオンにします。

8.

[次へ: タグ] を選択します。

9.

(オプション) タグをキーバリューペアとしてアタッチして、メタデータをユーザーに追加しま
す。IAM でのタグの使用の詳細については、「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

10. [Next: Review] (次へ: 確認) を選択し、この時点までに行ったすべての選択を確認します。続行する準
備ができたら、[Create user] (ユーザーの作成) を選択します。
11. ユーザーのアクセスキー (アクセスキー ID とシークレットアクセスキー) を表示するには、各パス
ワードおよび表示するシークレットアクセスキーの横にある [Show] をクリックします。アクセスキー
を保存するには、[Download .csv] を選択し、安全な場所にファイルを保存します。

Important
この手順の完了後はシークレットアクセスキーを取得できません。置き場所を忘れた場合
は、新しく作成しなければなりません。
12. ユーザーごとに認証情報 (アクセスキーとパスワード) を与えます。これにより、IAM グループ用に
指定したアクセス許可に基づいてサービスを使用できるようになります。各ユーザーの横の [Send
email] (E メールの送信) を選択できます。ローカルメールクライアントに下書きが表示され、カスタ
マイズして送信できます。メールのテンプレートは、各ユーザーの以下の詳細が含まれています。
• [User name] (ユーザー名)
• アカウントのサインインページへの URL。次の例を使用して、適切なアカウント ID またはアカウ
ントエイリアスと置き換えます。
https://AWS-account-ID or alias.signin.aws.amazon.com/console

詳細については、「IAM ユーザーが AWS にサインインする方法」を参照してください。

Important
ユーザーのパスワードは、生成されたメールには記載されていません。パスワードは、組織
のセキュリティガイドラインに従った方法でお客様に伝える必要があります。
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13. [閉じる] を選択します。

関連トピック
IAM の詳細については、以下を参照してください。
• Amazon EC2 の IAM ポリシー (p. 1385)
• Amazon EC2 の IAM ロール (p. 1442)
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• IAM ユーザーガイド

Amazon EC2 の IAM ポリシー
デフォルトでは、IAM ユーザーには Amazon EC2 リソースを作成または変更、または Amazon EC2 API
を使用するタスクを実行する権限がありません。(つまり、Amazon EC2 コンソールまたは CLI を使用し
て実行することもできません。) IAM ユーザーがリソースを作成または変更、およびタスクを実行できる
ようにするには、IAM ポリシーを作成する必要があります。これによって、必要な特定のリソースおよび
API アクションを使用するためのアクセス許可を IAM ユーザーに付与し、その後、ポリシーをそのアクセ
ス許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにアタッチします。
ポリシーをユーザーまたはユーザーのグループにアタッチする場合、ポリシーによって特定リソースの特
定タスクを実行するユーザーの権限が許可または拒否されます。IAM ポリシーの一般的な情報について
は、IAM ユーザーガイド の「Permissions and Policies」を参照してください。カスタム IAM ポリシーの
管理と作成の詳細については、「IAM ポリシーの管理」を参照してください。
ご利用スタートにあたって
IAM ポリシーは、1 つ以上の Amazon EC2 アクションを使用するアクセス許可を付与または拒否する必要
があります。さらに、このアクションで使用できるリソース (すべてのリソースか、場合によっては特定
のリソース) も指定する必要があります。このポリシーには、リソースに適用する条件も含めることがで
きます。
Amazon EC2 では、リソースレベルのアクセス許可が部分的にサポートされます。これは、一部の EC2
API アクションでは、ユーザーがそのアクションに使用できるリソースを指定できないことを意味しま
す。代わりに、ユーザーがそのアクションにすべてのリソースを使用することを許可する必要がありま
す。
タスク

トピック

ポリシーの基本構造について

ポリシー構文 (p. 1386)

ポリシーでのアクションの定義

Amazon EC2 のアクション (p. 1387)

ポリシーでの特定のリソースの定義

Amazon EC2 用の Amazon リソースネーム
(ARN) (p. 1388)

リソースの使用への条件の適用

Amazon EC2 の条件キー (p. 1389)

Amazon EC2 での使用可能なリソースレベルのア
クセス許可の使用

Amazon EC2 のアクション、リソース、条件キー

ポリシーのテスト

ユーザーが必要なアクセス許可を持っているかど
うかの確認 (p. 1391)

IAM ポリシーを生成する

アクセスアクティビティに基づいてポリシーを生
成する
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タスク

トピック

CLI または SDK のサンプルポリシー

AWS CLI または AWS SDK で使用するサンプルポ
リシー (p. 1394)

Amazon EC2 コンソールのサンプルポリシー

Amazon EC2 コンソールで機能するサンプル ポリ
シー (p. 1431)

ポリシーの構造
次のトピックでは、IAM ポリシーの簡単な構造について説明します。
コンテンツ
• ポリシー構文 (p. 1386)
• Amazon EC2 のアクション (p. 1387)
• Amazon EC2 API アクションでサポートされるリソースレベルのアクセス許可 (p. 1387)
• Amazon EC2 用の Amazon リソースネーム (ARN) (p. 1388)
• Amazon EC2 の条件キー (p. 1389)
• ユーザーが必要なアクセス許可を持っているかどうかの確認 (p. 1391)

ポリシー構文
IAM ポリシーは 1 つ以上のステートメントで構成される JSON ドキュメントです。各ステートメントは次
のように構成されます。
{

}

"Statement":[{
"Effect":"effect",
"Action":"action",
"Resource":"arn",
"Condition":{
"condition":{
"key":"value"
}
}
}
]

ステートメントはさまざまなエレメントで構成されます。
• [Effect]: effect は、Allow または Deny にすることができます。デフォルトでは、IAM ユーザーはリ
ソースおよび API アクションを使用するアクセス許可がないため、リクエストはすべて拒否されます。
明示的な許可はデフォルトに優先します。明示的な拒否はすべての許可に優先します。
• [Action]: action は、アクセス許可を付与または拒否する対象とする、特定の API アクションで
す。action の指定については、「Amazon EC2 のアクション (p. 1387)」を参照してください。
• [Resource]: アクションによって影響を及ぼされるリソースです。Amazon EC2 API アクションの中に
は、アクションによって作成/変更できるリソースをポリシー内で特定できるものもあります。Amazon
リソースネーム (ARN) を使用して、またはステートメントがすべてのリソースに適用されることを示
すワイルドカード (*) を使用して、リソースを指定します。詳細については、「Amazon EC2 API アク
ションでサポートされるリソースレベルのアクセス許可 (p. 1387)」を参照してください。
• [Condition]: condition はオプションです。ポリシーの発効条件を指定するために使用します。Amazon
EC2 の条件を指定する方法については、「Amazon EC2 の条件キー (p. 1389)」を参照してください。
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ポリシー要件の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーリファレンス」を参照
してください。Amazon EC2 の IAM ポリシーステートメントの例については、「AWS CLI または AWS
SDK で使用するサンプルポリシー (p. 1394)」を参照してください。

Amazon EC2 のアクション
IAM ポリシーステートメントで、IAM をサポートするすべてのサービスから任意の API アクションを指
定できます。Amazon EC2 の場合、API アクション ec2: の名前に次のプレフィクスを使用します。例:
ec2:RunInstances および ec2:CreateImage。
単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにコンマで区切ります。
"Action": ["ec2:action1", "ec2:action2"]

ワイルドカードを使用して複数のアクションを指定することもできます。例えば、以下のように
「Describe」という単語で始まる名前のすべてのアクションを指定できます。
"Action": "ec2:Describe*"

Note
現在、すべての Amazon EC2 Describe* API アクションがリソースレベルのアクセス許可をサ
ポートしているわけではありません。Amazon EC2のリソースレベルの許可の詳細については、
「Amazon EC2 の IAM ポリシー (p. 1385)」を参照してください。
Amazon EC2 API アクションをすべて指定するには、* ワイルドカードを以下のように使用します。
"Action": "ec2:*"

Amazon EC2 アクションのリストを確認するには、サービス認証リファレンスの「Amazon EC2 で定義さ
れるアクション」を参照してください。

Amazon EC2 API アクションでサポートされるリソースレベルのアクセス許可
リソースレベルのアクセス許可とは、ユーザーがアクションを実行できるリソースを指定できる機能を意
味します。Amazon EC2 は、リソースレベルのアクセス許可を部分的にサポートします。これは、特定の
Amazon EC2 アクションでは、満たす必要がある条件、またはユーザーが使用できる特定のリソースに基
づいて、ユーザーがそれらのアクションをいつ使用できるかを制御できることを意味します。例えば、特
定の AMI のみを使用して、特定のタイプのインスタンスだけを起動するアクセス許可をユーザーに付与で
きます。
IAM ポリシーステートメントでリソースを指定するには、Amazon リソースネーム (ARN) を使用しま
す。ARN 値の指定については、「Amazon EC2 用の Amazon リソースネーム (ARN) (p. 1388)」を参照
してください。API アクションが個々の ARN をサポートしていない場合は、ワイルドカード (*) を使用し
て、アクションによってすべてのリソースが影響を受ける可能性があることを指定する必要があります。
リソースレベルのアクセス許可をサポートする Amazon EC2 API アクション、およびポリシーで使用でき
る ARN と条件キーがわかる表を見るには、「Amazon EC2 のアクション、リソース、および条件キー」
を参照してください。
Amazon EC2 API アクションに対して使用する IAM ポリシーで、タグベースのリソースレベルアクセス許
可を適用できます。これにより、ユーザーがどのリソースを作成、変更、または使用できるかを制御しや
すくなります。詳細については、「リソース作成時にタグ付けするアクセス許可の付与 (p. 1391)」を参照
してください。
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Amazon EC2 用の Amazon リソースネーム (ARN)
各 IAM ポリシーステートメントは、ARN を使用して指定したリソースに適用されます。
ARN には以下の一般的な構文があります。
arn:aws:[service]:[region]:[account-id]:resourceType/resourcePath

service
サービス (例: ec2)。
region
リソースのリージョン (例: us-east-1)。
account-id
ハイフンなしの AWS アカウント ID (例: 123456789012)。
resourceType
リソースの種類 (例: instance)。
resourcePath
リソースを識別するパス。パスにワイルドカードの * が使用できます。
例えば、以下のように ARN を使用して、ステートメント内で特定のインスタンス
(i-1234567890abcdef0) を指定することができます。
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"

以下のように * ワイルドカードを使用して、特定のアカウントに属するすべてのインスタンスを指定でき
ます。
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/*"

また、以下のように * ワイルドカードを使用して、特定のアカウントに属するすべての Amazon EC2 リ
ソースを指定することもできます。
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:*"

すべてのリソースを指定する場合、または特定の API アクションが ARN をサポートしていない場合は、
以下のように、Resource エレメント内で * ワイルドカードを使用します。
"Resource": "*"

Amazon EC2 API アクションの多くが複数のリソースと関連します。例えば、AttachVolume では
Amazon EBS ボリュームをインスタンスにアタッチするため、IAM ユーザーはボリュームおよびインスタ
ンスを使用するアクセス許可が必要です。1 つのステートメントで複数のリソースを指定するには、次の
ように ARN をカンマで区切ります。
"Resource": ["arn1", "arn2"]
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Amazon EC2 リソースの ARN のリストについては、「Amazon EC2 で定義されるリソースタイプ」を参
照してください。

Amazon EC2 の条件キー
ポリシーステートメントでは、オプションで有効になるタイミングを制御する条件を指定できます。各条
件には 1 つ以上のキーと値のペアが含まれます。条件キーは大文字小文字を区別しません。AWS グロー
バル条件キーに加え、追加のサービス固有の条件キーも定義されています。
Amazon EC2 のサービス固有の条件キーのリストについては、「Amazon EC2 の条件キー」を参照して
ください。Amazon EC2 では、AWS グローバル条件キーも実装されています。詳細については、「IAM
ユーザーガイド」の「すべてのリクエストで利用可能な情報」を参照してください。
IAM ポリシーで条件キーを使用するには、Condition ステートメントを使用します。例えば、次のポリ
シーは、セキュリティグループのインバウンドルールとアウトバウンドルールを追加および削除するアク
セス許可をユーザーに付与します。ec2:Vpc 条件キーを使用して、これらのアクションを実行できる対象
は、特定の VPC 内のセキュリティグループに限ることを指定します。
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement":[{
"Effect":"Allow",
"Action": [
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress"],
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account:security-group/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:Vpc": "arn:aws:ec2:region:account:vpc/vpc-11223344556677889"
}
}
}
]
}

複数の条件、または単一の条件に複数のキーを指定する場合、論理 AND 演算を使用してそれらを評価し
ます。1 つのキーに複数の値を使用して単一の条件を指定する場合、論理 OR 演算を使用して条件を評価
します。アクセス許可が付与されるには、すべての条件を満たしている必要があります。
条件を指定する際にプレースホルダーも使用できます。例えば、IAM ユーザーに、そのユーザーの IAM
ユーザー名を指定したタグ付きのリソースを使用するアクセス許可を与えることができます。詳細につい
ては、IAM ユーザーガイドのIAM ポリシーエレメント。可変およびタグを参照してください。

Important
多くの条件キーはリソースに固有のものであり、一部の API アクションでは複数のリソース
を使用します。条件キーを使用してポリシーを作成する場合は、ポリシーステートメントの
Resource 要素で、条件キーが適用されるリソースを指定します。指定しない場合、そのポリ
シーはユーザーに対してすべてのアクションの実行を禁止します。これは、条件キーが適用さ
れないリソースに対して条件チェックが失敗するためです。リソースを指定しない場合や、ポリ
シーの Action 要素に複数の API アクションを含めている場合は、...IfExists 条件タイプを
使用して、条件キーが適用されないリソースに対して無視されるようにする必要があります。詳
細については、IAM ユーザーガイドの「..IfExists 条件」を参照してください。
すべての Amazon EC2 アクションは、aws:RequestedRegion および ec2:Region 条件キーをサポー
トします。詳細については、「例: 特定のリージョンへのアクセスの制限 (p. 1395)」を参照してくださ
い。
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ec2:SourceInstanceARN 条件キー
ec2:SourceInstanceARN 条件キーは、リクエストの生成元インスタンスの ARN を指定する条件に使用
できます。これは、AWS グローバル条件キーであり、サービス固有ではありません。ポリシーの例につい
ては、「EC2 インスタンス: Amazon EC2 インスタンスへのボリューのアタッチまたはデタッチ」と「例:
特定のインスタンスが他の AWS サービスでリソースを表示できるようにする (p. 1427)」を参照してくだ
さい。ec2:SourceInstanceARN キーは、ステートメントの Resource 要素に ARN を入力する変数と
して使用することはできません。
Amazon EC2 のポリシーステートメントの例については、「AWS CLI または AWS SDK で使用するサン
プルポリシー (p. 1394)」を参照してください。

ec2:Attribute 条件キー
ec2:Attribute 条件キーは、リソースの属性によってアクセスをフィルタリングする条件に使用できま
す。条件キーは、文字列や整数などのプリミティブデータ型のプロパティ、または ModifyImageAttribute
API アクションの Description オブジェクトなど、Value プロパティのみを持つ複雑なオブジェクトのみ
をサポートします。
例えば、次のポリシーでは、ModifyImageAttributeAPI アクションの複雑な Description オブジェクトによ
るアクセスをフィルタリングするために ec2:Attribute/Description 条件キーを使用します。条件
キーは、イメージの説明を Production または Development のいずれかに変更するリクエストのみを
許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:ModifyImageAttribute",
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:Attribute/Description": [
"Production",
"Development"
]
}
}
}
]

次のポリシー例では、ModifyImageAttribute API アクションのプリミティブな Attribute プロパティによる
アクセスをフィルタリングするために ec2:Attribute 条件キーを使用します。この条件キーは、イメー
ジの説明を変更しようとするすべてのリクエストを拒否します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "ec2:ModifyImageAttribute",
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:Attribute": "Description"
}
}
}
]
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ユーザーが必要なアクセス許可を持っているかどうかの確認
IAM ポリシーを作成したら、ポリシーを本稼働環境に置く前に、そのポリシーがユーザーに特定の API ア
クションおよび必要なリソースを使用するアクセス許可を付与しているかどうかを確認することをお勧め
します。
まずテスト目的の IAM ユーザーを作成し、作成した IAM ポリシーをテストユーザーにアタッチします。
次に、テストユーザーとしてリクエストを作成します。
テスト中の Amazon EC2 アクションがリソースを作成または変更する場合、DryRun パラメータ を使用し
てリクエストを作成する (または AWS CLI オプションで --dry-run コマンドを実行する) 必要がありま
す。この場合、発信者は認証チェックを行いますが、操作は完了しません。例えば、実際に終了させるこ
となく、ユーザーが特定のインスタンスを終了できるかどうかを確認できます。テストユーザーに必要な
アクセス許可がある場合、リクエストで DryRunOperation が返されます。必要なアクセス許可がない場
合は UnauthorizedOperation が返されます。
ポリシーが想定したアクセス許可をユーザーに付与していない場合、または過度に許可されている場合、
必要に応じてポリシーを調整し、必要な結果を得るまで再テストできます。

Important
ポリシーの変更が反映され、有効になるには数分間かかります。したがって、ポリシーの更新を
テストするには 5 分かかると見ておいてください。
認証チェックが失敗した場合、リクエストでは診断情報でエンコードされたメッセージが返されま
す。DecodeAuthorizationMessage アクションを使用してメッセージをデコードできます。詳細に
ついては、AWS Security Token Service API リファレンス の「DecodeAuthorizationMessage」、および
「AWS CLI コマンドリファレンス」の「decode-authorization-message」を参照してください。

リソース作成時にタグ付けするアクセス許可の付与
一部のリソース作成 Amazon EC2 API アクションでは、リソースの作成時にタグを指定できます。リソー
スタグを使用して、属性ベースの制御 (ABAC) を実装できます。詳細については、「リソースのタグ付
け (p. 1876)」および「リソースタグを使用した EC2 リソースへのアクセスの制御 (p. 1393)」を参照して
ください。
ユーザーがリソースの作成時にタグを付けるには、リソースを作成するアクション (ec2:RunInstances
や ec2:CreateVolume など) を使用するためのアクセス許可が必要です。タグがリソース作成アク
ションで指定されている場合、Amazon は ec2:CreateTags アクションで追加の認可を実行して
ユーザーがタグを作成するアクセス許可を持っているかどうかを確認します。そのため、ユーザーに
は、ec2:CreateTags アクションを使用する明示的なアクセス権限が必要です。
ec2:CreateTags アクションの IAM ポリシー定義で、Condition 要素と ec2:CreateAction 条件
キーを使用して、リソースを作成するアクションにタグ付けのアクセス許可を付与します。
次のポリシー例では、インスタンスを起動し、起動時にインスタンスとボリュームにタグを適用す
ることをユーザーに許可します。ユーザーには、既存のリソースへのタグ付けが許可されません
(ec2:CreateTags アクションを直接呼び出すことはできません)。
{

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RunInstances"
],
"Resource": "*"
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}

]

},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account:*/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:CreateAction" : "RunInstances"
}
}
}

同様に、次のポリシーでは、ユーザーがボリュームを作成し、ボリューム作成時にボリュームに
タグを適用することができます。ユーザーには、既存のリソースへのタグ付けが許可されません
(ec2:CreateTags アクションを直接呼び出すことはできません)。
{

}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateVolume"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account:*/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:CreateAction" : "CreateVolume"
}
}
}
]

ec2:CreateTags アクションは、タグがリソース作成アクション時に適用された場合のみ評価されま
す。したがって、リクエストでタグが指定されていない場合、リソースを作成するアクセス許可を持って
いるユーザー (タグ付け条件がないと仮定) には、ec2:CreateTags アクションを実行するアクセス許可
は必要ありません。ただし、ユーザーがタグを使用してリソースを作成しようとした場合、ユーザーが
ec2:CreateTags アクションを使用するアクセス権限を持っていない場合はリクエストに失敗します。
ec2:CreateTags アクションは、タグが起動テンプレートに指定されている場合にも評価されます。ポ
リシーの例については、「起動テンプレートのタグ (p. 1415)」を参照してください。

特定のタグへのアクセスの制御
IAM ポリシーの Condition 要素で追加の条件を使用して、リソースに適用できるタグキーとタグ値を制
御できます。
次の条件キーは、前のセクションの例で使用できます。
• aws:RequestTag: 特定のタグキーまたはタグキーと値がリクエストに存在している必要があることを
指定する場合に使用します。リクエストでは他のタグも指定できます。
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• StringEquals 条件演算子とともに使用して、特定のタグキーと値の組み合わせを適用します。例え
ば、タグ cost-center=cc123: を適用します。
"StringEquals": { "aws:RequestTag/cost-center": "cc123" }

• StringLike 条件演算子とともに使用して、リクエストで特定のタグキーを適用します。例えば、タ
グキー purpose を適用します。
"StringLike": { "aws:RequestTag/purpose": "*" }

• aws:TagKeys: リクエストで使用されるタグキーを適用する場合に使用します。
• リクエストにタグが指定されている場合は、ForAllValues 修飾子を使用して特定のタグキーのみを
適用します (リクエストにタグが指定されている場合、特定のタグキーのみが許可されます。他のタ
グは許可されません)。例えば、タグキー environment または cost-center が適用されます:
"ForAllValues:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment","cost-center"] }

• ForAnyValue 修飾子とともに使用して、指定されたタグキーの少なくとも 1 つがリクエストに存在
することを要求します。例えば、タグキー environment または webserver のうち少なくとも 1 つ
がリクエストに存在している必要があります。
"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment","webserver"] }

これらの条件キータグ付けをサポートするリソース作成アクションと、ec2:CreateTags および
ec2:DeleteTags アクションに適用できます。Amazon EC2 API アクションがタグ付けをサポートして
いるかどうかについては、「Amazon EC2 のアクション、リソース、および条件キー」を参照してくださ
い
リソースの作成時にタグを指定するようにユーザーに強制するには、リソース作成アクションで
aws:RequestTag 修飾子とともに aws:TagKeys 条件キーまたは ForAnyValue 条件キーを使用する
必要があります。ユーザーがリソース作成アクションのタグを指定しない場合、ec2:CreateTags アク
ションは評価されません。
条件においては、条件キーでは大文字と小文字が区別されず、条件値では大文字と小文字が区別されま
す。したがって、タグキーの大文字と小文字を区別するには、条件の値としてタグキーが指定される
aws:TagKeys 条件キーを使用します。
IAM ポリシーの例は、「AWS CLI または AWS SDK で使用するサンプルポリシー (p. 1394)」を参照して
ください。複数値条件の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「複数のキー値をテストする条件を
作成する」を参照してください。

リソースタグを使用した EC2 リソースへのアクセスの制御
EC2 リソースを使用するためのアクセス許可を IAM ユーザーに付与する IAM ポリシーを作成する場合、
ポリシーの Condition 要素にタグ情報を含めることで、タグに基づいてアクセスを制御できます。これ
は、属性ベースのアクセス制御 (ABAC) と呼ばれます。ABAC を使用すると、ユーザーが変更、使用、ま
たは削除できるリソースをより適切に制御できます。詳細については、「AWS の ABAC とは」を参照し
てください。
例えば、インスタンスを終了することをユーザーに許可するが、インスタンスに
environment=production タグが付いている場合はアクションを拒否するポリシーを作成できます。こ
れを行うには、aws:ResourceTag 条件キーを使用し、リソースにアタッチされているタグに基づいてリ
ソースへのアクセスを許可または拒否します。
"StringEquals": { "aws:ResourceTag/environment": "production" }
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Amazon EC2 API アクションが aws:ResourceTag 条件キーを使用したアクセスの制御をサポートして
いるかどうかについては、「Amazon EC2 のアクション、リソース、および条件キー」を参照してくだ
さい。Describe アクションはリソースレベルのアクセス権限をサポートしないため、条件のない別のス
テートメントでそれらのアクセス権限を指定する必要があることに注意してください。
IAM ポリシーの例は、「AWS CLI または AWS SDK で使用するサンプルポリシー (p. 1394)」を参照して
ください。
タグに基づいてリソースへのユーザーのアクセスを許可または拒否する場合は、ユーザーが同じリソース
に対してそれらのタグを追加または削除することを明示的に拒否することを検討する必要があります。そ
うしないと、ユーザーはそのリソースのタグを変更することで、制限を回避してリソースにアクセスでき
てしまいます。

AWS CLI または AWS SDK で使用するサンプルポリシー
以下の例では、Amazon EC2 に対して IAM ユーザーが所有するアクセス許可を制御するために使用でき
るポリシーステートメントを示しています。これらのポリシーは、AWS CLI または AWS SDK で行われ
たリクエスト向けに設計されています。Amazon EC2 コンソールで機能するポリシーの例については、
「Amazon EC2 コンソールで機能するサンプル ポリシー (p. 1431)」を参照してください。Amazon VPC
に固有の IAM ポリシーの例については、「Amazon VPC の Identity and Access Management」を参照し
てください。
次の例では、##############をユーザー自身の情報で置き換えます。
例
• 例: 読み取り専用アクセス (p. 1394)
• 例: 特定のリージョンへのアクセスの制限 (p. 1395)
• インスタンスの使用 (p. 1395)
• ボリュームの使用 (p. 1397)
• スナップショットの使用 (p. 1399)
• インスタンスの起動 (RunInstances) (p. 1407)
• スポットインスタンス の操作 (p. 1418)
• 例: リザーブドインスタンス の操作 (p. 1423)
• 例: リソースのタグ付け (p. 1424)
• 例: IAM ロールの使用 (p. 1426)
• 例: ルートテーブルの使用 (p. 1427)
• 例: 特定のインスタンスが他の AWS サービスでリソースを表示できるようにする (p. 1427)
• 例: 起動テンプレートの使用 (p. 1428)
• インスタンスメタデータの使用 (p. 1429)

例: 読み取り専用アクセス
次のポリシーでは、名前が Describe で始まるすべての Amazon EC2 API アクションを使用できるアク
セス許可をユーザーに与えます。Resource エレメントにワイルドカードを使用します。これは、ユー
ザーが API アクションですべてのリソースを指定できることを示します。また、API アクションがリソー
スレベルのアクセス許可をサポートしていない場合も、* ワイルドカードが必要です。どの Amazon EC2
API アクションでどの ARN を使用できるかの詳細については、「Amazon EC2 のアクション、リソー
ス、および条件キー」を参照してください。
デフォルトで API アクションを使用するアクセス許可が拒否されているため、ユーザーには (別のステー
トメントでアクセス許可が与えられない限り) そのリソースに対してアクションを実行するアクセス許可
がありません。
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:Describe*",
"Resource": "*"
}
]

}

例: 特定のリージョンへのアクセスの制限
次のポリシーでは、リージョンが 欧州 (フランクフルト) でない限り、すべての Amazon EC2
API アクションを使用するアクセス許可をユーザーに拒否します。これにはグローバル条件キー
aws:RequestedRegion が使用され、このキーはすべての Amazon EC2 API アクションでサポートされ
ています。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "ec2:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:RequestedRegion": "eu-central-1"
}
}
}
]

}

または、条件キー ec2:Region を使用することもできます。これは、Amazon EC2 に固有のもので、す
べての Amazon EC2 API アクションでサポートされています。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "ec2:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"ec2:Region": "eu-central-1"
}
}
}
]

}

インスタンスの使用
例
• 例: すべてのインスタンスを記述、起動、停止、開始、および終了する (p. 1396)
• 例: すべてのインスタンスを記述し、特定のインスタンスのみを停止、開始、および終了す
る (p. 1396)
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例: すべてのインスタンスを記述、起動、停止、開始、および終了する
次のポリシーでは、Action エレメントで指定された API アクションを使用するアクセス許可をユーザー
に与えます。Resource エレメントでは * ワイルドカードを使用して、ユーザーが API アクションですべ
てのリソースを指定できることを示します。また、API アクションがリソースレベルのアクセス許可をサ
ポートしていない場合も、* ワイルドカードが必要です。どの Amazon EC2 API アクションでどの ARN
を使用できるかの詳細については、「Amazon EC2 のアクション、リソース、および条件キー」を参照し
てください。
ユーザーはデフォルトで API アクションを使用するアクセス許可を拒否されているため、ユーザーには
(別のステートメントでユーザーにそのアクセス許可を与えない限り) その他の API アクションを使用する
アクセス許可がありません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeKeyPairs",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:RunInstances",
"ec2:TerminateInstances",
"ec2:StopInstances",
"ec2:StartInstances"
],
"Resource": "*"
}
]

例: すべてのインスタンスを記述し、特定のインスタンスのみを停止、開始、および終了する
次のポリシーでは、すべてのインスタンスを表示し、i-1234567890abcdef0 と i-0598c7d356eba48d7 イン
スタンスのみを開始および停止し、米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) 内でリソースタ
グ "purpose=test" の付いたインスタンスのみを終了する許可をユーザーに与えます。
最初のステートメントでは、Resource エレメントに * ワイルドカードを使用して、ユーザーがそのアク
ションにすべてのリソースを指定できることを示しています。この場合、すべてのインスタンスをリスト
できます。また、API アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしていない場合も、* ワイル
ドカードが必要です (この場合は、ec2:DescribeInstances)。どの Amazon EC2 API アクションでど
の ARN を使用できるかの詳細については、「Amazon EC2 のアクション、リソース、および条件キー」
を参照してください。
2 番目のステートメントでは、StopInstances および StartInstances アクションに対してリソース
レベルのアクセス許可を使用しています。Resource エレメント内で、ARN によって特定のインスタンス
が指定されています。
3 番目のステートメントでは、ユーザーは指定された us-east-1 アカウントに属する 米国東部 (バー
ジニア北部) リージョン (AWS) 内のすべてのインスタンスを終了できますが、インスタンスにタグ
"purpose=test" が付けられている場合に限ります。Condition エレメントは、ポリシーステートメン
トの発効条件を指定します。
{

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

"Action": "ec2:DescribeInstances",
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:StopInstances",
"ec2:StartInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:instance/i-1234567890abcdef0",
"arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:instance/i-0598c7d356eba48d7"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:TerminateInstances",
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/purpose": "test"
}
}

}
}

]

ボリュームの使用
例
• 例: ボリュームのアタッチとデタッチ (p. 1397)
• 例: ボリュームの作成 (p. 1398)
• 例: タグ付きのボリュームの作成 (p. 1398)

例: ボリュームのアタッチとデタッチ
API アクションが複数のリソースを指定するために発信者を必要とする場合、ユーザーがすべての必要な
リソースにアクセスできるようにポリシーステートメントを作成する必要があります。1 つ以上のリソー
スで Condition エレメントを使用する必要がある場合、この例のとおり複数のステートメントを作成す
る必要があります。
以下のポリシーでは、ユーザーがタグ「volume_user=iam-user-name」の付いたボリュームを、
タグ「department=dev」の付いたインスタンスにアタッチしたり、またインスタンスからボ
リュームをデタッチしたりできるようにします。このポリシーを IAM グループにアタッチする場
合、aws:username ポリシー変数によってグループの IAM ユーザーに、値として IAM ユーザー名を持つ
タグ名が volume_user のインスタンスからボリュームをアタッチまたはデタッチするためのアクセス許
可が付与されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AttachVolume",
"ec2:DetachVolume"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {

1397

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
IAM ポリシー

},
{

}

}
]

}

}

"aws:ResourceTag/department": "dev"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AttachVolume",
"ec2:DetachVolume"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:volume/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/volume_user": "${aws:username}"
}
}

例: ボリュームの作成
次のポリシーでは、ユーザーが CreateVolume API アクションを使用することができます。ユーザーは、
ボリュームが暗号化されていて、ボリューム サイズが 20 GiB 未満の場合にのみボリュームの作成を許可
されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateVolume"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:volume/*",
"Condition":{
"NumericLessThan": {
"ec2:VolumeSize" : "20"
},
"Bool":{
"ec2:Encrypted" : "true"
}
}
}
]

例: タグ付きのボリュームの作成
次のポリシーには、タグ aws:RequestTag および costcenter=115 を使用して作成したすべてのボ
リュームへのタグ付けをユーザーに求める stack=prod 条件キーが含まれています。ユーザーがこれらの
タグを渡さないか、タグをまったく指定しない場合、リクエストは失敗します。
タグを適用するリソース作成アクションでは、ユーザーが CreateTags アクションを使用するアクセス
権限を持っていることも必要です。2 番目のステートメントは、ec2:CreateAction 条件キーを使用し
て、ユーザーが CreateVolume のコンテキストでみタグを使用できるようにします。ユーザーは、既存
のボリュームにも他のリソースにもタグ付けできません。詳細については、「リソース作成時にタグ付け
するアクセス許可の付与 (p. 1391)」を参照してください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{
"Sid": "AllowCreateTaggedVolumes",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateVolume",
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:volume/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/costcenter": "115",
"aws:RequestTag/stack": "prod"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:volume/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:CreateAction" : "CreateVolume"
}
}

}

]

}

次のポリシーでは、ユーザーがタグを指定しなくてもボリュームを作成することができま
す。CreateTags アクションは、タグが CreateVolume リクエストで指定されている場合にのみ評価さ
れます。ユーザーがタグを指定する場合、purpose=test タグを指定する必要があります。リクエストで
は他のタグは許可されません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateVolume",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:volume/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/purpose": "test",
"ec2:CreateAction" : "CreateVolume"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": "purpose"
}
}
}
]

スナップショットの使用
以下に、CreateSnapshot (EBS ボリュームのポイントインタイムスナップショット) と
CreateSnapshots (マルチボリュームスナップショット) の両方のポリシーの例を示しています。
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例
• 例: スナップショットの作成 (p. 1400)
• 例: スナップショットの作成 (p. 1400)
• 例: タグ付きのスナップショットの作成 (p. 1401)
• 例: タグを使用してマルチボリュームスナップショットを作成する (p. 1401)
• 例: スナップショットのコピー (p. 1406)
• 例: スナップショットのアクセス許可設定の変更 (p. 1406)

例: スナップショットの作成
次のポリシーでは、お客様が CreateSnapshot API アクションを使用することができます。お客様は、ボ
リュームが暗号化されていて、ボリューム サイズが 20 GiB 未満の場合にのみスナップショットを作成で
きます。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateSnapshot",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*"
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateSnapshot",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:volume/*",
"Condition":{
"NumericLessThan":{
"ec2:VolumeSize":"20"
},
"Bool":{
"ec2:Encrypted":"true"
}
}
}
]

例: スナップショットの作成
次のポリシーでは、お客様が CreateSnapshot API アクションを使用することができます。インスタンス
上のすべてのボリュームがタイプ GP2 の場合にのみ、お客様はスナップショットを作成できます。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateSnapshots",
"Resource":[
"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
"arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
]
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateSnapshots",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
"Condition":{
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}

}

]

"StringLikeIfExists":{
"ec2:VolumeType":"gp2"
}

}

例: タグ付きのスナップショットの作成
次のポリシーには、タグ aws:RequestTag および costcenter=115 をすべての新しいリクエストに適
用することをお客様に求める stack=prod 条件キーが含まれています。ユーザーがこれらのタグを渡さな
いか、タグをまったく指定しない場合、リクエストは失敗します。
タグを適用するリソース作成アクションでは、CreateTags アクションを使用するアクセス権限も持って
いることが求められます。3 番目のステートメントは、ec2:CreateAction 条件キーを使用して、お客
様が CreateSnapshot のコンテキストでみタグを使用できるようにします。お客様は、既存のボリュー
ムにも他のリソースにもタグ付けできません。詳細については、「リソース作成時にタグ付けするアクセ
ス許可の付与 (p. 1391)」を参照してください。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateSnapshot",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:volume/*"
},
{
"Sid":"AllowCreateTaggedSnapshots",
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateSnapshot",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"aws:RequestTag/costcenter":"115",
"aws:RequestTag/stack":"prod"
}
}
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateTags",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"ec2:CreateAction":"CreateSnapshot"
}
}
}
]

例: タグを使用してマルチボリュームスナップショットを作成する
次のポリシーには、マルチボリュームスナップショットセットを作成するときにタグ costcenter=115
および stack=prod を適用することをお客様に要求する aws:RequestTag 条件キーが含まれています。
ユーザーがこれらのタグを渡さないか、タグをまったく指定しない場合、リクエストは失敗します。
{

"Version":"2012-10-17",
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"Statement": [
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateSnapshots",
"Resource":[
"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
"arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
]

},
{

},
{

}

]

}

"Sid":"AllowCreateTaggedSnapshots",
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateSnapshots",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"aws:RequestTag/costcenter":"115",
"aws:RequestTag/stack":"prod"
}
}
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateTags",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"ec2:CreateAction":"CreateSnapshots"
}
}

次のポリシーでは、お客様がタグを指定しなくてもスナップショットを作成することができま
す。CreateTags アクションは、タグが CreateSnapshot または CreateSnapshots リクエストで指
定されている場合にのみ評価されます。リクエストでは、タグを省略できます。タグを指定する場合、タ
グは purpose=test である必要があります。リクエストでは他のタグは許可されません。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateSnapshot",
"Resource":"*"
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateTags",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"aws:RequestTag/purpose":"test",
"ec2:CreateAction":"CreateSnapshot"
},
"ForAllValues:StringEquals":{
"aws:TagKeys":"purpose"
}
}
}
]
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次のポリシーでは、お客様がタグを指定しなくても、マルチボリュームスナップショットセットを作成す
ることができます。CreateTags アクションは、タグが CreateSnapshot または CreateSnapshots
リクエストで指定されている場合にのみ評価されます。リクエストでは、タグを省略できます。タグを
指定する場合、タグは purpose=test である必要があります。リクエストでは他のタグは許可されませ
ん。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateSnapshots",
"Resource":"*"
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateTags",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"aws:RequestTag/purpose":"test",
"ec2:CreateAction":"CreateSnapshots"
},
"ForAllValues:StringEquals":{
"aws:TagKeys":"purpose"
}
}
}
]

次のポリシーでは、ソースボリュームにお客様の User:username がタグ付けされていて、スナップ
ショット自体に Environment:Dev と User:username がタグ付けされている場合にのみスナップ
ショットの作成を許可します。お客様は、スナップショットにタグを追加できます。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateSnapshot",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:volume/*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"aws:ResourceTag/User":"${aws:username}"
}
}
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateSnapshot",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"aws:RequestTag/Environment":"Dev",
"aws:RequestTag/User":"${aws:username}"
}
}
},
{
"Effect":"Allow",
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}

]

}

"Action":"ec2:CreateTags",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*"

次の CreateSnapshots のポリシーでは、ソースボリュームにお客様用の User:username がタグ付け
され、スナップショット自体に Environment:Dev と User:username のタグ付けがされている場合に
のみスナップショットを作成できます。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateSnapshots",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateSnapshots",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:volume/*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"aws:ResourceTag/User":"${aws:username}"
}
}
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateSnapshots",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"aws:RequestTag/Environment":"Dev",
"aws:RequestTag/User":"${aws:username}"
}
}
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:CreateTags",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*"
}
]

}

次のポリシーでは、スナップショットにお客様の User:username がタグ付けされている場合のみスナップ
ショットの削除を許可します。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:DeleteSnapshot",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"aws:ResourceTag/User":"${aws:username}"
}
}
}
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]

次のポリシーでは、お客様はスナップショットを作成できますが、作成されるスナップショットにタグ
キー value=stack が付いている場合はアクションが拒否されます。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ec2:CreateSnapshot",
"ec2:CreateTags"
],
"Resource":"*"
},
{
"Effect":"Deny",
"Action":"ec2:CreateSnapshot",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
"Condition":{
"ForAnyValue:StringEquals":{
"aws:TagKeys":"stack"
}
}
}
]

次のポリシーでは、お客様はスナップショットを作成できますが、作成されるスナップショットにタグ
キー value=stack が付いている場合はアクションが拒否されます。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ec2:CreateSnapshots",
"ec2:CreateTags"
],
"Resource":"*"
},
{
"Effect":"Deny",
"Action":"ec2:CreateSnapshots",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
"Condition":{
"ForAnyValue:StringEquals":{
"aws:TagKeys":"stack"
}
}
}
]

次のポリシーでは、複数のアクションを単一のポリシーにまとめることができます。スナップショットが
リージョン CreateSnapshots で作成された場合にのみ、(us-east-1 のコンテキスト内で) スナップ
ショットを作成できます。スナップショットがリージョン CreateSnapshots に作成されている場合、お
よびインスタンスタイプが us-east-1 の場合にのみ、スナップショットを作成できます (t2* のコンテ
キスト内で)。
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{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ec2:CreateSnapshots",
"ec2:CreateSnapshot",
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
"arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
],
"Condition":{
"StringEqualsIgnoreCase": {
"ec2:Region": "us-east-1"
},
"StringLikeIfExists": {
"ec2:InstanceType": ["t2.*"]
}
}
}
]

例: スナップショットのコピー
CopySnapshot アクション用に指定されたリソースレベルのアクセス許可は、新しいスナップショットに
のみに適用されます。ソーススナップショットには指定できません。
以下のポリシーの例では、新しいスナップショットがタグキー purpose、タグ値 production
(purpose=production) を使用して作成された場合にのみ、プリンシパルがスナップショットをコピー
することを許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowCopySnapshotWithTags",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CopySnapshot",
"Resource": "arn:aws:ec2:*:account-id:snapshot/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/purpose": "production"
}
}
}
]

例: スナップショットのアクセス許可設定の変更
次のポリシーでは、スナップショットに User:username というタグが付けられている場合にのみスナッ
プショットを変更できます。ここで、username はお客様の AWS アカウントのユーザー名です。この条
件が満たされない場合、リクエストは失敗します。
{

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

]

}

{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:ModifySnapshotAttribute",
"Resource":"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"aws:ResourceTag/user-name":"${aws:username}"
}
}

インスタンスの起動 (RunInstances)
RunInstances API アクションは、1 つ以上の オンデマンドインスタンス または 1 つ以上の スポットイン
スタンス を起動します。RunInstances は AMI を必要とし、インスタンスを作成します。ユーザーは、
リクエストでキーペアとセキュリティグループを指定できます。VPC 内に起動するにはサブネットが必要
であり、起動されるとネットワークインターフェイスが作成されます。Amazon EBS-backed AMI から起
動すると、ボリュームが作成されます。そのため、ユーザーにはこれらの Amazon EC2 リソースを使用
するアクセス許可が必要です。ユーザーが RunInstances に対してオプションのパラメータを指定する
必要がある、またはユーザーからパラメータの特定の値を制限するポリシーステートメントを作成できま
す。
インスタンスの起動に必要なリソースレベルのアクセス許可の詳細については、「Amazon EC2 のアク
ション、リソース、および条件キー」を参照してください。
デフォルトでは、作成したインスタンスを記述、開始、停止、または終了するアクセス許可はユーザーに
付与されていません。作成したインスタンスを管理するアクセス許可をユーザーに付与する 1 つの方法と
しては、インスタンスごとに特定のタグを作成し、そのタグでインスタンスを管理できるようにステート
メントを作成します。詳細については、「インスタンスの使用 (p. 1395)」を参照してください。
リソース
• AMI (p. 1407)
• インスタンスタイプ (p. 1408)
• サブネット (p. 1409)
• EBS ボリューム (p. 1410)
• タグ (p. 1411)
• 起動テンプレートのタグ (p. 1415)
• Elastic GPU (p. 1416)
• 起動テンプレート (p. 1416)

AMI
次のポリシーでは、指定された AMI (ami-9e1670f7 および ami-45cf5c3c) のみを使用してインスタ
ンスを起動できます。(別のステートメントでユーザーに起動するアクセス許可が付与されない限り) ユー
ザーはその他の AMI を使用してインスタンスを起動することはできません。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region::image/ami-9e1670f7",
"arn:aws:ec2:region::image/ami-45cf5c3c",
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}

}

]

"arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:volume/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:security-group/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:subnet/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:network-interface/*"

]

または、次のポリシーを使用すると、ユーザーは Amazon、または特定の信頼できる検証済みのパート
ナーが所有するすべての AMI からインスタンスを起動できます。最初のステートメントの Condition エ
レメントは、ec2:Owner が amazon であるかどうかをテストします。(別のステートメントでユーザーに
起動するアクセス許可が付与されない限り) ユーザーはその他の AMI を使用してインスタンスを起動する
ことはできません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region::image/ami-*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:Owner": "amazon"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:subnet/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:volume/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:security-group/*"
]
}
]

インスタンスタイプ
次のポリシーにより、ユーザーは t2.micro または t2.small インスタンスタイプのみを使用してイ
ンスタンスを起動できます。これにより、コストを管理することができます。最初のステートメントの
Condition エレメントは ec2:InstanceType が t2.micro または t2.small のどちらであるかをテス
トするため、ユーザーは大きなインスタンスを起動することはできません。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*"
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},
{

}

]

],
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:InstanceType": ["t2.micro", "t2.small"]
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region::image/ami-*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:subnet/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:volume/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:security-group/*"
]
}

また、ユーザーが t2.micro と t2.small のインスタンスタイプ以外のすべてのインスタンス起動への
アクセスを拒否するポリシーを作成することもできます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*"
],
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"ec2:InstanceType": ["t2.micro", "t2.small"]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region::image/ami-*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:subnet/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:volume/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:security-group/*"
]
}
]

サブネット
次のポリシーにより、ユーザーは指定したサブネット subnet-12345678 のみを使用してインスタンスを
起動できます。グループは、インスタンスを他のサブネットに起動することはできません (他のステート
メントがそのような許可をユーザーに与えている場合はその限りではありません)。
{
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:account-id:subnet/subnet-12345678",
"arn:aws:ec2:region:account-id:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:volume/*",
"arn:aws:ec2:region::image/ami-*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:security-group/*"
]
}
]

また、ユーザーがその他のサブネットにインスタンスを起動するアクセス許可を拒否するポリシーを作
成することもできます。ステートメントでは、サブネット subnet-12345678 が指定されている場合以
外は、ネットワークインターフェイスの作成を拒否することでこれを実行します。この拒否は、他のサブ
ネットへのインスタンスの起動を許可する他のすべてのポリシーよりも優先されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:account-id:network-interface/*"
],
"Condition": {
"ArnNotEquals": {
"ec2:Subnet": "arn:aws:ec2:region:account-id:subnet/subnet-12345678"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region::image/ami-*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:subnet/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:volume/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:security-group/*"
]
}
]

EBS ボリューム
次のポリシーでは、インスタンスの EBS ボリュームが暗号化されている場合のみユーザーがインスタンス
を起動できます。ユーザーは、ルートボリュームが暗号化されるように、暗号化されたスナップショット
を使用して作成された AMI からインスタンスを起動する必要があります。ユーザーが起動時にインスタン
スにアタッチする追加ボリュームも暗号化されている必要があります。
{
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
],
"Condition": {
"Bool": {
"ec2:Encrypted": "true"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*::image/ami-*",
"arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
"arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
]
}
]

タグ
インスタンスの作成時にタグを付ける
次のポリシーでは、ユーザーがインスタンスを起動し、作成時にインスタンスにタグ付けすることができ
ます。タグを適用するリソース作成アクションには、ユーザーが CreateTags アクションを使用するアク
セス権限を持っていることが必要です。2 番目のステートメントは、ec2:CreateAction 条件キーを使
用し、ユーザーが RunInstances のコンテキストでのみ、インスタンスに対してのみタグを作成できる
ようにします。ユーザーは、既存のリソースにタグ付けすることができず、RunInstances リクエストを
使用してボリュームにタグ付けすることもできません。
詳細については、「リソース作成時にタグ付けするアクセス許可の付与 (p. 1391)」を参照してください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RunInstances"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:CreateAction" : "RunInstances"
}
}
}
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]

インスタンスやボリュームの作成時に特定のタグを付ける
次のポリシーには、aws:RequestTag および RunInstances タグを使用して
environment=production により作成されたすべてのインスタンスおよびボリュームへのタグ付けを
ユーザーに求める purpose=webserver 条件キーが含まれています。ユーザーがこれらのタグを渡さな
いか、タグをまったく指定しない場合、リクエストは失敗します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RunInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region::image/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:subnet/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:security-group/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:key-pair/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RunInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:account-id:volume/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/environment": "production" ,
"aws:RequestTag/purpose": "webserver"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:*/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:CreateAction" : "RunInstances"
}
}
}
]

インスタンスやボリュームの作成時に特定のタグを少なくとも 1 つ付ける
次のポリシーは、ForAnyValue 条件で aws:TagKeys 修飾子を使用して、リクエストで少なくとも 1 つ
のタグが指定されている必要があり、キー environment または webserver が含まれている必要がある
ことを示します。タグは、インスタンスとボリュームの両方に適用される必要があります。リクエストで
は、任意のタグ値を指定できます。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RunInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region::image/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:subnet/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:security-group/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:key-pair/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RunInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:account-id:volume/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*"
],
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"aws:TagKeys": ["environment","webserver"]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:*/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:CreateAction" : "RunInstances"
}
}
}
]

インスタンスの作成時にタグを付ける場合は、特定のタグを使用してタグ付けする必要がある
次のポリシーでは、ユーザーはリクエストでタグを指定する必要はありませんが、指定する場
合は purpose=test タグを指定する必要があります。他のタグは許可されません。ユーザー
は、RunInstances リクエストでタグ付け可能なリソースにタグを適用できます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RunInstances"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
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}

]

}

"Action": [
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:*/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/purpose": "test",
"ec2:CreateAction" : "RunInstances"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": "purpose"
}
}

RunInstances の呼び出しで作成時のタグ付けをユーザーを禁止するには

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowRun",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RunInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
]
},
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Deny",
"Action": "ec2:CreateTags",
"Resource": "*"
}
]

spot-instances-request の特定のタグのみを許可します。ここで矛盾数 2 が意外な効果を発揮します。通
常の状況では、タグを指定しないと非認証になります。spot-instances-request の場合、spot-instancesrequest タグがないと、このポリシーは評価されないため、タグなしの Spot on Run リクエストが成功し
ます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowRun",
"Effect": "Allow",
"Action": [
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},
{

}

]

}

"ec2:RunInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
]
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/environment": "production"
}
}

起動テンプレートのタグ
次の例で、ユーザーはインスタンスを起動できますが、特定の起動テンプレートを使用する場合に限りま
す (lt-09477bcd97b0d310e)。ec2:IsLaunchTemplateResource 条件キーは、ユーザーが起動テン
プレートで指定されたリソースを上書きしないようにします。ステートメントの 2 番目の部分では、ユー
ザーは作成時にインスタンスにタグ付けできます — ステートメントのこの部分は、起動テンプレートでタ
グがインスタンスに対して指定されている場合に必要になります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnLike": {
"ec2:LaunchTemplate": "arn:aws:ec2:region:account-id:launch-template/
lt-09477bcd97b0d310e"
},
"Bool": {
"ec2:IsLaunchTemplateResource": "true"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:CreateAction" : "RunInstances"
}
}
}
]
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Elastic GPU
次のポリシーでは、ユーザーはインスタンスを起動させ、インスタンスにアタッチする Elastic GPU を指
定できます。ユーザーは任意のリージョンでインスタンスを起動できますが、Elastic GPU をアタッチで
きるのはその us-east-2 リージョンでの起動中に限られます。
ec2:ElasticGpuType 条件キーは、ForAnyValue 修飾子を使用し、elastic GPU タイプ eg1.medium
および eg1.large のみがリクエストで許可されることを指定します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RunInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:account-id:elastic-gpu/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:Region": "us-east-2"
},
"ForAnyValue:StringLike": {
"ec2:ElasticGpuType": [
"eg1.medium",
"eg1.large"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*::image/ami-*",
"arn:aws:ec2:*:account-id:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:*:account-id:instance/*",
"arn:aws:ec2:*:account-id:subnet/*",
"arn:aws:ec2:*:account-id:volume/*",
"arn:aws:ec2:*:account-id:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:*:account-id:security-group/*"
]
}
]

起動テンプレート
次の例で、ユーザーはインスタンスを起動できますが、特定の起動テンプレートを使用する場合に限りま
す (lt-09477bcd97b0d310e)。ユーザーは、RunInstances アクションでパラメータを指定すること
で、起動テンプレートのパラメータを上書きできます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
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"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnLike": {
"ec2:LaunchTemplate": "arn:aws:ec2:region:account-id:launch-template/
lt-09477bcd97b0d310e"
}
}
}
]
}

この例で、ユーザーは、起動テンプレートを使用する場合に限りインスタンスを起動できます。ポリシー
では ec2:IsLaunchTemplateResource 条件キーを使用して、ユーザーが起動テンプレート内の既存の
ARN を上書きできないようにします。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnLike": {
"ec2:LaunchTemplate": "arn:aws:ec2:region:account-id:launch-template/*"
},
"Bool": {
"ec2:IsLaunchTemplateResource": "true"
}
}
}
]

次のサンプルポリシーによりユーザーはインスタンスを起動できますが、起動テンプレートを使用する場
合に限ります。ユーザーは、リクエストでサブネットおよびネットワークインターフェイスのパラメータ
を上書きすることはできません。これらのパラメータは、起動テンプレートでのみ指定できます。ステー
トメントの最初の部分は、NotResource 要素を使用して、サブネットやネットワークインターフェイスを
除くその他のすべてのリソースを許可します。ステートメントの 2 番目の部分は、サブネットおよびネッ
トワークインターフェイスのリソースを許可しますが、これは起動テンプレートから取得された場合に限
ります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"NotResource": ["arn:aws:ec2:region:account-id:subnet/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:network-interface/*" ],
"Condition": {
"ArnLike": {
"ec2:LaunchTemplate": "arn:aws:ec2:region:account-id:launch-template/*"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": ["arn:aws:ec2:region:account-id:subnet/*",
"arn:aws:ec2:region:account-id:network-interface/*" ],
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}

]

}

"Condition": {
"ArnLike": {
"ec2:LaunchTemplate": "arn:aws:ec2:region:account-id:launch-template/*"
},
"Bool": {
"ec2:IsLaunchTemplateResource": "true"
}
}

次の例では、起動テンプレートを使用していて、また起動テンプレートにタグがある場合に限り、ユー
ザーはインスタンスを起動できるようになります Purpose=Webservers。ユーザーは、RunInstances
アクションで起動テンプレートパラメータを上書きすることはできません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"NotResource": "arn:aws:ec2:region:account-id:launch-template/*",
"Condition": {
"ArnLike": {
"ec2:LaunchTemplate": "arn:aws:ec2:region:account-id:launch-template/*"
},
"Bool": {
"ec2:IsLaunchTemplateResource": "true"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:launch-template/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Purpose": "Webservers"
}
}
}
]

スポットインスタンス の操作
RunInstances アクションを使用してスポットインスタンスリクエストを作成し、作成時にスポットイ
ンスタンスリクエストにタグ付けできます。RunInstances に指定するリソースは spot-instancesrequest です。
spot-instances-request リソースは、IAM ポリシーで次のように評価されます。
• スポットインスタンスリクエストの作成時にタグを付けない場合、Amazon EC2 は RunInstances ス
テートメント内の spot-instances-request リソースを評価しません。
• スポットインスタンスリクエストの作成時にタグを付けると、 RunInstances ステートメント内の
spot-instances-request リソースが、Amazon EC2 により評価されます。
したがって、spot-instances-request リソースの場合、次のルールが IAM ポリシーに適用されま
す。
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• RunInstances を使用してスポットインスタンスリクエストを作成し、その際リクエストにタグを付けな
い場合は、spot-instances-request リソースを明示的に許可しなくても、その呼び出しは成功しま
す。
• RunInstances を使用してスポットインスタンスリクエストを作成する際に、そのリクエストにタグを付
ける場合には、RunInstances の許可ステートメントに spot-instances-request リソースを含める
必要があります。これがない場合は呼び出しが失敗します。
• RunInstances を使用してスポットインスタンスリクエストを作成し、作成時にタグを付ける場合
は、CreateTags 許可ステートメントに spot-instances-request リソースまたは * ワイルドカード
を指定する必要があります。指定しないと、呼び出しは失敗します。
スポットインスタンス は、RunInstances または RequestSpotInstances を使用してリクエストできます。
次の例の IAM ポリシーは、RunInstances を使用して スポットインスタンス をリクエストする場合にのみ
適用されます。
例: RunInstances を使用して スポットインスタンス をリクエストする
次のポリシーでは、RunInstances アクションを使用して スポットインスタンス をリクエストすること
をユーザーに許可します。spot-instances-request リソースは、RunInstances によって作成されま
す。このリソースは スポットインスタンス をリクエストします。

Note
RunInstances を使用してスポットインスタンスリクエストを作成し、作成時にタグを付けない場
合は、spot-instances-request リストから Resource を省略できます。これは、スポット
インスタンスリクエストの作成時にタグを付けない場合、Amazon EC2 は RunInstances ステー
トメント内の spot-instances-request リソースを評価しないためです。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowRun",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RunInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
]
}
]

Warning
サポート対象外 – 例: RunInstances を使用して スポットインスタンス をリクエストするためのア
クセス許可をユーザーに拒否する
次のポリシーは、spot-instances-requestリソースではサポートされません。
次のポリシーでは、ユーザーに オンデマンドインスタンス を起動するためのアクセス許可を付
与しますが、スポットインスタンス をリクエストするためのアクセス許可を拒否します。spotinstances-request リソースは、RunInstances によって作成されます。このリソースは ス
ポットインスタンス をリクエストします。2 番目のステートメントでは、spot-instances-
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request リソースに対する RunInstances アクションを拒否します。ただし、スポットインスタ
ンスリクエストの作成時にタグを付けない場合、Amazon EC2 が RunInstances ステートメント
の spot-instances-request リソースを評価しないため、この条件はサポートされません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowRun",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RunInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*"
]
},
{
"Sid": "DenySpotInstancesRequests - NOT SUPPORTED - DO NOT USE!",
"Effect": "Deny",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
}
]

例: スポットインスタンスリクエストの作成時にタグを付ける
次のポリシーでは、インスタンスの起動時に作成されるすべてのリソースにタグを付けることをユーザー
に許可します。最初のステートメントでは、一覧表示されたリソースの作成を RunInstances に許可しま
す。spot-instances-request リソースは、RunInstances によって作成されます。このリソースは ス
ポットインスタンス をリクエストします。2 番目のステートメントでは、* ワイルドカードを指定し、イ
ンスタンスの起動時に作成されるすべてのリソースのタグ付けを許可します。

Note
スポットインスタンスリクエストの作成時にタグを付けると、 RunInstances ステートメント
内の spot-instances-request リソースが、Amazon EC2 により評価されます。したがっ
て、RunInstances アクションで spot-instances-request リソースを明示的に許可する必要
があります。許可しないと、呼び出しは失敗します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowRun",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RunInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
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},
{

}

]

}

]

"arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"

"Sid": "TagResources",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateTags",
"Resource": "*"

例: スポットインスタンスリクエストの作成時にタグ付けを拒否する
次のポリシーでは、インスタンスの起動時に作成されるリソースにタグを付けるためのアクセス許可を
ユーザーに拒否します。
最初のステートメントでは、一覧表示されたリソースの作成を RunInstances に許可します。spotinstances-request リソースは、RunInstances によって作成されます。このリソースは スポットイン
スタンス をリクエストします。2 番目のステートメントでは、* ワイルドカードを指定し、インスタンス
の起動時に作成されるすべてのリソースのタグ付けを拒否します。spot-instances-request リソース
または他のリソースの作成時にタグを付けた場合、RunInstances の呼び出しは失敗します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowRun",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RunInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
]
},
{
"Sid": "DenyTagResources",
"Effect": "Deny",
"Action": "ec2:CreateTags",
"Resource": "*"
}
]

Warning
サポート対象外 - 例: スポットインスタンスリクエストに特定のタグを割り当てる場合にのみ、リ
クエストの作成を許可する
次のポリシーは、spot-instances-request リソースではサポートされません。
次のポリシーは、スポットインスタンスリクエストに特定のタグを付ける場合にのみ、リクエス
トを作成するためのアクセス許可を RunInstances に付与することを想定しています。
最初のステートメントでは、一覧表示されたリソースの作成を RunInstances に許可します。
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2 番目のステートメントでは、スポットインスタンスリクエストにタグ
environment=production が付いている場合にのみ、リクエストを作成するためのアクセス許
可をユーザーに付与することを想定しています。この条件を RunInstances によって作成された他
のリソースに適用する場合、タグを指定しないと、Unauthenticated エラーが発生します。た
だし、スポットインスタンスリクエストにタグを指定しない場合、Amazon EC2 は RunInstances
ステートメントの spot-instances-request リソースを評価しないため、RunInstances がタ
グなしのスポットインスタンスリクエストを作成します。
environment=production 以外の別のタグを指定すると、Unauthenticated エラーが発生
することに注意してください。これは、ユーザーがスポットインスタンスリクエストにタグを付
けると、Amazon EC2 が RunInstances ステートメントの spot-instances-request リソース
を評価するためです。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowRun",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RunInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*"
]
},
{
"Sid": "RequestSpotInstancesOnlyIfTagIs_environment=production - NOT
SUPPORTED - DO NOT USE!",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/environment": "production"
}
}
},
{
"Sid": "TagResources",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateTags",
"Resource": "*"
}

}

]

例: スポットインスタンスリクエストに特定のタグが割り当てられている場合、このリクエストの作成を拒
否する
次のポリシーは、スポットインスタンスリクエストにタグ environment=production が付いている場
合、このリクエストを作成するためのアクセス許可を RunInstances に拒否します。
最初のステートメントでは、一覧表示されたリソースの作成を RunInstances に許可します。
2 番目のステートメントでは、スポットインスタンスリクエストにタグ environment=production
が付いている場合、このリクエストを作成するためのアクセス許可をユーザーに拒否しま
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す。environment=production をタグとして指定すると、Unauthenticated エラーが発生します。
他のタグを指定するか、タグを指定しないと、スポットインスタンスリクエストが作成されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowRun",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RunInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
"arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
]
},
{
"Sid": "DenySpotInstancesRequests",
"Effect": "Deny",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/environment": "production"
}
}
},
{
"Sid": "TagResources",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateTags",
"Resource": "*"
}
]

例: リザーブドインスタンス の操作
次のポリシーでは、アカウントで リザーブドインスタンス を表示、変更、購入するアクセス許可をユー
ザーに与えます。
個別の リザーブドインスタンス にリソースレベルのアクセス許可を設定することはできません。このポリ
シーは、ユーザーがアカウントのすべての リザーブドインスタンス にアクセスできることを意味します。
Resource 要素は * ワイルドカードを使用して、ユーザーがそのアクションにすべてのリソースを指定で
きることを示しています。この場合、アカウントのすべての リザーブドインスタンス をリストして変更
できます。ユーザーは、アカウント認証情報を使用して リザーブドインスタンス を購入することもできま
す。また、API アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしていない場合も、* ワイルドカー
ドが必要です。
{

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

}

"Action": [
"ec2:DescribeReservedInstances",
"ec2:ModifyReservedInstances",
"ec2:PurchaseReservedInstancesOffering",
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:DescribeReservedInstancesOfferings"
],
"Resource": "*"

]

次のコードでは、アカウント内の リザーブドインスタンス を表示および変更できるようにユーザーに許可
しています。新しい リザーブドインスタンス の購入は、許可していません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeReservedInstances",
"ec2:ModifyReservedInstances",
"ec2:DescribeAvailabilityZones"
],
"Resource": "*"
}
]

例: リソースのタグ付け
次のポリシーでは、タグにキー CreateTags および値 environment が含まれている場合のみ、ユー
ザーが production アクションを使用してインスタンスにタグを適用できます。他のタグは許可されず、
ユーザーは他のリソースタイプをタグ付けすることはできません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/environment": "production"
}
}
}
]

次のポリシーでは、ユーザーは owner のキーと IAM ユーザー名の値を使用したタグがすでに適
用されているタグ付け可能なリソースにタグ付けできます。加えて、ユーザーはリクエストで
anycompany:environment-type のキーと値 test または prod を持つタグを指定する必要がありま
す。ユーザーは、リクエストで追加のタグを指定できます。
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:*/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/anycompany:environment-type": ["test","prod"],
"aws:ResourceTag/owner": "${aws:username}"
}
}
}
]

ユーザーがリソースの特定のタグを指定できるようにする IAM ポリシーを作成できます。例えば、次のポ
リシーでは、リクエストで指定されたタグキーが environment または cost-center の場合、ユーザー
がボリュームのタグを削除できます。タグにはどの値でも指定できますが、指定されたキーのいずれかに
タグキーが一致する必要があります。

Note
リソースを削除すると、リソースに関連付けられているすべてのタグも削除されます。タグ付き
のリソースを削除する場合、ユーザーは ec2:DeleteTags アクションを使用するためのアクセ
ス許可は必要ありません。削除アクションを実行するためのアクセス許可のみが必要です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:DeleteTags",
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:volume/*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": ["environment","cost-center"]
}
}
}
]

このポリシーでは、リソースが environment=prod のキーと IAM ユーザー名の値ですでにタグ付けされ
ている場合のみ、ユーザーが任意のリソースで owner タグのみ削除できます。ユーザーは、リソースの他
のタグを削除することはできません。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DeleteTags"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:*/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/environment": "prod",
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}

]

}

}

"aws:ResourceTag/owner": "${aws:username}"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": ["environment"]
}

例: IAM ロールの使用
次のポリシーでは、department=test タグを持つインスタンス対して IAM ロールのアタッチ、置換、デ
タッチを行うことをユーザーに許可します。IAM ロールの置換またはデタッチには関連 ID が必要であるた
め、ポリシーでは ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations アクションを使用するアクセ
ス許可もユーザーに付与します。
IAM ユーザーは、ロールをインスタンスに渡すために iam:PassRole アクションを使用するためのアク
セス許可が必要です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AssociateIamInstanceProfile",
"ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation",
"ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:account-id:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/department":"test"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/DevTeam*"
}
]

次のポリシーでは、どのインスタンスに対しても IAM ロールのアタッチまたは置換を行うことをユー
ザーに許可します。ユーザーは、TestRole- で始まる名前の IAM ロールのみアタッチまたは置換できま
す。IAM アクションでは、インスタンスプロファイルではなく iam:PassRole ロールの名前を指定しま
す (両方の名前が異なる場合)。詳細については、「インスタンスプロファイル (p. 1443)」を参照してくだ
さい。
{

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

},
{

}

]

}

"Action": [
"ec2:AssociateIamInstanceProfile",
"ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/TestRole-*"

例: ルートテーブルの使用
次のポリシーでは、VPC (vpc-ec43eb89) のみに関連付けられているルートテーブルのルートの追加、削
除、置換を行うことができます。ec2:Vpc 条件キーの VPC を指定するには、VPC の完全な ARN を指定
する必要があります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DeleteRoute",
"ec2:CreateRoute",
"ec2:ReplaceRoute"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:account-id:route-table/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:Vpc": "arn:aws:ec2:region:account-id:vpc/vpc-ec43eb89"
}
}
}
]

例: 特定のインスタンスが他の AWS サービスでリソースを表示できるようにする
次に示すのは、IAM ロールにアタッチできるポリシーの例です。ポリシーにより、インスタンスは AWS
サービスのさまざまなリソースを表示できるようになります。ec2:SourceInstanceARN 条件キーを使
用して、リクエストの実行元インスタンスが i-093452212644b0dd6 インスタンスになるように指定し
ます。同じ IAM ロールが別のインスタンスと関連付けられている場合、他のインスタンスはこれらのどの
アクションも実行できません。
ec2:SourceInstanceARN キーは AWS グローバル条件キーであるため、Amazon EC2 だけではなく他
のサービスアクションにも使用できます。
{

"Version": "2012-10-17",
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"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeVolumes",
"s3:ListAllMyBuckets",
"dynamodb:ListTables",
"rds:DescribeDBInstances"
],
"Resource": [
"*"
],
"Condition": {
"ArnEquals": {
"ec2:SourceInstanceARN": "arn:aws:ec2:region:account-id:instance/
i-093452212644b0dd6"
}
}
}
]
}

例: 起動テンプレートの使用
次のポリシーでは、ユーザーは起動テンプレートのバージョンを作成して起動テンプレートを変更する
ことができます。ただし、特定の起動テンプレートに限られます (lt-09477bcd97b0d3abc)。ユーザー
は、他の起動テンプレートを使用することはできません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
"ec2:ModifyLaunchTemplate"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:launch-template/lt-09477bcd97b0d3abc"
}
]

次のポリシーでは、ユーザーは任意の起動テンプレートと起動テンプレートのバージョンを削除できま
す。ただし、起動テンプレートに Purpose=Testing のタグがある場合に限ります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ec2:DeleteLaunchTemplate",
"ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:launch-template/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Purpose": "Testing"
}
}
}
]
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インスタンスメタデータの使用
以下のポリシーでは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 (IMDSv2) を使用して、ユーザーがイ
ンスタンスメタデータ (p. 794)のみを取得できるようにします。以下の 4 つのポリシーは、4 つのステー
トメントを使用する 1 つのポリシーに結合できます。1 つのポリシーとして結合すると、このポリシーを
サービスコントロールポリシー (SCP) として使用できます。これは、既存の IAM ポリシーに適用する拒
否ポリシーとして (既存のアクセス許可を削除して制限するために) 使用したり、アカウント、部門単位
(OU)、組織全体にグローバルに適用する SCP として使用したりすることもできます。

Note
以下の RunInstances メタデータオプションポリシーは、RunInstances を使用してインスタン
スを起動するアクセス許可をプリンシパルに付与するポリシーと組み合わせて使用する必要が
あります。プリンシパルに RunInstances アクセス許可もない場合、インスタンスを起動するこ
とはできません。詳細については、「インスタンスの使用 (p. 1395)」と「インスタンスの起動
(RunInstances) (p. 1407)」のポリシーを参照してください。

Important
Auto Scaling グループを使用し、すべての新しいインスタンスで IMDSv2 の使用を要求する必要
がある場合は、Auto Scaling グループで 起動テンプレートを使用する必要があります。
Auto Scaling グループが起動テンプレートを使用する場合、新しい Auto Scaling グループが作成
されるときに IAM プリンシパルの ec2:RunInstances アクセス許可がチェックされます。ま
た、既存の Auto Scaling グループが更新され、新しい起動テンプレートまたは新しいバージョン
の起動テンプレートが使用される場合にもチェックされます。
RunInstances の IAM プリンシパルでの IMDSv1 の使用に関する制限は、起動テンプレー
トを使用している Auto Scaling グループが作成または更新された場合にのみチェックされま
す。Latest または Default 起動テンプレートを使用するように設定された Auto Scaling グ
ループでは、起動テンプレートの新しいバージョンが作成されたときにアクセス許可はチェック
されません。アクセス許可をチェックするには、特定のバージョンの起動テンプレートを使用す
るように Auto Scaling グループを設定する必要があります。

Auto Scaling グループによって起動されるインスタンスで IMDSv2 の使用を強制するに
は、以下の追加ステップが必要です。
1. 作成された新しいプリンシパルのサービスコントロールポリシー (SCP) または IAM ア
クセス許可の境界を使用して、組織内のすべてのアカウントの起動設定の使用を無効に
します。Auto Scaling グループアクセス許可を持つ既存の IAM プリンシパルの場合、関
連するポリシーをこの条件キーで更新します。起動設定の使用を無効にするには、値が
"autoscaling:LaunchConfigurationName" として指定された null 条件キーを使用し
て、関連する SCP、アクセス許可の境界、または IAM ポリシーを作成または変更します。
2. 新しい起動テンプレートの場合は、起動テンプレートでインスタンスメタデータオプションを
設定します。既存の起動テンプレートの場合は、新しいバージョンの起動テンプレートを作成
し、新しいバージョンでインスタンスメタデータオプションを設定します。
3. 起動テンプレートを使用するアクセス許可を任意のプリンシパ
ルに付与するポリシーで、$latest を指定して $default と
"autoscaling:LaunchTemplateVersionSpecified": "true" の関連付けを制限しま
す。使用を特定のバージョンの起動テンプレートに制限することで、インスタンスメタデー
タオプションが設定されているバージョンを使用して新しいインスタンスを確実に起動できま
す。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling API リファレンス」 (具体的には Version
パラメータ) の「LaunchTemplateSpecification」を参照してください。
4. 起動設定を使用する Auto Scaling グループの場合、起動設定を起動テンプレートに置き換えま
す。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「起動設定を起動テン
プレートに置き換える」を参照してください。
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5. 起動テンプレートを使用する Auto Scaling グループの場合、インスタンスメタデータオプショ
ンが設定された新しい起動テンプレートを使用するか、インスタンスメタデータオプション
が設定された現在の起動テンプレートの新しいバージョンを使用します。詳細については、
「AWS CLI コマンドリファレンス」 の「update-auto-scaling-group」を参照してください。
例
• IMDSv2 の使用を要求する (p. 1430)
• ホップ制限の最大値の指定 (p. 1430)
• インスタンスメタデータオプションを変更できるユーザーの制限 (p. 1431)
• IMDSv2 からロール認証情報を取得することを要求する (p. 1431)

IMDSv2 の使用を要求する
次のポリシーでは、インスタンスが IMDSv2 の使用を要求するようにオプトインされていない限り
("ec2:MetadataHttpTokens": "required" で指定)、RunInstances API を呼び出せないように指定
します。インスタンスが IMDSv2 を要求するように指定しないと、RunInstances API を呼び出したときに
UnauthorizedOperation エラーが発生します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RequireImdsV2",
"Effect": "Deny",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"ec2:MetadataHttpTokens": "required"
}
}
}
]

ホップ制限の最大値の指定
次のポリシーでは、ホップ制限を指定しない限り、RunInstances API を呼び出せないように指定します。
また、ホップ制限を 3 以下にするように指定します。これを指定しないと、RunInstances API を呼び出し
たときに UnauthorizedOperation エラーが発生します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "MaxImdsHopLimit",
"Effect": "Deny",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"Condition": {
"NumericGreaterThan": {
"ec2:MetadataHttpPutResponseHopLimit": "3"
}
}
}
]
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インスタンスメタデータオプションを変更できるユーザーの制限
次のポリシーでは、一般の管理者がインスタンスメタデータオプションを変更する機能
を削除し、ロール ec2-imds-admins を持つユーザーのみに変更を行うことを許可しま
す。ec2-imds-admins ロール以外のプリンシパルが ModifyInstanceMetadataOptions API
を呼び出そうとすると、UnauthorizedOperation エラーが発生します。このステート
メントは、ModifyInstanceMetadataOptions API の使用を制御するために使用できます。現
在、ModifyInstanceMetadataOptions API 用の詳細なアクセスコントロール (条件) はありません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowOnlyImdsAdminsToModifySettings",
"Effect": "Deny",
"Action": "ec2:ModifyInstanceMetadataOptions",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotLike": {
"aws:PrincipalARN": "arn:aws:iam::*:role/ec2-imds-admins"
}
}
}
]

IMDSv2 からロール認証情報を取得することを要求する
次のポリシーでは、このポリシーを適用したロールを EC2 サービスが引き受けて、結果の認証情
報をリクエストの署名に使用する場合は、IMDSv2 から取得した EC2 ロールの認証情報を使用し
てリクエストに署名する必要があることを指定します。それ以外の場合は、すべての API コールで
UnauthorizedOperation エラーが発生します。このステートメント/ポリシーは、リクエストが EC2
ロールの認証情報によって署名されていない場合は効果がないため、一般的に適用できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RequireAllEc2RolesToUseV2",
"Effect": "Deny",
"Action": "*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"NumericLessThan": {
"ec2:RoleDelivery": "2.0"
}
}
}
]

Amazon EC2 コンソールで機能するサンプル ポリシー
IAM ポリシーを使用して、Amazon EC2 コンソールで特定のリソースを表示、および操作するアクセス許
可をユーザーに付与することができます。上記のセクションのサンプルポリシーを使用することはできま
すが、これらは AWS CLI または AWS SDK で作成されたリクエスト向けに設計されています。コンソー
ルではこの機能を実行するために追加の API アクションを使用するので、これらのポリシーは正常に動
作しない可能性があります。例えば、DescribeVolumes API アクションのみを使用するアクセス許可を
持つユーザーがコンソールでボリュームを表示しようとすると、エラーが発生します。このセクションで
は、コンソールの特定の部分をユーザーが操作できるようになるポリシーを説明します。
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Tip
コンソールでタスクを実行するために必要な API アクションを探すには、AWS CloudTrail
などのサービスを使用できます。詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照
してください。ポリシーにより特定のリソースを作成または変更するアクセス許可が付与
されない場合、コンソールではエンコードされた診断情報のメッセージが表示されます。
の DecodeAuthorizationMessage API アクションAWS STS、または AWS CLI の decodeauthorization-message コマンドを使用してメッセージをデコードできます。
例
• 例: 読み取り専用アクセス (p. 1432)
• 例: EC2 Launch Wizard の使用 (p. 1433)
• 例: ボリュームの使用 (p. 1436)
• 例: セキュリティグループの操作 (p. 1437)
• 例: Elastic IP アドレスの操作 (p. 1439)
• 例: リザーブドインスタンス の操作 (p. 1440)
Amazon EC2 向けのポリシー作成の詳細については、以下の AWS セキュリティブログの投稿「Granting
Users Permission to Work in the Amazon EC2 Console」を参照してください。

例: 読み取り専用アクセス
ユーザーが Amazon EC2 コンソールですべてのリソースを表示できるようにするには、次の例と同じポリ
シーを使用します: 例: 読み取り専用アクセス (p. 1394)。別のステートメントによりユーザーにアクセス
許可が与えられない限り、ユーザーはリソースのアクションを実行したり新しいリソースを作成すること
ができません。
インスタンス、AMI、スナップショットを表示する
代わりに、リソースのサブセットへの読み取り専用アクセスを提供できます。これを行うに
は、ec2:Describe API アクションの * (ワイルドカード) を各リソースの固有の ec2:Describe アク
ションに置き換えます。次のポリシーによりユーザーは Amazon EC2 コンソールですべてのインスタン
ス、AMI、およびスナップショットを表示できます。ec2:DescribeTags アクションにより、ユーザー
はパブリック AMI を表示できます。コンソールでタグ付け情報にパブリック AMI を表示させる必要があ
りますが、ユーザーがプライベート AMI だけを表示できるようにするには、このアクションを削除できま
す。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeTags",
"ec2:DescribeSnapshots"
],
"Resource": "*"
}
]

Note
Amazon EC2 ec2:Describe* API アクションは、リソースレベルのアクセス許可をサポートし
ていません。そのため、ユーザーがコンソールで表示できる個人のリソースを制御できません。
したがって、上記のステートメントの Resource エレメントには、* (ワイルドカード) が必要で
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す。どの Amazon EC2 API アクションでどの ARN を使用できるかの詳細については、「Amazon
EC2 のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。
インスタンスと CloudWatch メトリクスを表示する
以下のポリシーは、ユーザーに対して Amazon EC2 コンソールでのインスタンスの表示、
[Instances] ページの [Monitoring] タブでの CloudWatch アラームおよびメトリクスの表示を許可しま
す。Amazon EC2 コンソールでは、CloudWatch API がアラームとメトリクスの表示に使用されるた
め、cloudwatch:DescribeAlarms および cloudwatch:GetMetricStatistics アクションを使用
するアクセス権限をユーザーに付与する必要があります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeInstances",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:GetMetricStatistics"
],
"Resource": "*"
}
]

例: EC2 Launch Wizard の使用
Amazon EC2 Launch Wizard は、インスタンスを設定し、起動するためのオプションを提供する一連の画
面です。ユーザーがウィザードのオプションを操作できるように、API アクションを使用するアクセス許
可をポリシーに含める必要があります。ポリシーにそれらのアクションを使用するアクセス許可が含まれ
ない場合、ウィザードの一部の項目は適切にロードされず、ユーザーは起動を完了できません。
起動ウィザードへの基本的なアクセスを許可する
起動を正常に完了させるには、ユーザーに ec2:RunInstances API アクションを使用するアクセス許可
を付与し、少なくとも以下の API アクションを使用できるようにする必要があります。
• ec2:DescribeImages: AMI を表示して選択します。
• ec2:DescribeInstanceTypes: インスタンスタイプを表示および選択します。
• ec2:DescribeVpcs: 使用できるネットワークオプションを表示します。
• ec2:DescribeSubnets: 選択した VPC のすべての使用可能なサブネットを表示します。
• ec2:DescribeSecurityGroups または ec2:CreateSecurityGroup: 既存のセキュリティグループ
を表示および選択する、または新しいセキュリティグループを作成します。
• ec2:DescribeKeyPairs または ec2:CreateKeyPair: 既存のキーペアを選択する、または新しい
キーペアを作成します。
• ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress: インバウンドルールを追加します。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeInstanceTypes",
"ec2:DescribeKeyPairs",
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"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:CreateSecurityGroup",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:CreateKeyPair"

},
{

}

]

}

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "*"

ポリシーに次のような API アクションを追加して、ユーザーに追加のオプションを提供できます。
• ec2:DescribeAvailabilityZones: 特定のアベイラビリティーゾーンを選択します。
• ec2:DescribeNetworkInterfaces: 選択したサブネットの既存のネットワークインターフェイスを
表示および選択します。
• VPC セキュリティグループにアウトバウンドルールを追加するには、ユーザーに
ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress API アクションを使用するアクセス許可を付
与する必要があります。既存のルールを変更または削除するには、ユーザーに関連する
ec2:RevokeSecurityGroup* API アクションを使用するアクセス許可を付与する必要があります。
• ec2:CreateTags: により作成されたリソースにタグ付けする場合に使用します。RunInstances詳細
については、「リソース作成時にタグ付けするアクセス許可の付与 (p. 1391)」を参照してください。
ユーザーにこのアクションを使用するアクセス権限がなく、 launch wizard のタグ付けページでてタグ
を適用しようとした場合、起動に失敗します。

Important
インスタンスの起動中に [Name] (名前) を指定すると、タグが作成され、ec2:CreateTags ア
クションが必要になります。ユーザーに ec2:CreateTags アクションを使用するアクセス許
可を付与すると、aws:ResourceTag 条件キーを使用してユーザーによる他のリソースの使用
を制限する能力が制限されるため、注意が必要です。ユーザーに ec2:CreateTags アクショ
ンを使用するアクセス許可を付与すると、ユーザーがそれらの制限を回避するためにリソース
のタグを変更できます。詳細については、「リソースタグを使用した EC2 リソースへのアクセ
スの制御 (p. 1393)」を参照してください。
• AMI を選択するときに Systems Manager パラメータを使用するには、ポリシーに
ssm:DescribeParameters と ssm:GetParameters を追加する必要がありま
す。ssm:DescribeParameters は、IAM ユーザーに Systems Manager パラメータを表示および選
択するアクセス許可を付与します。ssm:GetParameters は、IAM ユーザーに Systems Manager パラ
メータの値を取得するアクセス許可を付与します。また、特定の Systems Manager パラメータへのアク
セスを制限することもできます。詳細については、このセクションの後半の「特定の Systems Manager
パラメータへのアクセスの制限」を参照してください。
現在、Amazon EC2 Describe* API アクションは、リソースレベルのアクセス許可をサポートしていま
せん。そのため、ユーザーがlaunch wizard で表示できる個人のリソースを制限することはできません。た
だし、ec2:RunInstances API アクションにリソースレベルのアクセス許可を適用して、ユーザーがイ
ンスタンスの起動に使用できるリソースを制限できます。ユーザーが使用する権限がないオプションを選
択すると、起動は失敗します。
特定のインスタンスタイプ、サブネット、リージョンへのアクセスの制限
次のポリシーにより、ユーザーは Amazon が所有する AMI を使用して t2.micro インスタンスを特定の
サブネット (subnet-1a2b3c4d) でのみ起動することができます。ユーザーは sa-east-1 リージョンでの
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み起動できます。ユーザーが異なるリージョンを選択するか、launch wizardで異なるインスタンスタイ
プ、AMI、サブネットを選択すると、起動は失敗します。
最初のステートメントでは、上記の例で説明したように、launch wizard でオプションを表示するアクセス
許可または新しいオプションを作成するアクセス許可がユーザーに付与されます。2 番目のステートメン
トでは、ec2:RunInstances アクションでネットワークインターフェイス、ボリューム、キーペア、セ
キュリティグループ、サブネットリソースを使用するアクセス許可が付与されます。これは、ユーザーが
VPC でインスタンスを起動するために必要です。ec2:RunInstances アクションの使用方法の詳細につ
いては、「インスタンスの起動 (RunInstances) (p. 1407)」を参照してください。3 番目と 4 番目のステー
トメントは、それぞれインスタンスと AMI リソースを使用するための許可をユーザーに付与しますが、こ
れは、インスタンスが t2.micro インスタンスであり、AMI が Amazon または特定の信頼できる検証済
みのパートナーによって所有されている場合に限られます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeInstanceTypes",
"ec2:DescribeKeyPairs",
"ec2:CreateKeyPair",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:CreateSecurityGroup",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action":"ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:sa-east-1:111122223333:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:sa-east-1:111122223333:volume/*",
"arn:aws:ec2:sa-east-1:111122223333:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:sa-east-1:111122223333:security-group/*",
"arn:aws:ec2:sa-east-1:111122223333:subnet/subnet-1a2b3c4d"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:sa-east-1:111122223333:instance/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:InstanceType": "t2.micro"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:sa-east-1::image/ami-*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:Owner": "amazon"
}
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}

}
]

}

特定の Systems Manager パラメータへのアクセスの制限
次のポリシーは、特定の名前の Systems Manager パラメータを使用するアクセスを許可します。
1 つ目のステートメントは、launch wizardで AMI を選択するときに Systems Manager パラメータを表示
するアクセス許可をユーザーに付与します。2 つ目のステートメントは、prod-* という名前のパラメー
タのみを使用するアクセス許可をユーザーに付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:DescribeParameters"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetParameters"
],
"Resource": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456123:parameter/prod-*"
}
]

例: ボリュームの使用
次のポリシーは、ボリュームを表示して作成し、特定のインスタンスにボリュームをアタッチ、およびデ
タッチするアクセス許可をユーザーに付与します。
ユーザーは、"purpose=test" というタグを含むインスタンスに対してどのボリュームもアタッチでき
ます。同様に、それらのインスタンスからボリュームをデタッチすることもできます。Amazon EC2 コン
ソールを使用してボリュームをアタッチするには、ユーザーに ec2:DescribeInstances アクションを
使用するアクセス許可があると、[Attach Volume] ダイアログボックスのあらかじめ用意されたリストから
インスタンスを選択できるため、役立ちます。ただし、これにより、コンソールの [Instances] ページでも
すべてのインスタンスが表示されるため、このアクションを省略することもできます。
最初のステートメントでは、ボリュームを作成するときにユーザーがアベイラビリティーゾーンを選択で
きるようにするため、ec2:DescribeAvailabilityZones アクションが必要です。
ユーザーは、作成したボリュームをタグ付けできません (ボリュームの作成中も作成後も)。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:CreateVolume",
"ec2:DescribeInstances"
],
"Resource": "*"
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}

},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AttachVolume",
"ec2:DetachVolume"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:region:111122223333:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/purpose": "test"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AttachVolume",
"ec2:DetachVolume"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:region:111122223333:volume/*"
}
]

例: セキュリティグループの操作
セキュリティグループを表示し、ルールを追加/削除する
次のポリシーは、Amazon EC2 コンソールでセキュリティグループを表示し、インバウンドおよびアウト
バウンドのルールを追加および削除し、タグ Department=Test を含む既存のセキュリティグループの
ルール説明を変更するアクセス許可をユーザーに付与します。
最初のステートメントの ec2:DescribeTags アクションにより、ユーザーはコンソールでタグを表示で
きます。これにより、ユーザーは変更できるセキュリティグループをより簡単に識別できます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSecurityGroupRules",
"ec2:DescribeTags"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:ModifySecurityGroupRules",
"ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
"ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:111122223333:security-group/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
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},
{

]}

}

}

}

"aws:ResourceTag/Department": "Test"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:ModifySecurityGroupRules"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:111122223333:security-group-rule/*"
]

[Create Security Group] ダイアログボックスの使用
ユーザーが Amazon EC2 コンソールの [Create Security Group] ダイアログボックスを使用して作業できる
ようにするポリシーを作成できます。このダイアログボックスを使用するには、ユーザーに少なくとも以
下の API アクションを使用するアクセス許可を付与する必要があります。
• ec2:CreateSecurityGroup: 新しいセキュリティグループを作成するには
• ec2:DescribeVpcs: [VPC] リストに既存の VPC のリストを表示します。
これらのアクセス許可で、ユーザーは新しいセキュリティグループを正常に作成できますが、ルールを
追加することはできません。[Create Security Group] ダイアログボックスでルールを操作するには、ポリ
シーに次の API アクションを追加します。
• ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress: インバウンドルールを追加します。
• ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress: VPC セキュリティグループにアウトバウンドルールを追加
します。
• ec2:RevokeSecurityGroupIngress: 既存のインバウンドルールを変更または削除します。これは、
ユーザーがコンソールで [Copy to new] 機能を使用できるようにするために役に立ちます。この機能に
より、[Create Security Group] ダイアログボックスが開き、選択したセキュリティグループと同じルー
ルが追加されます。
• ec2:RevokeSecurityGroupEgress: VPC セキュリティグループのアウトバウンドルールを変更また
は削除します。これは、すべてのアウトバウンドトラフィックを許可するデフォルトのアウトバウンド
ルールを変更または削除する場合に役に立ちます。
• ec2:DeleteSecurityGroup: 無効なルールを保存できないときに対応します。コンソールでは、最
初にセキュリティグループを作成し、次に指定されたルールを追加します。ルールが無効である場合、
アクションは失敗し、コンソールによってセキュリティグループの削除が試行されます。引き続き、
[Create Security Group] ダイアログボックスが利用できるため、ユーザーは無効なルールを修正してセ
キュリティグループを再作成できます。この API アクションは必須ではありませんが、ユーザーにこの
アクションを使用するアクセス許可が付与されておらず、無効なルールを持つセキュリティグループを
作成しようとすると、ルールのないセキュリティグループが作成され、後でルールを追加することが必
要になります。
• ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress: 入力 (受信) セキュリティグループルール
の説明を追加または更新するには
• ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress: 出力 (送信) セキュリティグループルール
の説明を追加または更新するには
• ec2:ModifySecurityGroupRules: セキュリティグループのルールを変更します。
• ec2:DescribeSecurityGroupRules: セキュリティグループのルールを一覧表示します。
次のポリシーは、[Create Security Group] ダイアログボックスを使用し、特定の VPC (vpc-1a2b3c4d)
に関連付けられたセキュリティグループに対してインバウンドおよびアウトバウンドのルールを作成する
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アクセス許可をユーザーに付与します。ユーザーは EC2-Classic または別の VPC のセキュリティグルー
プを作成できますが、ルールを追加することはできません。同様に、ユーザーは VPC vpc-1a2b3c4d に
関連付けられていないの既存のセキュリティグループにルールを追加することもできません。ユーザーに
は、コンソールですべてのセキュリティグループを表示するアクセス許可も付与されます。これにより、
ユーザーはインバウンドルールを追加するセキュリティグループをより簡単に識別できるようになりま
す。このポリシーは、ユーザーに VPC vpc-1a2b3c4d に関連付けられたセキュリティグループを削除す
るアクセス許可も付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:CreateSecurityGroup",
"ec2:DescribeVpcs"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DeleteSecurityGroup",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:region:111122223333:security-group/*",
"Condition":{
"ArnEquals": {
"ec2:Vpc": "arn:aws:ec2:region:111122223333:vpc/vpc-1a2b3c4d"
}
}
}
]

例: Elastic IP アドレスの操作
Amazon EC2 コンソールで Elastic IP アドレスを確認することをユーザーに許可するに
は、ec2:DescribeAddresses アクションを使用するためのアクセス許可をユーザーに付与します。
Elastic IP アドレスの使用をユーザーに許可する場合は、ポリシーに次のアクションを追加できます。
• ec2:AllocateAddress: Elastic IP アドレスを割り当てます。
• ec2:ReleaseAddress: Elastic IP アドレスを解放します。
• ec2:AssociateAddress: Elastic IP アドレスをインスタンスまたはネットワークインターフェイスに
関連付けます。
• ec2:DescribeNetworkInterfaces と ec2:DescribeInstances: [Associate address] で使用しま
す。この画面には、Elastic IP アドレスを関連付けることができるインスタンスまたはネットワークイン
ターフェイスが表示されます。
• ec2:DisassociateAddress: Elastic IP アドレスとインスタンスまたはネットワークインターフェイ
スの関連付けを解除します。
次のポリシーでは、Elastic IP アドレスの表示、割り当て、インスタンスとの関連付けを行うことができま
す。ユーザーは Elastic IP アドレスとネットワークインターフェイスの関連付け、Elastic IP アドレスの関
連付けの解除、または Elastic IP アドレスの解放を行うことはできません。
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeAddresses",
"ec2:AllocateAddress",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:AssociateAddress"
],
"Resource": "*"
}
]

例: リザーブドインスタンス の操作
以下のポリシーを IAM ユーザーにアタッチすることができます。これにより、アカウントのリザーブドイ
ンスタンスの表示と変更、および AWS Management Consoleでの新しいリザーブドインスタンス購入のア
クセス許可がユーザーに付与されます。
このポリシーにより、ユーザーがアカウント内のすべての リザーブドインスタンス と オンデマンドイン
スタンス を表示できるようになります。個別の リザーブドインスタンス にリソースレベルのアクセス許
可を設定することはできません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeReservedInstances",
"ec2:ModifyReservedInstances",
"ec2:PurchaseReservedInstancesOffering",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeInstanceTypes",
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:DescribeReservedInstancesOfferings"
],
"Resource": "*"
}
]

ec2:DescribeAvailabilityZones アクションは、リザーブドインスタンス を購入できるアベイ
ラビリティーゾーンに関する情報を Amazon EC2 コンソールで表示できるようにするために必要で
す。ec2:DescribeInstances アクションは必須ではありませんが、このアクションにより、ユーザー
がアカウントのインスタンスを表示し、正しい仕様に合わせて予約を購入できるようになります。
ec2:DescribeInstances を削除するなど、API アクションを調整してユーザーアクセスを制限できま
す。ec2:DescribeAvailabilityZones はユーザーが読み取り専用アクセスを持っていることを意味
します。

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

AWS 管理ポリシー: AmazonEC2FullAccess
AmazonEC2FullAccess ポリシーは IAM アイデンティティにアタッチできます。このポリシーで
は、Amazon EC2 への完全なアクセスを可能にする許可を付与します。
このポリシーのアクセス許可については、 の「AmazonEC2FullAccess」でご確認ください。AWS
Management Console

AWS 管理ポリシー: AmazonEC2ReadOnlyAccess
AmazonEC2ReadOnlyAccess ポリシーは IAM アイデンティティにアタッチできます。このポリシーで
は、Amazon EC2 に対する読み取り専用アクセスを可能にする許可を付与します。
このポリシーのアクセス許可については、AWS Management Console の
「AmazonEC2ReadOnlyAccess」でご確認ください。

AWS マネージドポリシー:
AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy
このポリシーは、AWSServiceRoleForEC2CapacityReservationFleet という名前のサービスにリンクされ
たロールにアタッチされ、ユーザーの代わりにキャパシティ予約を作成、変更、およびキャンセルするこ
とを、キャパシティ予約に許可します。
このポリシーの許可を確認するには、AWS Management Consoleの
「AWSServiceRoleForEC2CapacityReservationFleet」を参照してください。

AWS マネージドポリシー: AWSEC2FleetServiceRolePolicy
このポリシーは、AWSServiceRoleForEC2Fleet という名前のサービスにリンクされたロールにアタッチさ
れ、ユーザーの代わりにインスタンスのリクエスト、起動、終了、タグ付けを行うことを、EC2 フリート
に許可します。詳細については、「EC2 フリート用のサービスにリンクされたロール (p. 937)」を参照し
てください。

AWS マネージドポリシー: AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy
このポリシーは、AWSServiceRoleForEC2SpotFleet という名前のサービスにリンクされたロールにア
タッチされ、ユーザーの代わりにインスタンスの起動および管理を行うことをスポットフリートに許可し
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ます。詳細については、「スポットフリート用のサービスにリンクされたロール (p. 986)」を参照してく
ださい。

AWS マネージドポリシー: AWSEC2SpotServiceRolePolicy
このポリシーは、AWSServiceRoleForEC2Spot という名前のサービスにリンクされたロールにアタッ
チされ、ユーザーの代わりにスポットインスタンス の起動および管理を行うことを、Amazon EC2 に
許可します。詳細については、「スポットインスタンスリクエスト向けのサービスにリンクされたロー
ル (p. 374)」を参照してください。

AWS マネージドポリシー: EC2FastLaunchServiceRolePolicy
このポリシーは、AWSServiceRoleForEC2FastLaunch という名前のサービスにリンクされたロールにア
タッチされ、Windows の高速起動が有効な AMI からのインスタンスの起動にかかる時間を短縮する、事
前プロビジョニングされたスナップショットのセットを作成および管理することを、Amazon EC2 に許可
します。詳細については、「the section called “EC2 Windows インスタンスの高速起動のためのサービス
リンクロール” (p. 44)」を参照してください。

Amazon EC2 での AWS 管理ポリシーに関する更新
Amazon EC2 の AWS 管理ポリシーに対する更新の詳細について、このサービスがこれらの変更の追跡を
開始した以降のものを示します。
変更

説明

日付

EC2FastLaunchServiceRolePolicy (p.
Amazon
1442) EC2 では、Windows の
– 新しいポリシー
高速起動機能が追加され、事前
プロビジョニングされたスナッ
プショットのセットを作成する
ことにより、Windows AMI がイ
ンスタンスをより速く起動でき
るようになりました。

2021 年 11 月 26 日

Amazon EC2 が変更の追跡を開
始しました。

2021 年 3 月 1 日

Amazon EC2 が AWS 管理ポリ
シーの変更の追跡を開始しまし
た

Amazon EC2 の IAM ロール
アプリケーションは AWS 認証情報を使用して API リクエストに署名する必要があります。したがって、
アプリケーションデベロッパーである場合、EC2 インスタンスで実行するアプリケーションの認証情報
を管理する戦略が必要です。例えば、AWS 認証情報をインスタンスに安全に配布することで、他のユー
ザーから認証情報を保護しながら、それらのインスタンスのアプリケーションで認証情報を使用してリク
エストに署名できます。ただし、各インスタンスに認証情報を安全に配布することは難しく、特に AWS
がユーザーの代わりに作成するスポットインスタンスや Auto Scaling グループのインスタンスなどではそ
れが顕著です。また、AWS 認証情報を循環させる場合、各インスタンスの認証情報を更新できる必要もあ
ります。

Note
Amazon EC2 ワークロードでは、次に説明する方法を使用してセッション認証情報を取得するこ
とをお勧めします。これらの認証情報により、インスタンスに既に関連付けられている同じロー
ルを引き受けるために sts:AssumeRole を使用する必要なしに、ワークロードが AWS API リク
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エストを実行できるようにすることができます。属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) の
ためにセッションタグを渡す必要がある場合や、ロールの許可をさらに制限するためにセッショ
ンポリシーを渡す必要がある場合でない限り、このようなロール引き受け呼び出しは不要です。
これは、同じ一時的なロールセッション認証情報の新しいセットを作成するためです。
ワークロードがロールを使用してそれ自体を引き受ける場合は、その旨を明示的に許可する信頼
ポリシーを作成する必要があります。信頼ポリシーを作成しない場合、AccessDenied エラーが
発生します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Modifying a role trust policy」(ロール
の信頼ポリシーの変更) を参照してください。
アプリケーションが使用するセキュリティ認証情報をお客様が管理する必要なく、アプリケーションがイ
ンスタンスから API リクエストを安全に作成できるように、IAM ロールをデザインしました。AWS 認証
情報を作成および配布する代わりに、以下の方法で、IAM ロールを使用して API リクエストを作成するア
クセス許可を委任できます。
1. IAM ロールを作成します。
2. ロールを行うアカウントまたは AWS のサービスを定義する
3. ロールを引き受けた後で、アプリケーションで使用できる API アクションおよびリソースを定義しま
す。
4. インスタンスの起動時にロールを指定するか、既存のインスタンスにロールをアタッチします。
5. アプリケーションで一時的な認証情報のセットを取得して使用します。
例えば、IAM ロールを使用し、Amazon S3 のバケットを使用する必要のあるインスタンスで実行中のア
プリケーションに、アクセス許可を与えることができます。JSON 形式のポリシーを作成することによ
り、IAM ロールのアクセス許可を指定できます。これらのポリシーは、IAM ユーザー用に作成するポリ
シーに類似しています。ロールを変更すると、その変更はすべてのインスタンスに反映されます。
インスタンスにアタッチできる IAM ロールは 1 つだけですが、同じロールを複数のインスタンスにアタッ
チできます。IAM ロールの作成と使用の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ロール」を参照し
てください。
リソースレベルのアクセス許可を IAM ポリシーに適用して、インスタンスの IAM ロールのアタッチ、
置換、またはデタッチをユーザーに許可するかどうを制御できます。詳細については、「Amazon EC2
API アクションでサポートされるリソースレベルのアクセス許可 (p. 1387)」と、「例: IAM ロールの使
用 (p. 1426)」の例を参照してください。
コンテンツ
• インスタンスプロファイル (p. 1443)
• インスタンスメタデータからのセキュリティ認証情報の取得 (p. 1444)
• IAM ロールをインスタンスに渡すためのアクセス許可を IAM ユーザーに付与する (p. 1445)
• IAM ロールの使用 (p. 1445)

インスタンスプロファイル
Amazon EC2 は、IAM ロールのコンテナとしてインスタンスプロファイルを使用します。IAM コンソール
を使用して IAM ロールを作成すると、コンソールによりインスタンスプロファイルが自動的に作成され、
対応するロールと同じ名前が付けられます。Amazon EC2 コンソールを使用して IAM ロールを持つインス
タンスを起動する場合、またはインスタンスに IAM ロールをアタッチする場合は、インスタンスプロファ
イル名のリストに基づいてロールを選択します。
AWS CLI、API、または AWS SDK を使用してロールを作成する場合、ロールとインスタンスプロファイ
ルを別個のアクションとして作成します。名前は異なる可能性があります。次に AWS CLI、API、または
AWS SDK を使用して IAM ロールを持つインスタンスを起動する場合、またはインスタンスに IAM ロール
をアタッチする場合は、インスタンスプロファイル名を指定します。
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インスタンスプロファイルに含めることができる IAM ロールの数は 1 つのみです。この制限を増やすこと
はできません。
詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「インスタンスプロファイル」を参照してください。

インスタンスメタデータからのセキュリティ認証情報の取得
インスタンスのアプリケーションは、インスタンスメタデータアイテム iam/securitycredentials/role-name のロールから提供されたセキュリティ認証情報を取得します。アプリケーショ
ンには、ロールに関連付けられたセキュリティ認証情報によって、ロールに対して定義したアクションお
よびリソースのアクセス許可が付与されます。これらのセキュリティ認証情報は一時的なものであり、私
たちが自動的に循環させます。新しい認証情報は、古い認証情報が失効する少なくとも 5 分前から有効に
なるようにします。

Warning
IAM ロールでインスタンスメタデータを使用するサービスを使用する場合は、サービスで HTTP
呼び出しが行われるときに認証情報を公開しないように注意する必要があります。認証情報を公
開できるサービスの種類には、HTTP プロキシ、HTML/CSS 検証サービス、および XML インク
ルードをサポートする XML プロセッサーが含まれます。
以下のコマンドでは、s3access という名前の IAM ロールのセキュリティ認証情報を取得します。
IMDSv2
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttlseconds" = "21600"} -Method PUT –Uri http://169.254.169.254/latest/api/token

PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/s3access

IMDSv1
PS C:\> Invoke-RestMethod –uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/securitycredentials/s3access

出力例を次に示します。
{

}

"Code" : "Success",
"LastUpdated" : "2012-04-26T16:39:16Z",
"Type" : "AWS-HMAC",
"AccessKeyId" : "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"SecretAccessKey" : "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
"Token" : "token",
"Expiration" : "2017-05-17T15:09:54Z"

インスタンスで実行されるアプリケーション、AWS CLI、および Tools for Windows PowerShell コマン
ドのために、一時的なセキュリティ認証情報を明示的に取得する必要はありません。AWS SDK、AWS
CLI、および Tools for Windows PowerShell は、EC2 インスタンスメタデータサービスから自動的に認証
情報を取得し、使用します。一時的なセキュリティ認証情報を使用してインスタンスの外部で呼び出しを
行う (IAM ポリシーをテストするなど) には、アクセスキー、秘密キー、およびセッショントークンを提供
する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「一時的なセキュリティ認証情報を使
用して、AWS リソースへのアクセスをリクエストする」を参照してください。
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インスタンスのメタデータの詳細については、「インスタンスメタデータとユーザーデータ (p. 794)」を
参照してください。インスタンスメタデータの IP アドレスについては、「インスタンスメタデータの取
得 (p. 804)」を参照してください。

IAM ロールをインスタンスに渡すためのアクセス許可を IAM
ユーザーに付与する
IAM ユーザーに対して、IAM ロールを持つインスタンスの起動、および既存インスタンスへの IAM ロール
のアタッチと置換を許可するには、以下の API アクション を実行するためのアクセス許可を付与します。
• iam:PassRole
• ec2:AssociateIamInstanceProfile
• ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation
例えば、次の IAM ポリシーでは、IAM ロールを持つインスタンスの起動や、既存のインスタンスへの IAM
ロールのアタッチならびに置換を行うためのアクセス許可を、AWS CLI を使用しながらユーザーに付与し
ています。

Note
IAM ユーザーにすべてのロールへのアクセス許可を付与するポリシーが必要な場合は、そのポリ
シーの中でリソースを * として指定します。ただし、「最小権限」の原則によるベストプラク
ティスを考慮してください。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RunInstances",
"ec2:AssociateIamInstanceProfile",
"ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/DevTeam*"
}
]

Amazon EC2 コンソールを使用して、IAM ロールを持つインスタンスを起動した
り、既存のインスタンスで IAM ロールをアタッチおよび置換したりするための、
アクセス許可をユーザーに付与するには、必要であれば他の権限を追加しながら
iam:ListInstanceProfiles、iam:PassRole、ec2:AssociateIamInstanceProfile、および
ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation を使用します。エンドポイントポリシーの例につい
ては、「Amazon EC2 コンソールで機能するサンプル ポリシー (p. 1431)」を参照してください。

IAM ロールの使用
IAM ロールは、インスタンスの起動時または起動後に作成してインスタンスにアタッチできます。インス
タンスの IAM ロールは、置換またはデタッチすることもできます。
コンテンツ
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• IAM ロールを作成する (p. 1446)
• IAM ロールを使用したインスタンスの起動 (p. 1448)
• インスタンスへの IAM ロールのアタッチ (p. 1450)
• IAM ロールの置換 (p. 1451)
• IAM ロールのデタッチ (p. 1452)
• アクセスアクティビティに基づいて IAM ロールのポリシーを生成する (p. 1453)

IAM ロールを作成する
IAM ロールを持つインスタンスを起動したり、インスタンスにアタッチしたりするには、そのロールを事
前に作成する必要があります。

IAM コンソールを使用して IAM ロールを作成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Roles]、[Create role] の順に選択します。

3.

[Select role type] ページで、[EC2] および [EC2] ユースケースを選択します。[Next: Permissions (次
へ: アクセス許可)] を選択します。

4.

[Attach permissions policy] ページで、必要なリソースへのアクセス権をインスタンスに付与する
AWS 管理ポリシーを選択します。

5.

[確認] ページで、ロールの名前を入力し、[ロールの作成] を選択します。

または、AWS CLI を使用して IAM ロールを作成することもできます。次の例では、IAM ロールを作成
し、このロールに Amazon S3 バケットの使用を許可するポリシーを割り当てます。

IAM ロールおよびインスタンスプロファイルを作成するには (AWS CLI)
1.

以下の信頼ポリシーを作成し、ec2-role-trust-policy.json という名前のテキストファイルに
保存します。
{

}

2.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": { "Service": "ec2.amazonaws.com"},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

s3access ロールを作成し、create-role コマンドを使用して作成した信頼ポリシーを指定します。
aws iam create-role \
--role-name s3access \
--assume-role-policy-document file://ec2-role-trust-policy.json

レスポンスの例
{

"Role": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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]

}

3.

},
"RoleId": "AROAIIZKPBKS2LEXAMPLE",
"CreateDate": "2013-12-12T23:46:37.247Z",
"RoleName": "s3access",
"Path": "/",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/s3access"

アクセスポリシーを作成し、ec2-role-access-policy.json という名前のテキストファイ
ルに保存します。例えば、このポリシーは、インスタンスで実行しているアプリケーションに対
し、Amazon S3 の管理権限を与えます。
{

}

4.

}

}

"Action": "sts:AssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ec2.amazonaws.com"
}

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

put-role-policy コマンドを使用して、アクセスポリシーをロールにアタッチします。
aws iam put-role-policy \
--role-name s3access \
--policy-name S3-Permissions \
--policy-document file://ec2-role-access-policy.json

5.

create-instance-profile コマンドを使用して、s3access-profile という名前のインスタンスプロ
ファイルを作成します。
aws iam create-instance-profile --instance-profile-name s3access-profile

レスポンスの例
{

}

6.

"InstanceProfile": {
"InstanceProfileId": "AIPAJTLBPJLEGREXAMPLE",
"Roles": [],
"CreateDate": "2013-12-12T23:53:34.093Z",
"InstanceProfileName": "s3access-profile",
"Path": "/",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/s3access-profile"
}

s3access インスタンスプロファイルに s3access-profile ロールを追加します。
aws iam add-role-to-instance-profile \
--instance-profile-name s3access-profile \
--role-name s3access
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または、以下の AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用することもできます。
• New-IAMRole
• Register-IAMRolePolicy
• New-IAMInstanceProfile

IAM ロールを使用したインスタンスの起動
IAM ロールを作成した後、インスタンスを起動して、起動中にそのロールをインスタンスに関連付けるこ
とができます。

Important
IAM ロールを作成した後、適切なアクセス許可が反映されるまで数秒ほどかかります。ロール
を使用した最初のインスタンスの起動が失敗した場合は、数秒待ってからもう一度試してくださ
い。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールのトラブルシューティング」を参
照してください。
New console

IAM ロールを使用してインスタンスを起動するには (コンソール)
1.

インスタンスを起動する (p. 519)ための手順に従います。

2.

[Advanced details] (高度な詳細) を展開し、[IAM instance profile] (IAM インスタンスプロファイ
ル) で、作成した IAM ロールを選択します。

Note

3.
4.
5.

[IAM instance profile] (IAM インスタンスプロファイル) リストには、IAM ロールの作成
時に作成したインスタンスプロファイルの名前が表示されます。コンソールを使用して
IAM ロールを作成した場合、インスタンスプロファイルが自動的に作成され、ロールと
同じ名前が付けられます。AWS CLI、API、または AWS SDK を使用して IAM ロールを
作成した場合、インスタンスプロファイルに異なる名前を付けた可能性があります。
インスタンスに必要なその他の詳細を設定するか、デフォルトを受け入れて、キーペアを選択し
ます。インスタンス起動ウィザードのフィールドについては、「定義済みのパラメータを使用し
たインスタンスの起動 (p. 519)」を参照してください。
[Summary] (概要) パネルでインスタンスの設定を確認し、[Launch instance] (インスタンスを起
動) を選択します。
アプリケーションで Amazon EC2 API アクションを使用している場合、インスタンスで有効に
されている AWS セキュリティ認証情報を取得し、それを使用しリクエストに署名します。これ
は、AWS SDK によって行われます。
IMDSv2
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadatatoken-ttl-seconds" = "21600"} -Method PUT –Uri http://169.254.169.254/latest/
api/token
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token}
-Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/securitycredentials/role_name

IMDSv1
PS C:\> Invoke-RestMethod –uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/
security-credentials/role_name
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Old console

IAM ロールを使用してインスタンスを起動するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ダッシュボードで、[Launch Instance (インスタンスの起動)] を選択します。

3.

AMI およびインスタンスタイプを選択し、[Next: Configure Instance Details] を選択します。

4.

[Configure Instance Details] ページの [IAM role] で、作成した IAM ロールを選択します。

Note
[IAM role] リストには、IAM ロールの作成時に作成したインスタンスプロファイルの名前
が表示されます。コンソールを使用して IAM ロールを作成した場合、インスタンスプロ
ファイルが自動的に作成され、ロールと同じ名前が付けられます。AWS CLI、API、また
は AWS SDK を使用して IAM ロールを作成した場合、インスタンスプロファイルに異な
る名前を付けた可能性があります。
5.

その他の詳細を設定し、ウィザードの残りの部分の指示に従うか、[Review and Launch] を選択し
てデフォルト設定を受け入れ、直接 [Review Instance Launch] ページに移動します。

6.

設定を確認して [Launch] を選択し、キーペアを選択してインスタンスを起動します。

7.

アプリケーションで Amazon EC2 API アクションを使用している場合、インスタンスで有効に
されている AWS セキュリティ認証情報を取得し、それを使用しリクエストに署名します。これ
は、AWS SDK によって行われます。
IMDSv2
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadatatoken-ttl-seconds" = "21600"} -Method PUT –Uri http://169.254.169.254/latest/
api/token

PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token}
-Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/securitycredentials/role_name

IMDSv1
PS C:\> Invoke-RestMethod –uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/
security-credentials/role_name

または、AWS CLI を使用して起動時にロールをインスタンスに関連付けることもできます。コマンド内で
インスタンスプロファイルを指定する必要があります。

IAM ロールを使用してインスタンスを起動するには (AWS CLI)
1.

run-instances コマンドでインスタンスプロファイルを使用してインスタンスを起動します。以下の例
は、インスタンスプロファイルを使用してインスタンスを起動する方法を示しています。
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-11aa22bb \
--iam-instance-profile Name="s3access-profile" \
--key-name my-key-pair \
--security-groups my-security-group \
--subnet-id subnet-1a2b3c4d

または、New-EC2Instance Tools for Windows PowerShell コマンドを使用することもできます。
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2.

アプリケーションで Amazon EC2 API アクションを使用している場合、インスタンスで有効にされ
ている AWS セキュリティ認証情報を取得し、それを使用しリクエストに署名します。これは、AWS
SDK によって行われます。
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/role_name

インスタンスへの IAM ロールのアタッチ
ロールを持たないインスタンスに IAM ロールをアタッチするには、そのインスタンスを stopped または
running の状態にします。
New console

IAM ロールをインスタンスにアタッチするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[アクション]、[セキュリティ]、[IAM ロールの変更] の順に選択します。

4.

インスタンスにアタッチする IAM ロールを選択して、[保存] を選択します。

Old console

IAM ロールをインスタンスにアタッチするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
インスタンスを選択し、[Actions]、[Instance Settings]、[Attach/Replace IAM role] の順に選択し
ます。
インスタンスにアタッチする IAM ロールを選択して、[適用] を選択します。

4.

IAM ロールをインスタンスにアタッチするには (AWS CLI)
1.

必要に応じて、インスタンスを記述して、ロールをアタッチするインスタンスの ID を取得します。
aws ec2 describe-instances

2.

associate-iam-instance-profile コマンドでインスタンスプロファイルを指定して、IAM ロールをイン
スタンスにアタッチします。インスタンスプロファイルの Amazon リソースネーム (ARN) またはプロ
ファイル名を使用できます。
aws ec2 associate-iam-instance-profile \
--instance-id i-1234567890abcdef0 \
--iam-instance-profile Name="TestRole-1"

レスポンスの例
{

"IamInstanceProfileAssociation": {
"InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
"State": "associating",
"AssociationId": "iip-assoc-0dbd8529a48294120",
"IamInstanceProfile": {
"Id": "AIPAJLNLDX3AMYZNWYYAY",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/TestRole-1"
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}

}

}

または、以下の Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。
• Get-EC2Instance
• Register-EC2IamInstanceProfile

IAM ロールの置換
既に IAM ロールが割り当てられているインスタンスで IAM ロールを置き換えるには、インスタンスは
running 状態になっている必要があります。既存のロールをデタッチしないでインスタンスの IAM ロー
ルを変更する場合に、これを行うことができます。例えば、インスタンスで実行しているアプリケーショ
ンが実行する API アクションが中断されないようにするために、これを行うことができます。
New console

インスタンスの IAM ロールを置き換えるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
インスタンスを選択し、[アクション]、[セキュリティ]、[IAM ロールの変更] の順に選択します。

4.

インスタンスにアタッチする IAM ロールを選択して、[保存] を選択します。

Old console

インスタンスの IAM ロールを置き換えるには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[Actions]、[Instance Settings]、[Attach/Replace IAM role] の順に選択し
ます。

4.

インスタンスにアタッチする IAM ロールを選択して、[適用] を選択します。

インスタンスの IAM ロールを置き換えるには (AWS CLI)
1.

必要に応じて、IAM インスタンスプロファイルの関連付けを記述し、置き換える IAM インスタンスプ
ロファイルの関連 ID を取得します。
aws ec2 describe-iam-instance-profile-associations

2.

replace-iam-instance-profile-association コマンドで置換元のインスタンスプロファイルの関連 ID と置
換先のインスタンスプロファイルの ARN 名またはプロファイル名を指定して、IAM インスタンスプ
ロファイルを置き換えます。
aws ec2 replace-iam-instance-profile-association \
--association-id iip-assoc-0044d817db6c0a4ba \
--iam-instance-profile Name="TestRole-2"

レスポンスの例
{
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"IamInstanceProfileAssociation": {
"InstanceId": "i-087711ddaf98f9489",
"State": "associating",
"AssociationId": "iip-assoc-09654be48e33b91e0",
"IamInstanceProfile": {
"Id": "AIPAJCJEDKX7QYHWYK7GS",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/TestRole-2"
}
}

または、以下の Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。
• Get-EC2IamInstanceProfileAssociation
• Set-EC2IamInstanceProfileAssociation

IAM ロールのデタッチ
実行中または停止中のインスタンスから IAM ロールをデタッチできます。
New console

インスタンスから IAM ロールをデタッチするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[アクション]、[セキュリティ]、[IAM ロールの変更] の順に選択します。

4.

[AM ロール] で、[IAM ロールがありません] を選択します。[Save] を選択します。

5.

確認ダイアログボックスで、「Detach」と入力し、[デタッチ] を選択します。

Old console

インスタンスから IAM ロールをデタッチするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[Actions]、[Instance Settings]、[Attach/Replace IAM role] の順に選択し
ます。

4.

[IAM role] で、[No Role] を選択します。[Apply] を選択します。

5.

確認ダイアログボックスで、[Yes, Detach] を選択します。

インスタンスから IAM ロールをデタッチするには (AWS CLI)
1.

必要に応じて、describe-iam-instance-profile-associations で IAM インスタンスプロファイルの関連付
けを記述し、デタッチする IAM インスタンスプロファイルの関連 ID を取得します。
aws ec2 describe-iam-instance-profile-associations

レスポンスの例
{

"IamInstanceProfileAssociations": [
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2.

]

}

"InstanceId": "i-088ce778fbfeb4361",
"State": "associated",
"AssociationId": "iip-assoc-0044d817db6c0a4ba",
"IamInstanceProfile": {
"Id": "AIPAJEDNCAA64SSD265D6",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/TestRole-2"
}

disassociate-iam-instance-profile コマンドで関連 ID を使用して IAM インスタンスプロファイルをデ
タッチします。
aws ec2 disassociate-iam-instance-profile --association-id iip-assoc-0044d817db6c0a4ba

レスポンスの例
{

}

"IamInstanceProfileAssociation": {
"InstanceId": "i-087711ddaf98f9489",
"State": "disassociating",
"AssociationId": "iip-assoc-0044d817db6c0a4ba",
"IamInstanceProfile": {
"Id": "AIPAJEDNCAA64SSD265D6",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/TestRole-2"
}
}

または、以下の Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。
• Get-EC2IamInstanceProfileAssociation
• Unregister-EC2IamInstanceProfile

アクセスアクティビティに基づいて IAM ロールのポリシーを生成する
アプリケーションの IAM ロールを最初に作成するときに、必要な範囲を超えたアクセス権限を付与するこ
とがあります。本番環境でアプリケーションを起動する前に、IAM ロールのアクセスアクティビティに基
づく IAM ポリシーを生成できます。IAM Access Analyzer は AWS CloudTrail ログを確認し、指定した日
付範囲内のロールが使用したアクセス許可を含むポリシーテンプレートを生成します。テンプレートを使
用して、きめ細かなアクセス権限で管理ポリシーを作成し、それを IAM ロールにアタッチできます。こ
れにより、特定のユースケースでロールが AWS リソースとインタラクションするために必要なアクセス
権限のみを付与します。これは、最小アクセス権限の付与のベストプラクティスに準拠するのに役立ちま
す。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセスアクティビティに基づいてポリシーを生成す
る」を参照してください。

Windows インスタンス用のインバウンドトラフィック
の承認
セキュリティグループを使用すると、どのトラフィックがインスタンスに到達できるかなど、インスタン
スへのトラフィックを制御できます。例えば、ホームネットワークからのコンピュータのみが、/RDP を
使用してインスタンスにアクセスするように許可できます。インスタンスがウェブサーバーの場合、すべ
ての IP アドレスが HTTP または HTTPS を使用してインスタンスにアクセスできるようにすることで、外
部ユーザーはウェブサーバーのコンテンツを閲覧できるようなります。
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デフォルトのセキュリティグループと新しく作成されたセキュリティグループには、インターネットから
インスタンスにアクセスできないデフォルトのルールが含まれます。詳細については、「デフォルトのセ
キュリティグループ (p. 1474)」および「Custom security groups (p. 1475)」を参照してください。イン
スタンスへのネットワークアクセスを有効にするには、インスタンスへのインバウンドトラフィックを許
可する必要があります。受信トラフィック用のポートを開くには、起動時にインスタンスに関連付けたセ
キュリティグループにルールを追加します。
インスタンスに接続するには、コンピュータのパブリック IPv4 アドレスからの /RDP トラフィックを承認
するルールをセットアップする必要があります。追加の IP アドレス範囲からの /RDP トラフィックを許可
するには、承認する必要がある各範囲に別のルールを追加します。
IPv6 の VPC を有効にして IPv6 アドレスを使用してインスタンスを起動している場合は、パブリック
IPv4 アドレスではなくインスタンスの IPv6 アドレスを使用してインスタンスに接続できます。ローカル
コンピュータに IPv6 アドレスがあり、IPv6 を使用するように設定されている必要があります。
Linux インスタンスへのネットワークアクセスを有効にする必要がある場合は、「Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Linux インスタンスのインバウンドトラフィックの承認」を参照して
ください。

開始する前に
インスタンスへのアクセスの要求元 (例: ローカルコンピュータのパブリック IPv4 アドレスなど、信頼す
る単一のホストや特定のネットワーク) を判断します。Amazon EC2 コンソールのセキュリティグループ
エディタは、ローカルコンピュータのパブリック IPv4 アドレスを自動的に検出できます。別の方法とし
て、インターネットブラウザで検索文字列として「私の IP アドレスは何ですか?」を使用するか、次の
サービス: Check IP を使用することもできます。ISP 経由で、またはファイアウォールの内側から静的な
IP アドレスなしで接続している場合は、クライアントコンピュータで使用されている IP アドレスの範囲
を見つける必要があります。

Warning
0.0.0.0/0 を使用すると、すべての IPv4 アドレスが /RDP を使用して、インスタンスにアクセ
スすることを許可されます。::/0 を使用すると、すべての IPv6 アドレスからインスタンスにア
クセスできるようになります。特定の IP アドレスまたは特定のアドレス範囲にのみ、インスタン
スへのアクセスを限定してください。
Windows ファイアウォールによって着信トラフィックがブロックされることもあります。インスタンスへ
のアクセスを設定できない場合、Windows ファイアウォールを無効にする必要がある場合があります。詳
細については、「リモートデスクトップからリモートコンピュータに接続できません (p. 1908)」を参照し
てください。

Windows インスタンスに対するインバウンド RDP トラフィック
のルールを追加する
セキュリティグループは、関連付けられたインスタンスのファイアウォールとして動作し、インバウンド
トラフィックとアウトバウンドトラフィックの両方をインスタンスレベルでコントロールします。/RDP
を使用して IP アドレスから /Windows インスタンスへの接続を有効にするためのルールをセキュリティグ
ループに追加します。
New console

IPv4 でインバウンド RDP トラフィック用のルールをセキュリティグループに追加するには
(コンソール)
1.
2.
3.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
上部のナビゲーションバーで、セキュリティグループのリージョンを選択します。セキュリティ
グループはリージョンに固有であるため、インスタンスを作成したリージョンと同じリージョン
を選択する必要があります。
ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
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4.

インスタンスを選択し、画面の下半分で [セキュリティ] タブを選択します。[セキュリティグルー
プ] には、インスタンスに関連付けられているセキュリティグループが一覧表示されます。[イン
バウンドルール] には、インスタンスに有効なインバウンドルールのリストが表示されます。

5.

新しいルールを追加するセキュリティグループについて、セキュリティグループ ID リンクを選択
してセキュリティグループを開きます。

6.

[インバウンドルール] タブで、[インバウンドルールの編集] を選択します。

7.

[インバウンドルールの編集] ページで、次の操作を行います。
a.

[Add rule] を選択します。

b.

[Type] で [RDP] を選択します。

c.

[Source] (ソース) で [My IP] (マイ IP) を選択すると、ローカルコンピューターのパブリック
IPv4 アドレスが自動的にフィールドに入力されます。
別の方法として、[ソース] で [カスタム] を選択してコンピュータまたはネットワークの
パブリック IPv4 アドレスを CIDR 表記で入力することもできます。例えば、IPv4 アド
レスが 203.0.113.25 である場合、この単一の IPv4 アドレスを CIDR 表記で示すには
203.0.113.25/32 と入力します。会社が特定の範囲からアドレスを割り当てている場合、
範囲全体 (203.0.113.0/24 など) を入力します。
IP アドレスを見つける方法については、「開始する前に (p. 1454)」を参照してください。

d.

[Save Rules (ルールの保存)] を選択します。

Old console

IPv4 でインバウンド RDP トラフィック用のルールをセキュリティグループに追加するには
(コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソールのナビゲーションペインで、[Instances] を選択します。インスタンスを
選択し、[Description] タブを確認します。[Security groups] リストに、インスタンスに関連付けら
れたセキュリティグループが表示されます。[view inbound rules] を選択して、インスタンスに対
して有効なルールのリストを表示します。

2.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。インスタンスに関連付けられている
セキュリティグループのいずれかを選択します。

3.

詳細ペインの [Inbound] タブで、[Edit] を選択します。ダイアログで [Add Rule] (ルールの追加) を
選択し、[Type] (タイプ) リストから [RDP] を選択します。

4.

[Source] (送信元) フィールドで [My IP] (マイ IP) を選択すると、ローカルコンピュータのパブ
リック IPv4 アドレスが自動的にフィールドに入力されます。別の方法として、[Custom] を選択
してコンピュータまたはネットワークのパブリック IPv4 アドレスを CIDR 表記で指定することも
できます。例えば、IPv4 アドレスが 203.0.113.25 である場合、この単一の IPv4 アドレスを
CIDR 表記で示すには 203.0.113.25/32 と指定します。会社が特定の範囲からアドレスを割り
当てている場合、範囲全体 (203.0.113.0/24など) を指定します。
IP アドレスを見つける方法については、「開始する前に (p. 1454)」を参照してください。

5.

[Save] を選択します。

IPv6 アドレスを持つインスタンスを起動して、その IPv6 アドレスを使用してインスタンスに接続する場
合は、/RDP でインバウンド IPv6 トラフィックを許可するルールを追加する必要があります。
New console

IPv6 でインバウンド RDP トラフィック用のルールをセキュリティグループに追加するには
(コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

上部のナビゲーションバーで、セキュリティグループのリージョンを選択します。セキュリティ
グループはリージョンに固有であるため、インスタンスを作成したリージョンと同じリージョン
を選択する必要があります。

3.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

4.

インスタンスを選択し、画面の下半分で [セキュリティ] タブを選択します。[セキュリティグルー
プ] には、インスタンスに関連付けられているセキュリティグループが一覧表示されます。[イン
バウンドルール] には、インスタンスに有効なインバウンドルールのリストが表示されます。

5.

新しいルールを追加するセキュリティグループについて、セキュリティグループ ID リンクを選択
してセキュリティグループを開きます。

6.

[インバウンドルール] タブで、[インバウンドルールの編集] を選択します。

7.

[インバウンドルールの編集] ページで、次の操作を行います。
a.

[Add rule] を選択します。

b.

[Type] で [RDP] を選択します。

c.

[ソース] で [カスタム] を選択し、コンピュータの IPv6 アドレスを CIDR 表記で入力
します。例えば、IPv6 アドレスが 2001:db8:1234:1a00:9691:9503:25ad:1761
である場合、この単一の IP アドレスを CIDR 表記で示すには
2001:db8:1234:1a00:9691:9503:25ad:1761/128 と入力します。会社が特定の範囲か
らアドレスを割り当てている場合、範囲全体 (2001:db8:1234:1a00::/64 など) を入力し
ます。

d.

[Save Rules (ルールの保存)] を選択します。

Old console

IPv6 でインバウンド RDP トラフィック用のルールをセキュリティグループに追加するには
(コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。インスタンスのセキュリティグルー
プを選択します。

3.

[Inbound]、[Edit]、[Add Rule] の順に選択します。

4.

[Type] で [RDP] を選択します。

5.

[Source] (送信元) フィールドで、コンピュータの IPv6 アドレスを CIDR 表記で指定します。例え
ば、IPv6 アドレスが 2001:db8:1234:1a00:9691:9503:25ad:1761 である場合、この単一
の IP アドレスを CIDR 表記で示すには 2001:db8:1234:1a00:9691:9503:25ad:1761/128
と指定します。会社が特定の範囲からアドレスを割り当てている場合、範囲全体
(2001:db8:1234:1a00::/64など) を指定します。

6.

[Save] を選択します。

Note
次のコマンドが、インスタンスではなく、ローカルシステムで実行されていることを確認してく
ださい。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細については、「Amazon EC2 へのアク
セス (p. 3)」を参照してください。

コマンドラインを使用してセキュリティグループにルールを追加するには
1.

以下のいずれかのコマンドを使用してインスタンスに関連付けられるセキュリティグループを見つけ
る:
• describe-instance-attribute (AWS CLI)
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aws ec2 describe-instance-attribute --region region --instance-id instance_id -attribute groupSet

• Get-EC2InstanceAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)
PS C:\> (Get-EC2InstanceAttribute -Region region -InstanceId instance_id -Attribute
groupSet).Groups

どちらのコマンドも、次のステップで使用できるセキュリティ グループ ID を返します。
2.

以下のいずれかのコマンドを使用してセキュリティグループにルールを追加します。
• authorize-security-group-ingress (AWS CLI)
aws ec2 authorize-security-group-ingress --region region --group-id security_group_id
--protocol tcp --port 3389 --cidr cidr_ip_range

• Grant-EC2SecurityGroupIngress (AWS Tools for Windows PowerShell)
Grant-EC2SecurityGroupIngress コマンドには、IpPermission パラメーターが必要です。
このパラメーターは、セキュリティグループのルールに使用するプロトコル、ポート範囲、IP アド
レス範囲を定義します。次のコマンドでは、IpPermission パラメーターが作成されます。
PS C:\> $ip1 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="3389"; ToPort="3389";
IpRanges="cidr_ip_range" }

PS C:\> Grant-EC2SecurityGroupIngress -Region region -GroupId security_group_id IpPermission @($ip1)

インスタンスへのセキュリティグループの割り当て
インスタンスを起動する際に、インスタンスにセキュリティグループを割り当てることができます。ルー
ルを追加または削除すると、それらの変更は、そのセキュリティグループを割り当てたすべてのインスタ
ンスに自動的に適用されます。
インスタンスを起動した後、そのセキュリティグループを変更することができます。詳細については、
「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インスタンスのセキュリティグループを変更する」を参照してくだ
さい。

Amazon EC2 のキーペアと Windows インスタンス
キーペアには、プライベートキーと公開キーを含んでおり、 Amazon EC2 インスタンスへの接続時の
身分証明に使用する、セキュリティ認証情報のセットを構成しています。パブリックキーは、Amazon
EC2 によりお客様のインスタンス内に保管されます。またプライベートキーは、お客様自身が保管しま
す。Windows インスタンスの場合、管理者パスワードを復号化するにはプライベートキーが必要です。イ
ンスタンスへの接続には、この復号化されたパスワードを使用します。キーペアの代わりに、インタラク
ティブなワンクリックのブラウザベースのシェルまたは AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用
してインスタンスに接続するために、AWS Systems Manager Session Manager を使用できます。
プライベートキーを使用すれば、任意の人間がインスタンスに接続できてしまうため、プライベートキー
は安全な場所に保存することが重要です。
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インスタンスの起動時に、キーペアの入力を求められます (p. 534)。/RDP を使用してインスタンスに接
続する予定の場合は、キーペアを指定する必要があります。既存のキーペアを選択するか、新しいキー
ペアを作成することができます。Windows インスタンスでは、プライベートキーを使用して管理者パス
ワードを取得し、RDP を使用してログインします。インスタンスへの接続の詳細については、「Windows
インスタンスに接続する (p. 590)」を参照してください。キーペアと Linux インスタンスの詳細について
は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 のキーペアと Linux インスタン
ス」を参照してください。
Amazon EC2 ではプライベートキーのコピーが保持されないため、プライベートキーを失った場合、復元
することはできません。ただし、プライベートキーを失くしたインスタンスに接続する方法はまだありま
す。詳細については、プライベートキーを紛失しました。Windows インスタンスに接続するにはどうすれ
ばよいですか? (p. 1915) を参照してください。
キーペアは、Amazon EC2 を使用して作成できます。また、サードパーティー製のツールによりキーペア
を作成し、パブリックキーを Amazon EC2 にインポートすることもできます。
Amazon EC2 は、Windows インスタンス向けの、2048-bit SSH-2 RSA キーをサポートしていま
す。Windows インスタンスでは、ED25519 キーはサポートされていません。
リージョンごとに最大 5,000 のキーペアを設定できます。
目次
• キーペアを作成する (p. 1458)
• パブリックキーへのタグ付け (p. 1461)
• パブリックキーの説明 (p. 1463)
• Amazon EC2 でパブリックキーを削除する (p. 1467)
• キーを確認する (p. 1467)

キーペアを作成する
Amazon EC2 を使用して、RSA または ED25519 のキーペアを作成できます。あるいは、サードパー
ティー製のツールを使用して、キーペアを作成してから、パブリックキーを Amazon EC2 にインポートす
ることもできます。
キーペアを作成した後に RDP を使用して Windows インスタンスに接続する手順については、「Windows
インスタンスへの接続」を参照してください。
トピック
• Amazon EC2 を使用してキーペアを作成する (p. 1458)
• サードパーティー製のツールを使用してキーペアを作成し、Amazon EC2 にパブリックキーをイン
ポートする (p. 1460)

Amazon EC2 を使用してキーペアを作成する
Amazon EC2 を使用してキーペアを作成すると、パブリックキーは Amazon EC2 内に保存されます。プラ
イベートキーは、自分で保存します。
Amazon EC2 を使用して、次のいずれかの方法でキーペアを作成できます。
Console

Amazon EC2 を使用してキーペアを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインの [Network & Security] で、[Key Pairs] を選択します。

3.

[キーペアの作成] を選択します。

4.

[Name (名前)] に、キーペアのわかりやすい名前を入力します。Amazon EC2 は、キー名として指
定した名前にパブリックキーを関連付けます。キー名には、最大 255 文字の ASCII 文字を含める
ことができます。先頭または末尾にスペースを含めることはできません。

5.

[Key pair type] (キーペアタイプ) で、[RSA] を選択します。Windows インスタンスで
は、ED25519 キーはサポートされていません。

6.

[Private key ファイル形式] に、プライベートキーを保存する形式を選択します。OpenSSH で
使用できる形式でプライベートキーを保存するには、[pem] を選択します。プライベートキーを
PuTTY で使用できる形式で保存するには、[ppk] を選択します。

7.

タグを追加するには、[タグの追加] ページで [タグの追加] をクリックし、タグのキーと値を入力
します。各タグについて、これを繰り返します。

8.

[キーペアの作成] を選択します。

9.

ブラウザによって秘密キーファイルが自動的にダウンロードされます。ベースファイル名は、
キーペアの名前として指定した名前で、ファイル名拡張子は選択したファイル形式によって決ま
ります。ダウンロードしたプライベートキーのファイルを安全な場所に保存します。

Important
これは、プライベートキーを保存する唯一のチャンスです。
AWS CLI

Amazon EC2 を使用してキーペアを作成するには
•

[create-key-pair ] コマンドを使用し、次のようにキーを生成してプライベートキーを .pemファイ
ルに保存します。
「--key-name」を使用する場合、公開キーの名前を指定します。名前には、最大 255 文字の
ASCII 文字を含めることができます。
「--key-type」を使用する場合で、rsaと ed25519のいずれかを指定します。--key-typeパ
ラメータを含まない場合は、デフォルトで rsa キーが作成されます。Windows インスタンスで
は、ED25519 キーはサポートされていません。
「--key-format」を使用する場合で、pemと ppkのいずれかを指定します。--key-format パ
ラメータを含まない場合は、デフォルトで pem キーが作成されます。
「--query "KeyMaterial"」はプライベートキーのマテリアルを出力します。
--output text > my-key-pair.pem は、プライベートキーのマテリアルを拡張機能ととも
にファイルに保存します。拡張子は、.pem または .ppk のいずれかです。プライベートキーに
は、公開キーの名前とは異なる名前を指定できますが、使いやすくするために、同じ名前を使用
してください。
aws ec2 create-key-pair \
--key-name my-key-pair \
--key-type rsa \
--key-format pem \
--query "KeyMaterial" \
--output text > my-key-pair.pem

PowerShell
Amazon EC2 を使用してキーペアを作成するには
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New-EC2KeyPair AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用し、次のようにキーを生成して
.pem または .ppk ファイルに保存します。
「-KeyName」を使用する場合、公開キーの名前を指定します。名前には、最大 255 文字の ASCII 文
字を含めることができます。
「-KeyType」を使用する場合で、rsaと ed25519のいずれかを指定します。-KeyTypeパラメータ
を含まない場合は、デフォルトで rsa キーが作成されます。Windows インスタンスでは、ED25519
キーはサポートされていません。
「-KeyFormat」を使用する場合で、pemと ppkのいずれかを指定します。-KeyFormat パラメータ
を含まない場合は、デフォルトで pem キーが作成されます。
「KeyMaterial」はプライベートキーのマテリアルを出力します。
Out-File -Encoding ascii -FilePath C:\path\my-key-pair.pem は、プライベートキー
のマテリアルを拡張機能とともにファイルに保存します。拡張子は、.pem または .ppk にすることが
できます。プライベートキーには、公開キーの名前とは異なる名前を指定できますが、使いやすくす
るために、同じ名前を使用してください。
PS C:\> (New-EC2KeyPair -KeyName "my-key-pair" -KeyType "rsa" -KeyFormat
"pem").KeyMaterial | Out-File -Encoding ascii -FilePath C:\path\my-key-pair.pem

サードパーティー製のツールを使用してキーペアを作成
し、Amazon EC2 にパブリックキーをインポートする
Amazon EC2 を使用してキーペアを作成する代わりに、サードパーティー製のツールで RSA キーペアを
作成してから、パブリックキーを Amazon EC2 にインポートすることもできます。

キーペアの要件
• サポートされているタイプ: RSA。Amazon EC2 は DSA キーを受け付けません。

Note
Windows インスタンスでは、ED25519 キーはサポートされていません。
• サポートされる形式:
• OpenSSH パブリックキー形式
• SSH プライベートキーファイル形式は PEM または PPK である必要があります
• (RSA のみ)Base64 でエンコードされた DER 形式
• SSH パブリックキーファイル形式 [RFC4716] で指定
• サポートされているキーの長さ 1024、2048、および 4096。

サードパーティーツールを使用してキーペアを作成するには
1.

選択したサードパーティ製のツールでキーペアを生成します。例えば、ssh-keygen (標準 OpenSSH
インストールで提供されるツール) を使用しできます。また、Java、Ruby、Python などのさまざまな
プログラミング言語では、RSA のキーペアを作成するために使用できる標準ライブラリが提供されて
います。

Important
プライベートキーは、PEM または PPK 形式である必要があります。例えば、ssh-keygen
-m PEM を使用して OpenSSH キーを PEM 形式で生成します。
2.

ローカルファイルにパブリックキーを保存します。例えば、C:\keys\my-key-pair.pub です。こ
のファイル名の拡張子は重要ではありません。

1460

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
パブリックキーへのタグ付け

3.

.pem または .ppk 拡張子を持つローカルファイルにプライベートキーを保存します。例えば、、C:
\keys\my-key-pair.pem、または 、C:\keys\my-key-pair.ppk. です。EC2 コンソールから
Windows インスタンスに接続するときに選択できるのは .pem ファイルだけなので、このファイルの
ファイル名拡張子は重要です。

Important
プライベートキーファイルを安全な場所に保存します。インスタンスと対応するプライベー
トキーの起動時には、毎回インスタンスに接続するたびに、パブリックキーの名前を入力す
る必要があります。
キーペアを作成したら、次のいずれかの方法を使用してパブリックキーを Amazon EC2 にインポートしま
す。
Console

パブリックキーを Amazon EC2 にインポートするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[キーペア] を選択します。
[Import Key Pair (キーペアのインポート)] を選択します。

4.

[Name (名前)] に、パブリックキーのわかりやすい名前を入力します。名前には、最大 255 文字
の ASCII 文字を含めることができます。先頭または末尾にスペースを含めることはできません。

Note

5.
6.
7.

EC2 コンソールからインスタンスに接続すると、コンソールはプライベートキーファイ
ルの名前としてこの名前が提示します。
[Browse (参照)] を選択してパブリックキーに移動して選択するか、パブリックキーのコンテンツ
を [Public key contents (パブリックキーのコンテンツ)] フィールドに貼り付けます。
[Import Key Pair (キーペアのインポート)] を選択します。
インポートしたパブリックキーがキーペアのリストに表示されていることを確認します。

AWS CLI
パブリックキーを Amazon EC2 にインポートするには
import-key-pair AWS CLI コマンドを使用します。
キーペアが正常にインポートされたことを確認するには
describe-key-pairs AWS CLI コマンドを使用します。
PowerShell
パブリックキーを Amazon EC2 にインポートするには
Import-EC2KeyPair AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。
キーペアが正常にインポートされたことを確認するには
Get-EC2KeyPair AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。

パブリックキーへのタグ付け
Amazon EC2 を使用して作成した、または Amazon EC2 にインポートしたパブリックキーの分類と管理に
は、カスタムメタデータによるタグ付けが役立ちます。タグの仕組みの詳細については、「Amazon EC2
リソースのタグ付け (p. 1874)」を参照してください。
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タグの表示、追加、および削除は、以下のいずれかの方法で行います。
Console

パブリックキーのタグを表示、追加、または削除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[キーペア] を選択します。

3.

パブリックキーを選択した上で、[アクション]、[タグを管理] の順にクリックします。

4.

[タグの管理] ページには、対象のパブリックキーに割り当てられているすべてのタグが表示され
ます。
• タグを追加するには、[Add tag] を選択し、タグのキーと値を入力します。キーごとに最大 50
個のタグを追加できます。詳細については、「タグの制限 (p. 1879)」を参照してください。
• タグを削除するには、削除するタグの横にある [Remove (削除)] を選択します。

5.

[Save] を選択します。

AWS CLI
パブリックキーのタグを表示するには
describe-tags AWS CLI コマンドを使用します。次の例では、すべてのパブリックキーのタグを詳細
表示します。
C:\> aws ec2 describe-tags --filters "Name=resource-type,Values=key-pair"

{

}

"Tags": [
{
"Key": "Environment",
"ResourceId": "key-0123456789EXAMPLE",
"ResourceType": "key-pair",
"Value": "Production"
},
{
"Key": "Environment",
"ResourceId": "key-9876543210EXAMPLE",
"ResourceType": "key-pair",
"Value": "Production"
}]

特定のパブリックキーのタグの詳細を表示するには
describe-key-pairs AWS CLI コマンドを使用します。
C:\> aws ec2 describe-key-pairs --key-pair-ids key-0123456789EXAMPLE

{

"KeyPairs": [
{
"KeyName": "MyKeyPair",
"KeyFingerprint":
"1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f",
"KeyPairId": "key-0123456789EXAMPLE",
"Tags": [
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{

}

}]

}]

"Key": "Environment",
"Value": "Production"

パブリックキーをタグ付けするには
create-tags AWS CLI コマンドを使用します。次の例では、パブリックキーに Key=Cost-Center と
Value=CC-123 のタグが付けられています。
C:\> aws ec2 create-tags --resources key-0123456789EXAMPLE --tags Key=CostCenter,Value=CC-123

パブリックキーからタグを削除するには
delete-tags AWS CLI コマンドを使用します。例については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の
「例」を参照してください。
PowerShell
パブリックキーのタグを表示するには
Get-EC2Tag コマンドを使用します。
特定のパブリックキーのタグの詳細を表示するには
Get-EC2KeyPair コマンドを使用します。
パブリックキーをタグ付けするには
New-EC2Tag コマンドを使用します。
パブリックキーからタグを削除するには
Remove-EC2Tag コマンドを使用します。

パブリックキーの説明
Amazon EC2 に保存されているパブリックキーの説明を記述できます。また、パブリックキーマテリアル
を取得し、起動時に指定されたパブリックキーを特定することもできます。
トピック
• パブリックキーの説明 (p. 1463)
• パブリックキーマテリアルを取得する (p. 1465)
• 起動時に指定されたパブリックキーを特定する (p. 1466)

パブリックキーの説明
Amazon EC2 に保存されているパブリックキーに関する次の情報を表示できます。パブリックキーの名
前、ID、キーの種類、フィンガープリント、パブリックキーのマテリアル、Amazon EC2 によるキーの
作成日時 (UTC タイムゾーン) (キーがサードパーティのツールで作成された場合は、そのキーが Amazon
EC2 にインポートされた日時)、およびパブリックキーに関連付けられているすべてのタグ。
Amazon EC2 コンソールまたは AWS CLI を使用して、パブリックキーに関する情報を表示できます。
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Console

パブリックキーに関する情報を表示するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
左側のナビゲータで、[Key Pairs] (キーペア) を選択します。

3.

[Key pairs] (キーペア) テーブルで各パブリックキーに関する情報を確認できます。

4.

パブリックキーのタグを表示するには、キーの横にあるチェックボックスをオンにし、[Actions]
(アクション)、[Manage tags] (タグの管理) の順に選択します。

AWS CLI
パブリックキーの説明を記述するには
describe-key-pairs コマンドを使用し、--key-names パラメータを指定します。
aws ec2 describe-key-pairs --key-names key-pair-name

出力例
{

"KeyPairs": [
{
"KeyPairId": "key-0123456789example",
"KeyFingerprint":
"1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f",
"KeyName": "key-pair-name",
"KeyType": "rsa",
"Tags": [],
"CreateTime": "2022-04-28T11:37:26.000Z"
}
]

}

あるいは、--key-names の代わりに --key-pair-ids パラメーターを指定してパブリックキーを
識別することもできます。
aws ec2 describe-key-pairs --key-pair-ids key-0123456789example

パブリックキーのマテリアルを出力に表示するには、--include-public-key パラメータを指定す
る必要があります。
aws ec2 describe-key-pairs --key-names key-pair-name --include-public-key

出力例 — 出力では、PublicKey フィールドにパブリックキーマテリアルが含まれています。
{

"KeyPairs": [
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{

"KeyPairId": "key-0123456789example",
"KeyFingerprint":
"1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f",
"KeyName": "key-pair-name",
"KeyType": "rsa",
"Tags": [],
"PublicKey": "ssh-ed25519
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIj7azlDjVHAsSxgcpCRZ3oWnTm0nAFM64y9jd22ioI/ my-key-pair",
"CreateTime": "2022-04-28T11:37:26.000Z"
}
]

}

パブリックキーマテリアルを取得する
さまざまな方法を使用して、パブリックキーマテリアルにアクセスできます。パブリックキーマテリアル
は、ローカルコンピューター上の一致するプライベートキー、またはパブリックキーで起動したインスタ
ンスのインスタンスメタデータから取得するか、describe-key-pairs AWS CLI コマンドを使用するこ
とで取得できます。
次のいずれかの方法を使用して、パブリックキーマテリアルを取得します。
From the private key
プライベートキーからパブリックキーマテリアルを取得するには
ローカルの Windows コンピュータでは、PuTTYgen を使用してキーペアのパブリックキーを取得し
ます。
PuTTYgen を起動し、[Load] を選択します。プライベートキーファイル (.ppk または .pem) を選択
します。PuTTYgen の [Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys ファイル] にパブリック
キーが表示されます。パブリックキーは、[パブリックキーの保存] を選択してファイルの名前を指定
し、ファイルを保存後、そのファイルを開いて表示することもできます。
From the instance metadata
インスタンスメタデータサービスバージョン 2 またはインスタンスメタデータサービスバージョン 1
を使用して、インスタンスメタデータからパブリックキーを取得できます。

Note
インスタンスへの接続に使用するキーペアを変更しても、Amazon EC2 は新しいパブリッ
クキーを表示するようにインスタンスメタデータを更新しません。インスタンスのメタデー
タには、インスタンスの起動時に指定したキーペアのパブリックキーが引き続き表示されま
す。
インスタンスメタデータからパブリックキーマテリアルを取得するには
インスタンスから次のいずれかのコマンドを使用します。
IMDSv2
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttlseconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key

IMDSv1
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PS C:\> Invoke-RestMethod -uri
openssh-key

http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/

出力例
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQClKsfkNkuSevGj3eYhCe53pcjqP3maAhDFcvBS7O6V
hz2ItxCih+PnDSUaw+WNQn/mZphTk/a/gU8jEzoOWbkM4yxyb/wB96xbiFveSFJuOp/d6RJhJOI0iBXr
lsLnBItntckiJ7FbtxJMXLvvwJryDUilBMTjYtwB+QhYXUMOzce5Pjz5/i8SeJtjnV3iAoG/cQk+0FzZ
qaeJAAHco+CY/5WrUBkrHmFJr6HcXkvJdWPkYQS3xqC0+FmUZofz221CBt5IMucxXPkX4rWi+z7wB3Rb
BQoQzd8v7yeb7OzlPnWOyN0qFU0XA246RA8QFYiCNYwI3f05p6KLxEXAMPLE key-pair-name

インスタンスのメタデータの詳細については、「インスタンスメタデータの取得 (p. 804)」を参照し
てください。
From describe-key-pairs
describe-key-pairsAWS CLI コマンドからパブリックキーマテリアルを取得するには
describe-key-pairs コマンドを使用し、--key-names パラメータを指定してパブリックキーを識別し
ます。パブリックキーのマテリアルを出力に含めるには、--include-public-key パラメータを指
定する必要があります。
aws ec2 describe-key-pairs --key-names key-pair-name --include-public-key

出力例 — 出力では、PublicKey フィールドにパブリックキーマテリアルが含まれています。
{

"KeyPairs": [
{
"KeyPairId": "key-0123456789example",
"KeyFingerprint":
"1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f",
"KeyName": "key-pair-name",
"KeyType": "rsa",
"Tags": [],
"PublicKey": "ssh-ed25519
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIj7azlDjVHAsSxgcpCRZ3oWnTm0nAFM64y9jd22ioI/ my-key-pair",
"CreateTime": "2022-04-28T11:37:26.000Z"
}
]

}

あるいは、--key-names の代わりに --key-pair-ids パラメーターを指定してパブリックキーを
識別することもできます。
aws ec2 describe-key-pairs --key-pair-ids key-0123456789example --include-public-key

起動時に指定されたパブリックキーを特定する
インスタンスを起動する際にパブリックキーを指定した場合、インスタンスによりパブリックキー名が記
録されます。

起動時に指定されたパブリックキーを特定するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [インスタンス] を選択し、インスタンスを選択します。
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3.

[Details] (詳細) タブの [Instance details] (インスタンスの詳細) にある [Key pair name] (キーペア名)
フィールドに、インスタンスの起動時に指定したパブリックキーの名前が表示されます。

Note
インスタンスのパブリックキーを変更したり、パブリックキーを追加したりしても、[Key pair
name] (キーペア名) フィールドの値は変更されません。

Amazon EC2 でパブリックキーを削除する
Amazon EC2 に保存されているパブリックキーを削除できます。パブリックキーを削除しても、対応する
プライベートキーは削除されません。
以下の方法でパブリックキーを削除すると、キーペアの作成 (p. 1458)時またはインポート (p. 1460)時に
Amazon EC2 に保存されたパブリックキーのみが削除されます。パブリックキーをインスタンスに追加
していた場合、パブリックキーを削除しても、インスタンスの起動時またはそれ以降に、インスタンスか
らパブリックキーが削除されることはありません。ローカルコンピュータのプライベートキーも削除され
ません。Amazon EC2 から削除したパブリックキーを使用してインスタンスを起動していた場合、プライ
ベートキー (.pem) ファイルを保持している限り、引き続きインスタンスに接続できます。

Important
Auto Scaling グループ (Elastic Beanstalk 環境など) を使用している場合、関連する起動テンプ
レートまたは起動設定に削除するパブリックキーが指定されていないことを確認します。Amazon
EC2 Auto Scaling が異常なインスタンスを検出した場合、代替インスタンスを起動します。ただ
し、パブリックキーが見つからない場合、インスタンスの起動は失敗します。詳細については、
「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「起動テンプレート」を参照してください。
次の方法を使用して、Amazon EC2 上のパブリックキーを削除できます。
Console

Amazon EC2 上のパブリックキーを削除するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[キーペア] を選択します。

3.
4.

削除するキーペアを選択し、[Delete (削除)] を選択します。
確認フィールドで、Delete を入力し、[Delete (削除)] を選択します。

AWS CLI
Amazon EC2 上のパブリックキーを削除するには
delete-key-pair AWS CLI コマンドを使用します。
PowerShell
Amazon EC2 上のパブリックキーを削除するには
Remove-EC2KeyPair AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用します。

キーを確認する
キーペアのフィンガープリントを確認する
Amazon EC2 コンソールの [Key Pairs] (キーペア) ページの、[Fingerprint] (フィンガープリント) 列に、
キーペアから生成されたフィンガープリントが表示されます。
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[Key Pairs] (キーペア) ページに表示されるフィンガープリントを使用して、ローカルコンピュータにある
プライベートキーが、Amazon EC2 に格納されているパブリックキーと一致することを確認できます。
プライベートキーファイルをダウンロードしたコンピュータから、プライベートキーファイルを使用して
フィンガープリントを生成します。出力はコンソールに表示されるフィンガープリントと一致する必要が
あります。Amazon EC2 がフィンガープリントを計算するとき、Amazon EC2 はフィンガープリントに =
文字でパディングを追加することがあります。ssh-keygen などのその他のツールでは、このパディングを
省略することがあります。

フィンガープリントの計算方法
Amazon EC2 は、キーペアが Amazon EC2 によって作成されたか、Amazon EC2 にインポートされたか
に応じて、異なるハッシュ関数を使用して異なる方法でフィンガープリントを計算します。
次の表は、Amazon EC2 で作成され、Amazon EC2 にインポートされた RSA キーペアの、フィンガープ
リントの計算に使用されるハッシュ関数の一覧です。

フィンガープリントの計算に使用されるハッシュ関数
キーペアのソース

RSA キーペア

Amazon EC2 によって作成された

SHA-1

Amazon EC2 にインポートされた

MD5¹

¹ パブリック RSA キーを Amazon EC2 にインポートした場合、フィンガープリントは、MD5 ハッシュ関
数を使用して計算されます。これは、サードパーティーのツールを使用する、Amazon EC2 を使用して作
成した既存のプライベートキーから新しいパブリックキーを生成するなど、キーペアの作成方法に関係な
く当てはまります。

異なるリージョンで同じキーペアを使用する場合
同じキーペアを使用して、異なる AWS リージョンにあるインスタンスに接続する場合は、使用するすべ
てのリージョンに公開鍵をインポートする必要があります。Amazon EC2 を使用してキーペアを作成する
場合、公開鍵を他のリージョンにインポートできるよう、Amazon EC2 プライベートキーからパブリック
キーを生成することができます。

Note
Amazon EC2 を使用して RSA キーペアを作成した場合、Amazon EC2 プライベートキーからパ
ブリックキーを生成すると、インポートされたパブリックキーのフィンガープリントは、元のパ
ブリックキーとは異なるものになります。これは、Amazon EC2 を使用して作成された元の RSA
キーのフィンガープリントは SHA-1 ハッシュ関数を使用して計算されるのに対し、インポートさ
れた RSA キーのフィンガープリントは MD5 ハッシュ関数を使用して計算されるためです。

プライベートキーからフィンガープリントを生成する
ローカルマシンのプライベートキーからフィンガープリントを生成するには、次のいずれかのコマンドを
使用します。
Windows ローカルマシンを使用している場合、Windows Subsystem for Linux (WSL) を使用して、次のコ
マンドを実行できます。Windows 10 インストールガイドの手順を使用して、WSL と Linux ディストリ
ビューションをインストールします。手順の例では、Linux の Ubuntu ディストリビューションをインス
トールしますが、任意のディストリビューションをインストールできます。コンピュータを再起動して変
更を有効にすることが求められます。
• Amazon EC2 を使用してキーペアを作成した場合
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次の例のように、OpenSSL ツールを使用してフィンガープリントを生成します。
$ openssl pkcs8 -in path_to_private_key -inform PEM -outform DER -topk8 -nocrypt |
openssl sha1 -c

• パブリックキーを Amazon EC2 にインポートした場合
キーペアの作成方法 (サードパーティーのツールを使用する、Amazon EC2 を使用して作成した既存の
プライベートキーから新しいパブリックキーを生成するなど) に関係なく、この手順に従うことができ
ます。
次の例のように、OpenSSL ツールを使用してフィンガープリントを生成します。
$ openssl rsa -in path_to_private_key -pubout -outform DER | openssl md5 -c

• OpenSSH 7.8 以降を使用して OpenSSH キーペアを作成し、パブリックキーを Amazon EC2 にイン
ポートした場合
次の例のように、ssh-keygen を使用してフィンガープリントを生成します。
$ ssh-keygen -ef path_to_private_key -m PEM | openssl rsa -RSAPublicKey_in -outform DER |
openssl md5 -c

Windows インスタンス用の Amazon EC2 Amazon
セキュリティグループ
セキュリティグループは、EC2 インスタンスの仮想ファイアウォールとして機能し、受信トラフィッ
クと送信トラフィックを制御します。インバウンドルールはインスタンスへの受信トラフィックを制御
し、アウトバウンドルールはインスタンスからの送信トラフィックをコントロールします。インスタン
スの起動時に 1 つ以上のセキュリティグループを指定できます。セキュリティグループを指定しない場
合、Amazon EC2 はデフォルトのセキュリティグループを使用します。各セキュリティグループに対し
てルールを追加し、関連付けられたインスタンスに対するトラフィックを許可できます。セキュリティグ
ループのルールはいつでも変更することができます。新規または変更したルールは、セキュリティグルー
プに関連付けられたすべてのインスタンスに自動的に適用されます。トラフィックがインスタンスに到達
することを許可するかどうかを Amazon EC2 が判断するとき、インスタンスに関連付けられているすべて
のセキュリティグループのすべてのルールを評価します。
VPC でインスタンスを起動する場合は、その VPC 用に作成されたセキュリティグループを指定する必
要があります。インスタンスを起動した後、そのセキュリティグループを変更することができます。
セキュリティグループはネットワークインターフェイスに関連付けられます。インスタンスのセキュリ
ティグループの変更は、プライマリネットワークインターフェイス (eth0) に関連付けられるセキュリ
ティグループを変更することになります。詳細については、「インスタンスのセキュリティグループ
の変更 (p. 1485)」を参照してください。あらゆるネットワークインターフェイスに関連付けられてい
るセキュリティグループも変更できます。詳細については、「ネットワークインターフェイス属性の変
更 (p. 1260)」を参照してください。
セキュリティは、AWS とお客様の間の共有責任です。詳細については、「Amazon EC2におけるセキュ
リティ (p. 1375)」を参照してください。AWS は、インスタンスをセキュリティで保護するためのツール
の 1 つとしてセキュリティグループを提供しています。このセキュリティグループをセキュリティニーズ
に合わせて設定する必要があります。セキュリティグループでは十分に満たせない要件がある場合は、セ
キュリティグループの使用に加えて、どのインスタンスでも独自のファイアウォールを使用できます。
Linux インスタンスへのトラフィックを許可するには、Linux インスタンス用 Amazon EC2 セキュリティ
グループ」の「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」を参照してください。
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• データベースサーバールール (p. 1487)
• コンピュータからのインスタンスへの接続ルール (p. 1488)
• 同じセキュリティグループを持つインスタンスからインスタンスに接続するためのルー
ル (p. 1488)
• Ping/ICMP のルール (p. 1489)
• DNS サーバールール (p. 1489)
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セキュリティグループのルール
セキュリティグループルールは、セキュリティグループに関連付けられたインスタンスに到達することを
許可するインバウンドトラフィックを制御します。また、このルールによって、インスタンスから送信さ
れるアウトバウンドトラフィックも制御されます。
セキュリティグループのルールの特徴を次に示します。
• デフォルトでは、セキュリティグループには、すべてのアウトバウンドトラフィックを許可するアウト
バウンドルールが含まれています。これらのルールは削除できます。デフォルトで、Amazon EC2 は
ポート 25 のトラフィックをブロックすることに注意してください。詳細については、「ポート 25 を使
用した E メール送信の制限 (p. 1890)」を参照してください。
• セキュリティグループのルールは常にパーミッシブです。アクセスを拒否するルールを作成することは
できません。
• セキュリティグループルールを使用すると、プロトコルとポート番号に基づいてトラフィックをフィル
タリングできます。
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• セキュリティグループはステートフルです。インスタンスからリクエストを送信すると、そのリクエス
トに対するレスポンストラフィックは、セキュリティグループのインバウンドルールにかかわらず、流
入できます。つまり、VPC セキュリティグループの場合、アウトバウンドルールにかかわらず、許可さ
れたインバウンドトラフィックは流れることができます。詳細については、「セキュリティグループの
接続の追跡 (p. 1472)」を参照してください。
• ルールの追加と削除は随時行うことができます。変更は、セキュリティグループに関連付けられたイン
スタンスに自動的に適用されます。
一部のルール変更の影響は、トラフィックの追跡方法によって異なる場合があります。詳細について
は、「セキュリティグループの接続の追跡 (p. 1472)」を参照してください。
• 複数のセキュリティグループをインスタンスに関連付けると、各セキュリティグループのルールが効率
的に集約され、1 つのルールセットが作成されます。Amazon EC2 はこのルールセットを使用して、ア
クセスを許可するかを判断します。
セキュリティグループは、1 つのインスタンスに複数割り当てることができます。そのため、1 つのイ
ンスタンスに数百のルールが適用される場合があります。結果として、インスタンスにアクセスすると
きに問題が発生する可能性があります。そのため、ルールは可能な限り要約することをお勧めします。
ルールごとに、以下の点について指定します。
• [名前]: セキュリティグループの名前 (「my-security-group」など)。
名前の最大長は 255 文字です。使用できる文字は、a ～ z、A ～ Z、0 ～ 9、スペース、._-:/()#,@[]+=;{}!
$* です。名前の末尾にスペースが含まれている場合は、名前を保存するときにスペースが切り捨てられ
ます。例えば、名前に「セキュリティグループのテスト 」と入力すると、「セキュリティグループのテ
スト」として保存されます。
• プロトコル: 許可するプロトコル。最も一般的なプロトコルは、6 (TCP)、17 (UDP)、1 (ICMP) です。
• ポートの範囲: TCP、UDP、カスタムプロトコルの場合、許可するポートの範囲。1 つのポート番号 (22
など)、または一定範囲のポート番号 (7000-8000 など) を指定できます。
• ICMP タイプおよびコード: ICMP の場合、ICMP タイプおよびコードです。たとえば、ICMP エコー要
求にはタイプ8、ICMPv6 エコー要求にはタイプ 128 を使用します。
• Source or destination (送信元または送信先): 許可するトラフィックの送信元 (インバウンドルール) また
は送信先 (アウトバウンドルール)。次のいずれかを指定します。
• 単一の IPv4 アドレス。/32 プレフィクス長を使用する必要があります。例えば、203.0.113.1/32
です。
• 単一の IPv6 アドレス。/128 プレフィクス長を使用する必要があります。例え
ば、2001:db8:1234:1a00::123/128 です。
• CIDR ブロック表記の IPv4 アドレスの範囲。例えば、203.0.113.0/24 です。
• CIDR ブロック表記の IPv6 アドレスの範囲。例えば、2001:db8:1234:1a00::/64 です。
• プレフィクスリストの ID。例えば、pl-1234abc1234abc123 です。詳細については、「Amazon
VPC ユーザーガイド」の「プレフィクスリスト」を参照してください。
• セキュリティグループの ID (ここでは、指定されたセキュリティグループと呼ばれます)。例えば、
現在のセキュリティグループ、同じ VPC のセキュリティグループ、またはピア接続された VPC のセ
キュリティグループなどがあります。これにより、指定されたセキュリティグループに関連付けられ
たリソースのプライベート IP アドレスに基づくトラフィックが許可されます。その際、指定されたセ
キュリティグループから現在のセキュリティグループにルールが追加されることはありません。
• (オプション) 説明: 後で分かりやすいように、このルールの説明を追加できます。説明の長さは最大 255
文字とすることができます。使用できる文字は、a ～ z、A ～ Z、0 ～ 9、スペース、._-:/()#,@[]+=;{}!$*
です。
セキュリティグループルールを作成する際、AWS により、一意の ID がそのルールに割り当てられます。
このルールの ID は、API または CLI を使用してルールを変更または削除する際に使用します。
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ルールに送信元または送信先としてセキュリティグループを指定する場合、ルールはセキュリティグルー
プに関連付けられているすべてのインスタンスに影響します。着信トラフィックは、ソースセキュリティ
グループに関連付けられたインスタンスのプライベート IP アドレスに基づいて許可されます (パブリック
IP アドレスまたは Elastic IP アドレスは考慮されません)。IP アドレスについては、「Amazon EC2 イン
スタンスの IP アドレス指定 (p. 1176)」を参照してください。セキュリティグループルールが、同じ VPC
またはピア VPC 内の削除されたセキュリティグループを参照している場合、または VPC ピアリング接続
が削除されたピア VPC のセキュリティグループを参照している場合は、古いルールとしてマークされま
す。詳細については、「Amazon VPC Peering ガイド」の「古いセキュリティグループルールの操作」を
参照してください。
特定のポートに複数のルールがある場合、Amazon EC2 が最も許容度の大きいルールを適用します。た
とえば、IP アドレス 203.0.113.1 からのTCP ポート 3389 (RDP) に対するアクセスを許可するルールがあ
り、全員からのTCP ポート 3389 に対するアクセスを許可する別のルールがある場合、全員がTCP ポート
3389 にアクセスできます。
ルールを追加、更新、または削除すると、セキュリティグループに関連付けられたすべてのインスタンス
にこの変更が自動的に適用されます。

セキュリティグループの接続の追跡
セキュリティグループは、接続追跡を使用してインスタンスを出入りするトラフィックに関する情報を追
跡します。ルールはトラフィックの接続の状態に基づいて適用され、トラフィックを許可するか拒否する
かが判断されます。このアプローチでは、セキュリティグループはステートフルです。これは、セキュリ
ティグループのアウトバウンドルールにかかわらず、インバウンドトラフィックに対するレスポンスがイ
ンスタンスから送信されることを許可することを意味します。逆も同じです。
例えば、自宅のコンピュータからインスタンスに対し netcat や同様のコマンドを開始する場合を考えま
す。このとき、インバウンドセキュリティグループは、ICMP トラフィックを許可しているとします。接
続に関する情報 (ポート情報を含む) が追跡されます。 コマンドに対するインスタンスからのレスポンス
トラフィックは、新しいリクエストではなく確立済みの接続として追跡されます。また、セキュリティグ
ループのアウトバウンドルールが、アウトバウンドの ICMP トラフィックを制限している場合でも、この
トラフィックはインスタンスから外部に出力されることが許されます。
TCP、UDP、または ICMP 以外のプロトコルの場合は、IP アドレスとプロトコル番号のみが追跡されま
す。インスタンスが別のホストにトラフィックを送信し、そのホストが 600 秒以内に同じタイプのトラ
フィックをインスタンスに送信した場合、インスタンスのセキュリティグループはインバウンドセキュリ
ティグループルールに関係なく、そのトラフィックを受け入れます。そのトラフィックが元のトラフィッ
クのレスポンストラフィックとみなされるからです。
セキュリティグループルールを変更しても、そのルールで追跡された接続がすぐに中断されることはあり
ません。セキュリティグループは、既存の接続がタイムアウトするまで引き続きパケットを許可します。
トラフィックをすぐに中断するか、追跡状態に関係なくすべてのトラフィックをファイアウォールルー
ルの対象にするには、サブネットにネットワーク ACL を使用します。ネットワーク ACL はステートレス
であるため、レスポンスのトラフィックを自動的には許可しません。いずれかの方向のトラフィックをブ
ロックするネットワーク ACL を追加すると、既存の接続が切断されます。詳細については、「Amazon
VPC ユーザーガイド」の「ネットワーク ACL」を参照してください。

追跡されていない接続
すべてのトラフィックフローが追跡されるわけではありません。セキュリティグループのルールが、すべ
てのトラフィック (0.0.0.0/0 または ::/0) について TCP または UDP フローを許可し、対応する他の方向で
すべてのポート (0～65535) のすべての応答トラフィック (0.0.0.0/0 または ::/0) を許可するルールがある場
合、そのトラフィックフローは自動的に追跡される接続 (p. 1473)の一部でない限り追跡されません。追跡
されていないフローのレスポンストラフィックは、追跡情報ではなく、レスポンストラフィックを許可す
るインバウンドルールまたはアウトバウンドルールに基づいて許可されます。
追跡されていないトラフィックフローは、そのフローを有効にするルールが削除または変更されるとすぐ
に中断されます。例えば、オープン (0.0.0.0/0) のアウトバウンドルールがあり、インスタンスへのすべて
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(0.0.0.0/0) のインバウンドの SSH (TCP ポート 22) トラフィックを許可するルールを削除した場合 (また
は接続を許可しないように変更した場合)、インスタンスへの既存の SSH 接続はすぐに中断されます。接
続はそれまで追跡されていないため、この変更によって接続が切断されます。一方、最初に細かく SSH 接
続を許可する (つまり、接続を追跡する) インバウンドルールがある場合、現在の SSH クライアントのア
ドレスからの新しい接続を許可しないようにルールを変更しても、既存の SSH 接続は追跡対象であるため
中断されません。

自動的に追跡される接続
ICMP 接続はすべて自動的に追跡されます。本来ならセキュリティグループの設定で追跡を指定する必要
がある場合でも、以下の手段で確立された接続は自動的に追跡されます。有効なリプライパスが複数存在
する可能性があるため、対称ルーティングを確保するには、こうした接続を追跡する必要があります。
• Egress-Only インターネットゲートウェイ
• Gateway Load Balancer
• Global Accelerator アクセラレーター
• NAT ゲートウェイ
• Network Firewall ファイアウォールのエンドポイント
• Network Load Balancer
• AWS PrivateLink (インターフェイス VPC エンドポイント)
• Transit Gateway アタッチメント

Throttling
Amazon EC2 では、インスタンスごとに追跡できる接続の最大数が定義されています。追跡が最大数に達
すると、新しい接続が確立されることはないため、送受信されるパケットはすべてドロップされます。こ
の場合、パケットを送受信するアプリケーションは正しく通信できません。
インスタンスのネットワークトラフィックが追跡可能な接続の最大数を超えたために、パ
ケットがドロップされたかどうかを判断するには、ネットワークパフォーマンスメトリクス
conntrack_allowance_exceeded を参照します。詳細については、「EC2 インスタンスのネットワー
クパフォーマンスをモニタリングします。 (p. 1283)」を参照してください。
Elastic Load Balancing を実行している際にインスタンスごとに追跡できる接続の最大数を超える場合は、
ロードバランサーに登録されているインスタンスの数、あるいは登録されているインスタンスのサイズの
いずれかを拡張することをお勧めします。

例
次の例では、セキュリティグループに TCP および ICMP トラフィックを許可するインバウンドルールと、
すべてのアウトバウンドトラフィックを許可するアウントバウンドルールがあります。
インバウンドルール
プロトコルのタイプ

ポート番号

送信元 IP

TCP

22 (SSH)

203.0.113.1/32

TCP

80 (HTTP)

0.0.0.0/0

TCP

80 (HTTP)

::/0

ICMP

All

0.0.0.0/0

アウトバウンドルール
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プロトコルのタイプ

ポート番号

送信先 IP

All

All

0.0.0.0/0

All

All

::/0

インスタンスまたはネットワークインターフェイスに対して直接ネットワーク接続を確立した場合、追跡
動作は次のようになります。
• インバウンドルールでは 203.0.113.1/32 からのトラフィックのみ許可されるため、ポート 22 のインバ
ウンドおよびアウトバウンド TCP トラフィック (SSH) は追跡されますが、必ずしもすべての IP アドレ
ス (0.0.0.0/0) が追跡されるとは限りません。
• インバウンドルールとアウトバウンドルールですべての IP アドレスからのトラフィックが許可されるた
め、ポート 80 (HTTP) のインバウンドおよびアウトバウンド TCP トラフィックは追跡されません。
• ICMP トラフィックは常に追跡されます。
IPv4 トラフィックのアウトバウンドルールを削除すると、ポート 80 (HTTP) のトラフィックを含めすべて
のインバウンドおよびアウトバウンド IPv4 トラフィックが追跡されます。IPv6 トラフィックのアウトバ
ウンドルールを削除すると、IPv6 トラフィックでも同じことが起きます。

デフォルトセキュリティグループとカスタムセキュリ
ティグループ
AWS アカウントには、各リージョンのデフォルト VPC のデフォルトセキュリティグループが自動的に設
定されます。インスタンスを起動するときにセキュリティグループを指定しないと、そのインスタンスは
VPC のデフォルトのセキュリティグループに自動的に関連付けられます。インスタンスでデフォルトのセ
キュリティグループを使用することを望まない場合、独自のカスタムセキュリティグループを作成して、
インスタンスの起動時にそれらを指定することができます。
トピック
• デフォルトのセキュリティグループ (p. 1474)
• Custom security groups (p. 1475)

デフォルトのセキュリティグループ
AWS アカウントには、各リージョンのデフォルト VPC のデフォルトセキュリティグループが自動的に設
定されます。インスタンスを起動するときにセキュリティグループを指定しないと、そのインスタンスは
VPC のデフォルトのセキュリティグループに自動的に関連付けられます。
デフォルトのセキュリティグループには「デフォルト」と名前が付けられ、AWS によって ID が割り当て
られます。次の表では、デフォルトのセキュリティグループ用のデフォルトルールについて説明します。
インバウンドルール
送信元

プロトコル

ポート範囲

説明

セキュリティグループ
ID (独自のリソース ID)

すべて

すべて

同じセキュリティグルー
プに割り当てられたネッ
トワークインターフェイ
ス、およびインスタンス
からのインバウンドトラ
フィックを許可します。
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アウトバウンドルール
送信先

プロトコル

ポート範囲

説明

0.0.0.0/0

すべて

すべて

すべてのアウトバウンド
IPv4 トラフィックを許
可します。

::/0

すべて

すべて

すべてのアウトバウン
ド IPv6 トラフィックを
許可します。このルール
は、VPC に IPv6 CIDR
ブロックが関連付けられ
ている場合にのみ追加さ
れます。

デフォルトのセキュリティグループのインバウンドおよびアウトバウンドルールは追加または削除できま
す。
デフォルトのセキュリティグループを削除することはできません。デフォルトセキュリティグループを削
除しようとした場合、Client.CannotDelete: the specified group: "sg-51530134" name:
"default" cannot be deleted by a user のエラーが発生します。

Custom security groups
インスタンスでデフォルトのセキュリティグループを使用することを望まない場合、独自のセキュリティ
グループを作成して、インスタンスの起動時にそれらを指定することができます。複数のセキュリティ
グループを作成して、インスタンスが果たすさまざまな役割 (例えば、Web サーバーまたはデータベース
サーバー) を反映させることができます。
セキュリティグループを作成する場合、名前と説明を指定する必要があります。セキュリティグループに
は、255 文字以下の名前と説明を指定できます。また、次の特徴の制限があります。
a-z、A-Z、0-9、スペース、および._-:/()#,@[]+=&;{}!$*
セキュリティグループ名は、sg-で開始できません。セキュリティグループ名は VPC で一意である必要が
あります。
作成するセキュリティグループのデフォルトルールを次に示します。
• インバウンドトラフィックを許可しません
• すべてのアウトバウンドトラフィックを許可します
セキュリティグループを作成したら、関連するインスタンスに到達できる着信トラフィックのタイプを反
映するように着信ルールを変更できます。アウトバウンドルールも変更できます。
セキュリティグループに追加できるルールのタイプの詳細については、「さまざまなユースケースのセ
キュリティグループのルール (p. 1486)」を参照してください。

セキュリティグループの操作
インスタンスを起動する際に、インスタンスにセキュリティグループを割り当てることができます。ルー
ルを追加または削除すると、それらの変更は、そのセキュリティグループを割り当てたすべてのインス
タンスに自動的に適用されます。詳細については、「インスタンスへのセキュリティグループの割り当
て (p. 1484)」を参照してください。
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インスタンスを起動した後、そのセキュリティグループを変更することができます。詳細については、
「インスタンスのセキュリティグループの変更 (p. 1485)」を参照してください。
Amazon EC2 コンソールおよびコマンドラインツールを使用して、セキュリティグループとセキュリティ
グループルールを作成、表示、更新、削除できます。
タスク
• セキュリティグループの作成 (p. 1476)
• セキュリティグループのコピー (p. 1477)
• セキュリティグループの表示 (p. 1478)
• セキュリティグループへのルールの追加 (p. 1478)
• セキュリティグループルールの更新 (p. 1481)
• セキュリティグループからのルールの削除 (p. 1483)
• セキュリティグループを削除する (p. 1484)
• インスタンスへのセキュリティグループの割り当て (p. 1484)
• インスタンスのセキュリティグループの変更 (p. 1485)

セキュリティグループの作成
インスタンスのデフォルトのセキュリティグループを使用できますが、独自のグループを作成し、システ
ムにおけるインスタンスの様々な役割を反映させたい場合があります。
デフォルトでは、新しいセキュリティグループには、すべてのトラフィックがインスタンスを出ることを
許可するアウトバウンドルールのみが設定されています。任意のインバウンドトラフィックを許可するに
は、またはアウトバウンドトラフィックを制限するには、ルールを追加する必要があります。
セキュリティグループは、それが対象としている VPC 内でのみ使用が可能です。
New console

セキュリティグループを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

3.

[セキュリティグループの作成] を選択します。

4.

[Basic details (基本情報)] セクションで、次の操作を行います。
a.

セキュリティグループの分かりやすい名前と簡単な説明を入力します。セキュリティグルー
プの作成後は編集できません。名前と説明は最大 255 文字とすることができます。使用でき
る文字は、a-z、A-Z、0-9、スペース、および ._-:/()#,@[]+=&;{}!$* です。

b.

[VPC] で、VPC を選択します。

5.

セキュリティグループルールはここで追加することも、後で追加することもできます。詳細につ
いては、「セキュリティグループへのルールの追加 (p. 1478)」を参照してください。

6.

タグはここで追加することも、後で追加することもできます。タグを追加するには、[新しいタグ
を追加] をクリックし、タグのキーと値を入力します。

7.

[セキュリティグループの作成] を選択します。

Old console

セキュリティグループを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

3.

[Create Security Group] (セキュリティグループの作成) を選択します。

4.

セキュリティグループの名前と説明を指定します。

5.

[VPC] で使用する VPC の ID を選択します。

6.

ルールの追加を開始するか、[Create] を選択して、セキュリティグループを作成できます (ルール
は後で追加できます)。ルールの追加の詳細については、「セキュリティグループへのルールの追
加 (p. 1478)」を参照してください。

Command line

セキュリティグループを作成するには
以下のいずれかのコマンドを使用します。
• create-security-group (AWS CLI)
• New-EC2SecurityGroup (AWS Tools for Windows PowerShell)

セキュリティグループのコピー
既存のセキュリティグループのコピーを作成して、新しいセキュリティグループを作成することができま
す。セキュリティグループをコピーすると、元のセキュリティグループと同じインバウンドルールとアウ
トバウンドルールでコピーが作成されます。元のセキュリティグループが VPC にある場合、別の VPC を
指定しない限り、コピーは同じ VPC に作成されます。
コピーには新しい一意のセキュリティグループ ID が割り当てられ、名前を指定する必要があります。ま
た、説明を追加することもできます。
セキュリティグループは、あるリージョンから別のリージョンにコピーできません。
セキュリティグループのコピーは、次のいずれかの方法で作成できます。
New console

セキュリティグループをコピーするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

3.

コピーするセキュリティグループを選択し、[アクション]、[Copy to new security group (新しいセ
キュリティグループにコピー)] の順に選択します。

4.

名前と任意で説明を指定し、必要に応じて VPC とセキュリティグループルールを変更します。

5.

[作成] を選択します。

Old console

セキュリティグループをコピーするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

3.

コピーするセキュリティグループを選択します。[Actions] を選択し、[Copy to new] を選択しま
す。
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4.

[Create Security Group] ダイアログが開き、既存のセキュリティグループのルールが自動入力さ
れます。新しいセキュリティグループの名前と説明を指定します。[VPC] で使用する VPC の ID
を選択します。終了したら、[Create ] を選択します。

セキュリティグループの表示
セキュリティグループに関する情報は、次のいずれかの方法で表示できます。
New console

セキュリティグループを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

3.

セキュリティグループが一覧表示されます。インバウンドルールやアウトバウンドルールなど、
特定のセキュリティグループの詳細を表示するには、[セキュリティグループ ID] 列でその ID を
選択します。

Old console

セキュリティグループを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

3.

(オプション) フィルターリストから [VPC ID] を選択して、VPC の ID をリストから選択します。

4.

セキュリティグループを選択します。[Description] (説明) タブには一般情報、[Inbound] (インバウ
ンド) タブにはインバウンドルール、[Outbound] (アウトバウンド) タブにはアウトバウンドルー
ル、[Tags] (タグ) タブにはタグが表示されます。

Command line

セキュリティグループを表示するには
以下のいずれかのコマンドを使用します。
• describe-security-groups (AWS CLI)
• describe-security-group-rules (AWS CLI)
• Get-EC2SecurityGroup (AWS Tools for Windows PowerShell)
Amazon EC2 Global View
Amazon EC2 グローバルビューを使用して、AWSアカウントが有効になっているすべてのリージョン
にわたってセキュリティグループを表示できます。詳細については、「Amazon EC2 Global View を
使用して、リージョン間のリソースを一覧表示およびフィルターをかけます (p. 1873)」を参照してく
ださい。

セキュリティグループへのルールの追加
ルールをセキュリティグループに追加すると、セキュリティグループに関連付けられているすべてのイ
ンスタンスに新しいルールが自動的に適用されます。ルールの適用には、少し時間がかかる場合がありま
す。詳細については、「さまざまなユースケースのセキュリティグループのルール (p. 1486)」および「セ
キュリティグループのルール (p. 1470)」を参照してください。

1478

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
セキュリティグループの操作

New console

セキュリティグループにインバウンドルールを追加するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

3.

セキュリティグループを選択し、[アクション]、[インバウンドのルールの編集] の順にクリックし
ます。

4.

各ルールについて [ルールを追加] を選択し、次の操作を行います。
a.

[タイプ] で、許可するプロトコルのタイプを選択します。
• カスタムTCP または UDP の場合は、許可するポート範囲を入力する必要があります。
• カスタムの ICMP の場合は、[プロトコル] から ICMP タイプ名を選択し、該当するものが
ある場合は [ポート範囲] からコード名を選択します。たとえば、pingコマンドを許可する
場合は[プロトコル]から、[Echoリクエスト]を選択します。
• その他のタイプについては、プロトコルとポート範囲は自動的に設定されます。

b.

[送信元] で、次のいずれかの操作を行いトラフィックを許可します。
• [カスタム] を選択し、IP アドレス (CIDR 表記)、CIDR ブロック、別のセキュリティグルー
プ、あるいはプレフィクスリストを入力します。
• 指定したプロトコルのすべてのトラフィックがインスタンスに到達することを許可するに
は、[任意の場所] を選択します。このオプションでは、送信元として IPv4 の CIDR ブロッ
ク 0.0.0.0/0 が自動的に追加されます。セキュリティグループが、IPv6 が有効な VPC 内に
ある場合、このオプションでは ::/0 IPv6 CIDR ブロックのためのルールが自動的に追加さ
れます。

Warning
[Anywhere] (どこでも) を選択した場合は、すべての IPv4 および IPv6 アドレス
が、指定されたプロトコルでインスタンスにアクセスできるようにします。ポー
ト 22 (SSH) または 3389 (RDP) のルールを追加する場合は、特定の IP アドレス
またはアドレスの範囲のみにインスタンスへのアクセスを許可する必要がありま
す。
• ローカルコンピュータのパブリック IPv4 アドレスからのインバウンドトラフィックのみを
許可するには、[My IP] (マイ IP) を選択します。
c.
5.

[説明] では、任意でルールの簡単な説明を指定できます。

[変更のプレビュー]、[ルールの保存] を選択します。

セキュリティグループにアウトバウンドルールを追加するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

3.

セキュリティグループを選択し、[アクション]、[アウトバウンドルールを編集] の順にクリックし
ます。

4.

各ルールについて [ルールを追加] を選択し、次の操作を行います。
a.

[タイプ] で、許可するプロトコルのタイプを選択します。
• カスタムTCP または UDP の場合は、許可するポート範囲を入力する必要があります。
• カスタムの ICMP の場合は、[プロトコル] から ICMP タイプを選択し、該当するものがあ
る場合は [ポート範囲] からコードを選択します。
• その他のタイプについては、プロトコルとポート範囲は自動的に設定されます。

b.

[送信先] で、次のいずれかの操作を行います。
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• [カスタム] をクリックし、アウトバウンドトラフィックを許可する IP アドレス (CIDR 表
記)、CIDR ブロック、別のセキュリティグループ、プレフィクスリストのいずれかを入力
します。
• すべての IP アドレスへのアウトバウンドトラフィックを許可するには、[任意の場所] を選
択します。このオプションでは、送信先として、0.0.0.0/0 IPv4 CIDR ブロックが自動的に
追加されます。
セキュリティグループが、IPv6 が有効な VPC 内にある場合、このオプションでは ::/0
IPv6 CIDR ブロックのためのルールが自動的に追加されます。
• ローカルコンピュータのパブリック IPv4 アドレスへのアウトバウンドトラフィックのみを
許可するには、[My IP] (マイ IP) を選択します。
c.
5.

(オプション) [説明] に、ルールの簡単な説明を入力します。

[変更のプレビュー]、[確認] の順に選択します。

Old console

セキュリティグループにルールを追加するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Security Groups] を選択してセキュリティグループを選びます。

3.

[インバウンド] タブで、[編集] を選択します。

4.

ダイアログで、[Add Rule] を選択し、以下の作業を行います。
• [Type] で、プロトコルを選択します。
• カスタム TCP または UDP プロトコルを選択した場合は、[Port Range] でポートの範囲を指定
します。
• カスタム ICMP プロトコルを選択する場合は、[Protocol] から ICMP タイプ名を選択し、該当す
る場合は、[Port Range] からコード名を選択します。たとえば、pingコマンドを許可する場合
は、プロトコルから[Echo Rリクエスト}を選択します。
• [Source] で、以下のいずれかのオプションを選択します。
• [Custom]: 表示されているフィールドで、CIDR 表記の IP アドレス、CIDR ブロック、または
他のセキュリティグループを指定する必要があります。
• 指定したプロトコルのすべてのトラフィックがインスタンスに到達することを許可するに
は、[任意の場所] を選択します。このオプションでは、送信元として IPv4 の CIDR ブロッ
ク 0.0.0.0/0 が自動的に追加されます。セキュリティグループが、IPv6 が有効な VPC 内にあ
る場合、このオプションでは ::/0 IPv6 CIDR ブロックのためのルールが自動的に追加されま
す。

Warning
[Anywhere] (どこでも) を選択した場合は、すべての IPv4 および IPv6 アドレスが、
指定されたプロトコルを使用してインスタンスにアクセスできるようにします。
ポート 22 (SSH) または 3389 (RDP) にルールを追加する場合は、特定の IP アドレ
スないしアドレス範囲のみに権限を与え、インスタンスにアクセスできるようにし
ます。
• [My IP] (マイ IP): ローカルコンピュータのパブリック IPv4 アドレスを自動的に追加します。
• 説明では、オプションでこのルールの説明を指定できます。
追加できるルールのタイプの詳細については、「さまざまなユースケースのセキュリティグルー
プのルール (p. 1486)」を参照してください。
5.

[Save] を選択します。
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6.

アウトバウンドルールも指定できます。[Outbound] タブで [Edit]、[Add Rule] を選択し、以下の
操作を実行します。
• [Type] で、プロトコルを選択します。
• カスタム TCP または UDP プロトコルを選択した場合は、[Port Range] でポートの範囲を指定
します。
• カスタム ICMP プロトコルを選択する場合は、[Protocol] から ICMP タイプ名を選択し、該当す
る場合は、[Port Range] からコード名を選択します。
• [Destination] で、以下のいずれかのオプションを選択します。
• [Custom]: 表示されているフィールドで、CIDR 表記の IP アドレス、CIDR ブロック、または
他のセキュリティグループを指定する必要があります。
• [Anywhere]: 自動的に 0.0.0.0/0 IPv4 CIDR ブロックを追加します。このオプションでは、す
べての IP アドレスへのアウトバウンドトラフィックが有効になります。
セキュリティグループが、IPv6 に対して有効な VPC にある場合、[任意の場所] オプション
によって 2 つのルールが作成されます。1 つは IPv4 トラフィック (0.0.0.0/0) 用、もう 1 つ
は IPv6 トラフィック (::/0) 用です。
• [My IP] (マイ IP): ローカルコンピュータの IP アドレスを自動的に追加します。
• 説明では、オプションでこのルールの説明を指定できます。

7.

[Save] を選択します。

Command line

セキュリティグループにルールを追加するには
以下のいずれかのコマンドを使用します。
• authorize-security-group-ingress (AWS CLI)
• Grant-EC2SecurityGroupIngress (AWS Tools for Windows PowerShell)

セキュリティグループに 1 つ以上の Egress ルールを追加するには
以下のいずれかのコマンドを使用します。
• authorize-security-group-egress (AWS CLI)
• Grant-EC2SecurityGroupEgress (AWS Tools for Windows PowerShell)

セキュリティグループルールの更新
セキュリティグループルールの更新は、次のいずれかの方法で行うことができます。更新されたルール
は、セキュリティグループに関連付けられているすべてのインスタンスに自動的に適用されます。
New console
コンソールを使用して既存のセキュリティグループルールのプロトコル、ポート範囲、または送信元
または送信先を変更すると、コンソールは既存のルールを削除し、新しいルールを追加します。

セキュリティグループルールを更新するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

3.

セキュリティグループを選択します。
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4.

[Actions] (アクション)、[Edit inbound rules] (インバウンドルールを編集) の順にクリックして、イ
ンバウンドトラフィックのルールを更新するか、[Actions] (アクション)、[Edit outbound rules] (ア
ウトバウンドルールを編集) の順にクリックして、アウトバウンドトラフィックのルールを更新し
ます。

5.

必要に応じてルールを更新します。

6.

[変更のプレビュー]、[確認] の順に選択します。

セキュリティグループルールにタグ付けするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

3.

セキュリティグループを選択します。

4.

[インバウンドルール] または [アウトバウンドルール] タブで、対象となるルールのチェックボッ
クスを選択してから、[タグを管理] をクリックします。

5.

[タグの管理] ページには、ルールに割り当てられているすべてのタグが表示されます。タグを追
加するには、[タグの追加] を選択し、タグのキーと値を入力します。タグを削除するには、削除
するタグの横にある [Remove] を選択します。

6.

[Save changes] を選択します。

Old console
コンソールを使用して既存のセキュリティグループルールのプロトコル、ポート範囲、または送信元
または送信先を変更すると、コンソールは既存のルールを削除し、新しいルールを追加します。

セキュリティグループルールを更新するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

3.

更新するセキュリティグループを選択し、[インバウンド] タブを選択してインバウンドトラ
フィックのルールを更新するか、[アウトバウンド] タブを選択してアウトバウンドトラフィック
のルールを更新します。

4.

[Edit] を選択します。

5.

必要に応じてルールエントリを変更して、[保存] を選択します。

Command line
Amazon EC2 API またはコマンドラインツールを使用して、既存のルールのプロトコル、ポート範
囲、送信元または送信先を変更することはできません。代わりに、既存のルールを削除して新しい
ルールを追加する必要があります。ただし、既存のルールの説明を更新することはできます。

ルールを更新するには
以下のいずれかのコマンドを使用します。
• modify-security-group-rules (AWS CLI)

既存のインバウンドルールの説明を更新するには
以下のいずれかのコマンドを使用します。
• update-security-group-rule-descriptions-ingress (AWS CLI)
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• Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription (AWS Tools for Windows PowerShell)

既存のアウトバウンドルールの説明を更新するには
以下のいずれかのコマンドを使用します。
• update-security-group-rule-descriptions-egress (AWS CLI)
• Update-EC2SecurityGroupRuleEgressDescription (AWS Tools for Windows PowerShell)

セキュリティグループルールにタグ付けするには
以下のいずれかのコマンドを使用します。
• create-tags (AWS CLI)
• New-EC2Tag (AWS Tools for Windows PowerShell)

セキュリティグループからのルールの削除
セキュリティグループからルールを削除すると、その変更内容が自動的にセキュリティグループに関連付
けられているインスタンスに適用されます。
セキュリティグループからのルールの削除は、次のいずれかの方法で行うことができます。
New console

セキュリティグループルールを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

3.

更新するセキュリティグループを選択し、[アクション] を選択してから、[インバウンドのルール
の編集] を選択してインバウンドルールを削除するか、[アウトバウンドのルールの編集] を選択し
てアウトバウンドルールを削除します。

4.

削除するルールの右にある [削除] ボタンを選択します。

5.

[変更のプレビュー]、[確認] の順に選択します。

Old console

セキュリティグループルールを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

3.

セキュリティグループを選択します。

4.

[Inbound] タブ (インバウンドルールの場合) または [Outbound] タブ (アウトバウンドルールの場
合) で、[Edit] を選択します。各ルールの横にある [Delete] (クロスアイコン) を選択します。

5.

[Save] を選択します。

Command line

セキュリティグループから 1 つ以上の Ingress ルールを削除するには
以下のいずれかのコマンドを使用します。
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• revoke-security-group-ingress (AWS CLI)
• Revoke-EC2SecurityGroupIngress (AWS Tools for Windows PowerShell)

セキュリティグループから 1 つ以上の Egress ルールを削除するには
以下のいずれかのコマンドを使用します。
• revoke-security-group-egress (AWS CLI)
• Revoke-EC2SecurityGroupEgress (AWS Tools for Windows PowerShell)

セキュリティグループを削除する
インスタンスに関連付けられているセキュリティグループを削除することはできません。デフォルトセ
キュリティグループを削除することはできません。同じ VPC の他のセキュリティグループのルールによっ
て参照されているセキュリティグループは削除できません。セキュリティグループが独自のいずれかの
ルールで参照されている場合は、セキュリティグループを削除する前に、まずルールを削除する必要があ
ります。
New console

セキュリティグループを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

3.

削除するセキュリティグループを選択し、[アクション]、[セキュリティグループの削除]、[削除]
の順に選択します。

Old console

セキュリティグループを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

3.

セキュリティグループを選択して、[Actions]、[Delete Security Group] を選択します。

4.

[Yes, Delete] を選択します。

Command line

セキュリティグループを削除するには
以下のいずれかのコマンドを使用します。
• delete-security-group (AWS CLI)
• Remove-EC2SecurityGroup (AWS Tools for Windows PowerShell)

インスタンスへのセキュリティグループの割り当て
インスタンスを起動する際に、インスタンスに 1 つ以上のセキュリティグループを割り当てることがで
きます。起動テンプレートでは、1 つ以上のセキュリティグループを指定することもできます。セキュリ
ティグループは、起動テンプレートを使用して起動されるすべてのインスタンスに割り当てられます。
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• インスタンスを起動する際に、インスタンスにセキュリティグループを割り当てるには、「ステップ 6:
セキュリティグループを設定する (p. 533)」を参照してください。
• 起動テンプレートでセキュリティグループを指定するには、定義したパラメータを使用した新しい起動
テンプレートの作成 (p. 536) のステップ 6 を参照してください。

インスタンスのセキュリティグループの変更
インスタンスを起動した後、セキュリティグループを追加または削除することで、セキュリティグループ
を変更できます。

要件
• インスタンスは、running または stopped 状態である必要があります。
• セキュリティグループは VPC に固有です。セキュリティグループを作成した VPC 内起動されている 1
つ以上のインスタンスにセキュリティグループを割り当てることができます。
New console

コンソールを使用してインスタンスのセキュリティグループを変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[アクション]、[セキュリティ]、[セキュリティグループの変更] の順に選
択します。

4.

[関連付けられたセキュリティグループ] で、リストからセキュリティグループを選択し、[セキュ
リティグループを追加] を選択します。
すでに関連付けられているセキュリティグループを削除するには、そのセキュリティグループで
[削除] を選択します。

5.

[Save] を選択します。

Old console

コンソールを使用してインスタンスのセキュリティグループを変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[アクション]、[ネットワーク]、[セキュリティグループの変更] の順に選
択します。

4.

1 つまたは複数のセキュリティグループを追加するには、そのチェックボックスをオンにしま
す。
既に関連付けられているセキュリティグループを削除するには、そのチェックボックスをオフに
します。

5.

[Assign Security Groups] を選択します。

Command line

コマンドラインを使用してインスタンスのセキュリティグループを変更するには
以下のいずれかのコマンドを使用します。
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• modify-instance-attribute (AWS CLI)
• Edit-EC2InstanceAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)

さまざまなユースケースのセキュリティグループの
ルール
セキュリティグループを作成し、そのセキュリティグループに関連付けられたインスタンスのロールを反
映したルールを追加できます。例えば、ウェブサーバーとして構成されているインスタンスには、イン
バウンドの HTTP および HTTPS アクセスを許可するセキュリティグループルールが必要です。同様に、
データベースのインスタンスには、データベースのタイプに対するアクセス (MySQL のポート 3306 での
アクセスなど) を許可するルールが必要です。
以下は、特定の種類のアクセスのセキュリティグループに追加できるルールの種類の例です。
例
• ウェブサーバールール (p. 1486)
• データベースサーバールール (p. 1487)
• コンピュータからのインスタンスへの接続ルール (p. 1488)
• 同じセキュリティグループを持つインスタンスからインスタンスに接続するためのルール (p. 1488)
• Ping/ICMP のルール (p. 1489)
• DNS サーバールール (p. 1489)
• Amazon EFS ルール (p. 1489)
• Elastic Load Balancing ルール (p. 1490)
• VPC ピア接続ルール (p. 1491)

ウェブサーバールール
次のインバウンドルールでは、任意の IP アドレスからの HTTP および HTTPS アクセスを許可しま
す。VPC が IPv6 に対して有効になっている場合、IPv6 アドレスからインバウンド HTTP および HTTPS
トラフィックを制御するルールを追加できます。
プロトコルのタ プロトコル番号 ポート
イプ

送信元 IP

コメント

TCP

6

80 (HTTP)

0.0.0.0/0

任意の IPv4 アドレスからのイン
バウンド HTTP アクセスを許可
します

TCP

6

443 (HTTPS)

0.0.0.0/0

任意の IPv4 アドレスからのイン
バウンド HTTPS アクセスを許可
します

TCP

6

80 (HTTP)

::/0

任意の IPv6 アドレスからのイン
バウンド HTTP アクセスを許可
します

TCP

6

443 (HTTPS)

::/0

任意の IPv6 アドレスからのイン
バウンド HTTPS アクセスを許可
します
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データベースサーバールール
次のインバウンドルールは、インスタンスで実行中のデータベースのタイプに応じて、データベースア
クセス用に追加するルールの例です。Amazon RDS インスタンスの詳細については、Amazon RDS ユー
ザーガイドを参照してください。
ソース IP には、次のいずれかを指定します。
• ローカルネットワークの特定の IP アドレスまたは IP アドレス範囲 (CIDR ブロック表記)
• データベースにアクセスするインスタンスのグループのセキュリティグループ ID

プロトコルのタイ
プ

プロトコル番号

ポート

コメント

TCP

6

1433 (MS SQL)

Amazon RDS インスタンス上な
ど、Microsoft SQL Server データベース
にアクセスするデフォルトのポート

TCP

6

3306 (MYSQL/
Aurora)

Amazon RDS インスタンス上な
ど、MySQL または Aurora データベー
スにアクセスするデフォルトのポート

TCP

6

5439 (Redshift)

Amazon Redshift クラスターデータベー
スにアクセスするデフォルトのポート。

TCP

6

5432
(PostgreSQL)

Amazon RDS インスタンス上な
ど、PostgreSQL データベースにアクセ
スするデフォルトのポート

TCP

6

1521 (Oracle)

Amazon RDS インスタンス上な
ど、Oracle データベースにアクセスす
るデフォルトのポート

必要に応じて、データベースサーバーからのアウトバウンドトラフィックを制限できます。例えば、ソフ
トウェアの更新ではインターネットへのアクセスを許可し、その他のトラフィックはすべて制限すること
ができます。最初に、すべてのアウトバンドトラフィックを許可するデフォルトのアウトバウンドルール
を削除する必要があります。
プロトコルのタ プロトコル番号 ポート
イプ

送信先 IP

コメント

TCP

6

80 (HTTP)

0.0.0.0/0

任意の IPv4 アドレスへのアウト
バウンド HTTP アクセスを許可
します

TCP

6

443 (HTTPS)

0.0.0.0/0

任意の IPv4 アドレスへのアウト
バウンド HTTPS アクセスを許可
します

TCP

6

80 (HTTP)

::/0

(IPv6 が有効な VPC のみ) 任意の
IPv6 アドレスへのアウトバウン
ド HTTP アクセスを許可します

TCP

6

443 (HTTPS)

::/0

(IPv6 が有効な VPC のみ)、任意
の IPv6 アドレスへのアウトバウ
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プロトコルのタ プロトコル番号 ポート
イプ

送信先 IP

コメント
ンド HTTPS アクセスを許可しま
す

コンピュータからのインスタンスへの接続ルール
インスタンスに接続するには、セキュリティグループに SSH アクセス (Linux インスタンスの場合) または
RDP アクセス (Windows インスタンスの場合) を許可するインバウンドルールが必要です。
プロトコルのタイ
プ

プロトコル番号

ポート

送信元 IP

TCP

6

22 (SSH)

ローカルコンピュータのパブリック
IPv4 アドレス、またはローカルネット
ワークの IP アドレスの範囲。VPC が
IPv6 に対して有効で、インスタンスに
IPv6 アドレスがある場合、IPv6 アドレ
スまたは範囲を入力できます。

TCP

6

3389 (RDP)

ローカルコンピュータのパブリック
IPv4 アドレス、またはローカルネット
ワークの IP アドレスの範囲。VPC が
IPv6 に対して有効で、インスタンスに
IPv6 アドレスがある場合、IPv6 アドレ
スまたは範囲を入力できます。

同じセキュリティグループを持つインスタンスからインスタンス
に接続するためのルール
同じセキュリティグループに関連付けられたインスタンスが相互に通信できるようにするには、そのため
のルールを明示的に追加する必要があります。

Note
ミドルボックスアプライアンスを介して異なるサブネット内の 2 つのインスタンス間のトラ
フィックを転送するようにルートを設定するには、両方のインスタンスのセキュリティグループ
でインスタンス間のトラフィックがフローできるようにする必要があります。各インスタンスの
セキュリティグループは、他のインスタンスのプライベート IP アドレス、または他のインスタン
スを含むサブネットの CIDR 範囲を送信元として参照する必要があります。他のインスタンスの
セキュリティグループを送信元として参照する場合、インスタンス間のトラフィックは許可され
ません。
次の表は、関連付けられたインスタンスの相互通信を可能にするセキュリティグループのインバウンド
ルールを示します。このルールでは、すべてのタイプのトラフィックが許可されます。
プロトコルのタイ
プ

プロトコル番号

ポート

送信元 IP

-1 (すべて)

-1 (すべて)

-1 (すべて)

セキュリティグループの ID、または
他のインスタンスを含むサブネットの
CIDR 範囲 (注を参照)。
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Ping/ICMP のルール
ping コマンドは、ICMP トラフィックの一種です。インスタンスに ping を実行するには、次のインバウン
ド ICMP ルールを追加する必要があります。
プロトコルのタ プロトコル番号 ICMP タイプ
イプ

ICMP コード

送信元 IP

ICMP

該当なし

ローカルコンピュータのパブ
リック IPv4 アドレス、または
ローカルネットワークの IPv4 ア
ドレスの範囲

1

8 (Echo Rクエ
スト)

ping6 コマンドを使用してインスタンスの IPv6 アドレスに ping を実行するには、次のインバウンド
ICMPv6 ルールを追加する必要があります。
プロトコルのタ プロトコル番号 ICMP タイプ
イプ

ICMP コード

送信元 IP

ICMPv6

0

コンピュータの IPv6 アドレス、
またはローカルネットワークの
IPv6 アドレスの範囲

58

128 (Echo Rク
エスト

DNS サーバールール
DNS サーバーとして EC2 インスタンスをセットアップした場合、TCP および UDP のトラフィックが
ポート 53 経由で DNS サーバーに到達できるようにする必要があります。
ソース IP には、次のいずれかを指定します。
• ネットワークの IP アドレスまたは IP アドレス範囲 (CIDR ブロック表記)
• ネットワークで、DNS サーバーにアクセスする必要がある一連のインスタンスのセキュリティグループ
の ID

プロトコルのタイプ

プロトコル番号

ポート

TCP

6

53

UDP

17

53

Amazon EFS ルール
Amazon EC2 インスタンスで Amazon EFS ファイルシステムを使用している場合、Amazon EFS マウン
トターゲットに関連付けるセキュリティグループは、NFS プロトコル経由のトラフィックを許可する必要
があります。
プロトコル
のタイプ

プロトコル
番号

ポート

送信元 IP

コメント

TCP

6

2049 (NFS)

セキュリティグループの ID

このセキュリティグループ
に関連付けられたリソース
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プロトコル
のタイプ

プロトコル
番号

ポート

送信元 IP

コメント
(マウントターゲットを含む)
からのインバウンド NFS ア
クセスを許可します。

Amazon EC2 インスタンスに Amazon EFS ファイルシステムをマウントするには、インスタンスに接続す
る必要があります。したがって、インスタンスに関連付けられているセキュリティグループには、ローカ
ルコンピュータまたはローカルネットワークからのインバウンド SSH を許可するルールが必要です。
プロトコル
のタイプ

プロトコル
番号

ポート

送信元 IP

コメント

TCP

6

22 (SSH)

ローカルコンピュータの IP
アドレス範囲、またはネッ
トワークの IP アドレス範囲
(CIDR ブロック表記)。

ローカルコンピュータから
のインバウンド SSH アクセ
スを許可します。

Elastic Load Balancing ルール
ロードバランサーを使用している場合、ロードバランサーに関連付けられたセキュリティグループには、
インスタンスやターゲットとの通信を許可するルールが必要です。
インバウンド
プロトコルのタイ
プ

プロトコル番号

ポート

送信元 IP

コメント

TCP

6

The listener port

インターネット
向けロードバラ
ンサーの場合:
0.0.0.0/0 (すべての
IPv4 アドレス)

Allow inbound
traffic on the load
balancer listener
port.

内部ロードバラン
サーの場合: VPC
の IPv4 CIDR ブ
ロック
アウトバウンド
プロトコルのタイ
プ

プロトコル番号

ポート

送信先 IP

コメント

TCP

6

The instance
listener port

The ID of the
instance security
group

Allow outbound
traffic to instances
on the instance
listener port.

TCP

6

The health check
port

The ID of the
instance security
group

Allow outbound
traffic to instances
on the health
check port.
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インスタンスのセキュリティグループルールは、リスナーポートとヘルスチェックポートの両方でインス
タンスと通信することをロードバランサーに許可する必要があります。
インバウンド
プロトコルのタイ
プ

プロトコル番号

ポート

送信元 IP

コメント

TCP

6

The instance
listener port

ロードバランサー
のセキュリティグ
ループの ID

Allow traffic from
the load balancer
on the instance
listener port.

TCP

6

The health check
port

The ID of the load
balancer security
group

Allow traffic from
the load balancer
on the health
check port.

詳細については、「Classic Load Balancer 用ユーザーガイド」の「Classic Load Balancer のセキュリティ
グループの設定」または「Application Load Balancer 用ユーザーガイド」の「Application Load Balancer
のセキュリティグループ」を参照してください。

VPC ピア接続ルール
VPC セキュリティグループのインバウンドルールまたはアウトバウンドルールを更新して、ピアリング接
続 VPC のセキュリティグループを参照できます。これにより、トラフィックはピア VPC の参照されるセ
キュリティグループに関連付けられたインスタンスに出入りできます。VPC ピア接続のセキュリティグ
ループを設定する方法の詳細については、「セキュリティグループの更新によるピア VPC グループの参
照」を参照してください。

インターフェイス VPC エンドポイントを使用して
Amazon EC2 にアクセスします。
VPC と Amazon EC2 の間にプライベート接続を作成することで、VPC のセキュリティ体制を向上させる
ことができます。インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、または AWS Direct Connect
接続を使用せずに、VPC 内にあるかのように Amazon EC2 にアクセスできます。VPC のインスタンス
は、パブリック IP アドレスがなくても Amazon EC2 にアクセスできます。
詳細については、「AWS PrivateLink Guide (AWS PrivateLink ガイド)」の「Access an AWS のサービス
using an interface VPC endpoint (インターフェイス VPC エンドポイントを使用して にアクセスする)」を
参照してください。
目次
• インターフェイス VPC エンドポイントを作成する (p. 1491)
• エンドポイントポリシーを作成する (p. 1492)

インターフェイス VPC エンドポイントを作成する
以下のサービス名を使用して、Amazon EC2 のインターフェイス エンドポイントを作成します。
• com.amazonaws.region.ec2 — Amazon EC2 API アクションのエンドポイントを作成します。
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詳細については、[AWS PrivateLink Guide] (ガイド) の[Access an AWS のサービス using an interface VPC
endpoint] (インターフェイス VPC エンドポイントを使用した へのアクセス) を参照してください。

エンドポイントポリシーを作成する
エンドポイントポリシーは、インターフェイスエンドポイントにアタッチできる IAM リソースです。デ
フォルトのエンドポイントポリシーでは、インターフェイスエンドポイント経由での Amazon EC2 API へ
のフルアクセスが許可されています。VPC から Amazon EC2 API へのアクセス許可をコントロールする
には、カスタムエンドポイントポリシーをインターフェイスエンドポイントにアタッチします。
エンドポイントポリシーは、以下の情報を指定します。
• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。

Important
デフォルト以外のポリシーが Amazon EC2 のインターフェイス VPC エンドポイントに適用され
ると、RequestLimitExceeded からの失敗したリクエストなど、特定の失敗した API リクエス
トが AWS CloudTrail または Amazon CloudWatch にログ記録されない場合があります。
詳細については、[AWS PrivateLink Guide] (ガイド) の[Control access to services using endpoint policies]
(エンドポイントポリシーを使用してサービスへのアクセスをコントロール) を参照してください。
次の例は、暗号化されていないボリュームを作成したり、暗号化されていないボリュームでインスタンス
を起動したりするアクセス許可を拒否する VPC エンドポイントポリシーを示しています。このポリシー例
では、他のすべての Amazon EC2 のアクションを実行するアクセス許可も付与しています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "ec2:*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Principal": "*"
},
{
"Action": [
"ec2:CreateVolume"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": "*",
"Principal": "*",
"Condition": {
"Bool": {
"ec2:Encrypted": "false"
}
}
},
{
"Action": [
"ec2:RunInstances"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": "*",
"Principal": "*",
"Condition": {
"Bool": {
"ec2:Encrypted": "false"

1492

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
設定管理

}

}]

}

}

Amazon EC2 での設定管理
Amazon マシンイメージ (AMI) は、Amazon EC2 インスタンスの初期設定を提供します。これに
は、Windows OS とオプションの顧客固有のカスタマイズ (アプリケーションやセキュリティ管理など) が
含まれます。カスタマイズされたセキュリティ設定ベースラインを含む AMI カタログを作成することで、
すべての Windows インスタンスが標準のセキュリティ管理を使用して起動されるようにします。セキュリ
ティベースラインは、AMI にベイクしたり、EC2 インスタンスの起動時に動的にブートストラップされる
ようにしたり、AWS Service Catalog ポートフォリオを介して一様に配布される製品としてパッケージ化
したりすることができます。AMI のセキュリティ保護の詳細については、「AMI 構築のベストプラクティ
ス」を参照してください。
各 Amazon EC2 インスタンスは、組織のセキュリティ標準に準拠する必要があります。不要な Windows
のロールや機能をインストールしないでください。また、悪意のあるコードから保護するソフトウェア
(ウイルス対策、マルウェア対策、エクスプロイト緩和)、ホストの整合性をモニタリングするソフトウェ
ア、侵入検知を実行するソフトウェアをインストールしてください。OS のセキュリティ設定をモニタリ
ングおよび維持し、重要な OS ファイルの整合性を保護し、セキュリティベースラインからの逸脱につ
いて警告するように、セキュリティソフトウェアを設定します。Microsoft や Center for Internet Security
(CIS)、米国国立標準技術研究所 (NIST) が公開している推奨セキュリティ設定ベンチマークの実装を検
討してください。特定のアプリケーションサーバーに、他の Microsoft ツール (Best Practice Analyzer for
SQL Server など) を使用することを検討してください。
AWS ユーザーは、Amazon Inspector 評価を実行して、Amazon EC2 インスタンスにデプロイされたアプ
リケーションのセキュリティとコンプライアンスを向上させることもできます。Amazon Inspector は、ア
プリケーションの脆弱性やベストプラクティスからの逸脱を自動的に評価します。また、一般的なセキュ
リティコンプライアンス標準 (PCI DSS など) と脆弱性定義にマッピングされた数百のルールのナレッジ
ベースを含みます。組み込みルールの一例として、リモートルートログインが有効になっているかどうか
や、脆弱なソフトウェアバージョンがインストールされているかどうかを確認するものがあります。これ
らのルールは AWS のセキュリティ調査担当者が定期的に更新しています。

Amazon EC2 での更新管理
弊社は、EC2 インスタンスのオペレーティングシステムやアプリケーションに対するパッチ適用やそれら
の更新およびセキュリティ確保を定期的に行うよう推奨しています。AWS Systems Managerパッチマネー
ジャーを使うと、オペレーティングシステムとアプリケーションの双方に関するセキュリティ関連更新の
インストールプロセスを自動化できます。代わりに、アプリケーションベンダーが提供している、自動更
新サービスまたは推奨更新インストールプロセスを使用することもできます。
Windows Server を実行している Amazon EC2 インスタンスで Windows Update を設定する必要がありま
す。デフォルトでは、AWS が提供する AMI では Windows の更新プログラムを受信しません。詳細につい
ては、「Amazon EC2 で実行する Windows のベストプラクティス (p. 18)」を参照してください。
Windows Server を実行している最新の Amazon EC2 AMI のリストについては、「AWS Windows AMI
バージョンの詳細」を参照してください。

Amazon EC2 での変更管理
最初のセキュリティベースラインが起動時に Amazon EC2 インスタンスに適用された後、仮想マシンの
セキュリティを維持するように、Amazon EC2 の進行中の変更を制御します。AWS リソース (セキュリ
ティグループ、ルートテーブル、ネットワーク ACL など) に対する変更、OS およびアプリケーション設
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定 (Windows またはアプリケーションパッチ、ソフトウェアアップグレード、設定ファイルなど) に対する
変更を承認して組み込むための、変更管理プロセスを確立します。
AWS には、AWS リソース (AWS CloudTrail、AWS Config、AWS CloudFormation、AWS Elastic
Beanstalk など) と AWS OpsWorks に対する変更、Systems Center Operations Manager と System
Center Virtual Machine Manager の管理パックに対する変更を管理するのに役立ついくつかのツールが
用意されています。Microsoft から毎週火曜日に (場合によっては毎日) Windows パッチがリリースさ
れ、AWS は、そのリリースから 5 日以内に、AWS が管理するすべての Windows AMI を更新します。し
たがって重要になるのは、すべてのベースライン AMI に継続的にパッチを適用し、最新の AMI ID で AWS
CloudFormation テンプレートと Auto Scaling グループ設定を更新し、インスタンスのパッチ管理の実行を
自動化するツールを実装することです。
Microsoft は、Windows OS およびアプリケーションの変更を管理するためのいくつかのオプションを提
供しています。例えば、SCCM はライフサイクル全体の環境の変更に対応しています。ビジネスの要件に
応じて、変更がアプリケーション SLA、容量、セキュリティ、災害対策手順に与える影響を制御するツー
ルを選択します。手動の変更を避け、代わりに自動設定管理ソフトウェアやコマンドラインツール (EC2
Run Command や Windows PowerShell など) を活用して、スクリプト化された繰り返し可能な変更プロセ
スを実装します。この要件を満たすのに役立つように、Windows インスタンスに対するすべての操作の拡
張ログ記録が有効になっている踏み台ホストを使用して、すべてのイベントとタスクが自動的に記録され
るようにします。

Amazon EC2 のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査人は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA など複数の AWS コンプライアンス プロ
グラムのパートとして、AWS のサービス のセキュリティとコンプライアンスを評価します。
その他の AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、
「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービスを選択してください。一
般的な情報については、「AWS コンプライアンスプログラム」「」「」を参照してください。
AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。
AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。
• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。
• 「Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services」(アマゾン ウェブ サー
ビスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ) – このホワイトペーパー
は、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説明しています。

Note
すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。
• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、お客様の業界と
拠点に適用されるものである場合があります。
• 「AWS Config デベロッパーガイド」の「ルールでのリソースの評価」 — AWS Config のサービスで
は、自社のプラクティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価し
ます。
• AWS Security Hub — この AWS のサービス では、AWS 内のセキュリティ状態が包括的に示されてお
り、セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠の確認に役立ちます。
• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。
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Amazon EC2セキュリティ技術導入ガイド (STIG、Security Technical Implementation Guide) のコン
プライアンス基準を満たすのに役立つ、Microsoft Windows Server 向けの Amazon マシンイメージ
(AMI、Amazon Machine Image) を提供します。この AMI には、STIG のコンプライアンス基準が満たさ
れるようなデプロイを始めるのに役立つ多くの STIG 基準が事前設定されています。詳細については、
「STIG コンプライアンスのための Amazon EC2 Windows Server AMI (p. 55)」を参照してください。

Amazon EC2 での監査と説明責任
AWS CloudTrail、AWS Config、AWS Config Rules には、AWS リソースの変更を監査するための監査
および変更追跡機能が用意されています。ローカルログファイルを一元ログ管理システムに送信し、セ
キュリティおよび運用動作分析のためにログデータを保存するように、Windows イベントログを設定し
ます。Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) は、Windows インスタンスにデプロイさ
れた Microsoft アプリケーションに関する情報を集計し、事前設定されたカスタムルールセットをアプ
リケーションのロールとサービスに基づいて適用します。System Center Management Pack は SCOM
に基づいて構築され、アプリケーション固有のモニタリングと設定のガイダンスを提供します。これら
の Management Pack は、Windows Server Active Directory、SharePoint Server 2013、Exchange Server
2013、Lync Server 2013、SQL Server 2014 など多くのサーバーとテクノロジーをサポートしていま
す。Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 用の AWS Management Pack および Microsoft
System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 用の Systems Manager は、Microsoft Systems Center
と統合され、オンプレミス環境と AWS 環境を一緒にモニタリングおよび管理するのに役立ちます。
顧客は、Microsoft システム管理ツールに加えて、Amazon CloudWatch を使用して、インスタンスの CPU
使用率、ディスクパフォーマンス、ネットワーク I/O をモニタリングし、ホストおよびインスタンスのス
テータスチェックを実行できます。EC2Config および EC2Launch サービスでは、Windows インスタン
スのその他の高度な機能にアクセスできます。例えば、Windows システム、セキュリティ、アプリケー
ション、インターネットインフォメーションサービス (IIS) のログを CloudWatch Logs にエクスポート
し、Amazon CloudWatch メトリクスおよびアラームと統合できます。顧客は、Windows パフォーマンス
カウンターを Amazon CloudWatch カスタムメトリクスにエクスポートするスクリプトを作成することも
できます。

NitroTPM
Nitro Trusted Platform Module (NitroTPM) は、AWS Nitro System によって提供され TPM 2.0 仕様に準拠
した仮想デバイスです。インスタンスの認証に使用されるアーティファクト (パスワード、証明書、暗号
化キーなど) を安全に保存します。NitroTPM は、キーを生成し、暗号化機能 (ハッシング、署名、暗号
化、復号化など) に使用できます。
NitroTPM は、測定されたブートを提供します。これは、ブートローダーとオペレーティングシステムがす
べてのブートバイナリの暗号化ハッシュを作成し、それらを NitroTPM 内部プラットフォーム構成レジス
タ (PCR) の以前の値と組み合わせるプロセスです。測定されたブートを使用することで、NitroTPM から
署名された PCR 値を取得し、それらを使用してインスタンスのブートソフトウェアの整合性をリモート
エンティティに証明することができます。これは、リモート認証と呼ばれます。
NitroTPM を使用することで、キーおよびシークレットに特定の PCR 値をタグ付けできるため、PCR の
値、つまりインスタンスの整合性が変更された場合にそれらにアクセスすることはできません。この特別
な形式の条件付きアクセスは、封印および開封と呼ばれます。BitLocker などのオペレーティングシステム
のテクノロジーは、NitroTPM を使用してドライブの復号化キーを封印し、オペレーティングシステムが正
しく起動し、正常な状態である場合にのみドライブを復号化できます。
NitroTPM を使用するには、NitroTPM サポート用に設定された Amazon マシンイメージ (AMI) (p. 21) を選
択してから、AMI を使用して Nitro ベースのインスタンス (p. 201)を起動する必要があります。Amazon の
ビルド済みの AMI を選択するか、自分で作成することができます。
コスト

1495

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
考慮事項

NitroTPM を使用しても追加コストはかかりません。お客様は、使用した基本リソースに対してのみ、料金
を支払います。
トピック
• 考慮事項 (p. 1496)
• Windows インスタンスを起動する前提条件 (p. 1496)
• AMI が NitroTPM に対して有効になっているかどうかを確認する (p. 1497)
• インスタンスでの NitroTPM の使用を有効または停止する (p. 1498)

考慮事項
以下の考慮事項は、NitroTPM を使用する場合に適用されます。
• NitrotPM ベースキーで暗号化された BitLocker ボリュームは、オリジナルインスタンスでのみ使用でき
ます。
• NitroTPM 状態は Amazon EBS スナップショット (p. 1555)には含まれていません。
• NitroTPM 状態は VM Import/Export イメージには含まれていません。
• NitroTPM サポートは、AMI の作成時に tpm-support パラメーターに v2.0 値を指定することで有効
になります。AMI を使用してインスタンスを起動すると、インスタンスの属性を変更することはできま
せん。NitroTPM を使用したインスタンスでは、ModifyInstanceAttribute API をサポートしていません。
• NitroTPM を設定した AMI の作成は、AWS CLI で RegisterImage API を使用した場合のみ可能
で、Amazon EC2 コンソールではできません。
• NitroTPM は、Outposts ではサポートされていません。
• NitroTPMは、ローカルゾーン、または Wavelength Zone ではサポートされていません。

Windows インスタンスを起動する前提条件
NitroTPM を有効にした Windows インスタンスを起動するには、以下の前提条件を設定する必要があり
ます。Windowsインスタンスを起動するための前提条件については、「」「Windows インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイド」の「」「前提条件」を参照してください。
AMI
NitroTPM が有効な AMI が必要です。
以下の Windows AMI は、Microsoftキーで NitroTPM および UEFI Secure Boot を有効にするように事
前設定されています。
• TPM-Windows_Server-2022-English-Full-Base
• TPM-Windows_Server-2022-English-Core-Base
• TPM-Windows_Server-2019-English-Full-Base
• TPM-Windows_Server-2019-English-Core-Base
• TPM-Windows_Server-2016-English-Full-Base
• TPM-Windows_Server-2016-English-Core-Base
現在、import-image コマンドを使用した NitroTPM での Windows の取り込みはサポートしていませ
ん。
オペレーティングシステム
AMI には、TPM 2.0 Command Response Buffer (CRB) ドライバーを搭載したオペレーティングシス
テムが含まれている必要があります。TPM-Windows_Server-2022-English-Full-Base など、現在のほ
とんどのオペレーティングシステムには、TPM 2.0 CRB ドライバーが含まれています。
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サポートされている仮想インスタンスタイプ:
C5、C5a、C5ad、C5d、C5n、C6i、D3、D3en、G4dn、G5、Hpc6a、I3en、I4i、Inf1、M5、M5a、M5ad、M5d
まもなくサポートされるようになるインスタンスタイプ: C6a、G4ad、P3dn、T3、T3a
サポートされていないインスタンスタイプ: Graviton (すべての世代)、Xen、Mac、ベアメタルインス
タンス
UEFI ブートモード
NitroTPM では、インスタンスが UEFI ブートモードで実行されている必要があります。そのために
は、AMI が UEFI ブートモード用に設定されている必要があります。詳細については、「UEFI Secure
Boot (p. 30)」を参照してください。

AMI が NitroTPM に対して有効になっているかどうか
を確認する
describe-images または describe-image-attributes を使用して、AMI が NitroTPM に対して有
効になっているかどうかを検証します。
describe-images を使用して AMI が NitroTPM に対して有効になっているかどうかを確認する
describe-images コマンドを使用して、AMI の ID を指定します。
aws ec2 describe-images --image-ids ami-0123456789example

NitroTPM が AMI に対して有効になっている場合、"TpmSupport": "v2.0" が出力に表示されます。
{

}

"Images": [
{
...
"BootMode": "uefi",
...
"TpmSupport": "v2.0"
}
]

describe-image-attribute を使用して AMI が NitroTPM に対して有効になっているかどうかを確認
する
describe-image-attribute コマンドを使用して、attribute パラメータを tpmSupport 値で指定します。

Note
describe-image-attribute を呼び出すには、AMI の所有者である必要があります。
aws ec2 describe-image-attribute \
--region us-east-1 \
--image-id ami-0123456789example \
--attribute tpmSupport

AMI に対して NitroTPM が有効になっている場合、TpmSupport 値は "v2.0" です。describe-imageattribute は、リクエストで指定された属性のみを返すことに注意してください。
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{

}

"ImageId": "ami-0123456789example",
"TpmSupport": {
"Value": "v2.0"
}

インスタンスでの NitroTPM の使用を有効または停止
する
NitroTPM サポートが有効になっている AMI からインスタンスを起動した場合、インスタンスは NitroTPM
を有効にして起動します。NitroTPM の使用を停止するようにインスタンスを設定できます。インスタンス
が NitroTPM に対して有効であるかどうかを確認できます。
トピック
• NitroTPM を有効にしてインスタンスを起動する (p. 1498)
• インスタンスでの NitroTPM の使用を停止する (p. 1498)
• NitroTPM がインスタンス内でアクセス可能かどうかを検証する (p. 1498)

NitroTPM を有効にしてインスタンスを起動する
前提条件 (p. 1496)を使用してインスタンスを起動すると、インスタンスで NitroTPM が自動的に有効にな
ります。NitroTPM は、起動時にインスタンスでのみ有効にできます。インスタンスの起動方法についての
詳細は、インスタンスの起動 (p. 515) を参照してください。

インスタンスでの NitroTPM の使用を停止する
NitroTPM を有効にしてインスタンスを起動した後、インスタンスの NitroTPM を無効にすることはできま
せん。ただし、次のツールを使用して、インスタンスで TPM 2.0 デバイスドライバーを無効にすること
で、NitroTPM の使用をオペレーティングシステムで停止するよう設定できます。
• Windows の場合は、TPM 管理コンソール tpm.msc を使用してください。
デバイスドライバーを無効化する方法の詳細については、オペレーティングシステムのドキュメントを参
照してください。

NitroTPM がインスタンス内でアクセス可能かどうかを検証する
AWS CLI を使用してインスタンスが NitroTPM サポートに対して有効になっているかどうかを検証する
describe-instances AWS CLI コマンドを使用して、インスタンス ID を指定します。現時点では、Amazon
EC2 コンソールには TpmSupport フィールドは表示されません。
aws ec2 describe-instances --instance-ids i-0123456789example

NitroTPM サポートがインスタンスに対して有効になっている場合、"TpmSupport": "v2.0" が出力に
表示されます。
"Instances": {
"InstanceId":"0123456789example",
"InstanceType":"c5.large",
...
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"BootMode": "uefi",
"TpmSupport": "v2.0"
...
}

NitroTPM が Amazon EC2 Windows インスタンス内でアクセス可能かどうかを検証するには
1.
2.

3.

EC2 Windows インスタンスに接続します。
インスタンスで、tpm.msc プログラムを実行します。
[TPM Management on Local Computer] (ローカルコンピュータでの TPM 管理) ウィンドウが開きま
す。
[TPM Manufacturer Information] (TPM 製造元の情報) フィールドをチェックします。フィールドに
は、製造元の名前とインスタンスの NitroTPM バージョンが含まれます。
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ストレージ
Amazon EC2 にはインスタンスを格納するための、柔軟で使いやすく、コスト効率の良いデータストレー
ジオプションが用意されています。各オプションは独自のパフォーマンスと耐久性を備えています。これ
らのストレージオプションは、要件に応じて個別に使用することも、組み合わせて使用することもできま
す。
このセクションを読むことで、Amazon EC2 がサポートするデータストレージオプションを使用して、
特定の要件に対応する方法を十分に理解できるようになるはずです。例えば、次のようなストレージオプ
ションがあります。
• Amazon Elastic Block Store (p. 1501)
• Amazon EC2 インスタンスストア (p. 1793)
• Amazon EC2 での Amazon S3 の使用 (p. 1809)
各ストレージオプションとインスタンスの関係を下の図に示します。

Amazon EBS
Amazon EBS は、実行中のインスタンスにアタッチできる、堅牢なブロックレベルのストレージボリュー
ムを提供します。この Amazon EBS は、細かな更新を頻繁に行う必要があるデータを対象とした主要スト
レージデバイスとして使用できます。例えば、インスタンスでデータベースを実行するときに、Amazon
EBS をストレージオプションとして使用することをお勧めします。
EBS ボリュームは、1 つのインスタンスにアタッチできる、未加工、未フォーマットの外部ブロックデバ
イスのように動作します。これらのボリュームは、インスタンスの運用状況から独立した永続性を持ちま
す。インスタンスにアタッチした後の EBS ボリュームは、他の物理ハードドライブと同じように使用で
きます。前の図に示したように、複数のボリュームをインスタンスにアタッチできます。1 つのインスタ
ンスから EBS ボリュームをデタッチし、別のインスタンスにアタッチできます。インスタンスにアタッ
チされているボリュームの設定は動的に変更できます。EBS ボリュームは、Amazon EBS 暗号化 機能を
使って、暗号化されたボリュームとして作成することもできます。詳細については、「Amazon EBS 暗号
化 (p. 1719)」を参照してください。
データのバックアップコピーを保持するには、EBS ボリュームのスナップショットを作成して Amazon
S3 に保存します。スナップショットから EBS ボリュームを作成して、別のインスタンスにアタッチする
こともできます。詳細については、「Amazon Elastic Block Store (p. 1501)」を参照してください。
Amazon EC2 インスタンスストア
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多くのインスタンスは、ホストコンピュータに物理的にアタッチされたディスクからストレージにアクセ
スできます。このディスクストレージは、インスタンスストアと呼ばれます。インスタンスストアは、
インスタンス用のブロックレベルの一時ストレージを提供します。インスタンスストアボリュームのデー
タは、関連するインスタンスの存続中にのみ保持されます。インスタンスを停止、休止、または終了する
と、インスタンスストアボリュームのすべてのデータが失われます。詳細については、「Amazon EC2 イ
ンスタンスストア (p. 1793)」を参照してください。
Amazon S3
Amazon S3 により、低コストで信頼性に優れたデータストレージインフラストラクチャが実現します。
ウェブスケールのコンピューティングをさらに簡単に行えるように設計されており、Amazon EC2 内
から、またはウェブ上のどこからでも、いつでも必要な量だけデータを格納および取得できます。例え
ば、Amazon S3 を使用して、データとアプリケーションのバックアップコピーを保存することができま
す。Amazon EC2 は、Amazon S3 を使用して EBS スナップショットと Instance Store-Backed AMI を保
存します。詳細については、「Amazon EC2 での Amazon S3 の使用 (p. 1809)」を参照してください。
ストレージの追加
AMI からインスタンスを起動するたびに、そのインスタンス用のルートストレージデバイスが作成されま
す。ルートストレージデバイスには、インスタンスの起動に必要な情報すべてが含まれます。AMI を作成
するとき、またはブロックデバイスマッピングを使用してインスタンスを起動するときに、ルートデバイ
スボリュームの他にストレージボリュームを指定できます。詳細については、「ブロックデバイスマッピ
ング (p. 1822)」を参照してください。
実行中のインスタンスに EBS ボリュームをアタッチすることもできます。詳細については、「インスタン
スへの Amazon EBS ボリュームのアタッチ (p. 1530)」を参照してください。
ストレージ料金表
ストレージ料金については、AWS 料金を開き、[Services Pricing] (サービス料金表) までスクロールダウン
して [Storage] (ストレージ) を選択します。その後、ストレージオプションを選択し、そのストレージオプ
ションの料金ページを開きます。ストレージのコストの見積もりについては、AWS 料金計算ツールをご参
照ください。

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、EC2 インスタンスで使用するためのブロックレベルのス
トレージボリュームを提供します。EBS ボリュームの動作は、未初期化のブロックデバイスに似ていま
す。これらのボリュームは、デバイスとしてインスタンスにマウントできます。インスタンスにアタッチ
した EBS ボリュームは、インスタンスの有効期間とは無関係に存続するストレージボリュームとして公開
されます。これらのボリューム上にファイルシステムを構築できます。または、これらのボリュームをブ
ロックデバイス (ハードドライブなど) を使用する場合と同じ方法で使用できます。インスタンスにアタッ
チされているボリュームの設定は動的に変更できます。
データにすばやくアクセスする必要があり、データを長期に保持する必要がある場合は、Amazon EBS を
お勧めします。EBS ボリュームは、ファイルシステムの主要ストレージやデータベースとしての使用に特
に適しています。また、きめ細かい更新が必要なアプリケーションや、raw で初期化されていないブロッ
クレベルのストレージにアクセスする必要があるアプリケーションにも適しています。Amazon EBS は、
ランダムな読み取りまたは書き込みに依存する、データベーススタイルのアプリケーションと、長時間の
連続読み取りまたは書き込みを実行する、スループットが高いアプリケーションの、両方に適していま
す。
Amazon EBS については、お客様が利用された分のみのお支払いとなります。Amazon EBS の料金の詳細
については、Amazon Elastic Block Store ページの概算費用のセクションを参照してください。
コンテンツ
• Amazon EBS の機能 (p. 1502)
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• Amazon EBS ボリューム (p. 1503)
• Amazon EBS スナップショット (p. 1555)
• Amazon Data Lifecycle Manager (p. 1656)
• Amazon EBS データサービス (p. 1706)
• Windows インスタンスの Amazon EBS および NVMe (p. 1736)
• Amazon EBS 最適化インスタンスを使用する (p. 1738)
• Windows インスタンスでの Amazon EBS ボリュームのパフォーマンス (p. 1761)
• Amazon EBS の Amazon CloudWatch メトリクス (p. 1776)
• EventBridge for Amazon EBS (p. 1782)
• Amazon EBS のクォータ (p. 1793)

Amazon EBS の機能
• 特定のアベイラビリティーゾーンで EBS ボリュームを作成し、その同じアベイラビリティーゾーンの
インスタンスにアタッチします。アベイラビリティーゾーンの外部でボリュームを使用できるようにす
るには、スナップショットを作成し、そのスナップショットをそのリージョン内の新しいボリュームに
復元できます。スナップショットをその他のリージョンにコピーしてから、そのリージョン内の新しい
ボリュームに復元できるので、地理的な拡大やデータセンターの移行、災害復旧などで、複数の AWS
リージョンをより容易に活用できます。
• Amazon EBS には、汎用 SSD、プロビジョンド IOPS SSD、スループット最適化 HDD、Cold HDD の
ボリュームタイプが用意されています。詳細については、「EBS ボリュームの種類 (p. 1506)」を参照
してください。
ボリュームタイプ別のパフォーマンスとユースケースの概要は以下のとおりです。
• 汎用 SSD ボリューム (gp2 および gp3) は、さまざまなトランザクションワークロードに対して、料
金とパフォーマンスのバランスをとります。このボリュームは、ブートボリューム、中規模のシング
ルインスタンスデータベース、開発環境やテスト環境などのユースケースに適しています。
• プロビジョンド IOPS SSD (io1 および io2) は、ランダムアクセス I/O スループットにおけるスト
レージパフォーマンスと整合性が重要な、I/O 集約型ワークロードのニーズを満たすように設計されて
います。これらは、ボリュームの作成時に指定する、一貫した IOPS レートを提供します。これによ
り、インスタンスあたり何万単位の IOPS まで拡張できます。さらに、io2 ボリュームは最高レベルの
ボリューム耐久性を提供します。
• スループット最適化 HDD ボリューム (st1) は、IOPS ではなくスループットでパフォーマンスを示
す、低コストの磁気ストレージに使用できます。これらボリュームは、Amazon EMR、ETL、データ
ウェアハウス、ログ処理など、サイズの大きなシーケンシャルワークロードに適しています。
• Cold HDD ボリューム (sc1) は、IOPS ではなくスループットでパフォーマンスを示す、低コストの
磁気ストレージに使用できます。これらのボリュームは、サイズのコールドデータのシーケンシャル
ワークロードに適しています。データへのアクセス頻度が低くて、コストを削減したい場合は、これ
らのボリュームを安価なブロックストレージとして使用できます。
• EBS ボリュームを暗号化された ボリュームとして作成することで、規制/監査されるデータとアプリ
ケーションの保管時の広範な暗号化要件に対応できます。暗号化の対象となる EBS ボリュームを作成
し、サポートされているインスタンスタイプに関連付けると、そのボリュームに保管されるデータ、そ
のボリュームとのディスク I/O、そのボリュームから作成されたスナップショットは、すべて暗号化さ
れます。暗号化は EC2 インスタンスをホストするサーバーで行われ、EC2 インスタンスから EBS スト
レージに転送されるデータが暗号化されます。詳細については、「Amazon EBS 暗号化 (p. 1719)」を
参照してください。
• EBS ボリュームの特定の時点におけるスナップショットを作成し、Amazon S3 に保管できます。長期
的な耐久性を実現するために、スナップショットはデータを保護します。また、スナップショットは、
新しい EBS ボリュームの開始点として使用できます。同じスナップショットを使用して、必要な数のボ
リュームを作成できます。これらのスナップショットは、複数の AWS リージョンにわたってコピーで
きます。詳細については、「Amazon EBS スナップショット (p. 1555)」を参照してください。
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• AWS Management Consoleを介して、帯域幅、スループット、レイテンシー、平均キュー長などのパ
フォーマンスメトリクスを使用できます。Amazon CloudWatch のこれらのメトリクスを使用してボ
リュームのパフォーマンスをモニタリングすると、アプリケーションに対して十分なパフォーマンス
を提供できているか、無駄なリソースにコストを費やしていないかを確認できます。詳細については、
「Windows インスタンスでの Amazon EBS ボリュームのパフォーマンス (p. 1761)」を参照してくださ
い。

Amazon EBS ボリューム
Amazon EBS ボリュームは、耐久性に優れたブロックレベルのストレージボリュームであり、インスタン
スにアタッチできます。ボリュームをインスタンスにアタッチすると、他の物理ハードドライブと同じよ
うに使用できます。EBS ボリュームには柔軟性があります。現行世代のインスタンスタイプにアタッチさ
れた現行世代のボリュームの場合、サイズの拡張、プロビジョンド IOPS の容量の変更、実稼働ボリュー
ムのボリュームタイプの変更を動的に行うことができます。
EBS ボリュームは、インスタンス用のシステムドライブ、データベースアプリケーションのストレージな
ど、頻繁に更新する必要があるデータのプライマリストレージとして使用できます。連続ディスクスキャ
ンを実行するスループットが高いアプリケーションにも使用できます。EBS ボリュームは、EC2 インスタ
ンスの運用状況から独立した永続性を持ちます。
複数の EBS ボリュームを 1 つのインスタンスにアタッチできます。ボリュームとそのアタッチ先インス
タンスは同じアベイラビリティーゾーンに存在している必要があります。
Amazon EBS には、次ののボリュームタイプが用意されています。汎用 SSD (gp2 および gp3)、プ
ロビジョンド IOPS SSD (io1 および io2)、スループット最適化 HDD (st1)、Cold HDD (sc1)、磁気
(standard) です。それらはパフォーマンス特性と料金が異なるため、アプリケーションのニーズに応じ
てストレージのパフォーマンスとコストを調整できます。詳細については、「Amazon EBS ボリュームの
種類 (p. 1506)」を参照してください。
アカウントには、使用できる EBS ボリュームの数と、利用可能なストレージの総量に制限があります。
これらの制限と制限の引き上げをリクエストする方法の詳細については、「Amazon EC2 の Service
Quotas (p. 1889)」を参照してください。
料金の詳細については、「Amazon EBS 料金表」を参照してください。
コンテンツ
• EBS ボリュームを使用する利点 (p. 1503)
• Amazon EBS ボリュームの種類 (p. 1506)
• EBS ボリュームのサイズと設定の制限 (p. 1524)
• Amazon EBS ボリュームの作成 (p. 1526)
• インスタンスへの Amazon EBS ボリュームのアタッチ (p. 1530)
• Windows で Amazon EBS ボリュームを使用できるようにする (p. 1531)
• Amazon EBS ボリュームに関する情報の表示 (p. 1538)
• 以前のスナップショットを使用したボリュームの置き換え (p. 1540)
• ルートボリュームを置き換える (p. 1541)
• ボリュームのステータスのモニタリング (p. 1545)
• Windows インスタンスから Amazon EBS ボリュームをデタッチします。 (p. 1552)
• Amazon EBS ボリュームの削除 (p. 1554)

EBS ボリュームを使用する利点
EBS ボリュームには、インスタンスストアボリュームにはない利点があります。
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トピック
• データの可用性 (p. 1504)
• データの永続性 (p. 1504)
• データの暗号化 (p. 1505)
• データセキュリティ (p. 1505)
• スナップショット (p. 1505)
• 柔軟性 (p. 1506)

データの可用性
EBS ボリュームを作成すると、そのボリュームは同じアベイラビリティーゾーン内で自動的にレプリケー
トされます。これは、1 つのハードウェアコンポーネントの障害が原因でデータが失われることを防ぐた
めです。EBS ボリュームは、同じアベイラビリティーゾーン内の任意の EC2 インスタンスにアタッチで
きます。アタッチしたボリュームは、ハードドライブや他の物理デバイスと同じようなネイティブブロッ
クとして表示されます。その時点で、インスタンスはローカルドライブと同じようにボリュームとやり取
りできます。このインスタンスに接続し、NTFS などのファイルシステムを使用して EBS ボリュームを
フォーマットして、アプリケーションをインストールできます。
指定したデバイスに複数のボリュームをアタッチする場合は、ボリュームにまたがってデータをストライ
プすることで I/O とスループットのパフォーマンスを向上させることができます。
EBS ボリュームのモニタリングデータは無料で取得できます (EBS-backed インスタンスのルートデバイ
スボリュームのデータも含まれます)。メトリクスのモニタリングの詳細については、「Amazon EBS の
Amazon CloudWatch メトリクス (p. 1776)」を参照してください。ボリュームのステータスの追跡の詳細
については、「EventBridge for Amazon EBS (p. 1782)」を参照してください。

データの永続性
EBS ボリュームは、インスタンスの運用状況に左右されない永続性のあるストレージを提供します。デー
タが維持される限り、ボリュームの使用料が発生します。
EC2 コンソール上で使用する EBS ボリュームを設定するときに [Delete on Termination (終了時に削除)]
チェックボックスをオフにした場合、実行中のインスタンスにアタッチされている EBS ボリュームを、
インスタンスの終了時にデータがそのままの状態でインスタンスから自動的にデタッチすることができま
す。デタッチされたボリュームは新しいインスタンスに再アタッチできるので、迅速な復旧が可能です。
[Delete on Termination (終了時に削除)] のチェックボックスがオンの場合、ボリュームは EC2 インスタン
スの終了後に削除されます。EBS-backed インスタンスを使用している場合は、アタッチしたボリューム
に格納されているデータに影響を与えることなく、インスタンスを停止および再起動できます。ボリュー
ムは停止/起動のサイクルを通じてアタッチされたままです。これにより、必要なときに処理リソースと
ストレージリソースを使用するだけで、ボリュームでのデータの処理と格納を永続的に実行できるように
なります。データは、ボリュームを明示的に削除するまでボリュームに保持されます。削除した EBS ボ
リュームが使用していた物理的なブロックストレージは、別のアカウントに再割り当てされる前に、ゼロ
で上書きされます。機密データを扱っている場合は、手動によるデータの暗号化や、Amazon EBS 暗号化
で保護されているボリュームへのデータの格納を検討してください。詳細については、「Amazon EBS 暗
号化 (p. 1719)」を参照してください。
デフォルトでは、インスタンスの起動時に作成およびアタッチされた ルート EBS ボリュームは、
インスタンスの終了時に削除されます。この動作を変更するには、インスタンスの起動時にフラグ
DeleteOnTermination の値を false に変更します。値を変更すると、インスタンスが終了してもボ
リュームが保持されるので、そのボリュームを別のインスタンスにアタッチできます。
デフォルトでは、インスタンスの起動時に作成およびアタッチされた 追加の EBS ボリュームは、イ
ンスタンスの終了時に削除されません。この動作を変更するには、インスタンスの起動時にフラグ
DeleteOnTermination の値を true に変更します。値の変更により、ボリュームはインスタンスの終
了時に削除されます。
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データの暗号化
簡素化されたデータの暗号化を使用するには、Amazon EBS 暗号化 機能を使用して、暗号化の対象とな
る EBS ボリュームを作成できます。暗号化は、すべての EBS ボリュームタイプでサポートされていま
す。暗号化された EBS ボリュームを使用することで、規制/監査されるデータとアプリケーションの保管
時の広範な暗号化要件に対応できます。Amazon EBS 暗号化では、256 ビットの Advanced Encryption
Standard アルゴリズム (AES-256) と Amazon が管理するキーインフラストラクチャが使用されます。暗
号化は EC2 インスタンスをホストするサーバーで行われ、EC2 インスタンスから Amazon EBS ストレー
ジに転送されるデータが暗号化されます。詳細については、「Amazon EBS 暗号化 (p. 1719)」を参照し
てください。
Amazon EBS 暗号化 は、暗号化されたボリューム、および暗号化されたボリュームから作成されたスナッ
プショットを作成するときに AWS Key Management Service (AWS KMS) マスターキーを使用します。暗
号化された EBS ボリュームをリージョン内に初めて作成するときは、デフォルトのマスターキーが自動的
に作成されます。AWS KMS を使用して別途作成したカスタマーマスターキー (CMK) を選択しない限り、
このキーが Amazon EBS 暗号化で使用されます。独自の CMK を作成すると、アクセスコントロールを作
成、使い回し、無効化、定義できるほか、データの保護に使用される暗号化キーを監査できるなど、より
高い柔軟性が得られます。詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」を参
照してください。

データセキュリティ
Amazon EBS ボリュームは、初期化されていない raw ブロックデバイスとして表示されます。これらのデ
バイスは、EBS インフラストラクチャ上に作成される論理デバイスであり、Amazon EBS サービスは、お
客様による利用または再利用の前に、デバイスが論理的に空になっている (つまり、raw ブロックがゼロに
なっている、または暗号で擬似ランダムデータが含まれている) ようにします。
DoD 5220.22-M (National Industrial Security Program Operating Manual) や NIST 800-88 (Guidelines for
Media Sanitization) に詳述されているような、使用後もしくは使用前 (またはその両方) に特定の方法を使
用してすべてのデータを消去する必要がある手順がある場合、Amazon EBS でこれを行うことができま
す。ブロックレベルのアクティビティは、Amazon EBS サービス内の基盤となるストレージメディアに反
映されます。

スナップショット
Amazon EBS は、Amazon S3 ボリュームのスナップショット（バックアップ）を作成し、ボリューム内
のデータのコピーを EBS に書き込む機能を備えています。そこで、データは複数のアベイラビリティー
ゾーンに冗長的に保存されます。スナップショットを作成するために、対象のボリュームが実行中のイ
ンスタンスにアタッチされている必要はありません。ボリュームにデータを書き込み続けながら、その
ボリュームのスナップショットを定期的に作成して、新しいボリュームのベースラインとして使用できま
す。このスナップショットは、新しい EBS ボリュームを複数作成したり、アベイラビリティーゾーン間で
ボリュームを移動したりするときに使用できます。暗号化された EBS ボリュームのスナップショットは自
動的に暗号化されます。
スナップショットから新規ボリュームを作成する場合、このボリュームはスナップショット作成時にお
ける元のボリュームの正確なコピーになります。暗号化されたスナップショットから作成された EBS ボ
リュームは、自動的に暗号化されます。別のアベイラビリティーゾーンを指定し、この機能を使用してそ
のゾーンにボリュームを複製することもできます。スナップショットは特定の AWS アカウントと共有す
るか、一般公開することができます。スナップショットを作成すると、Amazon S3 でボリュームの合計サ
イズに基づいて、料金がかかります。ボリュームのその後のスナップショットについては、ボリュームの
元のサイズを超える追加データ分にのみ料金がかかります。
スナップショットは増分バックアップです。つまり、最後にスナップショットを作成した時点から、ボ
リューム上で変更のあるブロックだけが保存されます。例えば、100 GiB のデータが格納されているボ
リュームがあるとします。最後にスナップショットを作成してから、そのうちの 5 GiB 分のデータしか変
更されていない場合は、その変更された 5 GiB のデータだけが Amazon S3に書き込まれます。スナップ
ショットの保存は増分ベースで行われるものの、スナップショット削除プロセスは最新のスナップショッ
トのみ保持するように設計されています。
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ボリュームとスナップショットを分類および管理しやすくするため、任意のメタデータでタグ付けするこ
とができます。詳細については、「Amazon EC2 リソースのタグ付け (p. 1874)」を参照してください。
ボリュームを自動的にバックアップするには、Amazon Data Lifecycle Manager (p. 1656) または AWS
Backup を使用できます。

柔軟性
EBS ボリュームは、実稼働環境での設定変更をサポートします。サービスを中断せずに、ボリュー
ムタイプ、ボリュームサイズ、IOPS 容量を変更できます。詳細については、「Amazon EBS Elastic
Volumes (p. 1706)」を参照してください。

Amazon EBS ボリュームの種類
Amazon EBS では以下のボリュームタイプを提供しており、これらはパフォーマンス特性と料金が異なる
ため、アプリケーションのニーズに応じてストレージのパフォーマンスとコストを調整できます。
• ソリッドステートドライブ (SSD) — I/O サイズの小さい頻繁な読み取り/書き込み操作を含むトランザク
ションワークロード用に最適化され、主要なパフォーマンス属性は IOPS です。SSD がサポートするボ
リュームタイプには次が含まれます。
• 汎用 SSD ボリューム (p. 1506)
• Provisioned IOPS SSD ボリューム (p. 1510)
• ハードディスクドライブ (HDD) — パフォーマンスの主要な属性がスループットである大規模なスト
リーミングワークロードに最適化されています。HDD がサポートするボリュームタイプには、スルー
プット最適化 HDD ボリュームと Cold HDD ボリューム (p. 1515) が含まれます。
• 旧世代 — データへのアクセス頻度が低く、パフォーマンスが最も重要ではない小規模なデータセットを
持つワークロードに使用できるハードディスクドライブ。代わりに、最新世代のボリュームタイプを検
討することをお勧めします。詳細については、「前世代の Magnetic ボリューム (p. 1523)」を参照して
ください。

Tip
インスタンスの構成、I/O 特性、ワークロードのデマンドなど、EBS ボリュームのパフォーマン
スに影響を与える可能性がある要因は複数存在します。EBS ボリュームでプロビジョニングさ
れた IOPS を最大限活用するには、EBS 最適化インスタンス (p. 1738)を使用します。EBS ボ
リュームを最大限活用するための詳細については、「Windows インスタンスでの Amazon EBS
ボリュームのパフォーマンス (p. 1761)」を参照してください。
料金の詳細については、「Amazon EBS 料金表」を参照してください。
ボリュームの種類
• 汎用 SSD ボリューム (p. 1506)
• Provisioned IOPS SSD ボリューム (p. 1510)
• スループット最適化 HDD ボリュームと Cold HDD ボリューム (p. 1515)
• 前世代の Magnetic ボリューム (p. 1523)

汎用 SSD ボリューム
汎用 SSD (gp2 および gp3) ボリュームは、ソリッドステートドライブ (SSD) によってサポートされま
す。これらは、さまざまなトランザクションワークロードに対して、料金とパフォーマンスのバランス
をとります。これらには、仮想デスクトップ、中規模のシングルインスタンスデータベース、レイテン
シーの影響を受けやすいインタラクティブなアプリケーション、開発およびテスト環境、およびブートボ
リュームが含まれます。これらのボリュームは、ほとんどのワークロードに推奨されます。
Amazon EBS は、2 種類の汎用 SSD ボリュームを提供します。
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• 汎用 SSD (gp3) ボリューム — 最新世代の汎用 SSD ボリューム
• 汎用 SSD (gp2) ボリューム
トピック
• 汎用 SSD ボリュームの概要 (p. 1507)
• 汎用 SSD (gp3) ボリューム (p. 1507)
• 汎用 SSD (gp2) ボリューム (p. 1508)

汎用 SSD ボリュームの概要
汎用 SSD (gp2 および gp3) ボリュームのユースケース、特性、およびパフォーマンスの概要を次の表に示
します。インスタンスタイプごとの最大 IOPS とスループットについては、「Amazon EBS 最適化インス
タンスを使用する (p. 1738)」を参照してください。
General Purpose SSD
ボリュームタイプ

gp3

耐久性

99.8%～99.9% の耐久性 (0.1%～0.2% の年間故障率)

ユースケース

• 低レイテンシーのインタラクティブなアプリケーション

gp2

• 開発・テスト環境
• 仮想デスクトップ
• 中規模の単一インスタンスデータベース
• ブートボリューム
ボリュームサイズ

1GiB - 16TiB

ボリュームあたり
の最大 IOPS (16
KiB I/O) **

16,000

ボリュームあたり
の最大スループッ
ト **

1,000 MiB/秒

Amazon EBS マル
チアタッチ

サポート外

ブートボリューム

サポート対象

250 MiB/秒 *

* スループットの制限は、ボリュームサイズに応じて 128 MiB/秒〜250 MiB/秒です。170 GiB 以下のボ
リュームの最大スループットは 128 MiB/秒です。170 GiB より大きく 334 GiB より小さいボリュームは、
バーストクレジットを利用できる場合、最大スループット 250 MiB/秒を提供します。334 GiB 以上のボ
リュームであれば、バーストクレジットに関係なく 250 MIB/S を配信できます。作成された日が 2018
年 12 月 3 日以前であり、作成後に変更されていない gp2 ボリュームの場合は、そのボリュームを変
更 (p. 1706)しない限り、完全なパフォーマンスが得られない場合があります。
** インスタンスタイプごとの最大 IOPS とスループットについては、「Amazon EBS 最適化インスタンス
を使用する (p. 1738)」を参照してください。

汎用 SSD (gp3) ボリューム
汎用 SSD (gp3) ボリュームは、最新世代の汎用 SSD ボリュームであり、Amazon EBS が提供する最も低
コストの SSD ボリュームです。このボリュームタイプは、ほとんどの用途で料金とパフォーマンスの適切
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なバランスを提供するのに役立ちます。また、ボリュームサイズにかかわらず、ボリュームのパフォーマ
ンスをスケールするのにも役立ちます。つまり、追加のブロックストレージ容量をプロビジョニングしな
くても、必要なパフォーマンスをプロビジョニングできます。さらに、gp3 ボリュームでは、GiB あたり
の料金が汎用 SSD (gp2) ボリュームよりも 20% 低くなります。
gp3 ボリュームは、1 桁ミリ秒のレイテンシーと 99.8～99.9% のボリューム耐久性を提供し、年間故障率
(AFR) は 0.2% 以下です。これは、1 年間の期間において故障するボリュームの数が、実行中の 1,000 個
のボリュームあたり最大 2 個であることを意味します。AWS は、プロビジョンドパフォーマンスを 99%
の時間で提供するように gp3 ボリュームを設計します。
トピック
• gp3 ボリュームのパフォーマンス (p. 1508)
• gp3 ボリュームサイズ (p. 1508)
• gp2 から gp3 に移行する (p. 1508)

gp3 ボリュームのパフォーマンス
Tip
gp3 ボリュームはバーストパフォーマンスを使用しません。これらは、フルプロビジョンド IOPS
とスループットパフォーマンスを無期限に維持できます。
IOPS パフォーマンス
gp3 ボリュームは、ストレージの料金に含まれている 3,000 IOPS の一貫したベースライン IOPS パフォー
マンスを提供します。追加料金を支払うことで、ボリュームサイズの GiB あたり 500 IOPS の割合で追加
の IOPS (最大 16,000 まで) をプロビジョニングできます。32 GiB 以上のボリュームに対して最大 IOPS
をプロビジョニングできます (GiB あたり 500 IOPS × 32 GiB = 16,000 IOPS)。
スループットパフォーマンス
gp3 ボリュームは、ストレージの料金に含まれている 125 MiB/秒の一貫したベースラインスループットパ
フォーマンスを提供します。追加料金を支払うことで、プロビジョンド IOPS あたり 0.25 MiB/秒の割合で
追加のスループット (最大 1,000 MiB/秒) をプロビジョニングできます。最大スループットは、4,000 IOPS
以上かつ 8 GiB 以上 (4,000 IOPS × IOPS あたり 0.25 MiB/秒 = 1,000 MiB/秒) でプロビジョニングできま
す。

gp3 ボリュームサイズ
gp3 ボリュームのサイズ範囲は、1 GiB～16 TiB です。

gp2 から gp3 に移行する
現在 gp2 ボリュームを使用している場合は、Amazon EBS Elastic Volumes (p. 1706) オペレーション
を使用してボリュームを gp3 に移行できます。Amazon EBS Elastic Volumes オペレーションを使用し
て、Amazon EC2 インスタンスを中断することなく、既存のボリュームのボリュームタイプ、IOPS、およ
びスループットを変更できます。また、新しいボリュームを作成するとき、新しいインスタンスを起動す
るとき、または AMI を作成するときに、デフォルトの gp2 ボリュームタイプを使用する代わりに、その時
点で gp3 をボリュームタイプとして選択できます。
gp2 ボリュームを gp3 に移行することでどの程度のコストを削減できるかを調べるには、Amazon EBS
gp2 から gp3 への移行で削減できるコストの計算ツールを使用してください。

汎用 SSD (gp2) ボリューム
汎用 SSD (gp2) ボリュームは、Amazon EC2 インスタンスのデフォルトの Amazon EBS ボリュームタイ
プです。これらは、さまざまなトランザクションワークロードに対応できるコスト効率の高いストレージ
として使用できます。gp2 ボリュームを使用すると、ボリュームサイズに応じてパフォーマンスがスケー
ルします。
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Tip
gp3 ボリュームは、汎用 SSD ボリュームの最新世代です。このボリュームは、より予測可能なパ
フォーマンススケーリングと、gp2 ボリュームよりも最大 20% 低い料金を提供します。詳細につ
いては、「汎用 SSD (gp3) ボリューム (p. 1507)」を参照してください。
gp2 ボリュームを gp3 に移行することでどの程度のコストを削減できるかを調べるに
は、Amazon EBS gp2 から gp3 への移行で削減できるコストの計算ツールを使用してください。
gp2 ボリュームは、1 桁ミリ秒のレイテンシーと 99.8～99.9% のボリューム耐久性を提供し、年間故障率
(AFR) は 0.2% 以下です。これは、1 年間の期間において故障するボリュームの数が、実行中の 1,000 個
のボリュームあたり最大 2 個であることを意味します。AWS は、gp2 ボリュームが 99% の確率でプロビ
ジョニングされたパフォーマンスを発揮するように設計しています。
トピック
• gp2 ボリュームのパフォーマンス (p. 1509)
• gp2 ボリュームサイズ (p. 1510)

gp2 ボリュームのパフォーマンス
IOPS パフォーマンス
ベースライン IOPS パフォーマンスは、最小 100 から最大 16,000 の間で、ボリュームサイズの GiB あた
り 3 IOPS のレートで直線的にスケールします。IOPS パフォーマンスは次のようにプロビジョニングされ
ます。
• 33.33 GiB 以下のボリュームは、最小 100 IOPS でプロビジョニングされます。
• 33.33 GiB を超えるボリュームは、最大 16,000 IOPS (5,334 GiB (3 X 5,334) で到達) まで、ボリューム
サイズの GiB あたり 3 IOPS でプロビジョニングされます。
• 5,334 GiB 以上のボリュームは、16,000 IOPS でプロビジョニングされます。
1 TiB 未満の (および 3,000 IOPS 未満でプロビジョニングされた) gp2 ボリュームは、長期間にわたって
必要な場合に 3,000 IOPS にバーストできます。ボリュームのバースト機能は I/O クレジットによって制
御されます。I/O の需要がベースラインパフォーマンスよりも大きい場合、ボリュームは I/O クレジット
を消費して、必要なパフォーマンスレベル (最大 3,000 IOPS) までバーストします。バースト中、I/O クレ
ジットは、ボリュームサイズの GiB あたり 3 I/O クレジット/秒のレートで消費されます。ボリュームが蓄
積した I/O クレジットが多いほど、バーストパフォーマンスを維持できる時間が長くなります。次のよう
にバースト期間を計算できます。

Burst duration

=

(I/O credit balance)
-----------------------------(Burst IOPS) - (Baseline IOPS)

I/O の需要がベースラインパフォーマンスレベル以下に低下すると、ボリュームは、ボリュームサイズの
GiB あたり 3 I/O クレジット/秒のレートで I/O クレジットを獲得し始めます。ボリュームには 540 万 I/O
クレジットの I/O クレジットの累積制限があり、これは少なくとも 30 分間で 3,000 IOPS の最大バースト
パフォーマンスを維持するのに十分です。

Note
各ボリュームは、540 万 I/O クレジットの初期 I/O クレジットバランスを受け取ります。これに
より、ブートボリュームの高速な初期ブートサイクルと、他のアプリケーションの優れたブート
ストラップエクスペリエンスが提供されます。
ボリュームサイズとボリュームの関連するベースラインパフォーマンス、バースト期間 (540 万 I/O クレ
ジットから開始)、および空の I/O クレジットバランスを再補充するのにかかる時間の例を次の表に示しま
す。
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ボリュームサイズ (GiB)

ベースラインパフォー
マンス (IOPS)

3000 IOPS における
バースト期間 (秒)

空のクレジットバラン
スを補充する時間 (秒)

1～33.33

100

1,862

54,000

100

300

2,000

18,000

334 (最大スループット
の最小サイズ)

1,002

2,703

5,389

750

2,250

7,200

2,400

1,000

3,000

該当なし*

該当なし*

5,334 (最大 IOPS の最
小サイズ) 以上

16,000

該当なし*

該当なし*

* ボリュームのベースラインパフォーマンスが最大バーストパフォーマンスを超えた場合。
Amazon CloudWatch の Amazon EBS BurstBalance メトリクスを使用して、ボリュームの I/O クレジッ
トバランスをモニタリングできます。このメトリクスは、残りの gp2 の I/O クレジットの割合を示しま
す。詳細については、「I/O の特性とモニタリング (p. 1763)」を参照してください。BurstBalance の
値が一定のレベルまで下がったときに通知するアラームを設定できます。詳細については、「CloudWatch
アラームを作成する」を参照してください。
スループットパフォーマンス
gp2 ボリュームは、ボリュームサイズに応じて、128 MiB/秒～250 MiB/秒のスループットを提供します。
スループットパフォーマンスは次のようにプロビジョニングされます。
• 170 GiB 以下のボリュームは、最大スループット 128 MiB/秒を提供します。
• 170 GiB より大きく 334 GiB より小さいボリュームは、250 MiB/秒の最大スループットまでバーストで
きます。
• 334 GiB 以上のボリュームは、250 MiB/秒を提供します。
gp2 ボリュームのスループットは、250 MiB/秒のスループット制限まで、次の計算式を使用して計算でき
ます。
Throughput in MiB/s = IOPS performance × I/O size in KiB

gp2 ボリュームサイズ
gp2 ボリュームのサイズ範囲は、1 GiB～16 TiB です。ボリュームのパフォーマンスはボリュームサイズ
に比例してスケールすることに注意してください。

Provisioned IOPS SSD ボリューム
プロビジョンド IOPS SSD ボリュームは、ソリッドステートドライブ (SSD) によってサポートされます。
これらは、IOPS が高く、スループットが大量で、低レイテンシーを必要とする、重要なワークロード向
けに設計された、最高パフォーマンスの Amazon EBS ストレージボリュームです。
Amazon EBS は、3 種類のプロビジョンド IOPS SSD ボリュームを提供します。
• Provisioned IOPS SSD (io2) ボリューム
• プロビジョンド IOPS SSD (io2) Block Express ボリューム
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• Provisioned IOPS SSD (io1) ボリューム
トピック
• プロビジョンド IOPS SSD (io1 および io2) ボリューム (p. 1512)
• io2 Block Express ボリューム (p. 1513)
プロビジョンド IOPS SSD ボリュームのユースケース、特性、パフォーマンスの概要を次の表に示しま
す。インスタンスタイプごとの最大 IOPS とスループットについては、「Amazon EBS 最適化インスタン
スを使用する (p. 1738)」を参照してください。
Provisioned IOPS SSD
ボリューム
タイプ

io2 Block Express *

io2

io1

耐久性

99.999% の耐久性 (0.001%
の年間故障率)

99.999% の耐久性 (0.001%
の年間故障率)

99.8%～99.9% の耐久性
(0.1%～0.2% の年間故障率)

ユースケー
ス

必要なワークロード

• 持続的な IOPS パフォーマンスまたは 16,000 IOPS 以上
のパフォーマンスを必要とするワークロード

• ミリ秒未満のレイテン
シー
• 持続的な IOPS パフォー
マンス

• I/O 集約型のデータベースワークロード

• 64,000 IOPS または
1,000 MiB/秒を超えるス
ループット
ボリューム
サイズ

4 GiB～64 TiB

4 GiB～16 TiB

ボリューム
あたりの最
大 IOPS (16
KiB I/O)

256,000

64,000 †

ボリューム
あたりの
最大スルー
プット

4,000 MiB/秒

1,000 MiB/秒

Amazon
EBS マルチ
アタッチ

サポート対象

ブートボ
リューム

サポート対象

* io2 Block Express ボリュームは、R5b、Trn1、X2idn、および X2iedn インスタンスでのみサポートされ
ます。これらのインスタンスにアタッチされた io2 ボリュームは、起動中または起動後に自動的に Block
Express で実行されます。詳細については、「io2 Block Express ボリューム (p. 1513)」を参照してくだ
さい。
† 1,000 MiB/秒の最大スループットを実現するには、ボリュームを 64,000 IOPS でプロビジョニング
し、Nitro System 上に構築されたインスタンス (p. 201)にアタッチする必要があります。2017 年 12 月 6
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日以前も作成され、作成後に変更されていない io1 ボリュームの場合、ボリュームを変更 (p. 1706)しな
い限り、完全なパフォーマンスには到達しない可能性があります。

プロビジョンド IOPS SSD (io1 および io2) ボリューム
プロビジョンド IOPS SSD (io1 および io2) ボリュームは、ランダムアクセス I/O スループットにおける
ストレージパフォーマンスと整合性が重要な、I/O 集約型ワークロード (特にデータベースワークロード)
のニーズを満たすように設計されています。プロビジョンド IOPS SSD ボリュームでは、ボリュームの作
成時に指定した、一貫性のある IOPS レートを使用します。Amazon EBS では、プロビジョニングされた
パフォーマンスを 99.9% 提供します。
io1 ボリュームは、0.2% 以下の年間故障率 (AFR) で 99.8%～99.9% のボリューム耐久性を提供するよう
に設計されています。これは、1 年間に実行中のボリューム 1,000 個あたり最大 2 つのボリュームの故障
に相当します。io2 ボリュームは、0.001 パーセント以下の AFR で 99.999% のボリューム耐久性を提供
するように設計されています。これは、1 年間に実行中のボリューム 100,000 個あたり 1 つのボリューム
の故障に相当します。
プロビジョンド IOPS SSD io1 および io2 ボリュームは、すべての Amazon EC2 インスタンスタイプで
使用できます。R5b インスタンスに添付されたプロビジョンド IOPS SSD io2 ボリュームは、EBS Block
Express で実行されます。詳細については、「io2 Block Express ボリューム」を参照してください。
io2 ボリュームの考慮事項
• io2 ボリュームを持つインスタンスを起動する際には、次の点に注意してください。
• Block Express をサポートするインスタンスタイプを使用して io2 ボリュームを持つインスタンスを
起動した場合、ボリュームのサイズや IOPS に関わらず、ボリュームは自動的に Block Express で実
行されます。
• サイズが 16 TiB を超えるまたは IOPS が 64,000 を超える io2 ボリュームを持つ Block
Express (p. 1513) をサポートしないインスタンスタイプを起動することはできません。
• 暗号化されていない AMI や Block Express で共有された暗号化 AMI から、サイズが 16 TiB を超え
る、または IOPS が 64,000 を超える暗号化 io2 ボリュームを持つインスタンスを起動することはで
きません。この場合、最初に暗号化された AMI をアカウントで作成してから、その AMI を使用して
インスタンスを起動する必要があります。
• io2 ボリュームを作成する際には、次の点に注意してください。
• Block Express (p. 1513) がサポートされているリージョンで、サイズが 16 TiB を超える、または
IOPS が 64,000 を超える io2 ボリュームを作成すると、そのボリュームは自動的に Block Express で
実行されます。
• Block Express (p. 1513) がサポートされていないリージョンで、サイズが 16 TiB を超える、または
IOPS が 64,000 を超える io2 ボリュームを作成することはできません。
• Block Express (p. 1513) がサポートされているリージョンで、サイズが 16 TiB 以下、または IOPS が
64,000 以下の io2 ボリュームを作成すると、そのボリュームは Block Express で実行されません。
• 暗号化されていないスナップショットや共有された暗号化スナップショットから、サイズが 16 TiB を
超える、または IOPS が 64,000 を超える暗号化 io2 ボリュームを作成することはできません。この
場合、最初に暗号化されたスナップショットをアカウントで作成してから、そのスナップショットを
使用してボリュームを作成する必要があります。
• インスタンスに io2 ボリュームを添付する際には、次の点に注意してください。
• Block Express をサポートするインスタンスに io2 ボリュームを添付した場合、ボリュームは自動的
に Block Express で実行されます。Block Expressのボリュームを最適化するには、最大で 48 時間か
かる場合があります。この間、ボリュームは io2 レイテンシーを提供します。ボリュームが最適化さ
れると、Block Express でサポートされるサブミリ秒のレイテンシーが提供されます。
• Block Express (p. 1513) をサポートしていないインスタンスタイプに、16 TiB を超えるサイズまたは
64,000 を超える IOPS を持つ io2 ボリュームを添付することはできません。
• サイズが 16 TiB 以下、かつ IOPS が 64,000 以下の io2 ボリュームを Block Express をサポートする
インスタンスからデタッチし、Block Express (p. 1513) をサポートしていないインスタンスタイプに
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添付した場合、そのボリュームは Block Express で実行されなくなり、io2 レイテンシーが発生しま
す。
• io2 ボリュームを変更する際には、次の点に注意してください。
• Block Express (p. 1513) をサポートしていないインスタンスタイプに添付されている間は、io2 ボ
リュームを変更してサイズを16 TiB より大きくしたり、IOPS を64,000 より大きくしたりすることは
できません。
パフォーマンス
Provisioned IOPS SSD ボリュームのサイズは 4 GiB～16 TiB であり、ボリュームあたり 100 IOPS から最
大 64,000 IOPS をプロビジョニングできます。Nitro System 上に構築されたインスタンス (p. 201) では、
最大 64,000 IOPS を実現できます。他のインスタンスファミリーでは、最大 32,000 IOPS のパフォーマン
スを達成できます。リクエストされたボリュームサイズに対するプロビジョンド IOPS の最大比率 (GiB 単
位) は、io1 ボリュームの場合は 50:1、io2 ボリュームの場合は 500:1 です。例えば、100 GiB の io1 ボ
リュームは最大 5,000 IOPS でプロビジョニングでき、100 GiB の io2 ボリュームは最大 50,000 IOPS で
プロビジョニングできます。サポートされているインスタンスタイプでは、以下のボリュームサイズで最
大 64,000 IOPS までのプロビジョニングが可能です。
• io11,280 GiB 以上のサイズの ボリューム (50 × 1,280 GiB = 64,000 IOPS)
• io2128 GiB 以上のサイズの ボリューム (500 × 128 GiB = 64,000 IOPS)
最大 32,000 IOPS でプロビジョニングされた Provisioned IOPS SSD ボリュームは、最大 256 KiB の I/O
サイズをサポートし、最大 500 MiB/秒のスループットを生み出します。最大の I/O サイズでは、ピークの
スループットが 2,000 IOPS に達します。32,000 IOPS 超 (最大 64,000 IOPS) でプロビジョニングされた
ボリュームでは、プロビジョンド IOPS あたり 16 KiB のレートでスループットが直線的に増加します。
例えば、48,000 IOPS でプロビジョニングされたボリュームは、最大 750 MiB/秒のスループット (プロビ
ジョンド IOPS あたり 16 KiB × 48,000 プロビジョンド IOPS = 750 MiB/秒) をサポートできます。1,000
MiB/秒の最大スループットを実現するには、ボリュームを 64,000 IOPS (プロビジョンド IOPS あたり 16
KiB × 64,000 プロビジョンド IOPS = 1,000 MiB/秒) でプロビジョニングする必要があります。次のグラフ
は、これらのパフォーマンスの特長を示しています。

発生する I/O あたりのレイテンシーは、プロビジョニングされる IOPS とワークロードプロファイルに
よって異なります。最適な I/O レイテンシーのエクスペリエンスを得るには、ワークロードの I/O プロ
ファイルを満たすように IOPS をプロビジョニングしてください。

io2 Block Express ボリューム
Note
io2 Block Express ボリュームは、R5b、Trn1、X2idn、および X2iedn インスタンスでのみサ
ポートされています。
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io2 Block Express ボリュームは、次世代の Amazon EBS ストレージサーバーアーキテクチャです。これ
は、Nitro ベースの Amazon EC2 インスタンスで実行される、最も要求の厳しい I/O 集約型のアプリケー
ションのパフォーマンス要件を満たすことを目的として構築されています。
Block Express アーキテクチャにより、パフォーマンスとスケールが向上します。Block Express サーバー
は、Scalable Reliable Datagram (SRD) ネットワークプロトコルを使用して、Nitro ベースのインスタンス
と通信します。このインターフェイスは、インスタンスのホストハードウェア上の Amazon EBS I/O 機能
専用の Nitro Card に実装されます。I/O 遅延とレイテンシーのバラツキ (ネットワークジッター) を最小限
に抑え、より高速で安定したパフォーマンスをアプリケーションに提供します。詳細については、「io2
Block Express ボリューム」を参照してください。
io2 Block Express ボリュームは、ミリ秒未満のレイテンシーを実現する、単一ボリュームの恩恵を受け
るワークロードに適しています。また、io2 ボリュームより高い IOPS、より高いスループット、より大
規模なボリュームをサポートします。
io2 Block Express ボリュームは、マルチアタッチ、暗号化など、io2 ボリュームと同じ機能をサポート
しています。

Note
マルチアタッチが有効な io2 ボリュームを、Block Express をサポートするインスタンスタイ
プと Block Express をサポートしないインスタンスタイプに同時にアタッチすることはできませ
ん。
トピック
• 考慮事項 (p. 1514)
• パフォーマンス (p. 1514)
• クォータ (p. 1515)
• 料金と請求 (p. 1515)

考慮事項
• io2 Block Express ボリュームは現在、R5b、Trn1、X2idn、および X2iedn インスタンスでのみサポー
トされています。
• io2 Block Express ボリュームは、現在、米国東部 (オハイオ)、米国東部 (バージニア北部)、米国西部
(オレゴン)、アジアパシフィック (ムンバイ)、アジアパシフィック (ソウル)、アジアパシフィック (シ
ンガポール)、アジアパシフィック (シドニー)、アジアパシフィック (東京)、カナダ (中部)、欧州 (フラ
ンクフルト)、欧州 (アイルランド)、欧州 (ロンドン)、欧州 (ストックホルム)など、サポートされるイ
ンスタンスが利用可能なすべてのリージョンで利用できます。インスタンスの可用性は、アベイラビリ
ティーゾーンによって異なる場合があります。詳細については、「Amazon EC2 インスタンスタイプの
検索」を参照してください。

パフォーマンス
io2 Block Express ボリュームを使用すると、次のようにボリュームをプロビジョニングできます。
• ミリ秒未満の平均レイテンシー
• 最大 64 TiB (65,536 GiB) までのストレージ容量
• IOPS:GiB 比は 1,000:1 の、最大 256,000 のプロビジョンド IOPS。最大 IOPS は、256 GiB 以上のサイ
ズでプロビジョニングできます (1,000 IOPS × 256 GiB = 256,000 IOPS)。
• 最大 4,000 MiB/秒のボリュームスループット。スループットはプロビジョンド IOPS ごとに最大 0.256
MiB/秒に比例して拡張できます。16,000 IOPS 以上で最大スループットに達します。
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クォータ
io2 Block Express ボリュームは、io2 ボリュームと同じ Service Quotas に従います。詳細については、
「Amazon EBS クォータ」を参照してください。

料金と請求
io2 ボリュームと io2 Block Express ボリュームは同じ料金が請求されます。詳細については、
「Amazon EBS の料金表」を参照してください。
使用状況レポートでは、io2 Block Express ボリュームと io2 ボリュームは区別されません。タグを使用
して、io2 Block Express ボリュームに関連するコストを特定することをお勧めします。

スループット最適化 HDD ボリュームと Cold HDD ボリューム
Amazon EBS によって提供される HDD-Backed ボリュームは、次のカテゴリに分類されます。
• スループット最適化 HDD: 高いスループットを必要とするアクセス頻度の高いワークロード向けの低コ
ストの HDD
• Cold HDD: アクセス頻度の低いワークロード向けの最も低コストの HDD 設計
トピック
• HDD がサポートするボリュームの概要 (p. 1515)
• インスタンスごとのスループット制限 (p. 1516)
• スループット最適化 HDD ボリューム (p. 1516)
• Cold HDD ボリューム (p. 1519)
• HDD ボリュームを使用するときのパフォーマンスに関する考慮事項 (p. 1521)
• ボリュームのバーストバケットバランスのモニタリング (p. 1523)

HDD がサポートするボリュームの概要
以下は、HDD-Backed ボリュームのユースケースと特性の概要です。インスタンスごとの最大 IOPS と
スループットについては、「Amazon EBS 最適化インスタンスを使用する (p. 1738)」を参照してくださ
い。

ボリュームタイプ

スループット最適化 HDD

Cold HDD

st1

sc1
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スループット最適化 HDD

Cold HDD

耐久性

99.8%～99.9% の耐久性 (0.1%～0.2%
の年間故障率)

99.8%～99.9% の耐久性 (0.1%～0.2%
の年間故障率)

ユースケース

• ビッグデータ

• アクセス頻度の低いデータ用のスルー
プット指向ストレージ

• データウェアハウス
• ログ処理

• 低いストレージコストが重視されるシ
ナリオ

ボリュームサイズ

125 GiB～16 TiB

125 GiB～16 TiB

ボリュームあた
りの最大 IOPS (1
MiB I/O)

500

250

ボリュームあたり
の最大スループッ
ト

500 MiB/秒

250 MiB/秒

Amazon EBS マル
チアタッチ

サポート外

サポート外

ブートボリューム

サポート外

サポート外

インスタンスごとのスループット制限
st1 ボリュームと sc1 ボリュームのスループットは常に、次のいずれか小さい方によって決定されます。
• ボリュームのスループット制限
• インスタンスのスループット制限
ネットワークボトルネックを回避するには、すべての Amazon EBS ボリュームで、EBS 最適化 EC2 イン
スタンスを選択することをお勧めします。詳細については、「Amazon EBS 最適化インスタンスを使用す
る (p. 1738)」を参照してください。

スループット最適化 HDD ボリューム
スループット最適化 HDD (st1) ボリュームは、IOPS ではなくスループットでパフォーマンスを示す、低
コストの磁気ストレージに使用できます。このボリュームタイプは、Amazon EMR、ETL、データウェア
ハウス、ログ処理など、サイズの大きなシーケンシャルワークロードに適しています。ブート可能な st1
ボリュームはサポートされていません。
スループット最適化 HDD (st1) ボリュームは Cold HDD (sc1) ボリュームに類似していますが、アクセス
が頻繁なデータをサポートするように設計されています。
このボリュームタイプは、サイズの大きなシーケンシャル I/O が含まれるワークロードに適しており、サ
イズの小さなランダム I/O を実行するワークロードのお客様には、gp2 の使用をお勧めします。詳細につ
いては、「HDD に対する読み取り/書き込みサイズが小さい場合の非効率性 (p. 1523)」を参照してくださ
い。
スループット最適化 HDD (st1) ボリュームを EBS 最適化インスタンスにアタッチすると、一貫したパ
フォーマンスが維持され、1 年で 99% の期間、想定されるスループットパフォーマンスの少なくとも
90% のボリュームが提供されます。
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スループットクレジットとバーストパフォーマンス
gp2 と同様、st1 でもパフォーマンスのためにバーストバケットモデルが使用されます。ボリュームの
ベースラインスループット (ボリュームのスループットクレジットが蓄積されるレート) は、ボリュームサ
イズによって決まります。ボリュームのバーストスループット (クレジットがある場合に可能な消費レー
ト) もボリュームサイズによって決まります。ボリュームが大きいほど、ベースラインとバーストスルー
プットの値も大きくなります。また、ボリュームのクレジットが多いほど、バーストレベルでドライブ I/O
に使用できる時間が長くなります。
次の図は、st1 のバーストバケット動作を示しています。

スループットとスループットクレジットの上限により、st1 ボリュームで使用可能なスループットは、以
下の計算式で示されます。
(Volume size) × (Credit accumulation rate per TiB) = Throughput

1 TiB の st1 ボリュームの場合、バーストスループットは 250 MiB/秒に制限され、バケットのクレジット
は 40 MiB/秒で最大 1 TiB 分まで累積されます。
容量が大きいほど、これらの制限はリニアにスケールされ、スループットは最大 500 MiB/秒に制限されま
す。バケットが枯渇した後は、スループットは TiB あたり 40 MiB/秒のベースラインレートに制限されま
す。
ボリュームサイズが 0.125～16 TiB の場合、ベースラインスループットの範囲は 5 MiB/秒 ～ 500 MiB/秒
(上限値) です。次に示すように、この最大値には 12.5 TiB で到達します。
40 MiB/s
12.5 TiB × ---------- = 500 MiB/s
1 TiB

バーストスループットの範囲は、31 MiB/秒～500 MiB/秒 (上限) です。次に示すように、この上限には 2
TiB で到達します。
250 MiB/s
2 TiB × ---------- = 500 MiB/s
1 TiB

次の表は、st1 のベーススループット値およびバーストスループット値の範囲を示します。
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ボリュームサイズ (TiB)

ST1 ベーススループット (MiB/
秒)

ST1 バーストスループット (MiB/
秒)

0.125

5

31

0.5

20

125

1

40

250

2

80

500

3

120

500

4

160

500

5

200

500

6

240

500

7

280

500

8

320

500

9

360

500

10

400

500

11

440

500

12

480

500

12.5

500

500

13

500

500

14

500

500

15

500

500

16

500

500

次の図は、テーブルの値をグラフで示したものです。
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Note
スループット最適化 HDD (st1) ボリュームのスナップショットを作成すると、スナップショット
の進行中はボリュームのベースライン値までパフォーマンスが低下します。
CloudWatch メトリクスとアラームを使用してバーストバケットバランスをモニタリングする方法につい
ては、「ボリュームのバーストバケットバランスのモニタリング (p. 1523)」を参照してください。

Cold HDD ボリューム
Cold HDD (sc1) ボリュームは、IOPS ではなくスループットでパフォーマンスを示す、低コストの磁気ス
トレージに使用できます。st1 は、sc1 よりスループット制限が低く、サイズの大きなコールドデータの
シーケンシャルワークロードに適しています。データへのアクセス頻度が低く、コストの削減が必要であ
る場合は、低コストなブロックストレージとして sc1 を使用できます。ブート可能な sc1 ボリュームは
サポートされていません。
Cold HDD (sc1) ボリュームは、スループット最適化 HDD (st1) ボリュームに類似していますが、アクセ
ス頻度が低いデータをサポートするように設計されています。

Note
このボリュームタイプは、サイズの大きなシーケンシャル I/O が含まれるワークロードに適し
ており、サイズの小さなランダム I/O を実行するワークロードのお客様には、gp2 の使用をお
勧めします。詳細については、「HDD に対する読み取り/書き込みサイズが小さい場合の非効率
性 (p. 1523)」を参照してください。
Cold HDD (sc1) ボリュームを EBS 最適化インスタンスにアタッチすると、一貫したパフォーマンスが維
持され、1 年で 99% の期間、想定されるスループットパフォーマンスの少なくとも 90% のボリュームが
提供されます。

スループットクレジットとバーストパフォーマンス
gp2 と同様、sc1 でもパフォーマンスのためにバーストバケットモデルが使用されます。ボリュームの
ベースラインスループット (ボリュームのスループットクレジットが蓄積されるレート) は、ボリュームサ
イズによって決まります。ボリュームのバーストスループット (クレジットがある場合に可能な消費レー
ト) もボリュームサイズによって決まります。ボリュームが大きいほど、ベースラインとバーストスルー
プットの値も大きくなります。また、ボリュームのクレジットが多いほど、バーストレベルでドライブ I/O
に使用できる時間が長くなります。

スループットとスループットクレジットの上限により、sc1 ボリュームで使用可能なスループットは、以
下の計算式で示されます。
(Volume size) × (Credit accumulation rate per TiB) = Throughput
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1 TiB の sc1 ボリュームの場合、バーストスループットは 80 MiB/秒に制限され、バケットのクレジット
は 12 MiB/秒で最大 1 TiB 分まで累積されます。
容量が大きいほど、これらの制限はリニアにスケールされ、スループットは最大 250 MiB/秒に制限されま
す。バケットが枯渇した後は、スループットは TiB あたり 12 MiB/秒のベースラインレートに制限されま
す。
ボリュームサイズが 0.125～16 TiB の場合、ベースラインスループットの範囲は 1.5 MiB/秒～192 MiB/秒
(最大値) です。次に示すように、この最大値には 16 TiB で到達します。
12 MiB/s
16 TiB × ---------- = 192 MiB/s
1 TiB

バーストスループットの範囲は、10 MiB/秒～250 MiB/秒 (上限) です。次に示すように、この上限には
3.125 TiB で到達します。
80 MiB/s
3.125 TiB × ----------- = 250 MiB/s
1 TiB

次の表は、sc1 のベーススループット値およびバーストスループット値の範囲を示します。
ボリュームサイズ (TiB)

SC1 ベーススループット (MiB/
秒)

SC1 バーストスループット (MiB/
秒)

0.125

1.5

10

0.5

6

40

1

12

80

2

24

160

3

36

240

3.125

37.5

250

4

48

250

5

60

250

6

72

250

7

84

250

8

96

250

9

108

250

10

120

250

11

132

250

12

144

250

13

156

250

14

168

250

15

180

250
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ボリュームサイズ (TiB)

SC1 ベーススループット (MiB/
秒)

SC1 バーストスループット (MiB/
秒)

16

192

250

次の図は、テーブルの値をグラフで示したものです。

Note
Cold HDD (sc1) ボリュームのスナップショットを作成すると、スナップショットの進行中はボ
リュームのベースライン値までパフォーマンスが低下します。
CloudWatch メトリクスとアラームを使用してバーストバケットバランスをモニタリングする方法につい
ては、「ボリュームのバーストバケットバランスのモニタリング (p. 1523)」を参照してください。

HDD ボリュームを使用するときのパフォーマンスに関する考慮事項
HDD ボリュームを使用して最適なスループットを実現するには、次の考慮事項を念頭に置いてワークロー
ドを計画してください。

スループット最適化 HDD と Cold HDD との比較
st1 と sc1 のバケットサイズはボリュームサイズによって異なり、フルバケットにはフルボリュームス
キャンのための十分なトークンが含まれています。ただし、st1 ボリュームと sc1 ボリュームの場合は、
サイズが大きくなるほど、インスタンスごとおよびボリュームごとのスループット制限により、ボリュー
ムスキャンの完了にかかる時間が長くなります。ボリュームが小さなインスタンスにアタッチされている
場合は、st1 または sc1 のスループット制限よりインスタンスごとのスループットの方に制限されます。
st1 と sc1 のいずれも、全体のうち 99% の時間はバーストスループットの 90% のパフォーマンス安定性
を実現できるよう設計されています。毎時間、予測合計スループットの 99% 達成を目標に、準拠しない期
間はほぼ均一に分散されています。
スキャン時間は、一般的にこの式で示します。
Volume size
------------ = Scan time
Throughput

例えば、パフォーマンス安定性の保証と他の最適化を想定すると、5 TiB のボリュームを持つ st1 のお客
様は、フルボリュームスキャンが 2.91～3.27 時間で完了すると予測できます。
• 最適なスキャン時間
5 TiB

5 TiB
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----------- = ------------------ = 10,486 seconds = 2.91 hours
500 MiB/s
0.00047684 TiB/s

• 最大スキャン時間
2.91 hours
-------------- = 3.27 hours
(0.90)(0.99) <-- From expected performance of 90% of burst 99% of the time

同様に、5 TiB のボリュームを持つ sc1 のお客様は、フルボリュームスキャンが 5.83～6.54 時間で完了す
ると予測できます。
• 最適なスキャン時間

5 TiB
5 TiB
----------- = ------------------- = 20972 seconds = 5.83 hours
250 MiB/s
0.000238418 TiB/s

• 最大スキャン時間
5.83 hours
-------------- = 6.54 hours
(0.90)(0.99)

次の表は、フルバケットと十分なインスタンススループットを前提として、さまざまなサイズのボリュー
ムに関する最も望ましいスキャン時間を示します。
ボリュームサイズ (TiB)

ST1 のスキャン時間、バースト
を含む (時間)*

SC1 のスキャン時間、バースト
を含む (時間)*

1

1.17

3.64

2

1.17

3.64

3

1.75

3.64

4

2.33

4.66

5

2.91

5.83

6

3.50

6.99

7

4.08

8.16

8

4.66

9.32

9

5.24

10.49

10

5.83

11.65

11

6.41

12.82

12

6.99

13.98

13

7.57

15.15

14

8.16

16.31
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ボリュームサイズ (TiB)

ST1 のスキャン時間、バースト
を含む (時間)*

SC1 のスキャン時間、バースト
を含む (時間)*

15

8.74

17.48

16

9.32

18.64

* これらのスキャン時間では、1 MiB のシーケンシャル I/O を実行する際のキューの平均深度 (整数に四捨
五入) として 4 以上を前提としています。
したがって、スキャンを早く (最大 500 MiB/秒) 完了するために必要なスループット指向のワークロードが
ある場合や、または 1 日に複数のフルボリュームスキャンが必要な場合は、st1 を使用してください。コ
ストを最適化している場合、データのアクセス頻度が比較的低い場合、スキャンのパフォーマンスとして
250 MiB/秒を超える必要がない場合は、sc1 を使用してください。

HDD に対する読み取り/書き込みサイズが小さい場合の非効率性
st1 ボリュームおよび sc1 ボリュームのパフォーマンスモデルは、シーケンシャル I/O 用に最適化され、
高スループットのワークロードに適しています。多様な IOPS およびスループットのワークロードに対し
て許容範囲のパフォーマンスを提供しますが、サイズの小さなランダム I/O のワークロードには向いてい
ません。
例えば、1 MiB 以下の I/O リクエストは、1 MiB の I/O クレジットとしてカウントされます。ただし、I/O
がシーケンシャルであれば、1 MiB の I/O ブロックにマージされ、1 MiB の I/O クレジットとしてのみカウ
ントされます。

ボリュームのバーストバケットバランスのモニタリング
st1 および sc1 ボリュームのバーストバケットレベルをモニタリングするには、Amazon CloudWatch の
Amazon EBS BurstBalance メトリクスを使用します。このメトリクスは、バーストバケット内の残り
の st1 と sc1 のスループットクレジットを示します。BurstBalance メトリクス、および I/O に関連
するその他のメトリクスの詳細については、「I/O の特性とモニタリング (p. 1763)」を参照してくださ
い。CloudWatch では、BurstBalance 値があるレベルまで落ち込んだ時に通知するアラームを設定する
こともできます。詳細については、「CloudWatch アラームを作成する」を参照してください。

前世代の Magnetic ボリューム
次の表は、旧世代の EBS ボリュームタイプを示しています。旧世代のボリュームより高いパフォーマン
スまたはパフォーマンスの安定性が必要であれば、汎用 SSD (gp2 および gp3) や、現行の他のボリュー
ムタイプの使用を検討するようお勧めします。詳細については、「旧世代ボリューム」を参照してくださ
い。
マグネティック
ボリュームタイプ

standard

ユースケース

データへのアクセス頻度が低いワークロード

ボリュームサイズ

1 GiB～1 TiB

ボリュームあたりの最大 IOPS

40～200

ボリュームあたりの最大スループット

40～90 MiB/秒

ブートボリューム

サポート対象

磁気 ボリュームは磁気ドライブを利用しています。データへのアクセス頻度が低いワークロードや、小さ
なボリュームサイズで低コストのストレージが必要となるシナリオに最適です。これらのボリュームは、
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平均約 100 IOPS を実現し、バースト能力は最大約数百 IOPS です。ボリュームのサイズは 1 GiB～1 TiB
です。

Note
磁気ボリュームは、旧世代のボリュームタイプです。新しいアプリケーションには、いずれかの
新しいボリュームタイプの使用をお勧めします。詳細については、「旧世代ボリューム」を参照
してください。

EBS ボリュームのサイズと設定の制限
Amazon EBS ボリュームのサイズ変更は、ブロックデータストレージの物理とアリスメティック、オペ
レーティングシステム (OS) とファイルシステムの設計者の実装に関する意思決定によって制限されま
す。AWS では、サービスの信頼性を保護するためにボリュームサイズの制約を追加しています。
次のセクションでは、EBS ボリュームの使用可能サイズを制限する最も重要な要素と、EBS ボリュームを
設定するための推奨事項について説明します。
コンテンツ
• ストレージキャパシティ (p. 1524)
• サービスの制約事項 (p. 1524)
• パーティションスキーム (p. 1525)
• データブロックサイズ (p. 1526)

ストレージキャパシティ
次の表は、Amazon EBS で最も一般的に使用されているファイルシステムに実装された理論的なストレー
ジ容量の概要を示しています (4,096 バイトのブロックサイズと仮定)。
パーティ
ションス
キーム

アドレス
可能な最
大ブロッ
ク

理論的な最大
サイズ (ブロッ
ク x ブロック
サイズ)

Ext4 に実装
XFS に実装され
される最大サ る最大サイズ**
イズ*

NTFS に実装
される最大サ
イズ

EBS によ
る最大サ
ポート数

MBR

2

32

2 TiB

2 TiB

2 TiB

2 TiB

2 TiB

GPT

2

64

64 ZiB

1 EiB =
2
1024 TiB

500 TiB

256 TiB

64 TiB†

(RHEL7 で認
証されている
50 TiB)

(RHEL7 で認証)

: https://ext4.wiki.kernel.org/index.php/Ext4_Howto、および https://access.redhat.com/solutions/1532
** https://access.redhat.com/solutions/1532
† io2 Block Express ボリュームは、最大 64 TiB のGPT パーティションをサポートします。詳細について
は、「io2 Block Express ボリューム (p. 1513)」を参照してください。

サービスの制約事項
Amazon EBS では、データセンターの大規模な分散ストレージを仮想ハードディスクドライブに抽象化し
ています。EC2 インスタンスにインストールされたオペレーティングシステムにとって、アタッチされ
た EBS ボリュームは、512 バイトのディスクセクタを含む物理ハードディスクドライブのように見えま
す。OS は、ストレージ管理ユーティリティを使用して、データブロック (またはクラスター) をその仮想
セクタに割り当てます。この割り当ては、マスターブートレコード (MBR) または GUID パーティション
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テーブル (GPT) などのボリュームパーティションスキームに準拠しており、インストールされているファ
イルシステム (ext4、NTFS など) の機能の範囲内で行うことができます。
EBS では、仮想ディスクセクタ内のデータは認識されません。セクタの整合性の保護のみ行われます。そ
のため、AWS アクションと OS アクションは、お互いに独立していることになります。ボリュームサイズ
を選択する場合は、次のように機能と制限の両方に注意してください。
• EBS では現在、最大 64 TiB のボリュームサイズがサポートされています。つまり、最大 64 TiB の EBS
ボリュームを作成することはできますが、OS でその容量が認識されるかどうかは、そのOS自体の設計
特性と、ボリュームのパーティションスキームによって異なります。
• Windows ブートボリュームは、MBR または GPT パーティションスキームを使用する場合があります。
インスタンスを起動する AMI は、ブートモードパラメータを決定し、その後、ブートボリュームに使
用できるパーティションスキームを決定します。MBR は最大 2047 GiB (2 TiB ～ 1 GiB) までのブート
ボリュームをサポートします。Windows AMI が MBR を使用する場合、ブートボリュームは 2047 GiB
に制限されますが、非ブートボリュームにはこの制限がありません。詳細については、「Windows で
Amazon EBS ボリュームを使用できるようにする (p. 1531)」および「Set the boot mode of an AMI」
(AMI のブートモードを設定する) を参照してください。「」(AMI のブートモードを設定する)。
• 2 TiB (2048 GiB) 以上の Windows の非ブートボリュームは、GPT パーティションテーブルを使用して
ボリューム全体にアクセスする必要があります。サイズが 2 TiB を超える EBS ボリュームが起動時に
Windows インスタンスにアタッチされている場合、GPT パーティションテーブルで自動的にフォー
マットされます。サイズが 2 TiB を超える EBS ボリュームを起動後に Windows インスタンスにア
タッチする場合、GPT テーブルで手動で初期化する必要があります。詳細については、「Windows で
Amazon EBS ボリュームを使用できるようにする (p. 1531)」を参照してください。

パーティションスキーム
他にも影響がある中で、このパーティションスキームは、単一ボリュームで一意にアドレス解決できる論
理データブロックの数を決定します。詳細については、「データブロックサイズ (p. 1526)」を参照してく
ださい。使用されている一般的なパーティショニングスキームは、[Master Boot Record] マスターブート
レコード (MBR) と GUID パーティションテーブル (GPT) です。これらのパーティションスキームの重要
な違いは次のようにまとめることができます。

MBR
MBR では、32 ビットのデータ構造を使用して、ブロックアドレスを格納します。これは、各データブ
32
ロックが、正の整数 2 のいずれかにマッピングされることを意味します。アドレス可能なボリュームの
最大サイズは、次の式により得られます。
32

2

× Block size

MBR ボリュームのブロックサイズは、通常 512 バイトに制限されています。したがって、
32

2

× 512 bytes = 2 TiB

この MBR ボリュームの 2 TiB の制限を増やすための回避策は、一般的に広く普及していません。した
がって、AWS で大きな値が示されていたとしても、Linux や Windows で、2 TiB 以上の MBR が検知され
ることはありません。

GPT
GPT では、64 ビットのデータ構造を使用して、ブロックアドレスを格納します。これは、各データブ
64
ロックが、正の整数 2 のいずれかにマッピングされることを意味します。アドレス可能なボリュームの
最大サイズは、次の式により得られます。
64

2

× Block size

GPT ボリュームのブロックサイズは、一般的に 4,096 バイトです。したがって、
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64

2

× 4,096 bytes
64
12
= 2
× 2
bytes
70
6
= 2
× 2 bytes
= 64 ZiB

実際のコンピュータシステムでは、この理論上の最大値のような大きな値はサポートされていません。実
装されたファイルシステムのサイズは現在、ext4 では 50 TiB、NTFS では 256 TiB に制限されています。

データブロックサイズ
現代のハードドライブ上のデータストレージは、論理ブロックアドレスや、オペレーティングシステムで
基礎となるハードウェアをほとんど把握することなく論理ブロック内のデータを読み書きできる抽象化レ
イヤーによって管理されています。OS は、ストレージデバイスを使用して、このブロックを物理セクタ
にマッピングしています。EBS は 512 バイトのセクタをオペレーティングシステムに割り当てます。これ
により、セクタサイズの倍数であるデータブロックを使用してディスクへのデータの読み書きを行うこと
ができます。
論理データブロックの一般的なデフォルトサイズは、現在 4,096 バイト (4 KiB) です。ワークロードに
よっては、ブロックサイズが小さいまたは大きい方がメリットを得られるため、ファイルシステムはデ
フォルト以外のブロックサイズをサポートしています。このサイズはフォーマット時に指定できます。デ
フォルト以外のブロックサイズのシナリオは、このトピックの対象外ですが、指定したブロックサイズに
よっては、ボリュームのストレージキャパシティーに影響を及ぼす場合があります。次の表に、ブロック
サイズの機能としてストレージキャパシティーを示します。
ブロックサイズ

最大ボリュームサイズ

4 KiB (デフォルト)

16 TiB

8 KiB

32 TiB

16 KiB

64 TiB

32 KiB

128 TiB

64 KiB (最大)

256 TiB

EBS で指定されているボリュームサイズ (64 TiB) の制限は、現在 16 KiB のデータブロックで使用できる
最大サイズと同等です。

Amazon EBS ボリュームの作成
Amazon EBS ボリュームを作成し、同じアベイラビリティーゾーン内の任意の EC2 インスタンスにア
タッチできます。暗号化された EBS ボリュームを作成する場合、サポートされるインスタンスタイプにの
みアタッチできます。詳細については、「サポートされるインスタンスタイプ (p. 1721)」を参照してくだ
さい。
高性能のストレージシナリオ用にボリュームを作成する場合、プロビジョンド IOPS ボリューム (io1 ま
たは io2) を使用して、アプリケーションをサポートするために十分な帯域幅を持つインスタンス (EBS 最
適化インスタンスなど) にアタッチしてください。同様のアドバイスは、スループット最適化 HDD (st1)
と Cold HDD (sc1) ボリュームにもあてはまります。詳細については、「Amazon EBS 最適化インスタン
スを使用する (p. 1738)」を参照してください。

Note
Windows インスタンス用のボリュームを作成し、そのボリュームが 2048 GiB を超える場合 (また
は 2048 GiB より小さいが後で増加する可能性がある場合) は、GPT パーティションテーブルを使
用するようにボリュームを設定してください。詳細については、「 2 TB を超えるハードディスク
の Windows サポート」を参照してください。
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空の EBS ボリュームは、利用可能になるとすぐに最大のパフォーマンスを発揮し、初期化 (以前は事前
ウォーミングと呼ばれました) を必要としません。ただし、スナップショットから作成されたボリューム
のストレージブロックは、アクセスするためには事前に初期化する必要があります (Amazon S3 からプル
ダウンしてボリュームに書き込みます)。この準備処理には時間がかかるため、初めて各ブロックにアクセ
スした場合に、I/O 操作のレイテンシーの著しい増加が発生する可能性があります。ボリュームのパフォー
マンスは、すべてのブロックがダウンロードされてボリュームに書き込まれると正常値に達します。ほと
んどのアプリケーションにとって、ボリュームの存続期間全体でこのコストを割り当てることは、許容範
囲内です。本番環境でこの初期パフォーマンスヒットを回避するには、ボリューム全体の即時初期化を強
制するか、高速スナップショット復元を有効にします。詳細については、「Amazon EBS ボリュームの初
期化 (p. 1766)」を参照してください。

Important
EBS Block Express がサポートされているリージョンで、サイズが 16 TiB を超える、または
IOPS が 64,000 を超える io2 ボリュームを作成すると、そのボリュームは自動的に Block
Express で実行されます。io2Block Express ボリュームは、サポートされているインスタンスに
のみ添付できます。詳細については、「io2 Block Express ボリューム」を参照してください。

ボリュームを作成する方法
• ブロックデバイスマッピングを指定すると、インスタンスの起動時に、EBS ボリュームを作成してア
タッチします。詳細については、「新しいインスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動
する (p. 517)」および「ブロックデバイスマッピング (p. 1822)」を参照してください。
• EBS ボリュームを作成して、実行中のインスタンスにアタッチします。詳細については、以下の 空のボ
リュームの作成 (p. 1527) を参照してください。
• 以前に作成したスナップショットから EBS ボリュームを作成し、実行中のインスタンスにアタッチし
ます。詳細については、以下の スナップショットからのボリュームの作成 (p. 1528) を参照してくださ
い。

空のボリュームの作成
空のボリュームは、使用可能になるとすぐに最大のパフォーマンスを発揮し、初期化を必要としません。
次のいずれかの方法を使用して、空の EBS ボリュームを作成します。
Console

コンソールを使用して、空の EBS ボリュームを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [ボリューム] を選択します。

3.

[Create volume] (ボリュームの作成) を選択します。

4.

[Volume type] (ボリュームタイプ) で、作成するボリュームタイプを選択します。詳細について
は、「Amazon EBS ボリュームの種類 (p. 1506)」を参照してください。

5.

[サイズ] に、ボリュームのサイズ (GiB) を入力します。詳細については、「EBS ボリュームのサ
イズと設定の制限 (p. 1524)」を参照してください。

6.

(io1、io2、および gp3 のみ) IOPS では、ボリュームが提供する 1 秒あたりの入出力オペレー
ション (IOPS) の最大数を入力します。

7.

(gp3 のみ) [Throughput] (スループット) に、ボリュームが提供するスループットを MiB/s 単位で
入力します。

8.

[Availability Zone] では、ボリュームを作成するアベイラビリティーゾーンを選択します。ボ
リュームは、同じアベイラビリティーゾーンにあるインスタンスにのみアタッチできます。

9.

[Snapshot ID] (スナップショット ID) はデフォルト値のままにしておきます (スナップショットか
らボリュームを作成しないでください)。
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10. ボリュームの暗号化ステータスを設定します。
アカウントにおいて暗号化がデフォルトで (p. 1723)有効になっている場合、暗号化は自動的に有
効になり、無効にすることはできません。ボリュームの暗号化に使用する KMS キーを選択でき
ます。
アカウントで暗号化がデフォルトで有効になっていない場合、暗号化はオプションです。ボ
リュームを暗号化するには、[Encryption] (暗号化) で、[Encrypt this volume] (このボリュームを暗
号化する) を選択して、ボリュームの暗号化に使用する KMS キーを選択します。

Note
暗号化されたボリュームは、Amazon EBS の暗号化をサポートするインスタンスにのみ
アタッチできます。詳細については、「Amazon EBS 暗号化 (p. 1719)」を参照してく
ださい。
11. (オプション) ボリュームにカスタムタグを割り当てるには、[Tags] (タグ) セクションで [Add tag]
(タグの追加) を選択し、タグのキーと値のペアを入力します。詳細については、「Amazon EC2
リソースのタグ付け (p. 1874)」を参照してください。
12. [Create volume] (ボリュームの作成) を選択します。

Note
[Volume state] (ボリュームの状態) が「available」となっていれば、そのボリュームは使
用可能です。
13. ボリュームを使用するには、インスタンスにアタッチします。詳細については、「インスタンス
への Amazon EBS ボリュームのアタッチ (p. 1530)」を参照してください。
AWS CLI

コマンドラインを使用して、空の EBS ボリュームを作成するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• create-volume (AWS CLI)
• New-EC2VolumeAWS Tools for Windows PowerShell
state が available となっていれば、そのボリュームは使用可能です。

スナップショットからのボリュームの作成
スナップショットから作成されたボリュームは、バックグラウンドで時間をかけて読み込まれます。
つまり、インスタンスがアタッチされたボリュームとそのすべてのデータへのアクセスを開始する前
に、Amazon S3 から EBS ボリュームにすべてのデータが転送されるのを待つ必要はありません。まだ読
み込まれていないデータに対してインスタンスからのアクセスがあった場合、ボリュームは要求された
データを Amazon S3 から即座にダウンロードし、引き続き残りのボリュームデータをバックグラウンド
で読み込みます。ボリュームのパフォーマンスは、すべてのブロックがダウンロードされてボリュームに
書き込まれると達成されます。本番環境で初期パフォーマンスヒットを回避するには、「Amazon EBS ボ
リュームの初期化 (p. 1766)」を参照してください。
暗号化されたスナップショットから作成された新しい EBS ボリュームは、自動的に暗号化されます。暗号
化されていないスナップショットからボリュームを復元しながら、その場でボリュームを暗号化すること
もできます。暗号化されたボリュームは、EBS 暗号化をサポートするインスタンスタイプにのみアタッチ
できます。詳細については、「サポートされるインスタンスタイプ (p. 1721)」を参照してください。
次のいずれかの方法を使用して、スナップショットからボリュームを作成します。
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Console

コンソールを使用して、空の EBS ボリュームを作成するには
1.
2.
3.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインの [ボリューム] を選択します。
[Create volume] (ボリュームの作成) を選択します。

4.

[Volume type] (ボリュームタイプ) で、作成するボリュームタイプを選択します。詳細について
は、「Amazon EBS ボリュームの種類 (p. 1506)」を参照してください。
[サイズ] に、ボリュームのサイズ (GiB) を入力します。詳細については、「EBS ボリュームのサ
イズと設定の制限 (p. 1524)」を参照してください。

5.
6.

(io1、io2、および gp3 のみ) IOPS では、ボリュームが提供する 1 秒あたりの入出力オペレー
ション (IOPS) の最大数を入力します。

7.

(gp3 のみ) [Throughput] (スループット) に、ボリュームが提供するスループットを MiB/s 単位で
入力します。

8.

[Availability Zone] では、ボリュームを作成するアベイラビリティーゾーンを選択します。ボ
リュームは、同じアベイラビリティーゾーンにあるインスタンスにのみアタッチできます。

9.

[Snapshot ID] (スナップショット ID) に、ボリュームの作成元となるスナップショットを選択しま
す。
10. ボリュームの暗号化ステータスを設定します。
選択したスナップショットが暗号化されている場合、またはアカウントがデフォルトで暗号
化 (p. 1723)を有効にしている場合は、暗号化が自動的に有効になり、無効にすることはできませ
ん。ボリュームの暗号化に使用する KMS キーを選択できます。
選択したスナップショットが暗号化されておらず、アカウントで暗号化がデフォルトで有効に
なっていない場合、暗号化はオプションです。ボリュームを暗号化するには、[Encryption] (暗号
化) で、[Encrypt this volume] (このボリュームを暗号化する) を選択して、ボリュームの暗号化に
使用する KMS キーを選択します。

Note
暗号化されたボリュームは、Amazon EBS の暗号化をサポートするインスタンスにのみ
アタッチできます。詳細については、「Amazon EBS 暗号化 (p. 1719)」を参照してく
ださい。
11. (オプション) ボリュームにカスタムタグを割り当てるには、[Tags] (タグ) セクションで [Add tag]
(タグの追加) を選択し、タグのキーと値のペアを入力します。詳細については、「Amazon EC2
リソースのタグ付け (p. 1874)」を参照してください。
12. [Create Volume (ボリュームの作成)] を選択します。

Note
[Volume state] (ボリュームの状態) が「available」となっていれば、そのボリュームは使
用可能です。
13. ボリュームを使用するには、インスタンスにアタッチします。詳細については、「インスタンス
への Amazon EBS ボリュームのアタッチ (p. 1530)」を参照してください。
AWS CLI

コマンドラインを使用してスナップショットから EBS ボリュームを作成するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• create-volume (AWS CLI)
• New-EC2VolumeAWS Tools for Windows PowerShell
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state が available となっていれば、そのボリュームは使用可能です。

インスタンスへの Amazon EBS ボリュームのアタッチ
同じアベイラビリティーゾーンに 1 つ以上のインスタンスに、利用可能な EBS ボリュームをボリューム
としてアタッチできます。
起動時に EBS ボリュームをインスタンスに追加する方法については、「インスタンスブロックデバイス
マッピング (p. 1828)」を参照してください。

前提条件
• インスタンスにアタッチできるボリューム数を決定します。詳細については、「インスタンスボリュー
ム数の制限 (p. 1815)」を参照してください。
• ボリュームが暗号化されている場合、Amazon EBS の暗号化をサポートするインスタンスにのみアタッ
チできます。詳細については、「サポートされるインスタンスタイプ (p. 1721)」を参照してください。
• ボリュームに AWS Marketplace 製品コードがある場合:
• ボリュームは停止されたインスタンスにのみアタッチできます。
• ボリューム上に存在する AWS Marketplace コードをサブスクライブしている必要があります。
• インスタンスの設定 (タイプ、オペレーティングシステムなど) は、その特定の AWS Marketplace
コードをサポートする必要があります。例えば、Windows インスタンスからのボリュームを Linux イ
ンスタンスにアタッチすることはできません。
• AWS Marketplace 製品コードがボリュームからインスタンスにコピーされます。

Important
Block Express をサポートするインスタンスに io2 ボリュームを添付した場合、ボリュームは常
に Block Express で実行されます。詳細については、「io2 Block Express ボリューム」を参照し
てください。
次のいずれかの方法を使用して、インスタンスにボリュームをアタッチします。
Console

コンソールを使用して、EBS ボリュームをインスタンスにアタッチするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [ボリューム] を選択します。

3.

アタッチするボリュームを選択し、[Actions] (アクション)、[Attach volume] (ボリュームのアタッ
チ) の順に選択します。

Note
アタッチできるのは、Available 状態にあるボリュームのみです。
4.

[Instance] (インスタンス) に、インスタンスの ID を入力するか、オプションのリストからインス
タンスを選択します。

Note
• ボリュームは同じアベイラビリティーゾーンに存在しているインスタンスにアタッチ
する必要があります。
• ボリュームが暗号化されている場合、Amazon EBS の暗号化をサポートするイン
スタンスタイプにのみアタッチできます。詳細については、「Amazon EBS 暗号
化 (p. 1719)」を参照してください。
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5.

6.
7.

[Device name] (デバイス名) に、ボリュームでサポートされているデバイス名を入力します。この
デバイス名は Amazon EC2 によって使用されます。インスタンスのブロックデバイスドライバー
は、ボリュームをマウントするときに別のデバイス名を割り当てる場合があります。詳細につい
ては、「Windows インスタンスでのデバイス名 (p. 1820)」を参照してください。
[ボリュームのアタッチ] を選択します。
インスタンスに接続し、ボリュームをマウントします。詳細については、「Windows で Amazon
EBS ボリュームを使用できるようにする (p. 1531)」を参照してください。

AWS CLI

コマンドラインを使用して、EBS ボリュームをインスタンスにアタッチするには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• attach-volume (AWS CLI)
• Add-EC2Volume (AWS Tools for Windows PowerShell)

Note
状況によっては、/dev/xvda または /dev/sda にアタッチしたボリューム以外のボリューム
が、インスタンスのルートボリュームになっている場合があります。これは、別のインスタンス
のルートボリュームや、ルートボリュームのスナップショットから作成されたボリュームを、既
存のルートボリュームのインスタンスにアタッチした場合に起こります。詳細については、「間
違ったボリュームからの起動」を参照してください。

Windows で Amazon EBS ボリュームを使用できるようにする
インスタンスにアタッチされていて、Xen ハイパーバイザーとして実行する Amazon EBS ボリュームは、
ブロックデバイスとして認識されます。また、Windows では取り外し可能なディスクとして認識されま
す。任意のファイルシステムでボリュームをフォーマットし、マウントできます。EBS ボリュームを使用
できるようにすると、他のボリュームと同じようにアクセスできます。このファイルシステムに書き込ま
れるデータはすべて EBS ボリュームに書き込まれますが、デバイスを使用するアプリケーションには透過
的になります。
Nitro インスタンスでは、NVM Express (NVMe) コントローラーが PCI バスをスキャンする際、Amazon
EBS ボリュームはブロックデバイスとして認識されます。ディスクは取り外し可能としては認識されま
せん。Xen ベースのインスタンスとは異なり、Nitro インスタンスでは、EBS ボリュームごとに 1 つの
NVMe コントローラーしか存在しません。
EBS ボリュームのスナップショットは、バックアップ目的で作成したり、別のボリュームを作成す
る際のベースラインとして使用したりできます。詳細については、「Amazon EBS スナップショッ
ト (p. 1555)」を参照してください。
使用準備中の EBS ボリュームが 2 TiB を超える場合は、GPT パーティショニングスキームを使用してボ
リューム全体にアクセスする必要があります。詳細については、「EBS ボリュームのサイズと設定の制
限 (p. 1524)」を参照してください。
Linux インスタンスのボリュームに関する手順については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイド の「Linux でボリュームを使用できるようにする」を参照してください。
PowerShell

raw パーティションを持つすべての EBS ボリュームを Windows PowerShell で使用できるよ
うにするには
1.

リモートデスクトップを使用して Windows インスタンスにログインします。詳細については、
「Windows インスタンスに接続する (p. 590)」を参照してください。
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2.

タスクバーで、[Start] (スタート) メニューを開き、[Windows PowerShell] を選択します。

3.

開いた PowerShell プロンプト内で、提供されている一連の Windows PowerShell コマンドを使用
します。このスクリプトはデフォルトで次のアクションを実行します。
1. ShellHWDetection サービスを停止します。
2. パーティションスタイルが raw のディスクを列挙します。
3. ディスクとパーティションタイプがサポートする最大サイズにまたがる新しいパーティション
を作成します。
4. 使用できるドライブ文字を割り当てます。
5. 指定されたファイルシステムラベルを使用して、ファイルシステムを NTFS としてフォーマッ
トします。
6. ShellHWDetection サービスを再起動します。

Stop-Service -Name ShellHWDetection
Get-Disk | Where PartitionStyle -eq 'raw' | Initialize-Disk -PartitionStyle MBR
-PassThru | New-Partition -AssignDriveLetter -UseMaximumSize | Format-Volume FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel "Volume Label" -Confirm:$false
Start-Service -Name ShellHWDetection

DiskPart command line tool

DiskPart コマンドラインツールを使用して EBS ボリュームを使用可能にするには
1.

リモートデスクトップを使用して Windows インスタンスにログインします。詳細については、
「Windows インスタンスに接続する (p. 590)」を参照してください。

2.

使用可能にするディスク番号を決定します。
1. [Start] (スタート) メニューを開き、[Windows PowerShell] を選択します。
2. Get-Disk コマンドレットを使用して、使用できるディスクのリストを取得します。
3. コマンドの出力で、使用可能にするディスクに対応する[Number] (番号) を書き留めます。

3.

DiskPart コマンドを実行するスクリプトファイルを次のように作成します。
1. [Start] (スタート) メニューを開き、[File Explorer] (ファイルエクスプローラ) を選択します。
2. C:\ などのディレクトリに移動し、スクリプトファイルを保存します。
3. フォルダ内の空白領域を選択するか、右クリックしてダイアログボックスを開き、カーソルを
[New] (新規) の上に置いてコンテキストメニューにアクセスし、[Text Document] (テキストド
キュメント) を選択します。
4. テキストファイルの名前を diskpart.txt にします。

4.

次のコマンドをスクリプトファイルに追加します。ディスク番号、パーティションタイプ、ボ
リュームラベル、ドライブ文字の変更が必要になる場合があります。このスクリプトはデフォル
トで次のアクションを実行します。
1. 修正するディスク 1 を選択します。
2. マスターブートレコード (MBR) パーティション構造を使用するようにボリュームを設定しま
す。
3. ボリュームを NTFS ボリュームとしてフォーマットします。
4. ボリュームラベルを設定します。
5. ボリュームにドライブ文字を割り当てます。
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Warning
既存のデータがあるボリュームをマウントする場合は、ボリュームを再フォーマットし
ないでください。再フォーマットすると、既存のデータが削除されます。
select disk 1
attributes disk clear readonly
online disk noerr
convert mbr
create partition primary
format quick fs=ntfs label="volume_label"
assign letter="drive_letter"

詳細については、「DiskPart Syntax and Parameters」を参照してください。
5.

コマンドプロンプトを開き、スクリプトがあるフォルダに移動し、次のコマンドを実行して、指
定したディスクでボリュームを使用できるようにします。
C:\> diskpart /s diskpart.txt

Disk Management utility

ディスク管理ユーティリティで EBS ボリュームを使用可能にするには
1.

リモートデスクトップを使用して Windows インスタンスにログインします。詳細については、
「Windows インスタンスに接続する (p. 590)」を参照してください。

2.

[Disk Management] ユーティリティを起動します。タスクバーで、Windows ロゴのコンテキスト
(右クリック) メニューを開き、[Disk Management] (ディスクの管理) を選択します。

Note
Windows Server 2008 では、[Start] (スタート)、[Administrative Tools] (管理ツー
ル)、[Computer Management] (コンピューターの管理)、[Disk Management] (ディスクの
管理) の順に選択します。
3.

ボリュームをオンライン状態にします。下のペインで、EBS ボリューム用のディスクの左パネル
のコンテキスト (右クリック) メニューを開きます。[Online] を選択します。
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4.

(条件に応じて) ディスクが初期化されていない場合は、使用する前に初期化する必要がありま
す。ディスクが既に初期化されている場合は、このステップをスキップします。

Warning
すでにデータが含まれるボリューム (パブリックデータセット、またはスナップショット
から作成したボリュームなど) をマウントする場合は、ボリュームを再フォーマットしな
いように注意してください。再フォーマットすると、既存のデータが削除されます。
ディスクが初期化されていない場合は、次のように初期化します。
1. ディスクの左側パネルのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Initialize Disk] (ディスク
の初期化) を選択します。

2. [Initialize Disk] (ディスクの初期化) ダイアログボックスで、パーティションスタイルを選択
し、[OK] をクリックします。
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5.

ディスクの右パネルのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[New Simple Volume] (新しい
シンプルボリューム) を選択します。

6.

[New Simple Volume Wizard] (新しいシンプルボリュームウィザード) で、[Next] (次へ) をクリッ
クします。

1535

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EBS ボリューム

7.

デフォルトの最大値を変更する場合は、[Simple volume size in MB] (シンプルボリュームサイズ
(MB)) を選択してから、[Next] (次へ) をクリックします。

8.

必要に応じて、使用したいドライブ文字を [Assign the following drive letter] (次のドライブ文字を
割り当る) ドロップダウンの中に指定し、[Next] (次へ) をクリックします。
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9.

[Volume Label] (ボリュームラベル) を指定し、必要に応じてデフォルト設定を調整し、[Next] (次
へ) をクリックします。

10. 設定を確認してから、[Finish] (終了) をクリックして変更を適用し、[New Simple Volume] (新しい
シンプルボリューム) ウィザードを閉じます。
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Amazon EBS ボリュームに関する情報の表示
EBS ボリュームに関する詳細情報を表示できます。例えば、特定のリージョンの全てのボリュームの情報
を表示したり、単一ボリュームの詳細 (サイズ、ボリュームタイプ、ボリュームが暗号化されているかど
うか、ボリュームを暗号化するために使用したマスターキー、ボリュームがアタッチされている特定のイ
ンスタンスなど) を表示することができます。
インスタンスのオペレーティングシステムから、どのくらいのディスク容量が使用可能かなどの EBS ボ
リュームの詳細情報を取得できます。

ボリューム情報の表示
ボリュームに関する情報は、次のいずれかの方法を使用して表示できます。
Console

コンソールを使用して、ボリュームに関する情報を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [ボリューム] を選択します。

3.

リストを減らす場合は、タグとボリューム属性を使用してボリュームをフィルターできます。
フィルターフィールドを選択し、タグまたはボリューム属性を選択して、フィルター値を選択し
ます。

4.

ボリュームの詳細情報を表示するには、その ID を選択します。

コンソールを使用してインスタンスにアタッチされている EBS ボリュームを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択します。
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4.

[Storage] (ストレージ) タブの [Block devices] (ブロックデバイス) セクションでは、インスタンス
にアタッチされているボリュームの一覧が表示されます。特定のボリュームに関する情報を表示
するには、[Volume ID] (ボリューム ID) 列で該当する ID を選択します。

AWS CLI
コマンドラインを使用して、EBS ボリュームについての情報を表示するには
次のいずれかのコマンドを使用してボリュームの属性を表示できます。詳細については、「Amazon
EC2 へのアクセス (p. 3)」を参照してください。
• describe-volumes (AWS CLI)
• Get-EC2Volume (AWS Tools for Windows PowerShell)
Amazon EC2 Global View
Amazon EC2 グローバルビューを使用して、AWSアカウントが有効になっているすべてのリージョン
にわたりボリュームを表示することができます。詳細については、「Amazon EC2 Global View を使
用して、リージョン間のリソースを一覧表示およびフィルターをかけます (p. 1873)」を参照してくだ
さい。

ボリューム状態
ボリューム状態は、Amazon EBS ボリュームの可用性を示します。ボリュームの状態は、コンソールに
ある [Volumes] (ボリューム) ページの [State] (状態) 列で確認できます。または、AWS CLI コマンドの
describe-volumes を使用しても表示できます。
可能なボリューム状態は以下のとおりです。
creating
ボリュームは作成中です。
available
ボリュームはインスタンスにアタッチされていません。
in-use
ボリュームはインスタンスにアタッチされています。
deleting
ボリュームは削除中です。
deleted
ボリュームは削除されました。
error
EBS ボリュームに関連する基となるハードウェアに障害が発生し、ボリュームに関連付けられている
データを回復できません。ボリュームを復元する方法またはボリューム上のデータを回復する方法に
ついては、「EBS ボリュームのステータスが「エラー」になる」を参照してください。

ボリュームメトリクスの表示
EBS ボリュームに関する詳細は、Amazon CloudWatch から入手できます。詳細については、「Amazon
EBS の Amazon CloudWatch メトリクス (p. 1776)」を参照してください。
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空きディスク容量の表示
インスタンスの Windows オペレーティングシステムから、どのくらいのディスク容量が使用可能かなどの
EBS ボリュームの詳細情報を取得できます。例えば、エクスプローラーを開き、[This PC (この PC)] を選
択します。
次の dir コマンドを使用して、出力の最後の行を確認することで空きディスク容量を表示することもでき
ます。
C:\> dir C:
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 68C3-8081
Directory of C:\
03/25/2018
03/25/2018
03/25/2018
03/25/2018
03/25/2018
03/25/2018
03/25/2018
03/25/2018
03/25/2018
03/25/2018
03/25/2018
03/25/2018
03/25/2018

02:10 AM
<DIR>
.
02:10 AM
<DIR>
..
03:47 AM
<DIR>
Contacts
03:47 AM
<DIR>
Desktop
03:47 AM
<DIR>
Documents
03:47 AM
<DIR>
Downloads
03:47 AM
<DIR>
Favorites
03:47 AM
<DIR>
Links
03:47 AM
<DIR>
Music
03:47 AM
<DIR>
Pictures
03:47 AM
<DIR>
Saved Games
03:47 AM
<DIR>
Searches
03:47 AM
<DIR>
Videos
0 File(s)
0 bytes
13 Dir(s) 18,113,662,976 bytes free

次の fsutil コマンドを使用して、空きディスク容量を表示することもできます。
C:\> fsutil volume diskfree C:
Total # of free bytes
: 18113204224
Total # of bytes
: 32210153472
Total # of avail free bytes : 18113204224

Tip
CloudWatch エージェントを使用して、インスタンスに接続せずに Amazon EC2 インスタンスか
らディスクスペース使用量のメトリクスを収集することもできます。詳細については、「Amazon
CloudWatch ユーザーガイド」の「CloudWatch エージェント設定ファイルを作成する」および
「CloudWatch エージェントのインストール」を参照してください。複数のインスタンスのディ
スクスペース使用量をモニタリングする必要がある場合は、Systems Manager を使用してそれ
らのインスタンスに CloudWatch エージェントをインストールして設定できます。詳細について
は、「Installing the CloudWatch agent using Systems Manager」(Systems Manager を使用した
CloudWatch エージェントのインストール) を参照してください。
Linux インスタンスでの空きディスク領域表示の詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイドの「空きディスク容量の表示」を参照してください。

以前のスナップショットを使用したボリュームの置き換え
Amazon EBS スナップショットは、速度、利便性、コストに優れるため、Amazon EC2 で推奨されるバッ
クアップツールです。スナップショットからボリュームを作成すると、データは特定時点で保存された状
態で、その時点の状態が再作成されます。スナップショットから作成されたボリュームをインスタンスに
アタッチすることで、リージョン間でのデータの複製、テスト環境の作成、損傷または破損した本稼働ボ
リュームの完全な置換、特定のファイルとディレクトリの取得とアタッチされた別のボリュームへの転送
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を行うことができます。詳細については、「Amazon EBS スナップショット (p. 1555)」を参照してくだ
さい。
Amazon EBS ボリュームを、そのボリュームの以前のスナップショットから作成された別のボリュームに
置き換えるには、次の手順のいずれかを使用できます。現在のボリュームをデタッチしてから、新しいボ
リュームをアタッチする必要があります。

Note
Amazon EBS ボリュームは、同じアベイラビリティーゾーンのインスタンスに限りアタッチでき
ます。
Console

ボリュームを置き換えるには
1.

スナップショットからボリュームを作成し、新しいボリュームの ID を書き留めます。詳細につい
ては、「スナップショットからのボリュームの作成 (p. 1528)」を参照してください。

2.

[Instances] (インスタンス) ページで、ボリュームを置き換えるインスタンスを選択し、インスタ
ンス ID を書き留めます。
インスタンスが選択された状態で、[Storage] (ストレージ) タブを選択します。[Block devices] (ブ
ロックデバイス) セクションで、置き換えるボリュームを検索し、ボリュームのデバイス名を書き
留めます (例: /dev/sda1)。
ボリューム ID を選択します。

3.

[Volumes] (ボリューム) 画面で、ボリュームを選択し、[Actions] (アクション)、[Detach volume]
(ボリュームのデタッチ)、[Detach] (デタッチ) の順に選択します。

4.

ステップ 1 で作成した新しいボリュームを選択し、[Actions] (アクション)、[Attach volume] (ボ
リュームのアタッチ) の順に選択します。
[Instance] (インスタンス) および [Device name] (デバイス名) に、ステップ 2 で書き留めたインス
タンス ID とデバイス名を入力し、[Attach volume] (ボリュームのアタッチ) を選択します。

5.

インスタンスに接続し、ボリュームをマウントします。詳細については、「Windows で Amazon
EBS ボリュームを使用できるようにする (p. 1531)」を参照してください。

ルートボリュームを置き換える
Amazon EC2 では、実行中のインスタンスのルート EBS ボリュームを置き換えることができます。
• インスタンスストアボリュームで復元されたデータ ― インスタンスストアボリュームは、ルートボ
リュームが復元された後も、インスタンスにアタッチされたままになります。
• データ (非ルート) Amazon EBS ボリュームに保存されたデータ - 非ルート Amazon EBS ボリューム
は、ルートボリュームがリストアされた後もインスタンスに接続されたままです。
• ネットワーク設定 — すべてのネットワークインターフェイスはインスタンスにアタッチされたままと
なり、IP アドレス、識別子、およびアタッチメント ID を保持します。インスタンスが利用可能になる
と、保留中のネットワークトラフィックがすべてフラッシュされます。さらに、インスタンスは同じ物
理ホスト上に残るため、パブリック IP アドレス、プライベート IP アドレス、および DNS 名が保持さ
れます。
• IAM ポリシー — インスタンスに関連付けられた IAM プロファイルとポリシー (タグベースのポリシーな
ど) は保持され、適用されます。
トピック
• 動作の仕組み (p. 1542)
• ルートボリュームを置き換える (p. 1544)
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• ルートボリューム置換タスクを表示する (p. 1544)

動作の仕組み
インスタンスのルートボリュームを置き換えると、新しい (置換) ルートボリュームは、次のいずれかの方
法で復元されます。
• 初期起動状態へ — ボリュームはインスタンス起動時の初期状態に復元されます。詳細については、
「ルートボリュームを開始状態に復元する (p. 1542)」を参照してください。
• 現在のルートボリュームと同じ系統のスナップショットから — これにより、ルートボリュームの破損や
ゲスト OS ネットワーク設定エラーなどの問題を修正できます。詳細については、「スナップショット
を使用したボリュームの置き換え (p. 1543)」を参照してください。
• インスタンスと同じキー属性を持つ AMI から — これにより、オペレーティングシステムとアプリケー
ションのパッチ適用やアップグレードを実行できます。詳細については、「AMI を使用したボリューム
の置き換え (p. 1543)」を参照してください。
元のルートボリュームがインスタンスからデタッチされ、その代わりに新しいルートボリュームがインス
タンスにアタッチされます。インスタンスのブロックデバイスマッピングは、置換用ルートボリューム
の ID を反映するように更新されます。ルートボリュームの置換プロセスが完了した後も、元のルートボ
リュームを維持するかどうかを選択できます。置換プロセスの完了後に元のルートボリュームを削除する
と、元のルートボリュームは自動的に削除され、回復できなくなります。処理が完了した後も元のルート
ボリュームを維持することを選択した場合、ボリュームはアカウントにプロビジョニングされたままにな
るため、不要になったら手動で削除する必要があります。
ルートボリュームの置き換えタスクが失敗した場合、インスタンスは再起動され、元のルートボリューム
はインスタンスにアタッチされたままになります。

ルートボリュームの置き換えに関する考慮事項
• インスタンスは running の状態である必要があります。
• インスタンスは、プロセス中に自動的に再起動されます。メモリ (RAM) の内容は、再起動中に消去され
ます。手動で再起動する必要はありません。
• インスタンスストアボリュームの場合、ルートボリュームを置き換えることはできません。Amazon
EBS ルートボリュームを持つインスタンスのみに対応しています。
• ルートボリュームを置き換えることができるのは、すべての仮想化インスタンスタイプと Amazon EC2
Mac メタルインスタンスのみです。その他のメタルインスタンスには対応していません。
• インスタンスの以前のルートボリュームのいずれかと同じ系統に属する任意のスナップショットを使用
できます。
トピック
• ルートボリュームを開始状態に復元する (p. 1542)
• スナップショットを使用したボリュームの置き換え (p. 1543)
• AMI を使用したボリュームの置き換え (p. 1543)

ルートボリュームを開始状態に復元する
インスタンスのルートボリュームを、元のルートボリュームの起動状態に復元された置換用ルートボ
リュームに置き換える置換用ルートボリュームを実行できます。置換用ボリュームは、インスタンスの起
動中に元のボリュームの作成に使用されたスナップショットから自動的に復元されます。
置換用ルートボリュームには、元のルートボリュームと同じタイプ、サイズ、削除時の削除属性が割り当
てられます。
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スナップショットを使用したボリュームの置き換え
インスタンスのルートボリュームを、特定のスナップショットに復元された置換用ボリュームで置き換え
るルートボリューム置換を実行することができます。これにより、インスタンスのルートボリュームを、
そのルートボリュームから以前に作成した特定のスナップショットに復元できます。
置換用ルートボリュームには、元のルートボリュームと同じタイプ、サイズ、削除時の削除属性が割り当
てられます。

スナップショットを使用ためのする考慮事項
• インスタンスの現在のルートボリュームと同じ系統に属するスナップショットのみを使用できます。
• ルートボリュームから作成したスナップショットにより作成されたスナップショットのコピーは使用で
きません。
• ルートボリュームの置き換えに成功した後も、元のルートボリュームから取得したスナップショットを
使用して、新しい (置換) ルートボリュームに置き換えることができます。

AMI を使用したボリュームの置き換え
ルートボリュームの置き換えは、所有する AMI、共有されている AMI、または AWS Marketplace AMI を
使用して実行できます。AMI には、インスタンスと同じ製品コード、請求情報、アーキテクチャタイプ、
仮想化タイプが必要です。
インスタンスで NitroTPM、ENA、または sriov-net が有効になっている場合は、これらの機能をサポート
する AMI を使用する必要があります。インスタンスで NitroTPM、ENA、または sriov-net が有効になって
いない場合は、それらの機能をサポートしない AMI を選択するか、それらをサポートする AMI を選択で
きます。その場合は、インスタンスにサポートが追加されます。
インスタンスが AMI のブートモードをサポートしている限り、インスタンスとは異なるブートモードの
AMI を選択できます。インスタンスがブートモードをサポートしていない場合、リクエストは失敗しま
す。インスタンスがブートモードをサポートしている場合、新しいブートモードがインスタンスに伝達さ
れ、それに応じてその UEFI データが更新されます。ブート順序を手動で変更したり、プライベートカー
ネルモジュールをロードするためにプライベート UEFI セキュアブートキーを追加したりした場合、ルー
トボリュームの置換時に変更内容が失われます。
置換用ルートボリュームには、元のルートボリュームと同じボリュームタイプ、削除時の削除属性が割り
当てられます。元のルートボリュームのサイズか、ルートボリュームに対する AMI のブロックデバイス
マッピングのサイズのどちらか大きい方を取得します。
ルートボリュームの置換タスクが完了すると、コンソール (AWS CLI または AWS SDK) を使用してインス
タンスを記述すると、次の新しい情報および更新された情報が反映されます。
• 新しい AMI ID
• ルートボリュームの新しいボリューム ID
• 更新されたブートモード設定 (AMI によって変更された場合)
• 更新された NitroTPM 設定 (AMI によって有効になっている場合)
• 更新された ENA 設定 (AMI によって有効になっている場合)
• 更新された sriov-net 設定 (AMI によって有効になっている場合)
新しい AMI ID はインスタンスメタデータにも反映されます。

AMI を使用ためのする考慮事項
• ブロックデバイスマッピングが複数ある AMI を使用する場合、AMI のルートボリュームのみが使用され
ます。他の (非ルート) ボリュームは無視されます。
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• アカウントに起動許可がある AMI のみを使用できます。
• インスタンスに製品コードがない場合にのみ、製品コードなしの AMI を使用できます。
• 暗号化ステータスを変更することはできません。元のルートボリュームが暗号化されている場合、新し
いルートボリュームは暗号化されます。元のルートボリュームが暗号化されておらず、選択した AMI の
ルートボリュームのブロックデバイスマッピングが暗号化されている場合、新しいルートボリュームは
暗号化されます。元のルートボリュームと選択した ボリュームのAMI のルートブロックデバイスマッピ
ングが暗号化されていない場合、新しいルートボリュームは暗号化されません。
• インスタンスのインスタンス ID ドキュメントは自動的に更新されます。
• インスタンスが NitroTPM に対応している場合、インスタンスの NitroTPM データがリセットされ、新し
いキーが生成されます。

ルートボリュームを置き換える
インスタンスのルートボリュームを復元すると、ルートボリュームの置換タスクが作成されます。ルート
ボリュームの置換タスクを使用して、置換プロセスの進行状況と結果をモニタリングできます。詳細につ
いては、「ルートボリューム置換タスクを表示する (p. 1544)」を参照してください。
次のいずれかの方法を使用して、インスタンスのルートボリュームを置き換えることができます。

Note
Amazon EC2 コンソールを使用する場合、この機能は新しいコンソールでのみ使用できます。
New console

ルートボリュームを置き換えるには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

ルートボリュームを置き換えるインスタンスを選択し、[Actions] (アクション)、[Monitor and
troubleshoot] (監視とトラブルシューティング)、[Replace root volume] (ルートボリュームを置換)
の順に選択します。

Note
選択したインスタンスが [running] 状態の場合、[Replace root volume] (ルートボリュー
ムを置き換える) アクションは無効です。
4.

[Replace root volume] (ルートボリュームを置換) の画面で、次のいずれかの操作を行います。
• 置換用のルートボリュームを初期起動状態に復元するには、スナップショットを選択せずに
[Create replacement task] (置換タスクを作成) を選択します。
• 置換用のルートボリュームを特定のスナップショットに復元するには、[Snapshot] (スナップ
ショット) で、使用するスナップショットを選択し、[Create replacement task] (置換タスクを
作成) を選択します。
• AMI を使用して置換用ルートボリュームを復元するには、[AMI] で使用する AMI を選択
し、[Create replacement task] (置換タスクを作成) を選択します。

5.

置換タスクの完了後に元のルートボリュームを削除するには、[Delete replaced root volume] (置
き換えられたルートボリュームを削除) を選択します。

ルートボリューム置換タスクを表示する
インスタンスのルートボリュームを復元すると、ルートボリュームの置換タスクが作成されます。ルート
ボリュームの置き換えタスクは、プロセス中に次の状態に移行します。
• pending — 置換ボリュームが作成されています。
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• in-progress — 元のボリュームがデタッチされ、置換ボリュームがアタッチされています。
• succeeded — 置換ボリュームはインスタンスに正常にアタッチされ、インスタンスは利用可能です。
• failing — 置換タスクが失敗を処理しています。
• failed — 置換タスクは失敗しましたが、元のルートボリュームはまだアタッチされています。
• failing-detached — 置換タスクが正常に処理されていません。インスタンスにルートボリュームが
アタッチされていない可能性があります。
• failed-detached — 置換タスクが失敗し、インスタンスにルートボリュームがアタッチされていませ
ん。
次のいずれかの方法を使用して、インスタンスのルートボリューム置換タスクを表示できます。

Note
Amazon EC2 コンソールを使用する場合、この機能は新しいコンソールでのみ使用できます。
New console

ルートボリュームの置換タスクを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

ルートボリューム置換タスクを表示するインスタンスを選択し、[Storage] (ストレージ) タブを選
択します。

4.

[Storage] (ストレージ) タブで、[Recent root volume replacement tasks] (最近のルートボリューム
置換タスク) を展開します。

ボリュームのステータスのモニタリング
Amazon Web Services (AWS) では、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームのモニタリン
グに使用できるデータを自動的に提供します。
コンテンツ
• EBS ボリュームステータスチェック (p. 1545)
• EBS ボリュームイベント (p. 1547)
• 障害のあるボリュームの操作 (p. 1549)
• AutoEnable IO ボリューム属性の操作 (p. 1551)
モニタリングの詳細については、「Amazon EBS の Amazon CloudWatch メトリクス (p. 1776)」と
「EventBridge for Amazon EBS (p. 1782)」を参照してください。

EBS ボリュームステータスチェック
ボリュームステータスチェックを利用すると、Amazon EBS ボリュームのデータの潜在的な不整合を容易
に理解、追跡、および管理できます。これらのチェックは、Amazon EBS ボリュームに障害が発生してい
るかどうかを判断するために必要な情報を提供し、潜在的に不整合なボリュームの処理方法を制御できる
ように設計されています。
ボリュームステータスチェックは 5 分ごとに自動的に試行され、成功または失敗のステータスを返しま
す。すべてのチェックが成功した場合、ボリュームのステータスは ok です。チェックが失敗した場合、
ボリュームのステータスは impaired です。ステータスが insufficient-data の場合、ボリュームの
チェックがまだ実行中である可能性があります。ボリュームステータスチェックの結果を表示して、障害
のあるボリュームを特定し、必要なアクションを行うことができます。

1545

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EBS ボリューム

ボリュームのデータが潜在的に不整合であると Amazon EBS が判断した場合、デフォルトでは、アタッチ
されたすべての EC2 インスタンスからそのボリュームへの I/O が無効になります。これにより、データの
破損を防ぐことができます。I/O が無効になると、次のボリュームステータスチェックが失敗し、ボリュー
ムステータスは impaired になります。さらに、I/O が無効になったこと、およびボリュームへの I/O を
有効にすることによってボリュームの障害ステータスを解決できることを伝えるイベントが表示されま
す。ユーザーが I/O を有効にするまでシステムは待機するため、ユーザーはインスタンスによるボリュー
ムの使用を継続するか、その前に chkdsk などのコマンドを使用して整合性チェックを実行するかを判断
することができます。

Note
ボリュームステータスはボリュームステータスチェックに基づいており、ボリューム状態を反映
していません。従って、ボリュームステータスではボリュームが error 状態 (例えば、I/O を受
け付けできない) であることは判りません。ボリュームの状態についての詳細は、「ボリューム状
態 (p. 1539)」を参照してください。
あるボリュームの整合性について心配しているわけではなく、そのボリュームに障害が発生した際にその
ボリュームをすぐに利用できるようにしたい場合は、デフォルトの動作を上書きして、I/O を自動的に有効
にするようにボリュームを設定することができます。Auto-Enable IO 属性 (API の autoEnableIO) を有
効にしている場合は、ボリューム状態のチェックは引き続きパスされます。また、ボリュームに潜在的な
障害があると判断されたが、そのボリュームの I/O が自動的に有効になったことを伝えるイベントも表示
されます。これにより、ボリュームの整合性を確認したり、後でボリュームを交換したりすることが可能
になります。
I/O パフォーマンスステータスチェックは、実際のボリュームパフォーマンスと予想されるボリュームパ
フォーマンスを比較します。ボリュームパフォーマンスが想定未満である場合は、警告が表示されます。
このステータスチェックは、インスタンスにアタッチされている、プロビジョンド IOPS SSD (io1 およ
び io2) ボリュームと、汎用 SSD (gp3) ボリュームに対してのみ使用できます。ステータスチェックは、
汎用 SSD (gp2)、スループット最適化 HDD (st1)、Cold HDD (sc1)、または磁気 (standard) ボリュー
ムでは使用できません。I/O パフォーマンスステータスチェックは 1 分ごとに 1 回実行され、CloudWatch
は 5 分ごとにこのデータを収集します。io1 または io2 ボリュームをインスタンスにアタッチしてから、
ステータスチェックが I/O パフォーマンスステータスを報告するまでに、最長で 5 分かかる場合がありま
す。

Important
スナップショットから復元された Provisioned IOPS SSD ボリュームを初期化している間は、ボ
リュームのパフォーマンスが想定レベルの 50% を下回る場合があります。このため、ボリューム
の [I/O Performance (I/O パフォーマンス)] ステータスチェックでは warning 状態が表示されま
す。これは想定の動作です。初期化中の Provisioned IOPS SSD ボリュームの warning 状態は無
視してかまいません。詳細については、「Amazon EBS ボリュームの初期化 (p. 1766)」を参照
してください。
次の表に、Amazon EBS ボリュームのステータスを示します。
ボリュームのステータス

I/O 有効ステータス

I/O パフォーマンスステータ
ス (io1、io2、および gp3 ボ
リュームのみ)

ok

Enabled (I/O Enabled または I/O
Auto-Enabled)

Normal (ボリュームパフォーマン
スは想定どおり)

warning

Enabled (I/O Enabled または I/O
Auto-Enabled)

Degraded (ボリュームのパ
フォーマンスが想定を下回って
いる)
Severely Degraded (ボリューム
のパフォーマンスが想定をかな
り下回っている)
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ボリュームのステータス

I/O 有効ステータス

I/O パフォーマンスステータ
ス (io1、io2、および gp3 ボ
リュームのみ)

impaired

Enabled (I/O Enabled または I/O
Auto-Enabled)

Stalled (ボリュームのパフォーマ
ンスは致命的な影響を受けてい
る)

Disabled (ボリュームがオフライ
ンで復旧の保留中、またはユー
ザーによる I/O の有効化待ち)
insufficient-data

Enabled (I/O Enabled または I/O
Auto-Enabled)

Not Available (I/O が無効なた
め、I/O パフォーマンスの判定不
能)
Insufficient Data

Insufficient Data
次の方法を使用して、ステータスチェックを表示および操作できます。
Console

ステータスチェックを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [ボリューム] を選択します。
[Volume status] (ボリュームのステータス) 列に、各ボリュームの動作状況が表示されます。

3.

特定のボリュームのステータスの詳細を表示するには、グリッドでボリュームを選択し
て、[Status Checks] (ステータスチェック) タブを選択します。

4.

ステータスチェックが失敗したボリュームがある場合 (ステータスが impaired と示されている
場合) は、「障害のあるボリュームの操作 (p. 1549)」を参照してください。

ナビゲータで [Events (イベント)] を選択して、インスタンスとボリュームのすべてのイベントを表
示することもできます。詳細については、「EBS ボリュームイベント (p. 1547)」を参照してくださ
い。
AWS CLI

ボリュームステータス情報を表示するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。
• describe-volume-status (AWS CLI)
• Get-EC2VolumeStatus (AWS Tools for Windows PowerShell)
これらのコマンドラインインターフェイスの詳細については、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参
照してください。

EBS ボリュームイベント
ボリュームのデータが潜在的に不整合であると Amazon EBS によって判断された場合、デフォルトでは、
アタッチされているすべての EC2 インスタンスからそのボリュームへの I/O が無効になります。これによ
り、ボリュームステータスチェックが失敗し、障害の原因を示すボリュームステータスイベントが作成さ
れます。
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データが潜在的に不整合であるボリュームで I/O を自動的に有効にするには、Auto-Enabled IO ボリューム
属性 (API の autoEnableIO) の設定を変更します。この属性の変更の詳細については、「障害のあるボ
リュームの操作 (p. 1549)」を参照してください。
各イベントには、イベントが発生した時刻を示す開始時刻と、そのボリュームに対する I/O が無効になっ
た時間を示す継続時間が含まれています。ボリュームに対する I/O が有効になると、イベントに終了時刻
が追加されます。
ボリュームステータスイベントには、次の説明のいずれかが含まれています。
Awaiting Action: Enable IO
ボリュームデータに整合性がない可能性があります。ボリュームに対する I/O は、ユーザーが明示的
に有効にするまで無効になります。I/O を明示的に有効にすると、イベントの説明が IO Enabled に変
更されます。
IO Enabled
このボリュームに対する I/O 操作が明示的に有効にされました。
IO Auto-Enabled
イベントの発生後に、このボリュームで I/O 操作が自動的に有効になりました。データを引き続き使
用する前に、データの整合性を確認することをお勧めします。
Normal
io1、io2、および gp3 ボリュームのみ。ボリュームのパフォーマンスは想定どおりです。
Degraded
io1、io2、および gp3 ボリュームのみ。ボリュームのパフォーマンスは想定を下回っています。
Severely Degraded
io1、io2、および gp3 ボリュームのみ。ボリュームのパフォーマンスは想定をはるかに下回ってい
ます。
Stalled
io1、io2、および gp3 ボリュームのみ。ボリュームのパフォーマンスは致命的な影響を受けていま
す。
次の方法を使用して、ボリュームイベントを表示できます。
Console

ボリュームイベントを表示するには
1.
2.
3.
4.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインの [Events] を選択します。イベントを含むすべてのインスタンスおよびボ
リュームがリストされています。
ボリュームでフィルタリングして、ボリュームステータスのみを表示できます。特定のタイプの
ステータスでフィルタリングすることもできます。
ボリュームを選択して、その特定のイベントを表示します。

AWS CLI

ボリュームイベントを表示するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。
• describe-volume-status (AWS CLI)
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• Get-EC2VolumeStatus (AWS Tools for Windows PowerShell)
これらのコマンドラインインターフェイスの詳細については、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参
照してください。
I/O が無効になっているボリュームがある場合は、「障害のあるボリュームの操作 (p. 1549)」を参照して
ください。I/O パフォーマンスが通常の状態を下回っているボリュームがある場合、実行したアクションを
原因とする一時的な状態である可能性があります (ピーク使用時にボリュームのスナップショットを作成
した、必要な I/O 帯域幅をサポートできないインスタンスでボリュームを実行した、ボリュームのデータ
に初めてアクセスした、など)。

障害のあるボリュームの操作
ボリュームのデータが整合していない可能性があるためにボリュームに障害がある場合は、以下のオプ
ションを使用します。
Options
• オプション 1: インスタンスにアタッチされたボリュームで整合性チェックを実行する (p. 1549)
• オプション 2: 別のインスタンスを使用してボリュームで整合性チェックを実行する (p. 1550)
• オプション 3: 不要なボリュームを削除する (p. 1550)

オプション 1: インスタンスにアタッチされたボリュームで整合性チェックを実行する
もっとも単純なオプションは、ボリュームが Amazon EC2 にアタッチされているときに、I/O を有効にし
てから、ボリュームでデータの整合性チェックを実行するオプションです。

アタッチされたボリュームで整合性チェックを実行するには
1.

アプリケーションによるボリュームの使用を停止します。

2.

ボリュームの I/O を有効にします。次のいずれかの方法を使用します。
Console
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Events] を選択します。

3.

I/O 操作を有効にするボリュームを選択します。

4.

[Actions] (アクション)、[Enable I/O] (I/O を有効化) の順に選択します。

AWS CLI

コマンドラインを使用してボリュームの I/O を有効にするには
Amazon EBS ボリュームのイベント情報を表示するには、次のコマンドのいずれかを使用でき
ます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細については、Amazon EC2 へのアクセ
ス (p. 3) を参照してください。
• enable-volume-io (AWS CLI)
• Enable-EC2VolumeIO (AWS Tools for Windows PowerShell)
3.

ボリュームのデータを確認します。
a.

chkdsk コマンドを実行します。

b.

(オプション) 関連するエラーメッセージがないか、使用可能なアプリケーションログまたはシス
テムログを確認します。
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c.

ボリュームの障害が 20 分を超えて続く場合は、AWS サポートセンターに連絡してください。
[Troubleshoot (トラブルシューティング)] をクリックしてから、[Troubleshoot Status Checks (ス
テータスチェックのトラブルシューティング)] ダイアログボックスの [Contact Support (サポート
に問い合わせる)] を選択してサポートケースを送信します。

オプション 2: 別のインスタンスを使用してボリュームで整合性チェックを実行する
実動環境外部のボリュームをチェックするには、次の手順に従います。

Important
この手順を実行すると、ボリューム I/O を無効にしたときに停止された書き込み I/O が失われる
場合があります。

分離されたボリュームで整合性チェックを実行するには
1.

アプリケーションによるボリュームの使用を停止します。

2.

ボリュームをインスタンスからデタッチします。詳細については、「Windows インスタンスから
Amazon EBS ボリュームをデタッチします。 (p. 1552)」を参照してください。

3.

ボリュームの I/O を有効にします。次のいずれかの方法を使用します。
Console
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Events] を選択します。

3.

前の手順でデタッチしたボリュームを選択します。

4.

[Actions] (アクション)、[Enable I/O] (I/O を有効化) の順に選択します。

AWS CLI

コマンドラインを使用してボリュームの I/O を有効にするには
Amazon EBS ボリュームのイベント情報を表示するには、次のコマンドのいずれかを使用でき
ます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細については、Amazon EC2 へのアクセ
ス (p. 3) を参照してください。
• enable-volume-io (AWS CLI)
• Enable-EC2VolumeIO (AWS Tools for Windows PowerShell)
4.

ボリュームを別のインスタンスにアタッチします。詳細については、「インスタンスの起
動 (p. 515)」および「インスタンスへの Amazon EBS ボリュームのアタッチ (p. 1530)」を参照して
ください。

5.

ボリュームのデータを確認します。
a.

chkdsk コマンドを実行します。

b.

(オプション) 関連するエラーメッセージがないか、使用可能なアプリケーションログまたはシス
テムログを確認します。

c.

ボリュームの障害が 20 分を超えて続く場合は、AWS サポートセンターに連絡してください。
[Troubleshoot (トラブルシューティング)] を選択し、トラブルシューティングのダイアログボック
スで [Contact Support (サポートに問い合わせる)] を選択して、サポートケースを送信します。

オプション 3: 不要なボリュームを削除する
環境からボリュームを削除するには、単にそれを削除します。ボリュームの削除の詳細については、
「Amazon EBS ボリュームの削除 (p. 1554)」を参照してください。
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ボリュームのデータをバックアップするスナップショットを最近作成した場合、そのスナップショッ
トから新しいボリュームを作成できます。詳細については、「スナップショットからのボリュームの作
成 (p. 1528)」を参照してください。

AutoEnable IO ボリューム属性の操作
ボリュームのデータが潜在的に不整合であると Amazon EBS によって判断された場合、デフォルトで
は、アタッチされているすべての EC2 インスタンスからそのボリュームへの I/O が無効になります。こ
れにより、ボリュームステータスチェックが失敗し、障害の原因を示すボリュームステータスイベント
が作成されます。あるボリュームの整合性について心配しているわけではなく、そのボリュームに障害
が発生した際にそのボリュームをすぐに利用できるようにしたい場合は、デフォルトの動作を上書きし
て、I/O を自動的に有効にするようにボリュームを設定することができます。Auto-Enable IO 属性 (API の
autoEnableIO) を有効にしている場合は、ボリュームとインスタンスとの間の I/O が自動的に有効にな
り、ボリュームのステータスチェックはパスされます。また、ボリュームが潜在的に不整合な状態である
こと、ただしそのボリュームの I/O が自動的に有効になったことを伝えるイベントも表示されます。この
イベントが発生した場合は、ボリュームの整合性をチェックし、必要に応じて置き換えます。詳細につい
ては、「EBS ボリュームイベント (p. 1547)」を参照してください。
次のいずれかの方法を使用して、ボリュームの [Auto-Enabled IO] (IO の自動有効化) 属性を表示および変
更できます。
New console

ボリュームの、 IO の自動有効化 属性を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインの [ボリューム] を選択します。
ボリュームを選択して、[Status Checks] (ステータスチェック) タブを選択します。
[Auto-Enabled I/O] (I/O の自動有効化) フィールドには、選択したボリュームの現在の設定
([Enabled] (有効) または [Disabled] (無効)) が表示されます。

ボリュームの、IO の自動有効化属性を変更するには
1.
2.
3.
4.
5.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインの [ボリューム] を選択します。
ボリュームを選択し、[Actions] (アクション)、[Manage auto-enabled I/O] (自動有効化 I/O の管理)
の順に選択します。
障害のあるボリュームの I/O を自動的に有効にするには、[Auto-Enable Volume I/O for impaired
volumes] (障害のあるボリュームの I/O を自動有効化) チェックボックスをオンにします。この機
能を無効にするには、チェックボックスをクリアします。
[Update] (更新) を選択します。

AWS CLI

ボリュームの autoEnableIO 属性を表示するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。
• describe-volume-attribute (AWS CLI)
• Get-EC2VolumeAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)

ボリュームの autoEnableIO 属性を変更するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。
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• modify-volume-attribute (AWS CLI)
• Edit-EC2VolumeAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)
これらのコマンドラインインターフェイスの詳細については、「Amazon EC2 へのアクセス (p. 3)」
を参照してください。

Windows インスタンスから Amazon EBS ボリュームをデタッチ
します。
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームをインスタンスからデタッチしてから、別のインス
タンスにアタッチまたは削除する必要があります。ボリュームをデタッチしても、ボリュームのデータに
は影響しません。
Linux インスタンスからボリュームをデタッチする方法については、Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイド の「Linux インスタンスからボリュームをデタッチする」を参照してください。
トピック
• 考慮事項 (p. 305)
• ボリュームのアンマウントとデタッチ (p. 1552)
• トラブルシューティング (p. 1554)

考慮事項
• インスタンスから Amazon EBS ボリュームをデタッチするには、明示的にデタッチするか、インスタン
スを終了します。ただし、インスタンスが実行中の場合、最初にインスタンスからボリュームをアンマ
ウントする必要があります。
• EBS ボリュームがインスタンスのルートデバイスである場合、ボリュームをデタッチする前に、インス
タンスを停止する必要があります。
• (アンマウントせずに) 切り離したボリュームを再接続することはできますが、同じマウントポイントが
得られない可能性があります。進行中のボリュームがデタッチされたときにそのボリュームへの書き込
みがあった場合、ボリューム上のデータは同期していない可能性があります。
• ボリュームをデタッチした後でも、ストレージ量が AWS 無料利用枠の上限を超えている限り、料金が
発生します。不要な料金の発生を防ぐために、ボリュームを削除する必要があります。詳細について
は、「Amazon EBS ボリュームの削除 (p. 1554)」を参照してください。

ボリュームのアンマウントとデタッチ
ボリュームをインスタンスからアンマウントおよびデタッチするには、次の手順を使用します。これは、
ボリュームを別のインスタンスにアタッチする必要がある場合や、ボリュームを削除する必要がある場合
に便利です。
ステップ
• 手順 1: ボリュームをアンマウントする (p. 1552)
• 手順 2: ボリュームをインスタンスからデタッチする (p. 1553)
• 手順 3: オフラインデバイスの場所をアンインストールする (p. 1553)

手順 1: ボリュームをアンマウントする
Windows インスタンスから、次のようにボリュームをマウント解除します。
1.

[Disk Management] ユーティリティを起動します。
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• (Windows Server 2012 以降) タスクバーで、Windows ロゴを右クリックし、[Disk Management] を
選択します。
• (Windows Server 2008) [Start]、[Administrative Tools]、[Computer Management]、[Disk
Management] の順に選択します。
2.

ディスクを右クリック (例: [Disk 1] を右クリック) し、[オフライン] を選択します。ディスクのステー
タスが [オフライン] に変わるまで待ってから Amazon EC2 コンソールを開きます。

手順 2: ボリュームをインスタンスからデタッチする
インスタンスからボリュームをデタッチするには、次のいずれかの方法を使用します。
Console

コンソールを使用して、EBS ボリュームをデタッチするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [ボリューム] を選択します。

3.

デタッチするボリュームを選択し、[Actions] (アクション)、[Detach Volume] (ボリュームのデ
タッチ) の順に選択します。

4.

確認を求められたら、[デタッチ] を選択します。

Command line

コマンドラインを使用してインスタンスから EBS ボリュームをデタッチするには
ボリュームのマウントを解除した後、次のいずれかのコマンドを使用してボリュームをデタッチで
きます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細については、Amazon EC2 へのアクセ
ス (p. 3) を参照してください。
• detach-volume (AWS CLI)
• Dismount-EC2Volume (AWS Tools for Windows PowerShell)

手順 3: オフラインデバイスの場所をアンインストールする
ボリュームをインスタンスからアンマウントおよびデタッチすると、Windows はデバイスの場所に「オフ
ライン」のフラグを立てます。インスタンスの再起動と停止および再起動後、デバイスの場所はオフライ
ンのままになります。インスタンスを再起動すると、Windows はオフラインのデバイスの場所に残りのボ
リュームの 1 つをマウントする可能性があります。これにより、ボリュームが Windows で使用できなく
なります。これが起こらないようにし、次に Windows を起動したときにすべてのボリュームがオンライン
デバイスの場所に接続されるようにするには、次の手順に従います。
1.

インスタンスで、デバイスマネージャーを開きます。

2.

デバイスマネージャーで、[View]、[Show hidden devices] の順に選択します。

3.

デバイスのリストで、[Storage controllers] ノードを展開します。
デタッチされたボリュームがマウントされたデバイスの場所に AWS NVMe Elastic Block
Storage Adapter という名前が付けられ、グレー表示されます。

4.

グレー表示されている AWS NVMe Elastic Block Storage Adapter という名前の各デバイスの
場所を右クリックし、[Uninstall device] (デバイスをアンインストール) を選択し、[Uninstall] (アンイ
ンストール) を選択します。

Important
[Delete the driver software for this device] チェックボックスはオンにしないでください。
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トラブルシューティング
ボリュームをデタッチする場合に発生する一般的な問題と、それらを解決する方法は、次のとおりです。

Note
データ損失の可能性に対する保護を許可するには、ボリュームのスナップショットを作成してか
らアンマウントを試みます。スタックしたボリュームの強制デタッチを行うと、インスタンスを
再起動しない限り、ファイルシステムまたはファイルシステムに含まれるデータに損害を与えた
り、同じデバイス名を使用して新しいボリュームをアタッチできなくなったりする可能性があり
ます。
• Amazon EC2 コンソールからボリュームを切り離しているときに問題が発生した場合は、describevolumes CLI コマンドを使用して問題を診断すると便利なことがあります。詳細については、
「describe-volumes」を参照してください。
• ボリュームの状態がdetaching状態のまま変わらない場合は、[Force Detach] を選択して、強制的に
アタッチ解除することもできます。障害が発生したインスタンスからボリュームをアタッチ解除するた
めの最後の手段として、またはボリュームを削除するためにデタッチする場合のみ、このオプションを
使用してください。インスタンスは、ファイルシステムキャッシュやファイルシステムメタデータをフ
ラッシュする機会を失います。このオプションを使用する場合は、ファイルシステムのチェックと修復
の手順を手動で実行する必要があります。
• ボリュームを数分間何度も強制的にデタッチしようとしたが、detaching 状態のままになっている場
合は、Amazon EC2 フォーラムへのヘルプのリクエストを送信できます。迅速に解決できるようにする
ため、ボリューム ID と、これまでに実行した手順を記述してください。
• まだマウントされたボリュームをデタッチしようとすると、ボリュームはデタッチを実行しようとして
busy 状態でスタックする可能性があります。describe-volumes からの次の出力は、この状態の例を示
しています。
"Volumes": [
{
"AvailabilityZone": "us-west-2b",
"Attachments": [
{
"AttachTime": "2016-07-21T23:44:52.000Z",
"InstanceId": "i-fedc9876",
"VolumeId": "vol-1234abcd",
"State": "busy",
"DeleteOnTermination": false,
"Device": "/dev/sdf"
}
...
}
]

この状態が発生した場合、ボリュームのアンマウント、デタッチの強制、インスタンスの再起動、また
はそれら 3 つをすべて行うまで、デタッチは無期限に遅れる可能性があります。

Amazon EBS ボリュームの削除
Amazon EBS ボリュームが不要になったら、それを削除できます。削除後、ボリュームに含まれるデータ
は消去され、ボリューム自体はどのインスタンスにもアタッチできなくなります。削除前にボリュームの
スナップショットを保存できるので、それを使用すれば後でボリュームを再作成できます。

Note
インスタンスにアタッチされているボリュームは削除できません。ボリュームを削除するには、
まずボリュームをデタッチする必要があります。詳細については、「Windows インスタンスから
Amazon EBS ボリュームをデタッチします。 (p. 1552)」を参照してください。
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ボリュームがインスタンスにアタッチされているかどうかを確認できます。コンソールの [ボ
リューム] ページで、ボリュームの状態を表示できます。
• ボリュームがインスタンスにアタッチされている場合、そのボリュームは in-use 状態です。
• ボリュームがインスタンスからデタッチされている場合、そのボリュームは available 状態
です。このボリュームは削除できます。
次のいずれかの方法を使用して、EBS ボリュームを削除できます。
Console

コンソールを使用して EBS ボリュームを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [ボリューム] を選択します。

3.

削除するボリュームを選択し、[Actions] (アクション)、[Delete Volume] (ボリュームの削除) の順
に選択します。

Note
[Delete volume] (ボリュームの削除) がグレー表示されている場合、そのボリュームはイ
ンスタンスにアタッチされています。ボリュームを削除する前に、インスタンスからボ
リュームをデタッチする必要があります。
4.

確認ダイアログボックスで、[削除] を選択します。

AWS CLI

コマンドラインを使用して、EBS ボリュームを削除するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• delete-volume (AWS CLI)
• Remove-EC2Volume (AWS Tools for Windows PowerShell)

Amazon EBS スナップショット
ポイントインタイムスナップショットを作成することで、Amazon EBSボリュームのデータを Amazon S3
にバックアップできます。スナップショットは増分バックアップです。つまり、最後にスナップショット
を作成した時点から、ボリューム上で変更のあるブロックだけが保存されます。これにより、スナップ
ショットを作成するのに要する時間が最小限に抑えられ、データを複製しないことで、ストレージコスト
が節約されます。各スナップショットには、(スナップショットを作成した瞬間から) データを新しい EBS
ボリュームに復元するために必要な情報がすべて含まれます。
スナップショットに基づいて EBS ボリュームを作成すると、新しいボリュームは、スナップショットの作
成に使用された元のボリュームの完全なレプリカとなります。すぐに使用を開始できるよう、レプリケー
トされたボリュームはバックグラウンドでデータを読み込みます。まだ読み込まれていないデータにア
クセスした場合、ボリュームは要求されたデータを Amazon S3 から即座にダウンロードし、引き続きボ
リュームの残りのデータをバックグラウンドで読み込みます。詳細については、「Amazon EBS スナップ
ショットの作成 (p. 1560)」を参照してください。
スナップショットを削除すると、そのスナップショットに固有のデータだけが削除されます。詳細につい
ては、「Amazon EBS スナップショットの削除 (p. 1578)」を参照してください。
スナップショットイベント
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EBS スナップショットの状態は、CloudWatch Events を通じて追跡できます。詳細については、「EBS ス
ナップショットイベント (p. 1786)」を参照してください。
アプリケーションコンシステントなスナップショット
Systems Manager Run Command を使用すると、Amazon EC2 Windows インスタンスにアタッチされた
すべての EBS ボリュームのアプリケーションコンシステントスナップショットを取得できます。このス
ナップショットプロセスは、Windows Volume Shadow Copy Service (VSS) を使用して、アプリケーショ
ンとディスク間で保留中のトランザクションからのデータを含む VSS 対応アプリケーションのイメージレ
ベルバックアップを取得します。すべてのアタッチされたボリュームのバックアップを実行する際に、イ
ンスタンスのシャットダウンあるいは切断を必要としません。詳細については、「VSS アプリケーション
コンシステントなスナップショットの作成」を参照してください。
マルチボリュームスナップショット
スナップショットを使用すると、大規模データベースや複数の EBS ボリュームにわたるファイルシステ
ムなど、重要なワークロードのバックアップを作成できます。マルチボリュームスナップショットを使用
すると、EC2 インスタンスにアタッチされている複数の EBS ボリュームにわたって、正確なポイントイ
ンタイムで、データ調整済みの Crash-consistent スナップショットを取得できます。スナップショットは
複数の EBS ボリュームにわたって自動的に作成されるため、クラッシュの一貫性を確保するためにインス
タンスを停止したり、ボリューム間で調整したりする必要がなくなります。詳細については、「Amazon
EBS スナップショットの作成 (p. 1560)」のマルチボリューム EBS スナップショットを作成する手順を参
照してください。
スナップショットの料金
スナップショットの料金は、保存されているデータの量に基づきます。スナップショットは増分であるた
め、スナップショットを削除すると、データストレージのコストが削減されない場合があります。スナッ
プショットによって排他的に参照されるデータは、そのスナップショットが削除されると削除されます
が、他のスナップショットによって参照されるデータは保持されます。詳細については、「AWS Billing
ユーザーガイド」の「Amazon Elastic Block Store のボリュームおよびスナップショット」を参照してくだ
さい。
コンテンツ
• 増分スナップショットの仕組み (p. 1556)
• スナップショットのコピーおよび共有 (p. 1559)
• スナップショットの暗号化サポート (p. 1560)
• Amazon EBS スナップショットの作成 (p. 1560)
• VSS アプリケーションコンシステントなスナップショットの作成 (p. 1565)
• Amazon EBS スナップショットの削除 (p. 1578)
• Amazon EBS スナップショットのコピー (p. 1580)
• Amazon EBS スナップショットのアーカイブ (p. 1585)
• Amazon EBS スナップショットに関する情報の表示 (p. 1607)
• Amazon EBS スナップショットの共有 (p. 1608)
• ごみ箱からスナップショットを復元する (p. 1613)
• Amazon EBS local snapshots on Outposts (p. 1615)
• EBS direct API を使用して EBS スナップショットの内容にアクセスする (p. 1626)
• スナップショットライフサイクルの自動化 (p. 1655)

増分スナップショットの仕組み
このセクションは、EBS スナップショットがある時点でのボリュームの状態をキャプチャする方法、およ
び変化するボリュームの連続するスナップショットが変更の履歴を作成する方法を説明します。
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同じボリュームの複数のスナップショット間の関係
このセクションの図は、3 つの時点のボリューム 1 を示しています。これら 3 つのボリューム状態それぞ
れのスナップショットが作成されます。この図が特に示しているのは、次の点です。
• 状態 1 では、ボリュームに 10 GiB のデータがあります。スナップ A がボリュームで作成された最初の
スナップショットであるため、10 GiB のデータ全体をコピーする必要があります。
• 状態 2 では、ボリュームにはまだ 10 GiB のデータが含まれていますが、4 GiB 分が変更されまし
た。スナップ B は、スナップ A が作成されたあとに変更された 4 GiB 分のみをコピーして保存する必
要があります。既にスナップ A にコピーおよび保存されている、変更がなかった残り 6 GiB 分のデー
タは、スナップ B によって単純に参照され、再コピーは作成されません。これは点線の矢印によって示
されます。
• 状態 3 では、2 GiB 分のデータがボリュームに追加され、合計 12 GiB となっています。スナップ C
は、スナップ B が作成されたあとに追加された 2 GiB 分をコピーする必要があります。点線の矢印で
示されているように、スナップ C はスナップ B に格納された 4 GiB 分のデータと、スナップ A に格納
された 6 GiB 分のデータの両方を参照します。
• 3 つのスナップショットに必要な合計ストレージ量は 16 GiB です。
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異なるボリュームの増分スナップショット間の関係
このセクションの図は、異なるボリュームから増分スナップショットを取得する方法を示しています。

Important
この図は、自分がボリューム 1 を所有していて、スナップ A を作成した場合を想定しています。
仮に他の AWS アカウントがボリューム 1 を所有し、そのアカウントがスナップ A を取得して自
分と共有している場合、スナップ B は完全なスナップショットになります。
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1. ボリューム 1 には 10 GiB のデータがあります。スナップ A がボリュームで作成された最初のスナッ
プショットであるため、10 GiB のデータ全体をコピーし、格納する必要があります。
2. ボリューム 2 はスナップ A から作成されるので、スナップショットを取得した時点では ボリューム 1
の完全なレプリカとなります。
3. 時間が経つと、ボリューム 2 に 4 GiB のデータが追加され、合計サイズは 14 GiB になります。
4. ボリューム 2 は、スナップ B から取得されます。スナップ B では、スナップ A からボリュームが作
成された後に追加された 4 GiB のデータのみがコピーされ、保管されます。もう一方の変更されてい
ない 10 GiB のデータは、すでにスナップ A に格納されており、再びコピーおよび格納される代わり
に、スナップ B から参照されます。
別のボリュームから作成されてはいますが、スナップ B はスナップ A の増分スナップショットです。

データが管理されている方法とスナップショットを削除するタイミングについては、Amazon EBS スナッ
プショットの削除 (p. 1578)を参照してください。

スナップショットのコピーおよび共有
アクセス権限を変更することで、スナップショットを AWS アカウント間で共有することができます。自
分のスナップショットのコピーと、他のユーザーから共有されたスナップショットのコピーを作成できま
す。詳細については、「Amazon EBS スナップショットの共有 (p. 1608)」を参照してください。
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スナップショットは、作成された AWS リージョンに制限されます。EBS ボリュームのスナップショッ
トを作成した後、そのスナップショットを使って、同じリージョンで新規ボリュームを作成できます。
詳細については、「スナップショットからのボリュームの作成 (p. 1528)」を参照してください。スナッ
プショットはリージョン間でコピーすることもできるため、地理的な拡大、データセンターの移行、災害
対策など、複数のリージョンを使用することが可能になります。completed 状態であるアクセス可能な
すべてのスナップショットをコピーできます。詳細については、「Amazon EBS スナップショットのコ
ピー (p. 1580)」を参照してください。

スナップショットの暗号化サポート
EBS スナップショットは、EBS 暗号化を完全にサポートします。
• 暗号化されたボリュームのスナップショットは自動的に暗号化されます。
• 暗号化されたスナップショットから作成されたボリュームは、自動的に暗号化されます。
• 自分が所有している、またはアクセス権がある暗号化されていないスナップショットから作成したボ
リュームは、オンザフライで暗号化できます。
• 自分が所有している暗号化されていないスナップショットをコピーした場合、コピー処理中に暗号化で
きます。
• 自分が所有している、またはアクセス権がある暗号化されたスナップショットをコピーした場合、コ
ピー処理中に異なるキーを使用して再暗号化できます。
• 暗号化されていないスナップショットから作成した暗号化されたボリュームの最初のスナップショット
は常に完全なスナップショットです。
• ソーススナップショットと比べて CMK が異なる再暗号化されたボリュームの最初のスナップショット
は常に完全なスナップショットです。
スナップショット暗号化の可能性のあるシナリオの完全なドキュメントは Amazon EBS スナップショット
の作成 (p. 1560) と Amazon EBS スナップショットのコピー (p. 1580) にあります。
詳細については、「Amazon EBS 暗号化 (p. 1719)」を参照してください。

Amazon EBS スナップショットの作成
アプリケーションコンシステントなスナップショットを作成するには、「VSS アプリケーションコンシス
テントなスナップショットの作成 (p. 1565)」を参照してください。
EBS ボリュームのポイントインタイムスナップショットを作成して、新規ボリュームやデータバックアッ
プ用のベースラインとして使用することができます。ボリュームのスナップショットを定期的に作成する
場合、スナップショットは増分です。新しいスナップショットは、最後のスナップショット以降に変更さ
れたブロックのみを保存します。
スナップショットは非同期に行われます。ポイントインタイムのスナップショットはすばやく作成されま
すが、スナップショットが完了する (変更されたすべてのブロックが Amazon S3 に転送される) まで、ス
ナップショットのステータスは pending です。大きな初期スナップショットや、多数のブロックが変更
されている後続のスナップショットの場合は、数時間かかることがあります。この処理の完了中に、進行
中のスナップショットはボリュームに対する継続的な読み取りと書き込みの影響を受けません。
使用中のアタッチ済みボリュームのスナップショットを取ることができます。ただし、スナップショット
では、スナップショットコマンドを実行した時点で Amazon EBS ボリュームに書き込まれているデータの
みがキャプチャされます。そのため、アプリケーションやオペレーティングシステムによってキャッシュ
されたデータは除外される可能性があります。スナップショットを取る間、ボリュームへのすべてのファ
イルの書き込みを停止できれば、完全なスナップショットを取ることができます。ただし、ボリュームへ
のすべてのファイルの書き込みを停止できない場合は、一貫した完全なスナップショットを取ることがで
きるように、インスタンス内からボリュームをアンマウントし、スナップショットコマンドを実行して、
ボリュームを再マウントします。スナップショットのステータスが pending の間は、ボリュームを再マ
ウントして使用できます。
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スナップショット管理を容易にするために、作成中にスナップショットにタグを付けたり、後でタグを追
加したりすることができます。例えば、スナップショットの作成元のボリュームや、元のボリュームをイ
ンスタンスに添付するために使用するデバイス名を説明するタグを追加することができます。詳細につい
ては、「Amazon EC2 リソースのタグ付け (p. 1874)」を参照してください。

スナップショットの暗号化
暗号化されたボリュームから作成されたスナップショットは、自動的に暗号化されます。暗号化されたス
ナップショットから作成されたボリュームも、自動的に暗号化されます。暗号化されたボリュームのデー
タと関連付けられたスナップショットは、保管時も送信時も保護されます。詳細については、「Amazon
EBS 暗号化 (p. 1719)」を参照してください。
デフォルトでは、自分が所有するスナップショットからのみボリュームを作成できます。ただし、暗号化
されていないスナップショットを、特定の AWS アカウントと共有したり、一般公開することで AWS コ
ミュニティ全体で共有したりすることができます。詳細については、「Amazon EBS スナップショットの
共有 (p. 1608)」を参照してください。
暗号化されたスナップショットは、特定の AWS アカウントとのみ共有できます。他のユーザーが共有さ
れた暗号化スナップショットを使用できるようにするには、暗号化に使用された CMK キーも共有する必
要があります。暗号化されたスナップショットへのアクセス権を持つユーザーは、そのスナップショット
の独自のコピーを作成し、そのコピーを使用する必要があります。共有された暗号化スナップショットの
コピーは、別のキーを使用して再暗号化することもできます。詳細については、「Amazon EBS スナップ
ショットの共有 (p. 1608)」を参照してください。

マルチボリュームスナップショット
マルチボリュームスナップショットを作成できます。これは、インスタンスにアタッチされているすべて
または一部の EBS ボリュームのポイントインタイムスナップショットです。
デフォルトでは、インスタンスからマルチボリュームスナップショットを作成すると、Amazon EBS は、
インスタンスにアタッチされているすべてのボリューム (ルートおよびデータ (非ルート)) のスナップ
ショットを作成します。ただし、インスタンスにアタッチされているボリュームのサブセットのスナップ
ショットを作成することもできます。
単一ボリュームのスナップショットと同じように、マルチボリュームスナップショットにタグを付けるこ
とができます。復元、コピー、または保存中にマルチボリュームスナップショットをまとめて管理するた
めにタグを付けることをお勧めします。ソースボリュームから対応するスナップショットにタグを自動的
にコピーすることもできます。これにより、アクセスポリシー、添付情報、コスト割り当てなどのスナッ
プショットメタデータをソースボリュームと一致するように設定できます。
スナップショットが作成されると、各スナップショットは個別のスナップショットとして扱われます。単
一ボリュームのスナップショットと同じように、復元、削除、リージョン間またはアカウント間のコピー
など、すべてのスナップショットオペレーションを実行できます。
マルチボリュームの Crash-consistent スナップショットは通常、セットとして復元されます。インスタン
スにインスタンス ID、名前、またはその他の関連する詳細をタグ付けして、Crash-consistent セット内に
あるスナップショットを識別することは、役に立ちます。
スナップショットを作成したら、それらは正確な時点で作成された EC2 コンソールに表示されます。
マルチボリュームスナップショットセットのいずれかのスナップショットが失敗すると、他のすべ
てのスナップショットにエラーステータスが表示され、failed の結果を含む createSnapshots
CloudWatch イベントが AWS アカウントに送信されます。詳細については、「スナップショットの作成
(createSnapshots) (p. 1787)」を参照してください。

Amazon Data Lifecycle Manager
スナップショットライフサイクルポリシーを作成して、個々のボリュームのスナップショットとインスタ
ンスのマルチボリュームスナップショットの作成と保持を自動化できます。詳細については、「Amazon
Data Lifecycle Manager (p. 1656)」を参照してください。
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考慮事項
スナップショットの作成には、次の考慮事項が適用されます。
• ルートデバイスとして機能する EBS ボリュームのスナップショットを作成する場合は、スナップショッ
トを取る前にインスタンスを停止します。
• 休止状態が有効にされているインスタンス、または休止状態のインスタンスからスナップショットを作
成することはできません。休止状態になっている、または休止機能が有効になっているインスタンスか
らスナップショットまたは AMI を作成した場合、その AMI (あるいは、そのスナップショットから作成
した AMI) から起動した新しいインスタンスに接続できないことがあります。
• ボリュームの前のスナップショットが pending 状態の間でもボリュームのスナップショットを作成で
きますが、1 つのボリュームで複数の pending スナップショットを作成すると、スナップショットが完
了するまでボリュームのパフォーマンスが低下する場合があります。
• スナップショットの数は、1 つの pending または st1 ボリュームに対して 1 つの sc1 スナップ
ショット、その他のボリュームタイプの 1 つのボリュームに対しては 5 つの pending スナップ
ショットに制限されています。同一のボリュームで複数のスナップショットを同時に作成する際に
ConcurrentSnapshotLimitExceeded エラーが発生した場合は、pending スナップショットが 1 つ
以上完了するまで待ってから、そのボリュームの次のスナップショットを作成します。
• AWS Marketplace 製品コードでスナップショットがボリュームから作成されると、製品コードはスナッ
プショットに伝わります。
• インスタンスからマルチボリュームスナップショットセットを作成する場合、除外するデータ (非ルー
ト) ボリュームを最大 40 個指定できます。

スナップショットを作成する
指定されたボリュームからスナップショットを作成するには、次のいずれかの手順に従います。
Console

コンソールを使用してスナップショットを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Snapshots] (スナップショット)、[Create snapshot] (スナップショッ
トの作成) の順に選択します。

3.

[リソースタイプ] で、[ボリューム] を選択します。

4.

[Volume ID] (ボリューム ID) で、スナップショットの作成元となるボリュームを選択します。
[Encryption] (暗号化) フィールドは、選択したボリュームの暗号化ステータスを示します。選択し
たボリュームが暗号化されている場合、スナップショットは同じ KMS キーを使用して自動的に
暗号化されます。選択したボリュームが暗号化されていない場合、スナップショットは暗号化さ
れません。

5.

(オプション) [説明] に、スナップショットの簡潔な説明を入力します。

6.

(オプション) スナップショットにカスタムタグを割り当てるには、[Tags] (タグ) セクションで
[Add tag] (タグの追加) を選択し、キーと値のペアを入力します。最大 50 個のタグを追加できま
す。

7.

[Create snapshot] (スナップショットを作成) を選択します。

AWS CLI

コマンドラインを使用してスナップショットを作成するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
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• create-snapshot (AWS CLI)
• New-EC2Snapshot (AWS Tools for Windows PowerShell)

マルチボリュームスナップショットの作成
インスタンスからマルチボリュームスナップショットセットを作成する場合、ソースボリュームから対応
するスナップショットにタグをコピーするかどうかを選択できます。ルートボリュームのスナップショッ
トを作成するかどうかを指定できます。また、インスタンスにアタッチされているすべてのデータ (非
ルート) ボリュームのスナップショットを作成するかどうか、またはそれらのボリュームのサブセットの
スナップショットを作成するかどうかを指定することもできます。
考慮事項
• マルチボリュームスナップショットは、インスタンスあたり最大 40 の EBS ボリュームをサポートしま
す。
インスタンスのボリュームからスナップショットを作成するには、次のいずれかの手順に従います。
Console

コンソールを使用してマルチボリュームスナップショットを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Snapshots] (スナップショット)、[Create snapshot] (スナップショッ
トの作成) の順に選択します。

3.

[リソースタイプ] で、[Instance (インスタンス)] を選択します。

4.

[Description] (説明) に、スナップショットの簡潔な説明を入力します。この説明は、すべてのス
ナップショットに適用されます。

5.

(オプション) デフォルトでは、Amazon EBS は、インスタンスのルートボリュームのスナップ
ショットを作成します。インスタンスのルートボリュームのスナップショットを作成しない場合
は、[Exclude root volume] (ルートボリュームを除外) を選択します。

6.

(オプション) デフォルトでは、Amazon EBS は、インスタンスにアタッチされたすべてのデータ
(非ルート) ボリュームのスナップショットを作成します。インスタンスにアタッチされたデータ
(非ルート) ボリュームのサブセットのスナップショットを作成する場合は、[Exclude specific data
volumes] (特定のデータボリュームを除外) を選択します。[Attached data volumes] (アタッチされ
たデータボリューム) セクションには、選択したインスタンスに現在アタッチされているすべての
データボリュームが一覧表示されます。
[Attached data volumes] (アタッチされたデータボリューム) セクションで、スナップショットを
作成しないデータボリュームを選択します。マルチボリュームスナップショットセットには、
未選択のままになっているボリュームのみが含まれます。最大 40 個のボリュームを除外できま
す。

7.

(オプション) ソースボリュームから対応するスナップショットにタグを自動的にコピーするに
は、[Copy tags from volume] (ボリュームからタグをコピーする) で [Copy tags] (タグをコピー) を
選択します。これにより、ソースボリュームに合わせてスナップショットメタデータ (アクセスポ
リシー、添付情報、コスト割り当てなど) が設定されます。

8.

(オプション) スナップショットに追加のカスタムタグを割り当てるには、[Tags] (タグ) セクショ
ンで [Add tag] (タグの追加) を選択し、キーと値のペアを入力します。最大 50 個のタグを追加で
きます。

9.

[Create snapshot] (スナップショットを作成) を選択します。
スナップショットの作成中、スナップショットはまとめて管理されます。ボリュームセット内の
スナップショットの 1 つが失敗すると、他のスナップショットはそのボリュームセットのエラー
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ステータスに移動します。スナップショットの進行状況は、CloudWatch Eventsを使用してモニ
タリングできます。スナップショット作成プロセスが完了すると、CloudWatch は影響を受ける
インスタンスのステータスと関連するすべてのスナップショットの詳細を含むイベントを生成し
ます。
Command line
AWS CLI
AWS CLI を使用してマルチボリュームスナップショットを作成するには、create-snapshots コマンド
を使用します。
ルートボリュームのスナップショットを作成しない場合は、--instance-specification
ExcludeBootVolume に true を指定します。インスタンスにアタッチされたすべてのデータ
(非ルート) ボリュームのスナップショットを作成しない場合は、--instance-specification
ExcludeDataVolumes に、スナップショットを作成しないデータボリュームの ID を指定します。除
外するボリュームを最大 40 個指定できます。
AWS Tools for Windows PowerShell
Tools for Windows PowerShell を使用してマルチボリュームスナップショットを作成するには、NewEC2SnapshotBatch コマンドを使用します。
ルートボリュームのスナップショットを作成しない場合は、InstanceSpecification_ExcludeBootVolume に 1 を指定します。インスタンスにア
タッチされたすべてのデータ (非ルート) ボリュームのスナップショットを作成しない場合は、InstanceSpecification_ExcludeDataVolumes に、スナップショットを作成しないデータボ
リュームの ID を指定します。除外するボリュームを最大 40 個指定できます。
Systems Manager Run Command を使用してアプリケーションコンシステントなスナップショットを
作成するには
Systems Manager Run Command を使用して、Amazon EC2 Windows インスタンスにアタッチされ
ているすべての EBS ボリュームのアプリケーションコンシステントなスナップショットを取得でき
ます。このスナップショットプロセスは、Windows Volume Shadow Copy Service (VSS) を使用し
て、アプリケーションとディスク間で保留中のトランザクションからのデータを含む VSS 対応アプリ
ケーションのイメージレベルバックアップを取得します。すべてのアタッチされたボリュームのバッ
クアップを実行する際に、インスタンスのシャットダウンあるいは切断を必要としません。詳細につ
いては、「VSS アプリケーションコンシステントなスナップショットの作成 (p. 1565)」を参照して
ください。
すべてのスナップショットが正常に完了すると、succeeded の結果を含む createSnapshots
CloudWatch イベントが AWS アカウントに送信されます。マルチボリュームスナップショットセットの
いずれかのスナップショットが失敗すると、他のすべてのスナップショットにエラーステータスが表示
され、failed の結果を含む createSnapshots CloudWatch イベントが AWS アカウントに送信されま
す。詳細については、「スナップショットの作成 (createSnapshots) (p. 1787)」を参照してください。

EBS スナップショットの操作
スナップショットのコピー、スナップショットの共有、スナップショットからのボリュームの作成が可能
です。詳細については、以下を参照してください。
• Amazon EBS スナップショットのコピー (p. 1580)
• Amazon EBS スナップショットの共有 (p. 1608)
• スナップショットからのボリュームの作成 (p. 1528)
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VSS アプリケーションコンシステントなスナップショットの作
成
Amazon EC2 インスタンスで Windows にアタッチされたすべての Amazon EBS ボリュームのアプリ
ケーションコンシステントスナップショットを取得するには、AWS Systems Manager Run Command を
使用します。スナップショットプロセスでは、Windows Volume Shadow Copy Service (VSS) を使用し
て、VSS 対応アプリケーションのイメージレベルバックアップを取得します。スナップショットには、こ
れらのアプリケーションとディスクとの間で保留されているトランザクションのデータが含まれます。す
べてのアタッチされたボリュームをバックアップする際に、インスタンスをシャットダウンまたは切断す
る必要はありません。
VSS 対応 EBS スナップショットは追加コストなしで使用できます。バックアッププロセスにより作成さ
れる EBS スナップショットの料金のみです。詳細については、「How is my EBS snapshot bill calculated?
(EBS スナップショットの利用料金はどのように計算されていますか?)」を参照してください。
コンテンツ
• 仕組み (p. 1565)
• 開始する前に (p. 1566)
• 開始方法 (p. 1566)
• VSS アプリケーションコンシステントなスナップショットの作成 (p. 1571)
• VSS 対応 EBS スナップショットからのボリュームの復元 (p. 1577)
• AWS VSS コンポーネントパッケージのバージョン履歴 (p. 1577)

仕組み
アプリケーションコンシステントな VSS 対応 EBS スナップショットを取得するには、以下のステップに
従います。
1. Systems Manager の前提条件を満たします。
2. AWSEC2-CreateVssSnapshot SSM ドキュメントのパラメータを入力し、Run Command を使用して
このドキュメントを実行します。特定のボリューム用の VSS 対応 EBS スナップショットを作成するこ
とはできません。ただしバックアッププロセスで、ブートボリュームを除外するパラメータを指定する
ことはできます。
3. インスタンスの VSS エージェントが、実行中のアプリケーションで進行中のすべての I/O オペレー
ションを調整します。
4. システムがすべての I/O バッファをフラッシュし、一時的にすべての I/O オペレーションを一時停止し
ます。一時停止の持続時間は最長でも 10 秒です。
5. 一時停止中に、インスタンスにアタッチされたすべてのボリュームのスナップショットがシステムに
よって作成されます。
6. 一時停止が解除され、I/O がオペレーションを再開します。
7. システムは、EBS スナップショットのリストに、新規作成されたすべてのスナップショットを追加し
ます。システムは、このプロセスによって正常に作成されたすべての VSS 対応 EBS スナップショット
に、AppConsistent:true とタグ付けします。このタグは、このプロセスで作成されたスナップショット
を他のプロセスで作成されたものと区別する場合に便利です。システムでエラーが発生した場合、この
プロセスによって作成されたスナップショットには、AppConsistent:true タグが含まれません。
8. スナップショットから復元する必要がある場合は、スナップショットからボリュームを作成する EBS
の標準プロセスを使用するか、このセクションで後述するサンプルスクリプトを使用してすべてのボ
リュームをインスタンスに復元することができます。
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開始する前に
Run Command を使用して VSS 対応 EBS スナップショットを作成する前に、以下の要件および制限を確
認し、必要なタスクを完了します。

Important
今後、AWSVssComponents パッケージと AWSEC2-CreateVssSnapshot、および AWSEC2ManageVssIO SSM ドキュメントは、Windows Server 2008 R2 の更新プログラムを受け取りま
せん。
AWSVssComponents パッケージでは、 Windows Server 2008 R2 のバージョン 1.3.1.0 までがサ
ポートされます。
AWSEC2-CreateVssSnapshot および AWSEC2-ManageVssIO SSM ドキュメントでサポート
されている Windows 2008 R2 の最新バージョンは、GetDocument API を (-VersionName に
2008R2を指定しながら) 使用することで照会することができます、例:
Get-SSMDocument -Name AWSEC2-CreateVssSnapshot -VersionName "2008R2"
Amazon EC2 Windows インスタンスの要件
VSS 対応 EBS スナップショットは、Windows Server 2012 以降を実行するインスタンスでサポートされ
ています。インスタンスが Amazon EC2 Windows のすべての要件を満たしていることを確認してくださ
い。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「AWS Systems Manager のセットアッ
プ」を参照してください。
.NET Framework のバージョン
AWSVssComponents パッケージには、.NET Framework バージョン 4.6 以降が必要です。Windows
2012、または 2012 R2 を使用している場合は、.NET Framework にデフォルトでバージョン 4.6 以前を使
用しているので、Windows Update を使用してバージョン 4.6 以降をインストールする必要があります。
SSM Agent バージョン
SSM Agent バージョン 2.2.58.0 以降を使用するためにインスタンスを更新します。SSM Agent の旧バー
ジョンを使用している場合は、Run Command を使用して更新できます。詳細については、AWS Systems
Manager ユーザーガイドの「 Run Command を使用した SSM Agent の更新」をご参照ください。
AWS Tools for Windows PowerShell バージョン
インスタンスが AWS Tools for Windows PowerShell のバージョン 3.3.48.0 以降を実行中であることを確
認します。バージョン番号を確認するには、インスタンスで次のコマンドを実行します。
Get-AWSPowerShellVersion

インスタンスで Tools for Windows PowerShell のバージョンを更新する必要がある場合は、AWS Tools
for Windows PowerShell ユーザーガイドの「Windows ベースのコンピュータでの AWS Tools for Windows
PowerShell のセットアップ」を参照してください。

開始方法
以下の手順では、VSS コンポーネントをインストールする方法および EC2 Windows インスタンスにア
タッチされた EBS ボリュームのアプリケーションコンシステントなスナップショットを実行する方法を示
します。詳細については、「Amazon EC2 Windows インスタンスの開始方法」を参照してください。
コンテンツ
• VSS 対応スナップショット用の IAM ロールの作成 (p. 1567)
• VSS コンポーネントをダウンロードして EC2 インスタンスでの Windows にインストールす
る (p. 1568)
• コンソールを使用した VSS アプリケーションコンシステントなスナップショットの作成 (p. 1569)
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VSS 対応スナップショット用の IAM ロールの作成
以下の手順では、IAM ポリシーおよび IAM ロールを使用する方法を示します。ポリシーを使用する
と、Systems Manager でスナップショットを作成し、スナップショットにタグを付けることができます。
また、システムが作成するデフォルトスナップショットタグにデバイス ID などのメタデータをアタッチで
きます。

VSS 対応スナップショットの IAM ポリシーを作成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[ポリシー]、 [ポリシーの作成] の順に選択します。

3.

[ポリシーの作成] ページの [JSON] タブを選択し、デフォルトの内容を次の JSON ポリシーに置き換
えます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateTags",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
"arn:aws:ec2:*::image/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:CreateSnapshot",
"ec2:CreateImage",
"ec2:DescribeImages"
],
"Resource": "*"
}
]

[CreateAmi] パラメータに 「True」 を設定しない場合は、最初のポリシーステートメントから
arn:aws:ec2:*::image/* を、2 番目のポリシーステートメントでは ec2:CreateImage および
ec2:DescribeImages を省略できます。
[CreateAmi] パラメータを常に [True] に設定する場合は、2 番目のポリシーステートメントから
ec2:CreateSnapshot を省略できます。
4.

[ポリシーの確認] を選択します。

5.

[名前] に、ポリシーの識別名 (VssSnapshotRole など) を入力するか、希望する別の名前を入力しま
す。

6.

(オプション) [説明] に、ロールの目的の説明を入力します。

7.

[Create policy] を選択します。

VSS 対応のスナップショットに使用する IAM ロールを作成するには、次の手順を使用します。このロール
には、Amazon EC2 および Systems Manager のポリシーが含まれます。

VSS 対応 EBS スナップショットの IAM ロールを作成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Roles] を選択し、続いて [Create role] を選択します。
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3.

[Select type of trusted entity] (信頼されたエンティティの種類を選択) の下で、[AWS Service] (AWS
サービス) を選択します。

4.

[このロールを使用するサービスを選択] のすぐ下で、[EC2]、[次へ: アクセス許可)] を選択します。

5.

[ユースケースの選択] で、[EC2]、[次へ: アクセス許可)] の順に選択します。

6.

ポリシーのリストで、[AmazonSSMManagedInstanceCore] の横にあるチェックボックスをオンにし
ます (リストを絞り込むには、検索ボックスに「SSM」と入力します)。

7.

[次へ: タグ] を選択します。

8.

(オプション) 1 つ以上のタグキーと値のペアを追加して、このロールのアクセスを整理、追跡、また
は制御し、[次へ: 確認)] を選択します。

9.

[ロール名] に、ロールの名前 (VssSnapshotRole など) を入力するか、希望する別の名前を入力しま
す。

10. (オプション) [ロールの説明] で、デフォルトのテキストをこのロールの目的の説明に置き換えます。
11. [ロールの作成] を選択します。[ロール] ページが再度表示されます。
12. 先ほど作成したロールを選択します。ロールの 概要ページが表示されます。
13. [ポリシーのアタッチ] を選択します。
14. 前の手順で作成したポリシーの名前 (VssSnapshotRole など) または自分で選択した別の名前を探
し、その横にあるチェックボックスをオンにします。
15. [ポリシーのアタッチ] を選択します。
16. VSS 対応 EBS スナップショットを作成するインスタンスにこのロールをアタッチします。詳細につ
いては、「インスタンスへの IAM ロールのアタッチ (p. 1450)」を参照してください。

VSS コンポーネントをダウンロードして EC2 インスタンスでの Windows にインストールする
Systems Manager では、VSS コンポーネントをインスタンスにインストールする必要があります。次の手
順に従い、AWSVssComponents パッケージを使用してコンポーネントをインストールします。パッケー
ジによって、VSS リクエスタおよび VSS プロバイダという 2 つのコンポーネントがインストールされ
ます。EC2 Windows インスタンスでアプリケーションコンシステントなスナップショットの信頼性とパ
フォーマンスを向上させるには、最新の AWS VSS コンポーネントパッケージをインストールすることを
お勧めします。最新のパッケージバージョンを表示するには、「AWS VSS コンポーネントパッケージの
バージョン履歴 (p. 1577)」を参照してください。
1.

AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きま
す。

2.

ナビゲーションペインで [Run Command] を選択します。

3.

[Run command] を選択します。

4.

[コマンドのドキュメント] で、[AWS-ConfigureAWSPackage] の横にあるボタンを選択します。

5.

[コマンドのパラメータ] で、以下の作業を行います。

6.

a.

[アクション] が [インストール] に設定されていることを確認します。

b.

[名前] に「AwsVssComponents」と入力します。

c.

Systems Manager によって最新バージョンがインストールされるように [バージョン] フィールド
は空にします。

[Targets] (ターゲット) で、手動でインスタンスを指定または選択して、このオペレーションを実行す
るインスタンスを指定します。

Note
インスタンスを手動で選択することにしたが、そのインスタンスがリストに表示されない場
合は、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「インスタンスの場所」でトラブルシュー
ティングのヒントを参照してください。
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7.

[その他のパラメータ] で、以下の操作を行います。
• (オプション) [コメント] に、このコマンドに関する情報を入力します。
• [タイムアウト (秒)] に、コマンドの実行全体が失敗するまでにシステムが待機する秒数を指定しま
す。

8.

(オプション) [レートの制御] で、以下の操作を行います。
• [同時実行] で、コマンドを同時に実行するインスタンスの数または割合 (%) を指定します。

Note
Amazon EC2 タグを選択してターゲットを選択し、選択したタグを使用するインスタンス
の数が不明な場合は、同時に割合 (%) を指定してドキュメントを実行できるインスタンス
の数を制限します。
• [エラーのしきい値] で、インスタンスの数または割合 (%) で失敗した後で他のインスタンスでの
コマンドの実行をいつ停止するか指定します。例えば、3 つのエラーを指定した場合、4 番目のエ
ラーが受信されると、Systems Manager はコマンドの送信を停止します。コマンドを処理している
インスタンスもエラーを送信する可能性があります。
9.

(オプション) [出力オプション] セクションで、コマンド出力をファイルに保存する場合は、[S3 バケッ
トへの書き込みの有効化] の横にあるチェックボックスをオンにします。バケットと、(オプションで)
プリフィックス (フォルダ) 名を指定します。

Note
S3 バケットにデータを書き込む機能を許可する S3 アクセス許可は、このタスクを実行する
IAM ユーザーのものではなく、インスタンスに割り当てられたインスタンスプロファイルの
ものです。詳細については、 AWS Systems Manager ユーザーガイドの「Systems Manager
の IAM インスタンスプロファイルを作成する」を参照してください。
10. (オプション) [SNS 通知] のオプションを指定します。
Run Command の Amazon SNS 通知の設定については、「AWS Systems Manager に Amazon SNS
通知を設定する」を参照してください。
11. [実行] を選択します。

コンソールを使用した VSS アプリケーションコンシステントなスナップショットの作成
次の手順に従って、VSS 対応 EBS スナップショットを作成します。

コンソールを使用して VSS 対応 EBS スナップショットを作成するには
1.

AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きま
す。

2.

ナビゲーションペインで [Run Command] を選択します。

3.

[Run command] を選択します。

4.

[Command document (コマンドドキュメント)] の [Document name (ドキュメント名)] で AWSEC2CreateVssSnapshot を選択します。次に、[Document version (ドキュメントバージョン)] で
Latest version at runtime を選択します。

5.

[Targets] (ターゲット) で、手動でインスタンスを指定または選択して、このオペレーションを実行す
るインスタンスを指定します。

Note
インスタンスを手動で選択することにしたが、そのインスタンスがリストに表示されない場
合は、「インスタンスの場所」でトラブルシューティングのヒントを参照してください。
6.

[コマンドのパラメータ] で、以下の作業を行います。
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a.

[Exclude Boot Volume] リストで、オプションを選択します。このパラメータを使用してバック
アッププロセスからブートボリュームを除外します。

b.

(オプション) [説明] フィールドに、説明を入力します。この説明は、このプロセスによって作成
されたすべてのスナップショットに適用されます。

c.

[タグ] フィールドに、このプロセスで作成されるすべてのスナップショットに適用するタグの
キーと値を入力します。タグを使用すると、スナップショットのリストからボリュームを見つけ
て管理、復元できます。デフォルトでは、システムによって Name キーがタグパラメータに入力
されます。このキーの値には、このプロセスによって作成されたスナップショットに適用する名
前を指定します。追加でタグを指定する場合は、セミコロンを使用してタグを区切ります 例えば,
Key=Environment,Value=Test;Key=User,Value=TestUser1.
スナップショットにタグ付けすることをお勧めしていました。デフォルトでは、システムによっ
てデバイス ID および AppConsistent (正常に作成されたアプリケーションコンシステント VSS
対応 EBS スナップショットを示します) がスナップショットにタグ付けされます。

d.

[Copy Only (コピーのみ)] で、[True] を選択して [copy only] バックアップオペレーションを実行
します。このオプションは、デフォルトでは [False (フォールス)] に設定され、システムで完全
なバックアップオペレーションが実行されるようにします。完全なバックアップオペレーション
では、システムがバックアップの実行時に SQL Server の差分バックアップチェーンが破損する
のを防ぎます。

Note
このオプションでは、AWS VSS プロバイダーバージョン 1.2.00 以降がインストールさ
れている必要があります。
e.

[No Writers (ライターなし)] で、[True] を選択して、アプリケーション VSS ライターをスナップ
ショットプロセスから除外します。これにより、サードパーティーの VSS バックアップコンポー
ネントとの競合を解決しやすくなります。このオプションはデフォルトでは [False (フォールス)]
に設定されています。

Note
このオプションでは、AWS VSS プロバイダーバージョン 1.2.00 以降がインストールさ
れている必要があります。

7.

f.

[CreateAmi] で [True] を選択して、EBS スナップショットではなく、VSS 対応の Amazon マシン
イメージ (AMI) バックアップを作成します。このオプションはデフォルトでは [False (フォール
ス)] に設定されています。AMI の作成の詳細については、「実行中のインスタンスから Windows
AMI を作成する」を参照してください。

g.

(オプション) [AmiName] で、作成した AMI の名前を指定します。このオプションは、
[CreateAmi] オプションが [True] に設定されている場合にのみ適用されます。

[その他のパラメータ] で、以下の操作を行います。
• [コメント] に、このコマンドに関する情報を入力します。
• [タイムアウト (秒)] に、コマンドの実行全体が失敗するまでにシステムが待機する秒数を指定しま
す。

8.

(オプション) [レートの制御] で、以下の操作を行います。
• [同時実行] で、コマンドを同時に実行するインスタンスの数または割合 (%) を指定します。

Note
Amazon EC2 タグを選択してターゲットを選択し、選択したタグを使用するインスタンス
の数が不明な場合は、同時に割合 (%) を指定してドキュメントを実行できるインスタンス
の数を制限します。
• [エラーのしきい値] で、インスタンスの数または割合 (%) で失敗した後で他のインスタンスでの
コマンドの実行をいつ停止するか指定します。例えば、3 つのエラーを指定した場合、4 番目のエ
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ラーが受信されると、Systems Manager はコマンドの送信を停止します。コマンドを処理している
インスタンスもエラーを送信する可能性があります。
9.

(オプション) [出力オプション] で、コマンド出力をファイルに保存するには、[S3 バケットへの書き込
みの有効化] の横にあるチェックボックスをオンにします。バケットと、(オプションで) プリフィック
ス (フォルダ) 名を指定します。

Note
S3 バケットにデータを書き込む機能を許可する S3 アクセス許可は、このタスクを実行する
IAM ユーザーのものではなく、インスタンスに割り当てられたインスタンスプロファイルの
ものです。詳細については、「Systems Manager のセットアップ」を参照してください。
10. (オプション) [SNS 通知] のオプションを指定します。
Run Command の Amazon SNS 通知の設定については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの
「AWS Systems Manager に Amazon SNS 通知を設定する」を参照してください。
11. [実行] を選択します。
成功すると、コマンドによって EBS スナップショットのリストに新しいスナップショットが入力され
ます。指定したタグまたは AppConsistent を検索することで、EBS スナップショットのリスト内
でこれらのスナップショットを見つけることができます。コマンドの実行が失敗した場合、Systems
Manager コマンド出力で、実行が失敗した理由の詳細を確認してください。コマンドは正常に完了し
たが特定のボリュームのバックアップが失敗した場合、EBS ボリュームのリストで失敗をトラブル
シューティングできます。
コマンドが失敗したときに VPC エンドポイントで Systems Manager を使用していた場合は、
[com.amazonaws.region.ec2] エンドポイントを設定していることを確認します。EC2 エンドポイン
トが定義されていない場合、アタッチした EBS ボリュームを列挙する呼び出しは失敗し、Systems
Manager コマンドが失敗します。Systems Manager による VPC エンドポイントの設定の詳細につい
ては、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「Virtual Private Cloud のエンドポイントを作成す
る」を参照してください。

Note
AWSEC2-CreateVssSnapshot SSM ドキュメントを使用するメンテナンスウィンドウタス
クを作成して、バックアップを自動化できます。詳細については、「メンテナンスウィンド
ウの使用 (コンソール)」を参照してください。

VSS アプリケーションコンシステントなスナップショットの作成
このセクションでは、AWS CLI または AWS Tools for Windows PowerShell を使用して VSS 対応 EBS ス
ナップショットを作成する方法を説明します。また、AWSEC2-ManageVssIO SSM ドキュメントを使用し
て VSS 対応スナップショットを作成するための高度な方法も含まれています。
目次
• 開始する前に (p. 1571)
• VSS パッケージをインストールする (p. 1572)
• VSS 対応 EBS スナップショットを作成する (p. 1573)
• VSS 対応の EBS スナップショットのトラブルシューティング (p. 1576)

開始する前に
AWS CLI を使用する予定ならば、AWS CLI の最新バージョンがインストールされていることを確認しま
す。詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「AWS CLI をインストールまたは
アップグレードしてから設定するには」を参照してください。
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AWS Tools for Windows PowerShell を使用する予定ならば、Tools for Windows PowerShell の最新バー
ジョンがインストールされていることを確認します。詳細については、「AWS Systems Manager ユー
ザーガイド」の「AWS Tools for Windows PowerShell をインストールまたはアップグレードしてから設定
するには」を参照してください。

Tip
また、ブラウザベースの事前認証済みシェルが AWS Management Console から直接起動されて
いる場合、AWS CloudShell を使用することもできます。

VSS パッケージをインストールする
以下のコマンドライン手順のいずれかに従い、VSS コンポーネントをダウンロードして EC2 インスタン
スでの Windows にインストールします。
トピック
• AWS CLI を使用した VSS パッケージのインストール (p. 1572)
• Tools for Windows PowerShell を使用した VSS パッケージのインストール (p. 1572)

AWS CLI を使用した VSS パッケージのインストール
次の手順に従い、AWS CLI の Run Command を使用して、AwsVssComponents パッケージをダウンロー
ドしてインスタンスにインストールします。パッケージによって、VSS リクエスタおよび VSS プロバイ
ダという 2 つのコンポーネントがインストールされます。システムはインスタンス上のディレクトリにこ
れらのコンポーネントをコピーしてから、プロバイダ DLL を VSS プロバイダとして登録します。

AWS CLI を使用して VSS パッケージをインストールするには
•

次のコマンドを実行して、Systems Manager に必要な VSS コンポーネントをダウンロードしてイン
ストールします。
aws ssm send-command \
--document-name "AWS-ConfigureAWSPackage" \
--instance-ids "i-12345678" \
--parameters '{"action":["Install"],"name":["AwsVssComponents"]}'

Tools for Windows PowerShell を使用した VSS パッケージのインストール
次の手順を使用して、Tools for Windows PowerShell から Run Command を使用して、インスタンスで
AwsVssComponents パッケージをダウンロードし、インストールします。パッケージによって、VSS リ
クエスタおよび VSS プロバイダという 2 つのコンポーネントがインストールされます。システムはイン
スタンス上のディレクトリにこれらのコンポーネントをコピーしてから、プロバイダ DLL を VSS プロバ
イダとして登録します。

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して VSS パッケージをインストールするには
1.

AWS Tools for Windows PowerShell を開き、次のコマンドを実行して認証情報を指定しま
す。Amazon EC2 で管理者権限を持っているか、IAM で適切なアクセス許可が付与されている必要が
あります。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「AWS Systems Manager の
セットアップ」を参照してください。
Set-AWSCredentials –AccessKey key_name –SecretKey key_name

2.

次のコマンドを実行して、PowerShell セッションのリージョンを設定します。この例では、useast-2 リージョンを使用します。
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3.

次のコマンドを実行して、Systems Manager に必要な VSS コンポーネントをダウンロードしてイン
ストールします。
Send-SSMCommand -DocumentName AWS-ConfigureAWSPackage -InstanceId "$instance"-Parameter
@{'action'='Install';'name'='AwsVssComponents'}

VSS 対応 EBS スナップショットを作成する
次のいずれかのコマンドライン手順を実行して、VSS 対応 EBS スナップショットを作成します。
トピック
• AWS CLI を使用した VSS 対応 EBS スナップショットの作成 (p. 1573)
• AWS Tools for Windows PowerShell を使用した VSS 対応 EBS スナップショットの作成 (p. 1574)
• AWSEC2-ManageVssIO SSM ドキュメントを使用した VSS 対応 EBS スナップショットの作成 (高
度) (p. 1575)

AWS CLI を使用した VSS 対応 EBS スナップショットの作成
次の手順に従い、AWS CLI を使用して VSS 対応 EBS スナップショットを作成します。コマンドの実行時
に以下のパラメータを指定できます。
• インスタンス (必須): 1 つ以上の Amazon EC2 Windows インスタンスを指定します。手動でインスタン
スを指定するか、タグを指定できます。
• 説明 (オプション): このバックアップの詳細を指定します。
• タグ (オプション): スナップショットに割り当てるタグのキーと値のペアを指定します。タグを使用する
と、スナップショットのリストからボリュームを見つけて管理、復元できます。デフォルトでは、シス
テムによって Name キーがタグパラメータに入力されます。このキーの値には、このプロセスによって
作成されたスナップショットに適用する名前を指定します。次の形式でこのリストにカスタムタグを追
加することもできます。Key=Environment,Value=Test;Key=User,Value=TestUser1
このパラメータは省略可能ですが、スナップショットにタグ付けすることをお勧めします。デフォルト
では、システムによってデバイス ID および AppConsistent (正常に作成されたアプリケーションコン
システント VSS 対応 EBS スナップショットを示します) がスナップショットにタグ付けされます。
• ブートボリュームを除外 (オプション): このパラメータを使用してバックアッププロセスからブートボ
リュームを除外します。

AWS CLI を使用して VSS 対応 EBS スナップショットを作成するには
•

次のコマンドを実行して VSS 対応 EBS スナップショットを作成します。
aws ssm send-command \
--document-name "AWSEC2-CreateVssSnapshot" \
--instance-ids "i-12345678" \
--parameters '{"ExcludeBootVolume":["False"],"description":["Description"],"tags":
["Key=key_name,Value=tag_value"]}'

成功すると、コマンドによって EBS スナップショットのリストに新しいスナップショットが入力されま
す。指定したタグまたは AppConsistent を検索することで、EBS スナップショットのリスト内でこれ
らのスナップショットを見つけることができます。コマンドの実行が失敗した場合、 コマンド出力で、実
行が失敗した理由の詳細を確認してください。
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AWSEC2-CreateVssSnapshot SSM ドキュメントを使用するメンテナンスウィンドウタスクを作成し
て、バックアップを自動化できます。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「メン
テナンスウィンドウの使用 (コンソール)」を参照してください。

AWS Tools for Windows PowerShell を使用した VSS 対応 EBS スナップショットの作成
次の手順に従い、AWS Tools for Windows PowerShell を使用して VSS 対応 EBS スナップショットを作成
します。コマンドの実行時に以下のパラメータを指定できます。
• インスタンス (必須): 1 つ以上の Amazon EC2 Windows インスタンスを指定します。手動でインスタン
スを指定するか、タグを指定できます。
• 説明 (オプション): このバックアップの詳細を指定します。
• タグ (オプション): スナップショットに割り当てるタグのキーと値のペアを指定します。タグを使用する
と、スナップショットのリストからボリュームを見つけて管理、復元できます。デフォルトでは、シス
テムによって Name キーがタグパラメータに入力されます。このキーの値には、このプロセスによって
作成されたスナップショットに適用する名前を指定します。次の形式でこのリストにカスタムタグを追
加することもできます。Key=Environment,Value=Test;Key=User,Value=TestUser1
このパラメータは省略可能ですが、スナップショットにタグ付けすることをお勧めします。デフォルト
では、システムによってデバイス ID および AppConsistent (正常に作成されたアプリケーションコン
システント VSS 対応 EBS スナップショットを示します) がスナップショットにタグ付けされます。
• ブートボリュームを除外 (オプション): このパラメータを使用してバックアッププロセスからブートボ
リュームを除外します。

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して VSS 対応 EBS スナップショットを作成するには
1.

AWS Tools for Windows PowerShell を開き、次のコマンドを実行して認証情報を指定しま
す。Amazon EC2 で管理者権限を持っているか、IAM で適切なアクセス許可が付与されている必要が
あります。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「AWS Systems Manager の
セットアップ」を参照してください。
Set-AWSCredentials –AccessKey key_name –SecretKey key_name

2.

次のコマンドを実行して、PowerShell セッションのリージョンを設定します。この例では、useast-2 リージョンを使用します。
Set-DefaultAWSRegion -Region us-east-2

3.

次のコマンドを実行して VSS 対応 EBS スナップショットを作成します。
Send-SSMCommand -DocumentName AWSEC2-CreateVssSnapshot -InstanceId "$instance" Parameter @{'ExcludeBootVolume'='False';'description'='a_description'
;'tags'='Key=key_name,Value=tag_value'}

成功すると、コマンドによって EBS スナップショットのリストに新しいスナップショットが入力されま
す。指定したタグまたは AppConsistent を検索することで、EBS スナップショットのリスト内でこれ
らのスナップショットを見つけることができます。コマンドの実行が失敗した場合、 コマンド出力で、
実行が失敗した理由の詳細を確認してください。コマンドは正常に完了したが特定のボリュームのバック
アップが失敗した場合、EBS スナップショットのリストで失敗をトラブルシューティングできます。
AWSEC2-CreateVssSnapshot SSM ドキュメントを使用するメンテナンスウィンドウタスクを作成し
て、バックアップを自動化できます。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「メン
テナンスウィンドウの使用 (コンソール)」を参照してください。
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AWSEC2-ManageVssIO SSM ドキュメントを使用した VSS 対応 EBS スナップショットの作成
(高度)
次のスクリプトおよび事前定義済み AWSEC2-ManageVssIO SSM ドキュメントを使用して、一時的な I/O
の一時停止、VSS 対応 EBS スナップショットの作成、および I/O の再開を行うことができます。このプ
ロセスは、コマンドを実行したユーザーのコンテキストで実行されます。スナップショットの作成とタグ
付けできるだけの許可がユーザーにある場合、インスタンスに IAM スナップショットロールを追加するこ
となく、AWS Systems Manager は VSS 対応 EBS スナップショットを作成しタグ付けできます。
これに対して、AWSEC2-CreateVssSnapshot ドキュメントでは、IAM スナップショットロールを EBS
スナップショットを作成する各インスタンスに割り当てる必要があります。ポリシーやコンプライアンス
の理由でインスタンスに追加の IAM アクセス権限を指定しない場合は、以下のスクリプトを使用できま
す。
開始する前に
このプロセスに関する以下の重要な詳細情報に注意してください。
• このプロセスでは、PowerShell スクリプト (CreateVssSnapshotAdvancedScript.ps1) を使
用して、指定したインスタンスのすべてのボリューム (ルートボリュームを除く) のスナップショッ
トを取得します。ルートボリュームのスナップショットを取得する必要がある場合は、AWSEC2CreateVssSnapshot SSM ドキュメントを使用する必要があります。
• スクリプトは、AWSEC2-ManageVssIO ドキュメントを 2 回呼び出します。最初は Action パラメータ
を Freeze に設定します。これはインスタンスのすべての I/O を一時停止します。2 回目は Action パ
ラメータを Thaw に設定します。これは I/O の再開を強制します。
• AWSEC2-ManageVssIO ドキュメントを使用する際は、CreateVssSnapshotAdvancedScript.ps1 スクリ
プトを必ず使用してください。VSS の制限により Freeze アクションおよび Thaw アクションは 10 秒
未満の間隔で呼び出される必要があり、これらのアクションをスクリプトを使用せずに手動で呼び出す
とエラーが発生します。

AWSEC2-ManageVssIO SSM ドキュメントを使用して VSS 対応 EBS スナップショットを作成す
るには
1.

AWS Tools for Windows PowerShell を開き、次のコマンドを実行して認証情報を指定しま
す。Amazon EC2 で管理者権限を持っているか、IAM で適切なアクセス許可が付与されている必要が
あります。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「AWS Systems Manager の
セットアップ」を参照してください。
Set-AWSCredentials –AccessKey key_name –SecretKey key_name

2.

次のコマンドを実行して、PowerShell セッションのリージョンを設定します。この例では、useast-2 リージョンを使用します。
Set-DefaultAWSRegion -Region us-east-2

3.

CreateVssSnapshotAdvancedScript.zip ファイルをダウンロードし、ファイルの内容を展開します。

4.

CreateVssSnapshotAdvancedScript.ps1 をテキストエディタで開き、スクリプトの最後にある
サンプル呼び出しを編集して有効な EC2 インスタンス ID、スナップショットの説明、および必要な
タグ値を反映させ、このスクリプトを PowerShell から実行します。

成功すると、コマンドによって EBS スナップショットのリストに新しいスナップショットが入力されま
す。指定したタグまたは AppConsistent を検索することで、EBS スナップショットのリスト内でこれ
らのスナップショットを見つけることができます。コマンドの実行が失敗した場合、 コマンド出力で、
実行が失敗した理由の詳細を確認してください。コマンドは正常に完了したが特定のボリュームのバック
アップが失敗した場合、EBS ボリュームのリストで失敗をトラブルシューティングできます。
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VSS 対応の EBS スナップショットのトラブルシューティング
一般: ログファイルの確認
VSS 対応の EBS スナップショットの作成時に問題が発生したり、エラーメッセージが表示されたりした
場合は、Systems Manager コンソールでコマンドの出力を表示できます。次のログを表示することもでき
ます。
• %ProgramData%\Amazon\SSM\InstanceData\InstanceID\document\orchestration
\SSMCommandID\awsrunPowerShellScript\runPowerShellScript\stdout
• %ProgramData%\Amazon\SSM\InstanceData\InstanceID\document\orchestration
\SSMCommandID\awsrunPowerShellScript\runPowerShellScript\stderr
イベントビューアー Windows アプリケーションを開き、[Windows Logs]、[Application] の順に選択して、
追加のログを表示することもできます。EC2 Windows VSS プロバイダーおよび Volume Shadow Copy
Service からのイベントを具体的に表示するには、Ec2VssSoftwareProvider および VSS の条件で
[Source] (送信元) でフィルタリングします。
エラー: パイプ接続の解凍がタイムアウトしました、解凍時のエラー、VSS フリーズ待機のタイムアウ
ト、またはその他のタイムアウトエラー
EC2 Windows VSS プロバイダーは、インスタンスでのアクティビティまたはサービスにより、VSS
対応のスナップショットが適切なタイミングで進行できないためにタイムアウトすることがありま
す。Windows VSSフレームワークでは、ファイルシステムとの通信が一時停止される、設定不可の 10
秒のウィンドウがもたらされます。この間、AWSEC2-CreateVssSnapshot はボリュームのスナップ
ショットを作成します。
以下により、スナップショットの作成中に EC2 Windows VSS プロバイダーが時間制限に達する可能性が
あります。
• ボリュームへの過剰な I/O
• インスタンスでの EC2 API の応答が遅い
• 断片化されたボリューム
• 一部のウイルス対策ソフトウェアとの非互換性
• VSSアプリケーションライターの問題
• 多数の PowerShell モジュールに対してモジュールログ記録が有効になっている場合、PowerShell スク
リプトの実行速度が遅くなる可能性があります
通常、AWSEC2-CreateVssSnapshot コマンドで時間制限に達する場合、原因は、バックアップ時にイ
ンスタンスのワークロードが高すぎることが原因です。次のアクションは、スナップショットを正常に作
成するのに役立ちます。
• AWSEC2-CreateVssSnapshot コマンドを再試行して、スナップショットの試行が成功するかどうか
を確認します。一部で再試行が成功した場合、インスタンスの負荷を減らすことで、スナップショット
がより成功する可能性があります。
• インスタンスのワークロードが減少するまでしばらく待ってから、AWSEC2-CreateVssSnapshot コ
マンドを再試行します。または、インスタンスが低ストレスであることがわかっている場合に、スナッ
プショットの作成を試みることもできます。
• システムのウイルス対策ソフトウェアがオフになっているときに、VSS スナップショットの作成を試み
ます。これで問題が解決する場合は、ウイルス対策ソフトウェアの指示を参照し、VSS スナップショッ
トの作成を許可するように設定します。
• スナップショットの作成時に多くの EC2 API 呼び出しが行われている場合、API スロットリングによっ
てスナップショットの開始に時間がかかりすぎる可能性があります。アカウント内の API アクティビ
ティが少ない場合は、もう一度スナップショットを作成してみてください。
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• シェルで vssadmin list writers コマンドを実行し、システム上のいずれかのライターの [Last
error] フィールドにエラーが報告されるかどうかを確認します。いずれかのライターがタイムアウトエ
ラーを報告する場合は、インスタンスの負荷が少ないときにスナップショットの作成の再試行を検討し
てください。
• PowerShell モジュールログ記録を有効にするグループポリシーが 1 つ以上の PowerShell モジュールに
ある場合は、スナップショットを作成する前に、ログを一時的に無効にしてみてください。

VSS 対応 EBS スナップショットからのボリュームの復元
RestoreVssSnapshotSampleScript.ps1 スクリプトを使用して、VSS 対応 EBS スナップショットか
らインスタンスにボリュームを復元できます。このスクリプトは以下のタスクを実行します。
• インスタンスを停止する
• インスタンスからすべての既存のドライブを削除する (ルートボリュームが除外されている場合はそれ
を除外)
• スナップショットから新しいボリュームを作成する
• スナップショットのデバイス ID タグを使用してインスタンスにボリュームをアタッチする
• インスタンスを再起動する

Important
以下のスクリプトは、インスタンスにアタッチされたすべてのボリュームをデタッチし、スナッ
プショットから新しいボリュームを作成します。インスタンスを適切にバックアップしているこ
とを確認してください。古いボリュームは削除されません。必要に応じて、古いボリュームを削
除するようにスクリプトを編集できます。

VSS 対応 EBS スナップショットからボリュームを復元するには
1.

AWS Tools for Windows PowerShell を開き、次のコマンドを実行して認証情報を指定しま
す。Amazon EC2 で管理者権限を持っているか、IAM で適切なアクセス許可が付与されている必要が
あります。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「AWS Systems Manager の
セットアップ」を参照してください。
Set-AWSCredentials –AccessKey key_name –SecretKey key_name

2.

次のコマンドを実行して、PowerShell セッションのリージョンを設定します。この例では、useast-2 リージョンを使用します。
Set-DefaultAWSRegion -Region us-east-2

3.
4.

RestoreVssSnapshotSampleScript.zip ファイルをダウンロードして、ファイルの内容を展開します。
RestoreVssSnapshotSampleScript.zip をテキストエディタで開き、スクリプトの最後にあるサンプル
呼び出しを編集して有効な EC2 インスタンス ID と EBS スナップショット ID を反映し、このスクリ
プトを PowerShell から実行します。

AWS VSS コンポーネントパッケージのバージョン履歴
以下の表に、AWS VSS コンポーネントパッケージのリリース済みバージョンを示します。
バージョン

詳細

リリース日

1.3.2.0

インストールの失敗が正しく報告されないケースを修正しました。

2022 年 5 月 10
日
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バージョン

詳細

リリース日

1.3.1.0

• NTDS VSS ライターのログ記録エラーに関連してドメインコント
ローラーで発生するスナップショットのエラーを修正しました。

2020 年 2 月 6
日

• バージョン 1.0 VSS プロバイダーのアンインストール時に発生す
る VSS エージェントのエラーを修正しました。
1.3.00

• 不要な冗長性を減らすことで、ログ記録を改良しました。
• インストール中のリージョン化の問題を修正しました。
• 一部のプロバイダー登録エラー条件のリターンコードを修正しま
した。
• インストールのさまざまな問題を修正しました。

1.2.00

• コマンドラインパラメータ -nw (ライターなし) および -copy (コ
ピーのみ) をエージェントに追加しました。

2019 年 3 月 19
日

2018 年 11 月
15 日

• 不適切なメモリ割り当て呼び出しによって発生する EventLog エ
ラーを修正しました。
1.1

AwsVssProvider.dll が Windows バックアップと復元のデフォル
トのプロバイダーとして誤って使用される問題を修正しました。

2017 年 12 月
12 日

1.0

初回リリース。

2017 年 11 月
20 日

Amazon EBS スナップショットの削除
ボリュームの Amazon EBS スナップショットが不要になった場合は、これを削除できます。スナップ
ショットを削除しても、ボリュームには影響しません。ボリュームを削除しても、そのボリュームが作成
したスナップショットには影響しません。

増分スナップショットの削除
ボリュームのスナップショットを定期的に作成する場合、スナップショットは増分になります。最新のス
ナップショットを作成した時点から、デバイス上で変更があったブロックだけが、新しいスナップショッ
トに保存されます。スナップショットの保存は増分ベースで行われるものの、最新のスナップショットさ
えあればボリュームを作成できるようにスナップショット削除プロセスは設計されています。
データが以前のスナップショットまたは一連のスナップショットに保持されているボリュームに存在し、
後でボリュームから削除された場合、データは以前のスナップショットの一意のデータとみなされます。
一意のデータは、一意のデータを参照するすべてのスナップショットが削除されない限り、一連のスナッ
プショットから削除されません。
スナップショットを削除すると、そのスナップショットのみが参照するデータのみが削除されます。一意
のデータは、それを参照するすべてのスナップショットが削除されるまで削除されません。ボリュームの
過去のスナップショットを削除しても、そのボリュームのそれ以降のスナップショットからボリュームを
作成する機能に影響することはありません。
スナップショットを削除しても、組織のデータストレージコストが減少しない場合があります。他のス
ナップショットはそのスナップショットのデータを参照する場合があります。参照されたデータは常に
保持されます。後から作成したスナップショットが使用しているデータを含むスナップショットを削除
すると、参照されるデータに関連付けられたコストは後から作成されたスナップショットに割り当てら
れます。スナップショットにデータを保存する方法の詳細については、「増分スナップショットの仕組
み (p. 1556)」と次の例を参照してください。
次の図では、ボリューム 1 は 3 つの時点に示されています。スナップショットが最初の 2 つの状態をキャ
プチャし、3 つめでは、スナップショットが削除されています。
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• 状態 1 では、ボリュームに 10 GiB のデータがあります。スナップ A がボリュームで作成された最初の
スナップショットであるため、10 GiB のデータ全体をコピーする必要があるます。
• 状態 2 では、ボリュームにはまだ 10 GiB のデータが含まれていますが、4 GiB 分が変更されました。ス
ナップ B は、スナップ A が作成されたあとに変更された 4 GiB 分のみをコピーして格納する必要があり
ます。すでにスナップ A にコピーおよび格納されている、変更がなかった残り 6 GiB 分のデータは、ス
ナップ B によって、(再度) コピーされるのではなく、参照されます。これは点線の矢印によって示され
ます。
• 状態 3 では、ボリュームは状態 2 から変更されていませんが、スナップショット A は削除されていま
す。スナップショット A に格納されている、スナップショット B によって参照された 6 GiB のデータ
は、大きい矢印に示されているように、スナップショット B に移動しました。その結果、未だに 10 GiB
のデータを格納しなければなりません。スナップ A から保持されている、変更がなかった 6 GiB のデー
タと、スナップ B から変更があった 4 GiB のデータです。
別のスナップショットによって一部のデータが参照されているスナップショットの削除

考慮事項
スナップショットの削除には、次の考慮事項が適用されます。
• 登録済みの AMI によって使用されている EBS ボリュームのルートデバイスのスナップショットを削除
することはできません。スナップショットを削除するには、まず AMI の登録を解除する必要がありま
す。詳細については、「AMI の登録の解除 (p. 168)」を参照してください。
• Amazon EC2 を使用して、AWS Backup サービスが管理しているスナップショットを削除することはで
きません。代わりに、AWS Backup を使用して、バックアップボールト内の対応するリカバリポイント
を削除します。
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• スナップショットを手動で作成、保持、削除することも、Amazon Data Lifecycle Manager を使
用してスナップショットを管理することもできます。詳細については、「Amazon Data Lifecycle
Manager (p. 1656)」を参照してください。
• 進行中のスナップショットを削除することはできますが、スナップショットが完了しなければ削除は実
行されません。これには時間がかかる場合があります。同時スナップショットの制限に達していて、追
加のスナップショットを取得しようとすると、ConcurrentSnapshotLimitExceeded エラーが発生
することがあります。詳細については、Amazon Web Services General Reference で Amazon EBS の
「Service Quotas」を参照してください。
• ごみ箱の保持ルールに一致するスナップショットを削除すると、スナップショットはすぐに削除される
のではなく、ごみ箱に保持されます。詳細については、「ごみ箱 (p. 1843)」を参照してください。

スナップショットの削除
次のいずれかの方法でスナップショットを削除します。
Console

コンソールを使用してスナップショットを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Snapshots] を選択します。

3.

削除するスナップショットを選択し、[Actions] (アクション)、[Delete snapshot] (スナップショッ
トの削除) の順に選択します。

4.

[削除] を選択します。

AWS CLI

コマンドラインを使用してスナップショットを削除するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• delete-snapshot (AWS CLI)
• Remove-EC2Snapshot (AWS Tools for Windows PowerShell)

マルチボリュームスナップショットの削除
マルチボリュームスナップショットを削除するには、スナップショットを作成したときにセットに適用
したタグを使用して、マルチボリュームスナップショットセットのすべてのスナップショットを取得しま
す。その後、スナップショットを個別に削除します。
マルチボリュームスナップショットセット内の個々のスナップショットの削除を妨げられることはありま
せん。pending state の中にあるスナップショットを削除すると、そのスナップショットだけが削除さ
れます。マルチボリュームスナップショットセット内の他のスナップショットは正常に完了します。

Amazon EBS スナップショットのコピー
Amazon EBS を使用すると、Amazon S3 に格納するボリュームのポイントインタイムスナップショット
を作成できます。スナップショットを作成し、Simple Storage Service (Amazon S3) へのコピーが完了し
た後 (スナップショットのステータスが completed)、スナップショットを AWS リージョン間や同じリー
ジョン内でコピーできます。Amazon S3 のサーバー側の暗号化 (256 ビット AES) は、コピーオペレー
ション中に転送中のスナップショットのデータを保護します。スナップショットコピーは、元のスナップ
ショットの ID とは異なる ID を受け取ります。
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マルチボリュームスナップショットを別の AWS リージョンにコピーするには、作成時にマルチボリュー
ムスナップショットセットに適用したタグを使用してスナップショットを取得します。次に、スナップ
ショットを個別に別のリージョンにコピーします。
他のアカウントがスナップショットをコピーできるようにするには、スナップショットのアクセス許可を
変更してそのアカウントへのアクセスを許可するか、スナップショットを公開してすべての AWS アカウ
ントがスナップショットをコピーできるようにする必要があります。詳細については、「Amazon EBS ス
ナップショットの共有 (p. 1608)」を参照してください。
Amazon RDS スナップショットのコピーについては、『Amazon RDS ユーザーガイド』の「DB スナップ
ショットのコピー」を参照してください。

ユースケース
• 地理的拡張: アプリケーションを新しい AWS リージョンで起動します。
• 移行: アプリケーションを新しいリージョンに移動して、可用性を向上させ、コストを最小化します。
• 災害対策: 異なる地理的場所にまたがって定期的にデータをバックアップし、ログを記録します。災害
が発生した場合、二次的なリージョンに格納された特定の時点でのバックアップを使用してアプリケー
ションを復元できます。これにより、データ損失と復旧時間を最小限に抑えることができます。
• 暗号化: 以前に暗号化されたスナップショットを暗号化し、スナップショットの暗号化に使用されるキー
を変更します。または (他のユーザーから共有された暗号化スナップショットの場合)、自分が所有する
コピーを作成し、そのコピーからボリュームを作成できるようにします。
• データ保持および監査要件: 暗号化された EBS スナップショットを AWS アカウント間でコピーし、監
査およびデータ保持のためにデータログや他のファイルを保持します。別のアカウントを使用すると、
スナップショットの誤った削除を防止でき、主要な AWS アカウントが侵害された場合に保護できま
す。

前提条件
• 共有スナップショットや作成したスナップショットを含む "completed" ステータスのアクセス可能な
任意のスナップショットをコピーできます。
• AWS Marketplace、VM Import/Export、Storage Gateway スナップショットをコピーできますが、その
スナップショットがコピー先リージョンでサポートされていることを確認する必要があります。

考慮事項
• 宛先リージョンごとの 20 同時スナップショットコピーリクエストには制限があります。このクォータ
を超えると、ResourceLimitExceeded エラーが発生します。このエラーが発生した場合は、1 つ以
上のコピー要求が完了するのを待ってから、新しいスナップショットコピー要求を作成してください。
• ユーザー定義タグは元のスナップショットから新しいスナップショットにコピーされません。コピー操
作中または操作後に、ユーザー定義タグを追加することができます。詳細については、「Amazon EC2
リソースのタグ付け (p. 1874)」を参照してください。
• スナップショットのコピーのオペレーションによって作成されたスナップショットの任意のボリューム
ID はいずれの目的にも使用しないでください。
• スナップショットコピーオペレーションのために指定されたリソースレベルのアクセス権限は、新しい
スナップショットにのみ適用されます。ソーススナップショットには、リソースレベルのアクセス権限
は指定できません。例については、「例: スナップショットのコピー (p. 1406)」を参照してください。

料金
• AWS リージョンおよびアカウント間におけるスナップショットのコピーの料金については、「Amazon
EBS 料金」を参照してください。
• 単一リージョンの単一アカウント内のスナップショットコピー操作では、スナップショットコピーの暗
号化ステータスが変更しない限り、実際のデータはコピーされないため料金は発生しません。
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• スナップショットをコピーして、新しい KMS キーで暗号化すると、完全な (増分ではない) コピーが作
成されます。その結果、追加のストレージコストが発生します。
• スナップショットを新しいリージョンにコピーすると、完全な (増分ではない) コピーが作成されます。
その結果、追加のストレージコストが発生します。同じスナップショットの後続のコピーは増分です。

増分スナップショットコピー
スナップショットコピーが増分かどうかは、最近完了したスナップショットコピーによって決定されま
す。リージョンまたはアカウントにわたってスナップショットをコピーする場合、次の条件に合致すれば
コピーは増分となります。
• スナップショットがコピー先のリージョンまたはアカウントにコピーされたことがある。
• 最近のスナップショットコピーがコピー先のリージョンまたはアカウントにまだ存在する。
• "コピー先" のリージョンまたはアカウントの全てのスナップショットのコピーが暗号化されていない、
あるいは同じ KMS キーを使って暗号化されていた。
最近のスナップショットコピーが削除され、次のコピーがフルコピーである場合、増分コピーではありま
せん。別のコピーを開始するときにコピーがまだ保留中の場合は、最初のコピーが終了した後にのみ 2 番
目のコピーが開始されます。
コピー先リージョンまたはアカウントで最近のボリュームのスナップショットコピーをトラッキングでき
るよう、スナップショットにボリューム ID と作成時刻をタグ付けすること推奨します。
スナップショットコピーが増分かどうか確認するには、copySnapshot (p. 1788) CloudWatch イベントを
チェックします。

暗号化とスナップショットのコピー
スナップショットをコピーする場合、コピーを暗号化するか、元のものとは異なる KMS キーを指定し
て、コピーされたスナップショットで新しい KMS キーが使用されるようにもできます。ただし、コピー
操作中にスナップショットの暗号化状態を変更すると、より大規模なデータ転送およびストレージ料金が
発生する可能性がある完全コピー (増分ではない) が返されます。
他の AWS アカウントから暗号化されたスナップショットをコピーするには、スナップショットの暗号化
に使用されたスナップショットとカスタマーマスターキー (CMK) の使用権限が必要です。共有された暗号
化されたスナップショットを使用する場合は、自分が所有する KMS キーを使用してスナップショットを
再暗号化することをお勧めします。これにより、元の KMS キーが侵害された場合、または所有者が取り
消した場合に保護され、スナップショットを使用して作成した暗号化されたボリュームへのアクセスが失
われる可能性があります。詳細については、「Amazon EBS スナップショットの共有 (p. 1608)」を参照
してください。
Encrypted パラメータを true に設定すると、EBS スナップショットコピーに暗号化を適用できます。
([デフォルトで暗号化 (p. 1723)] が有効になっている場合、Encrypted パラメータはオプションです。)
必要に応じて KmsKeyId を使用して、スナップショットコピーの暗号化に使用するカスタムキーを指定
できます。(暗号化がデフォルトで有効になっている場合でも、Encrypted パラメータを true に設定
する必要があります。) KmsKeyId が指定されていない場合、暗号化に使用されるキーはソーススナップ
ショットの暗号化状態とその所有権によって異なります。
次の表に、設定可能な組み合わせごとの暗号化の結果を示します。
トピック
• 暗号化の成果: 所有しているスナップショットのコピー (p. 1583)
• 暗号化の成果: 共有されているスナップショットのコピー (p. 1583)
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暗号化の成果: 所有しているスナップショットのコピー
デフォルトでの暗
号化

Encrypted パラ
メータが設定され
ているか

ソーススナップ
ショットの暗号化
ステータス

デフォルト (KMS
キーの指定なし)

カスタム (KMS
キーの指定あり)

Disabled

いいえ

暗号化されていな
い

暗号化されていな
い

該当なし

暗号化された

AWS マネージド
キー による暗号化

暗号化されていな
い

デフォルト KMS
キーで暗号化

暗号化された

デフォルト KMS
キーで暗号化

暗号化されていな
い

デフォルト KMS
キーで暗号化

暗号化された

デフォルト KMS
キーで暗号化

暗号化されていな
い

デフォルト KMS
キーで暗号化

暗号化された

デフォルト KMS
キーで暗号化

はい

有効

いいえ

はい

指定した KMS
キーで暗号化**

該当なし

指定した KMS
キーで暗号化**

** これは、コピーアクションに指定されているカスタマーマネージド型キーです。このカスタマーマネー
ジド型キーは、AWS アカウントとリージョンで、既定のカスタマーマネージド型キーの代わりに使用され
ます。

暗号化の成果: 共有されているスナップショットのコピー
デフォルトでの暗
号化

Encrypted パラ
メータが設定され
ているか

ソーススナップ
ショットの暗号化
ステータス

デフォルト
(KmsKeyId の指定
なし)

カスタム
(KmsKeyId の指定
あり)

Disabled

いいえ

暗号化されていな
い

暗号化されていな
い

該当なし

暗号化された

AWS マネージド
キー による暗号化

暗号化されていな
い

デフォルト KMS
キーで暗号化

暗号化された

デフォルト KMS
キーで暗号化

暗号化されていな
い

デフォルト KMS
キーで暗号化

暗号化された

デフォルト KMS
キーで暗号化

はい

有効

いいえ
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デフォルトでの暗
号化

Encrypted パラ
メータが設定され
ているか

ソーススナップ
ショットの暗号化
ステータス

デフォルト
(KmsKeyId の指定
なし)

カスタム
(KmsKeyId の指定
あり)

はい

暗号化されていな
い

デフォルト KMS
キーで暗号化

指定した KMS
キーで暗号化**

暗号化された

デフォルト KMS
キーで暗号化

** これは、コピーアクションに指定されているカスタマーマネージド型キーです。このカスタマーマネー
ジド型キーは、AWS アカウントとリージョンで、既定のカスタマーマネージド型キーの代わりに使用され
ます。

スナップショットをコピーする
スナップショットをコピーするには、次のいずれかの方法を使用します。
Console

コンソールを使用してスナップショットをコピーするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Snapshots] を選択します。

3.

コピーするスナップショットを選択し、[Actions] (アクション)、[Copy snapshot] (スナップショッ
トのコピー) の順に選択します。

4.

[Description] (説明) に、スナップショットのコピーの簡潔な説明を入力します。
デフォルトでは、オリジナルとコピーを見分けられるように、ソースのスナップショットに関す
る情報が説明に含まれています。この説明は必要に応じて変更できます。

5.

[Destionation Region] (コピー先リージョン) で、スナップショットのコピーを作成するリージョ
ンを選択します。

6.

スナップショットコピーの暗号化ステータスを指定します。
ソースのスナップショットが暗号化されている場合、またはアカウントで暗号化をデフォルト
で (p. 1723)有効にしている場合、スナップショットのコピーは自動的に暗号化され、その暗号化
ステータスは変更できません。
ソースのスナップショットが暗号化されておらず、アカウントで暗号化がデフォルトで有効に
なっていない場合は、暗号化を有効または無効にできます。スナップショットのコピーを暗号化
するには、[Encryption] (暗号化) で、[Encrypt this snapshot] (このスナップショットの暗号化) を
選択します。次に、[KMS key] (KMS キー) で、コピー先リージョンのスナップショットの暗号化
に使用する KMS キーを選択します。

7.

[スナップショットのコピー] を選択します。

AWS CLI

コマンドラインを使用してスナップショットをコピーするには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• copy-snapshot (AWS CLI)
• Copy-EC2Snapshot (AWS Tools for Windows PowerShell)
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エラーをチェックするには
暗号化キーを使用する権限なしで、暗号化されたスナップショットをコピーしようとすると、メッセージ
が表示されずに操作に失敗します。ページを更新するまでエラー状態はコンソールに表示されません。次
の例のように、コマンドラインからスナップショットの状態を確認することもできます。
aws ec2 describe-snapshots --snapshot-id snap-0123abcd

キー権限が足りないためにコピーに失敗した場合は、以下のメッセージが表示されます。"StateMessage":
「指定されたキー ID にアクセスできません」
暗号化されたスナップショットをコピーするときに、デフォルト CMK の DescribeKey 権限が必要で
す。明示的にこれらのアクセス許可を拒否するとコピーの障害が発生します。CMK キーの管理について
は、「カスタマーマスターキーへのアクセスを制御する」を参照してください。

Amazon EBS スナップショットのアーカイブ
Amazon EBS スナップショットアーカイブは、頻繁な検索や高速な検索を必要としない、アクセス頻度の
低いスナップショットを低コストで長期保存するために使用できる新しいストレージ階層です。
デフォルトでは、スナップショットを作成すると、Amazon EBS スナップショット標準階層 (標準階層) に
保存されます。標準階層に保存されるスナップショットは、増分です。つまり、最新のスナップショット
が作成された後に、ボリューム上の変更されたブロックのみが保存されます。
スナップショットをアーカイブすると、増分スナップショットは完全なスナップショットに変換され、標
準階層から Amazon EBS スナップショットアーカイブ階層 (アーカイブ階層) に移動されます。完全なス
ナップショットには、スナップショットの作成時にボリュームに書き込まれたすべてのブロックが含まれ
ます。
アーカイブされたスナップショットにアクセスする必要がある場合は、アーカイブ階層から標準階層に復
元し、アカウント内の他のスナップショットと同じ方法で使用できます。
Amazon EBS スナップショットアーカイブでは、90 日以上保存する予定で、ほとんどアクセスする必要の
ないスナップショットに対して、スナップショットストレージコストを最大 75% 削減できます。
一般的なユースケースを以下に示します。
• プロジェクト終了時のスナップショットなど、ボリューム内の唯一のスナップショットをアーカイブし
ます。
• コンプライアンス上の理由から、完全なポイントインタイム増分スナップショットをアーカイブしま
す。
• 毎月、四半期ごと、または年ごとの増分スナップショットをアーカイブします。
トピック
• 考慮事項と制約事項 (p. 1586)
• 料金と請求 (p. 1586)
• クォータ (p. 1588)
• スナップショットのアーカイブに関するガイドラインとベストプラクティス (p. 1589)
• スナップショットのアーカイブを使用する (p. 1597)
• スナップショットのアーカイブをモニタリングする (p. 1604)
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考慮事項と制約事項
考慮事項
• 最小アーカイブ期間は 90 日です。90 日の最小アーカイブ期間より前にアーカイブされたスナップ
ショットを削除または永続的に復元すると、アーカイブ階層の残りの日数に対して請求されます (最も
近い時間に四捨五入)。詳細については、「料金と請求 (p. 1586)」を参照してください。
• スナップショットのサイズによっては、アーカイブされたスナップショットをアーカイブ階層から標準
階層に復元するのに最大 72 時間かかる場合があります。
• アーカイブされたスナップショットは、常に完全なスナップショットです。完全なスナップショット
には、スナップショットの作成時にボリュームに書き込まれたすべてのブロックが含まれます。完全
なスナップショットは、作成元の増分スナップショットよりも大きくなります。ただし、標準階層にボ
リュームの増分スナップショットが 1 つしかない場合、アーカイブ階層の完全なスナップショットのサ
イズは、標準階層のスナップショットと同じサイズになります。これは、ボリュームの最初のスナップ
ショットが常に完全なスナップショットであるためです。
• スナップショットがアーカイブされると、スナップショット系統内の他のスナップショットによって参
照されるスナップショットのデータは標準階層で保持されます。標準階層で保持される参照データに関
連するデータおよびストレージコストは、系統内の次のスナップショットに割り当てられます。これに
より、系列内の後続のスナップショットがアーカイブの影響を受けないことが保証されます。
• ごみ箱の保持ルールに一致するアーカイブされたスナップショットを削除すると、アーカイブされたス
ナップショットは、保持ルールで定義されている保持期間中、ごみ箱に保持されます。このスナップ
ショットを使用するには、まずスナップショットをごみ箱から復元し、次にアーカイブ階層から復元す
る必要があります。詳細については、「ごみ箱 (p. 1843)」および「料金と請求 (p. 1586)」を参照して
ください。

制約事項
• completed 状態にあるスナップショットのみアーカイブできます。
• アーカイブできるのは、アカウント内で所有しているスナップショットのみです。共有されているス
ナップショットをアーカイブするには、まずスナップショットを自分のアカウントにコピーしてから、
スナップショットのコピーをアーカイブします。
• 登録済み AMI のルートデバイスボリュームにあるスナップショットは、アーカイブできません。
• Amazon EBS-backed AMI に関連付けられているスナップショットは、アーカイブできません。
• スナップショットのアーカイブまたはスナップショットの復元プロセスは、開始後にキャンセルできま
せん。
• アーカイブされたスナップショットは共有できません。他のアカウントと共有しているスナップショッ
トをアーカイブすると、そのスナップショットを共有しているアカウントは、スナップショットがアー
カイブされた後にアクセスできなくなります。
• アーカイブされたスナップショットはコピーできません。アーカイブされたスナップショットをコピー
する必要がある場合は、まずそのスナップショットを復元する必要があります。
• アーカイブされたスナップショットでは、高速スナップショット復元を有効にできません。スナップ
ショットの高速復元は、スナップショットがアーカイブされると自動的に無効になります。スナップ
ショットの高速復元を使用する必要がある場合は、スナップショットを復元した後で、手動で有効にす
る必要があります。

料金と請求
アーカイブされたスナップショットは、1 GB あたり 0.0125 USD/月の料金が請求されます。例えば、100
GiB のスナップショットをアーカイブすると、1 か月あたり 1.25 USD (100 GiB * 0.0125 USD) が請求され
ます。
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スナップショットの復元は、復元されたデータ GB あたり 0.03 USD の料金が請求されます。例えば、
アーカイブ階層から 100 GiB のスナップショットを復元すると、3 USD (100 GiB * 0.03 USD) が 1 回請求
されます。
スナップショットが標準階層に復元された後、1 GB あたり 0.05 USD/月のスナップショット標準料金が請
求されます。
詳細については、「Amazon EBS の料金表」を参照してください。
最小アーカイブ期間の請求
最小アーカイブ期間は 90 日です。90 日の最小アーカイブ期間より前にアーカイブされたスナップショッ
トを削除または永続的に復元すると、残りの日数分のアーカイブ階層ストレージ料金に相当する日割り料
金が、最も近い時間に四捨五入されて請求されます。例えば、40 日後にアーカイブされたスナップショッ
トを削除または完全に復元すると、最小アーカイブ期間の残りの 50 日間分の料金が請求されます。

Note
90 日の最小アーカイブ期間前にアーカイブされたスナップショットを一時的に復元しても、この
料金は発生しません。
一時的復元
スナップショットを一時的に復元すると、スナップショットはアーカイブ階層から標準階層に復元され、
スナップショットのコピーはアーカイブ階層に残ります。一時的な復元期間では、標準階層のスナップ
ショットとアーカイブ階層のスナップショットコピーの両方に対して請求されます。一時的に復元された
スナップショットが標準階層から削除されると、そのスナップショットに対する請求はなくなり、アーカ
イブ階層内のスナップショットに対してのみ請求されます。
永続的復元
スナップショットを永続的に復元すると、スナップショットはアーカイブ層から標準階層に復元され、ス
ナップショットはアーカイブ階層から削除されます。標準階層のスナップショットにのみ請求されます。
スナップショットの削除
アーカイブ中にスナップショットを削除すると、既にアーカイブ階層に移動されたスナップショットデー
タに対して請求されます。このデータには 90 日の最小アーカイブ期間が適用され、削除時にそれに応じ
て請求されます。例えば、100 GiB のスナップショットをアーカイブし、40 GiB のみがアーカイブされた
後にスナップショットを削除すると、アーカイブ済みの 40 GiB の最小アーカイブ期間 90 日分の料金 1.50
USD が請求されます (1 GB あたり 0.0125 USD/月 * 40 GB * (90 日 * 24 時間) / (24 時間/日 * 30 日/月))。
アーカイブ階層からの復元中にスナップショットを削除すると、スナップショットのフルサイズのスナッ
プショット復元に対して請求されます (スナップショットサイズ* 0.03 USD)。例えば、アーカイブ階層か
ら 100 GiB のスナップショットを復元し、スナップショットの復元が完了する前にスナップショットを削
除すると、3 USD (100 GiB のスナップショットサイズ * 0.03 USD) が請求されます。
ごみ箱
アーカイブされたスナップショットは、ごみ箱に入っている間、アーカイブされたスナップショットの料
金で請求されます。ごみ箱にあるアーカイブされたスナップショットには、90 日の最小アーカイブ期間
が適用され、最小アーカイブ期間より前にごみ箱で削除された場合は、それに応じて請求されます。つま
り、保持ルールによってアーカイブされたスナップショットがごみ箱から最小期間 90 日前に削除された
場合、残りの日数分の料金が請求されます。
スナップショットのアーカイブ中に保持ルールに一致するスナップショットを削除すると、アーカイブ
されたスナップショットは、保持ルールで定義されている保持期間中、ごみ箱に保持されます。これは、
アーカイブされたスナップショットの料金で請求されます。
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スナップショットの復元中に保持ルールに一致するスナップショットを削除すると、復元されたスナップ
ショットは保持期間の残りの期間ごみ箱に保持され、標準スナップショット料金で請求されます。復元
されたスナップショットを使用するには、まずそのスナップショットをごみ箱から復元する必要がありま
す。
詳細については、「ごみ箱 (p. 1843)」を参照してください。
コスト追跡
アーカイブされたスナップショットおよび、その同一のリソース ID と Amazon リソースネーム (ARN)
は、AWS Cost and Usage Report に表示されます。詳細については、AWS Cost and Usage Report ユー
ザーガイドを参照してください。
以下の使用タイプを使用して、関連するコストを識別できます。
• SnapshotArchiveStorage — 月間データストレージの手数料
• SnapshotArchiveRetrieval — スナップショット復元の 1 回払い料金
• SnapshotArchiveEarlyDelete — 最小アーカイブ期間 (90 日) 前にスナップショットを削除または
永続的に復元する手数料

クォータ
このセクションでは、アーカイブされたスナップショットと進行中のスナップショットのデフォルトの
クォータについて説明します。
クォータ

デフォルトのクォー
タ

ボリュー
ムあたり
のアーカ
イブされ
たスナッ
プショッ
ト数

25

アカウ
ントご
との同時
進行中の
スナップ
ショット
アーカイ
ブ数

25

アカウ
ントご
との同時
進行中の
スナップ
ショット
復元数

5

デフォルトの制限値では要件を満たさない場合は、AWS Support センターの [Create case] (ケースの作成)
フォームから制限の引き上げをリクエストできます。

1588

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EBS スナップショット

スナップショットのアーカイブに関するガイドラインとベストプラクティス
このセクションでは、スナップショットのアーカイブに関するガイドラインとベストプラクティスをいく
つか示します。
トピック
• ボリュームの唯一のスナップショットをアーカイブする (p. 1589)
• 単一ボリュームの増分スナップショットをアーカイブする (p. 1589)
• コンプライアンス上の理由から完全なスナップショットをアーカイブする (p. 1591)
• 標準階層のストレージコストの削減を判断する (p. 1591)

ボリュームの唯一のスナップショットをアーカイブする
ボリュームのスナップショットが 1 つしかない場合、スナップショットは、スナップショットの作成時に
ボリュームに書き込まれたブロックと常に同じサイズになります。このようなスナップショットをアーカ
イブすると、標準階層のスナップショットは同等サイズの完全なスナップショットに変換され、標準階層
からアーカイブ階層に移動されます。
これらのスナップショットをアーカイブすることで、ストレージコストの削減に役立ちます。ソースボ
リュームが不要になった場合は、ストレージコストをさらに節約するためにボリュームを削除できます。

単一ボリュームの増分スナップショットをアーカイブする
増分スナップショットをアーカイブすると、スナップショットは完全なスナップショットに変換され、
アーカイブ階層に移動されます。例えば、以下の図では、スナップ B をアーカイブする場合、スナップ
ショットはサイズが 10 GiB の完全なスナップショットに変換され、アーカイブ階層に移動されます。同
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様に、スナップ C をアーカイブする場合の場合、アーカイブ階層内の完全なスナップショットのサイズは
14 GiB です。

標準階層のストレージコストを削減するためにスナップショットをアーカイブする場合は、一連の増分ス
ナップショットの最初のスナップショットはアーカイブしません。これらのスナップショットは、スナッ
プショット系統内の後続のスナップショットによって参照されます。ほとんどの場合、これらのスナップ
ショットをアーカイブしても、ストレージコストは削減されません。

Note
一連の増分スナップショットの最後のスナップショットはアーカイブしません。最後のスナップ
ショットは、ボリュームの最新のスナップショットです。ボリュームが破損または消失した際
に、スナップショットからボリュームを作成する場合は、標準階層でこのスナップショットが必
要になります。
系統内の後続のスナップショットで参照されるデータを含むスナップショットをアーカイブすると、参照
されるデータに関連付けられているデータストレージコストとストレージコストは、系統内の後続のス
ナップショットに割り当てられます。この場合、スナップショットをアーカイブしても、データストレー
ジやストレージのコストは削減されません。例えば、上の図でスナップ B をアーカイブする場合、その 4
GiB のデータはスナップ C に帰属しています。この場合、アーカイブ階層のスナップ B のフルバージョン
のストレージコストが発生し、標準階層のストレージコストは変わらないため、全体のストレージコスト
が増加します。
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スナップ C をアーカイブする場合、データが系統内の他の後続スナップショットによって参照されないた
め、標準階層のストレージは 4 GiB 減少します。また、スナップショットが完全なスナップショットに変
換されるため、アーカイブ階層のストレージは 14 GiB 増加します。

コンプライアンス上の理由から完全なスナップショットをアーカイブする
コンプライアンス上の理由から、毎月、四半期、または年単位でボリュームのフルバックアップを作成
する必要がある場合があります。これらのバックアップでは、スナップショット系統内の他のスナップ
ショットへの後方参照または前方参照なしで、スタンドアロンスナップショットが必要になる場合があり
ます。EBS スナップショットアーカイブでアーカイブされたスナップショットは完全なスナップショット
であり、系統内の他のスナップショットへの参照はありません。さらに、コンプライアンスのために、こ
れらのスナップショットを数年間保持する必要があります。EBS スナップショットアーカイブを使用する
と、これらの完全なスナップショットを長期保存するためにコストパフォーマンスに優れた方法でアーカ
イブできます。

標準階層のストレージコストの削減を判断する
増分スナップショットをアーカイブしてストレージコストを削減する場合は、アーカイブ階層の完全なス
ナップショットのサイズと、標準階層のストレージの削減を考慮する必要があります。ここでは、その方
法について説明します。

Important
API レスポンスは、API が呼び出された時点での正確なデータです。API レスポンスは、スナップ
ショットの系統が変更された結果、スナップショットに関連付けられたデータが変わるため、異
なる可能性があります。
標準階層でのストレージおよびストレージコストの削減を判断するには、次のステップに従います。
1.

完全なスナップショットのサイズを確認します。スナップショットのフルサイズを確認するには、listsnapshot-blocks コマンドを使用します。--snapshot-id でアーカイブするスナップショットの ID
を指定します。
$

aws ebs list-snapshot-blocks --snapshot-id snapshot_id

これにより、指定されたスナップショット内のすべてのブロックに関する情報が返されます。コマン
ドによって返される最後のブロックの BlockIndex は、スナップショット内のブロック数を示しま
す。ブロック数に 512 KiB (スナップショットブロックサイズ) を乗算すると、アーカイブ階層内の完
全なスナップショットのサイズの近似値が得られます (ブロック数 * 512 KiB = 完全なスナップショッ
トサイズ)。
例えば、次のコマンドはスナップショット snap-01234567890abcdef のブロックの一覧を表示し
ます。
$

aws ebs list-snapshot-blocks --snapshot-id snap-01234567890abcdef

以下のコマンド出力では、一部のブロックが省略されています。以下の出力は、スナップショット
に約 16,383 個のデータブロックが含まれていることを示しています。そのため、完全なスナップ
ショットサイズは、約 8 GiB (16,383 * 512 KiB = 7.99 GiB) です。
{

"VolumeSize": 8,
"Blocks": [
{
"BlockToken": "ABgBAeShfa5RwG+RiWUg2pwmnCU/
YMnV7fGMxLbCWfEBEUmmuqac5RmoyVat",
"BlockIndex": 0
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},
{

"BlockToken": "ABgBATdTONyThPUAbQhbUQXsn5TGoY/
J17GfE83j9WN7siupavOTw9E1KpFh",
"BlockIndex": 1
},
{
"BlockToken": "EBEUmmuqXsn5TGoY/QwmnCU/YMnV74eKE2TSsn5TGoY/
E83j9WQhbUQXsn5T",
"BlockIndex": 4
},
.....
{
"BlockToken": "yThPUAbQhb5V8xpwmnCU/
YMnV74eKE2TSFY1sKP/4r05y47WETdTONyThPUA",
"BlockIndex": 12890
},
{
"BlockToken":
"ABgBASHKD5V8xEbaRKdxdkZZS4eKE2TSFYlMG1sKP/4r05y47WEHqKaNPcLs",
"BlockIndex": 12906
},
{
"BlockToken": "ABgBARROGMUJo6P9X3CFHQGZNQ7av9B6vZtTTqV89QqC
+SkO0HWMlwkGXjnA",
"BlockIndex": 16383
}
],
"VolumeSize": 8,
"ExpiryTime": 1637677800.845,
"BlockSize": 524288
}

2.

アーカイブするスナップショットの作成元となるソースボリュームを検索します。describesnapshots コマンドを使用します。--snapshot-id でアーカイブするスナップショットの ID を指定
します。VolumeId レスポンスパラメータは、ソースボリュームの ID を示します。
$ aws ec2 describe-snapshots --snapshot-id snapshot_id

例えば、次のコマンドは、スナップショット snap-09c9114207084f0d9 に関する情報を返しま
す。
$ aws ec2 describe-snapshots --snapshot-id snap-09c9114207084f0d9

以下のコマンド出力は、スナップショット snap-09c9114207084f0d9 がボリューム
vol-0f3e2c292c52b85c3 から作成されたことを示しています。
{

"Snapshots": [
{
"Description": "",
"Tags": [],
"Encrypted": false,
VolumeId": "vol-0f3e2c292c52b85c3",
"State": "completed",
"VolumeSize": 8,
"StartTime": "2021-11-16T08:29:49.840Z",
"Progress": "100%",
"OwnerId": "123456789012",
"SnapshotId": "snap-09c9114207084f0d9"
}
]
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}

3.

ソースボリュームから作成されたすべてのスナップショットを検索します。describe-snapshots コ
マンドを使用します。volume-id フィルターを使用し、フィルター値に前のステップで取得したボ
リューム ID を指定します。
$ aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id, Values=volume_id"

例えば、次のコマンドはボリューム vol-0f3e2c292c52b85c3 から作成されたすべてのスナップ
ショットを返します。
$ aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id, Values=vol-0f3e2c292c52b85c3"

以下のコマンド出力は、3 つのスナップショットがボリューム vol-0f3e2c292c52b85c3 から作成
されたことを示します。
{

}

4.

"Snapshots": [
{
"Description": "",
"Tags": [],
"Encrypted": false,
"VolumeId": "vol-0f3e2c292c52b85c3",
"State": "completed",
"VolumeSize": 8,
"StartTime": "2021-11-14T08:57:39.300Z",
"Progress": "100%",
"OwnerId": "123456789012",
"SnapshotId": "snap-08ca60083f86816b0"
},
{
"Description": "",
"Tags": [],
"Encrypted": false,
"VolumeId": "vol-0f3e2c292c52b85c3",
"State": "completed",
"VolumeSize": 8,
"StartTime": "2021-11-15T08:29:49.840Z",
"Progress": "100%",
"OwnerId": "123456789012",
"SnapshotId": "snap-09c9114207084f0d9"
},
{
"Description": "01",
"Tags": [],
"Encrypted": false,
"VolumeId": "vol-0f3e2c292c52b85c3",
"State": "completed",
"VolumeSize": 8,
"StartTime": "2021-11-16T07:50:08.042Z",
"Progress": "100%",
"OwnerId": "123456789012",
"SnapshotId": "snap-024f49fe8dd853fa8"
}
]

前のコマンド出力を使用して、スナップショットを作成時刻が古いものから順に並べ替えます。各ス
ナップショットの StartTime レスポンスパラメータには、その作成時刻が UTC 時間形式で表示され
ます。
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例えば、前のステップで返されたスナップショットを作成時刻が古いものから順に並べると以下のよ
うになります。
1. snap-08ca60083f86816b0 (最初のスナップショット - アーカイブするスナップショットより前
に作成)
2. snap-09c9114207084f0d9 (アーカイブするスナップショット)
3. snap-024f49fe8dd853fa8 (最新のスナップショット - アーカイブするスナップショットより後
に作成)
5.

アーカイブするスナップショットの直前と直後に作成されたスナップショットを特定します。
この場合、スナップショット snap-09c9114207084f0d9 をアーカイブします。これは、一連
の 3 つのスナップショットで作成された 2 番目の増分スナップショットです。スナップショット
snap-08ca60083f86816b0 は直前に作成され、スナップショット snap-024f49fe8dd853fa8 は
直後に作成されました。

6.

アーカイブするスナップショット内の参照されていないデータを検索します。まず、アーカイブする
スナップショットとその直前に作成されたスナップショットの間で変更されたブロックを検索しま
す。list-changed-blocks コマンドを使用します。--first-snapshot-id でアーカイブするスナッ
プショットの直前に作成されたスナップショットの ID を指定します。--second-snapshot-id で
アーカイブするスナップショットの ID を指定します。
$ aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snapshot_created_before --secondsnapshot-id snapshot_to_archive

例えば、次のコマンドはスナップショット snap-08ca60083f86816b0 (アーカイブするスナップ
ショットの前に作成されたスナップショット) とスナップショット snap-09c9114207084f0d9
(アーカイブするスナップショット) の間で変更されたブロックのブロックインデックスを表示しま
す。
$ aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snap-08ca60083f86816b0 --secondsnapshot-id snap-09c9114207084f0d9

以下にコマンド出力を示します (一部のブロックは省略)。
{

"BlockSize": 524288,
"ChangedBlocks": [
{
"FirstBlockToken": "ABgBAX6y
+WH6Rm9y5zq1VyeTCmEzGmTT0jNZG1cDirFq1rOVeFbWXsH3W4z/",
"SecondBlockToken": "ABgBASyx0bHHBnTERu
+9USLxYK/81UT0dbHIUFqUjQUkwTwK5qkjP8NSGyNB",
"BlockIndex": 4
},
{
"FirstBlockToken": "ABgBAcfL
+EfmQmlNgstqrFnYgsAxR4SDSO4LkNLYOOChGBWcfJnpn90E9XX1",
"SecondBlockToken": "ABgBAdX0mtX6aBAt3EBy+8jFCESMpig7csKjbO2Ocd08m2iNJV2Ue
+cRwUqF",
"BlockIndex": 5
},
{
"FirstBlockToken": "ABgBAVBaFJmbP/eRHGh7vnJlAwyiyNUi3MKZmEMxs2wC3AmM/
fc6yCOAMb65",
"SecondBlockToken":
"ABgBAdewWkHKTcrhZmsfM7GbaHyXD1Ctcn2nppz4wYItZRmAo1M72fpXU0Yv",
"BlockIndex": 13
},
{
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"FirstBlockToken": "ABgBAQGxwuf6z095L6DpRoVRVnOqPxmx9r7Wf6O+i
+ltZ0dwPpGN39ijztLn",
"SecondBlockToken": "ABgBAUdlitCVI7c6hGsT4ckkKCw6bMRclnV
+bKjViu/9UESTcW7CD9w4J2td",
"BlockIndex": 14
},
{
"FirstBlockToken":
"ABgBAZBfEv4EHS1aSXTXxSE3mBZG6CNeIkwxpljzmgSHICGlFmZCyJXzE4r3",
"SecondBlockToken":
"ABgBAVWR7QuQQB0AP2TtmNkgS4Aec5KAQVCldnpc91zBiNmSfW9ouIlbeXWy",
"BlockIndex": 15
},
.....
{
"SecondBlockToken": "ABgBAeHwXPL+z3DBLjDhwjdAM9+CPGV5VO5Q3rEEA
+ku50P498hjnTAgMhLG",
"BlockIndex": 13171
},
{
"SecondBlockToken":
"ABgBAbZcPiVtLx6U3Fb4lAjRdrkJMwW5M2tiCgIp6ZZpcZ8AwXxkjVUUHADq",
"BlockIndex": 13172
},
{
"SecondBlockToken": "ABgBAVmEd/pQ9VW9hWiOujOAKcauOnUFCO
+eZ5ASVdWLXWWC04ijfoDTpTVZ",
"BlockIndex": 13173
},
{
"SecondBlockToken": "ABgBAT/jeN7w
+8ALuNdaiwXmsSfM6tOvMoLBLJ14LKvavw4IiB1d0iykWe6b",
"BlockIndex": 13174
},
{
"SecondBlockToken": "ABgBAXtGvUhTjjUqkwKXfXzyR2GpQei/
+pJSG/19ESwvt7Hd8GHaUqVs6Zf3",
"BlockIndex": 13175
}
],
"ExpiryTime": 1637648751.813,
"VolumeSize": 8
}

次に同じコマンドを使用して、アーカイブするスナップショットとその直後に作成されたスナップ
ショットとの間で変更されたブロックを検索します。--first-snapshot-id でアーカイブするス
ナップショットの ID を指定します。--second-snapshot-id でアーカイブするスナップショット
の直後に作成されたスナップショットの ID を指定します。
$ aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snapshot_to_archive --secondsnapshot-id snapshot_created_after

例えば、次のコマンドはスナップショット snap-09c9114207084f0d9 (アーカイブするスナップ
ショット) とスナップショット snap-024f49fe8dd853fa8 (アーカイブするスナップショットの後
に作成されたスナップショット) の間で変更されたブロックのブロックインデックスを表示します。
$ aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snap-09c9114207084f0d9 --secondsnapshot-id snap-024f49fe8dd853fa8

以下にコマンド出力を示します (一部のブロックは省略)。
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{

"BlockSize": 524288,
"ChangedBlocks": [
{
"FirstBlockToken": "ABgBAVax0bHHBnTERu
+9USLxYK/81UT0dbSnkDk0gqwRFSFGWA7HYbkkAy5Y",
"SecondBlockToken":
"ABgBASEvi9x8Om7Htp37cKG2NT9XUzEbLHpGcayelomSoHpGy8LGyvG0yYfK",
"BlockIndex": 4
},
{
"FirstBlockToken": "ABgBAeL0mtX6aBAt3EBy+8jFCESMpig7csfMrI4ufnQJT3XBm/
pwJZ1n2Uec",
"SecondBlockToken": "ABgBAXmUTg6rAI
+v0LvekshbxCVpJjWILvxgC0AG0GQBEUNRVHkNABBwXLkO",
"BlockIndex": 5
},
{
"FirstBlockToken":
"ABgBATKwWkHKTcrhZmsfM7GbaHyXD1CtcnjIZv9YzisYsQTMHfTfh4AhS0s2",
"SecondBlockToken": "ABgBAcmiPFovWgXQio
+VBrxOqGy4PKZ9SAAHaZ2HQBM9fQQU0+EXxQjVGv37",
"BlockIndex": 13
},
{
"FirstBlockToken":
"ABgBAbRlitCVI7c6hGsT4ckkKCw6bMRclnARrMt1hUbIhFnfz8kmUaZOP2ZE",
"SecondBlockToken": "ABgBAXe935n544+rxhJ0INB8q7pAeoPZkkD27vkspE/
qKyvOwpozYII6UNCT",
"BlockIndex": 14
},
{
"FirstBlockToken": "ABgBAd+yxCO26I
+1Nm2KmuKfrhjCkuaP6LXuol3opCNk6+XRGcct4suBHje1",
"SecondBlockToken": "ABgBAcPpnXz821NtTvWBPTz8uUFXnS8jXubvghEjZulIjHgc
+7saWys77shb",
"BlockIndex": 18
},
.....
{
"SecondBlockToken": "ABgBATni4sDE5rS8/a9pqV03lU/lKCW
+CTxFl3cQ5p2f2h1njpuUiGbqKGUa",
"BlockIndex": 13190
},
{
"SecondBlockToken": "ABgBARbXo7zFhu7IEQ/9VMYFCTCtCuQ+iSlWVpBIshmeyeS5FD/
M0i64U+a9",
"BlockIndex": 13191
},
{
"SecondBlockToken": "ABgBAZ8DhMk+rROXa4dZlNK45rMYnVIGGSyTeiMli/sp/
JXUVZKJ9sMKIsGF",
"BlockIndex": 13192
},
{
"SecondBlockToken":
"ABgBATh6MBVE904l6sqOC27s1nVntFUpDwiMcRWGyJHy8sIgGL5yuYXHAVty",
"BlockIndex": 13193
},
{
"SecondBlockToken":
"ABgBARuZykaFBWpCWrJPXaPCneQMbyVgnITJqj4c1kJWPIj5Gn61OQyy+giN",
"BlockIndex": 13194
}
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],
"ExpiryTime": 1637692677.286,
"VolumeSize": 8

}

7.

前のステップで両方のコマンドで返された出力を比較します。両方のコマンド出力に同じブロックイ
ンデックスが表示される場合は、そのブロックに参照されていないデータが含まれていることを示し
ます。
例えば、前のステップのコマンド出力では、ブロック 4、5、13、15 がスナップショット
snap-09c9114207084f0d9 に固有のものであり、スナップショットの系統内で他のスナップショッ
トから参照されていないことを示しています。
標準階層ストレージの削減ができるかを判断するには、両方のコマンド出力に表示されるブロック数
に 512 KiB (スナップショットブロックサイズ) を掛けます。
例えば、9,950 個のブロックインデックスが両方のコマンド出力に表示されている場合、標準階層ス
トレージが約 4.85 GiB (9,950 ブロック * 512 KiB = 4.85 GiB) 減少することがわかります。

8.

参照されていないブロックを標準階層に 90 日間保存するためのストレージコストを確認します。こ
の値を、ステップ 1 で説明した完全なスナップショットをアーカイブ階層に保存するコストと比較し
ます。最低 90 日間はアーカイブ階層から完全なスナップショットを復元しないことを前提として、
値を比較することで、コスト削減を判断できます。詳細については、「料金と請求 (p. 1586)」を参照
してください。

スナップショットのアーカイブを使用する
トピック
• スナップショットのアーカイブ (p. 1597)
• アーカイブされたスナップショットの復元 (p. 1598)
• 一時的に復元されたスナップショットの復元期間または復元タイプを変更する (p. 1600)
• アーカイブされたスナップショットの表示 (p. 1601)

スナップショットのアーカイブ
アカウントで所有している completed 状態にあるスナップショットをアーカイブできます。pending ま
たは error 状態のスナップショットまたは共有されているスナップショットはアーカイブできません。詳
細については、「考慮事項と制約事項 (p. 1586)」を参照してください。
アーカイブされたスナップショットでは、スナップショット ID、暗号化ステータス、AWS Identity and
Access Management (IAM) アクセス許可、所有者情報、リソースタグが保持されます。ただし、スナップ
ショットをアーカイブすると、スナップショットの高速復元とスナップショット共有は自動的に無効にな
ります。
アーカイブの処理中も、スナップショットを引き続き使用できます。スナップショットの階層化ステータ
スが archival-complete 状態になると、そのスナップショットは使用できなくなります。
次のいずれかの方法を使用して、スナップショットをアーカイブします。
Console

スナップショットをアーカイブするには
Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
1.
2.

ナビゲーションペインで、[Snapshots] を選択します。
スナップショットのリストで、アーカイブするスナップショットを選択し、[Actions] (アクショ
ン)、[Archive snapshot] (スナップショットのアーカイブ) の順に選択します。
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3.

確定するには、[Archive snapshot] (スナップショットのアーカイブ) を選択します。

AWS CLI
スナップショットをアーカイブするには
modify-snapshot-tier AWS CLI コマンドを使用します。--snapshot-id でアーカイブするスナップ
ショットの ID を指定します。--storage-tier で、archive を指定します。
$ aws ec2 modify-snapshot-tier \
--snapshot-id snapshot_id \
--storage-tier archive

例えば、次のコマンドは、スナップショット snap-01234567890abcedf をアーカイブします。
$ aws ec2 modify-snapshot-tier \
--snapshot-id snap-01234567890abcedf \
--storage-tier archive

次にコマンドの出力を示します。TieringStartTime レスポンスパラメータは、アーカイブプロセ
スが開始された日付と時刻を、UTC 時間形式 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ) で示します。
{
}

"SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
"TieringStartTime": "2021-09-15T16:44:37.574Z"

アーカイブされたスナップショットの復元
アーカイブされたスナップショットを使用するには、まずそのスナップショットを標準階層に復元する必
要があります。復元されたスナップショットには、アーカイブされる前と同じスナップショット ID、暗
号化ステータス、IAM アクセス許可、所有者情報、リソースタグがあります。復元後は、アカウント内の
他のスナップショットと同じ方法で使用できます。復元されたスナップショットは、常に完全なスナップ
ショットです。
スナップショットを復元するときに、そのスナップショットを永続的にまたは一時的に復元することを選
択できます。
スナップショットを永続的に復元すると、スナップショットはアーカイブ階層から標準階層に永続的に移
動されます。スナップショットは、手動で再アーカイブするか、手動で削除するまで、復元された使用可
能な状態になります。スナップショットを永続的に復元すると、スナップショットはアーカイブ階層から
削除されます。
スナップショットを一時的に復元すると、指定した復元期間中、スナップショットがアーカイブ階層から
標準階層にコピーされます。復元期間のみスナップショットは復元された使用可能な状態になります。
復元期間中、スナップショットのコピーはアーカイブ階層に残ります。この期間が終了すると、スナップ
ショットは標準階層から自動的に削除されます。復元期間中は、いつでも復元期間を増減したり、復元タ
イプを永続的に変更することができます。詳細については、「一時的に復元されたスナップショットの復
元期間または復元タイプを変更する (p. 1600)」を参照してください。
次のいずれかの方法を使用して、アーカイブされたスナップショットを復元できます。
Console

アーカイブからスナップショットから復元するには
Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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1.

ナビゲーションペインで、[Snapshots] を選択します。

2.

スナップショットのリストで、復元するアーカイブされたスナップショットを選択し、[Action]
(アクション)、[Restore snapshot from archive] (アーカイブからスナップショットを復元する) の
順に選択します。

3.

実行する復元のタイプを指定します。[Restore type] (復元タイプ) で、以下のいずれかを実行しま
す。
• スナップショットを永続的に復元するには、[Permanent] (永続) を選択します。
• スナップショットを一時的に復元するには、[Temporary] (一時的) を選択し、[Temporary
restore period] (一時復元期間) にスナップショットを復元する日数を入力します。

4.

確定するには、[Restore snapshot] (スナップショットの復元) を選択します。

AWS CLI
アーカイブされたスナップショットを永続的に復元するには
restore-snapshot-tier AWS CLI コマンドを使用します。--snapshot-id で復元するスナップショッ
トの ID を指定し、--permanent-restore オプションを追加します。
$ aws ec2 restore-snapshot-tier \
--snapshot-id snapshot_id \
--permanent-restore

例えば、次のコマンドでは、スナップショット snap-01234567890abcedf を永続的に復元しま
す。
$ aws ec2 restore-snapshot-tier \
--snapshot-id snap-01234567890abcedf \
--permanent-restore

次にコマンドの出力を示します。
{
}

"SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
"IsPermanentRestore": true

アーカイブされたスナップショットを一時的に復元するには
restore-snapshot-tier AWS CLI コマンドを使用します。--permanent-restore オプションは省略
します。--snapshot-id で復元するスナップショットの ID を指定し、--temporary-restoredays でスナップショットを復元する日数を指定します。
--temporary-restore-days は日単位で指定する必要があります。有効な範囲は 1～180 です。値
を指定しないと、デフォルトで 1 日に設定されます。
$ aws ec2 restore-snapshot-tier \
--snapshot-id snapshot_id \
--temporary-restore-days number_of_days

例えば、次のコマンドでは、スナップショット snap-01234567890abcedf を復元期間 5 日で一時
的に復元します。
$ aws ec2 restore-snapshot-tier \
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--snapshot-id snap-01234567890abcedf \
--temporary-restore-days 5

次にコマンドの出力を示します。
{

}

"SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
"RestoreDuration": 5,
"IsPermanentRestore": false

一時的に復元されたスナップショットの復元期間または復元タイプを変更する
スナップショットを一時的に復元する場合は、スナップショットをアカウントに復元する日数を指定する
必要があります。復元期間が過ぎると、スナップショットは標準階層から自動的に削除されます。
一時的に復元されたスナップショットの復元期間は、いつでも変更できます。
復元期間を増減するか、復元タイプを一時的から永続的に変更するかを選択できます。
復元期間を変更すると、新しい復元期間は現在の日付から有効になります。例えば、新しい復元期間を 5
日と指定すると、スナップショットの復元が現在の日付から 5 日間継続します。

Note
復元期間を 1 日に設定することで、一時的な復元を早期に終了できます。
復元タイプを一時的から永続的に変更すると、スナップショットのコピーはアーカイブ階層から削除さ
れ、手動で再アーカイブするか削除するまで、スナップショットはアカウントで引き続き使用できます。
スナップショットの復元期間は、次のいずれかの方法で変更できます。
Console

復元期間または復元タイプを変更するには
Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
1.

ナビゲーションペインで、[Snapshots] を選択します。

2.

スナップショットのリストで、一時的に復元済みのスナップショットを選択し、[Actions] (アク
ション)、[Restore snapshot from archive] (アーカイブからスナップショットを復元する) の順に
選択します。

3.

[Restore type] (復元タイプ) で、以下のいずれかを実行します。
• 復元タイプを一時的から永続的に変更するには、[Permanent] (永続) を選択します。
• 復元期間を増減するには、[Temporary] (一時的) の [Temporary restore period] (一時復元期間)
で、新しい復元期間を日単位で入力します。

4.

確定するには、[Restore snapshot] (スナップショットの復元) を選択します。

AWS CLI
復元期間または復元タイプを変更するには
restore-snapshot-tier AWS CLI コマンドを使用します。--snapshot-id で一時的に復元済み
のスナップショットの ID を指定します。復元タイプを一時的から永続的に変更するには、-permanent-restore を指定し、--temporary-restore-days は省略します。復元期間を増減す
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るには、--permanent-restore を省略し、--temporary-restore-days で新しい復元期間を日
単位で指定します。
例: 復元期間を増減する
次のコマンドは、スナップショット snap-01234567890abcedf の復元期間を 10 日に変更します。
$ aws ec2 restore-snapshot-tier \
--snapshot-id snap-01234567890abcedf
--temporary-restore-days 10

次にコマンドの出力を示します。
{

}

"SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
"RestoreDuration": 10,
"IsPermanentRestore": false

例: 復元タイプを永続に変更する
次のコマンドは、スナップショット snap-01234567890abcedf の復元タイプを一時的から永続的
に変更します。
$ aws ec2 restore-snapshot-tier \
--snapshot-id snap-01234567890abcedf
--permanent-restore

次にコマンドの出力を示します。
{
}

"SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
"IsPermanentRestore": true

アーカイブされたスナップショットの表示
スナップショットのストレージ階層に関する情報は、次のいずれかの方法で表示できます。
Console

スナップショットのストレージ階層情報を表示するには
Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
1.

ナビゲーションペインで、[Snapshots] を選択します。

2.

スナップショットのリストでスナップショットを選択し、[Storage tier] (ストレージ階層) タブを
選択します。
タブには以下の情報が表示されます。
• [Last tier change started on] (最後の階層変更の開始日時) - 最後のアーカイブまたは復元が開始
された日時。
• [Tier change progress] (階層変更の進行状況) - 最後のアーカイブまたは復元アクションの進行
状況 (パーセンテージ)。
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• [Storage tier] (ストレージ階層) - スナップショットのストレージ階層。アーカイブされたスナッ
プショットは常に archive、一時的に復元されたスナップショットを含め、標準階層に保存さ
れたスナップショットは standard となります。
• [Tiering status] (階層化ステータス) - 最後のアーカイブまたは復元アクションのステータス。
• [Archive completed on] (アーカイブの完了日時) - アーカイブが完了した日時。
• [Temporary restore expires on] (一時的復元の有効期限) - 一時的に復元されたスナップショット
が期限切れになる日時。
AWS CLI
アーカイブされたスナップショットに関するアーカイブ情報を表示するには
describe-snapshot-tier-status AWS CLI コマンドを使用します。snapshot-id フィルターの値にス
ナップショット ID を指定します。または、アーカイブされたすべてのスナップショットを表示する場
合は、このフィルターを省略します。
$ aws ec2 describe-snapshot-tier-status --filters "Name=snapshot-id,
Values=snapshot_id"

出力には、以下のレスポンスパラメータが含まれます。
• Status — スナップショットのステータス。アーカイブされたスナップショットはすべて
completed になります。completed 状態にあるスナップショットのみアーカイブすることができ
ます。
• LastTieringStartTime — アーカイブプロセスの開始日時 (UTC 時間形式 (YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ))。
• LastTieringOperationState — アーカイブプロセスの現在の状態。状態には、archivalin-progress | archival-completed | archival-failed | permanent-restore-inprogress | permanent-restore-completed | permanent-restore-failed | temporaryrestore-in-progress | temporary-restore-completed | temporary-restore-failed
があります。
• LastTieringProgress — スナップショットアーカイブプロセスの進行状況 (パーセント)。
• StorageTier — スナップショットのストレージ階層。アーカイブされたスナップショットは常に
archive、一時的に復元されたスナップショットを含め、標準階層に保存されたスナップショット
は standard となります。
• ArchivalCompleteTime — アーカイブプロセスの完了日時 (UTC 時間形式 (YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ))。
例
次のコマンドでは、スナップショット snap-01234567890abcedf に関する情報を表示します。
$ aws ec2 describe-snapshot-tier-status --filters "Name=snapshot-id,
Values=snap-01234567890abcedf"

次にコマンドの出力を示します。
{

"SnapshotTierStatuses": [
{
"Status": "completed",
"ArchivalCompleteTime": "2021-09-15T17:33:16.147Z",
"LastTieringProgress": 100,

1602

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EBS スナップショット

}

]

}

"Tags": [],
"VolumeId": "vol-01234567890abcedf",
"LastTieringOperationState": "archival-completed",
"StorageTier": "archive",
"OwnerId": "123456789012",
"SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
"LastTieringStartTime": "2021-09-15T16:44:37.574Z"

アーカイブ階層と標準階層のスナップショットを表示するには
describe-snapshot AWS CLI コマンドを使用します。--snapshot-ids でスナップショットビューの
ID を指定します。
$ aws ec2 describe-snapshots --snapshot-ids snapshot_id

例えば、次のコマンドでは、スナップショット snap-01234567890abcedf に関する情報を表示し
ます。
$ aws ec2 describe-snapshots --snapshot-ids snap-01234567890abcedf

次にコマンドの出力を示します。StorageTier レスポンスパラメータは、スナップショットが現在
アーカイブされているかどうかを示します。archive は、スナップショットが現在アーカイブされ、
アーカイブ階層に保存されていることを示します。standard は、スナップショットが現在アーカイ
ブされておらず、標準階層に保存されていることを示します。
次の出力例では、Snap A のみがアーカイブされており、Snap B と Snap C はアーカイブされてい
ません。
また、RestoreExpiryTime レスポンスパラメータは、アーカイブから一時的に復元されたスナップ
ショットの場合のみ返されます。これは、一時的に復元されたスナップショットが標準階層から自動
的に削除される時期を示します。永続的に復元されたスナップショットでは返されません。
次の出力例では、Snap C が一時的に復元されており、2021-09-19T21:00:00.000Z (2021 年 9 月 19
日、21:00 UTC) に標準階層から自動的に削除されます。
{

"Snapshots": [
{
"Description": "Snap A",
"Encrypted": false,
"VolumeId": "vol-01234567890aaaaaa",
"State": "completed",
"VolumeSize": 8,
"StartTime": "2021-09-07T21:00:00.000Z",
"Progress": "100%",
"OwnerId": "123456789012",
"SnapshotId": "snap-01234567890aaaaaa",
"StorageTier": "archive",
"Tags": []
},
{
"Description": "Snap B",
"Encrypted": false,
"VolumeId": "vol-09876543210bbbbbb",
"State": "completed",
"VolumeSize": 10,
"StartTime": "2021-09-14T21:00:00.000Z",
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},
{

}

]

}

"Progress": "100%",
"OwnerId": "123456789012",
"SnapshotId": "snap-09876543210bbbbbb",
"StorageTier": "standard",
"RestoreExpiryTime": "2019-09-19T21:00:00.000Z",
"Tags": []
"Description": "Snap C",
"Encrypted": false,
"VolumeId": "vol-054321543210cccccc",
"State": "completed",
"VolumeSize": 12,
"StartTime": "2021-08-01T21:00:00.000Z",
"Progress": "100%",
"OwnerId": "123456789012",
"SnapshotId": "snap-054321543210cccccc",
"StorageTier": "standard",
"Tags": []

アーカイブ階層または標準階層に保存されているスナップショットのみを表示するには
describe-snapshot AWS CLI コマンドを使用します。--filter オプションでフィルター名に
storage-tier を指定し、フィルター値に archive または standard のいずれかを指定します。
$ aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=storage-tier,Values=archive|standard"

例えば、次のコマンドでは、アーカイブされたスナップショットのみを表示します。
$ aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=storage-tier,Values=archive"

スナップショットのアーカイブをモニタリングする
Amazon EBS は、スナップショットアーカイブアクションに関連するイベントを発行します。AWS
Lambda と Amazon CloudWatch Events を使用すると、イベント通知をプログラムで処理できます。イ
ベントは、ベストエフォートベースで出力されます。詳細については、Amazon CloudWatch Events ユー
ザーガイドを参照してください。
利用できるイベントは次のとおりです。
• archiveSnapshot — スナップショットアーカイブアクションが成功または失敗したときに出力されま
す。
スナップショットアーカイブアクションが成功した場合に発生するイベントの例を次に示します。
{

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "EBS Snapshot Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "123456789012",
"time": "2021-05-25T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
],

1604

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EBS スナップショット
"detail": {
"event": "archiveSnapshot",
"result": "succeeded",
"cause": "",
"request-id": "123456789",
"snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
"startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
"endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
"recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"

}

スナップショットアーカイブアクションが失敗した場合に発生するイベントの例を次に示します。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "EBS Snapshot Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "123456789012",
"time": "2021-05-25T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
],
"detail": {
"event": "archiveSnapshot",
"result": "failed",
"cause": "Source snapshot ID is not valid",
"request-id": "1234567890",
"snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
"startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
"endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
"recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
}

• permanentRestoreSnapshot — 永続復元アクションが成功または失敗したときに出力されます。
永続的な復元アクションが成功した場合に発生するイベントの例を次に示します。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "EBS Snapshot Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "123456789012",
"time": "2021-05-25T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
],
"detail": {
"event": "permanentRestoreSnapshot",
"result": "succeeded",
"cause": "",
"request-id": "1234567890",
"snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
"startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
"endTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
}

永続的な復元アクションが失敗した場合に発生するイベントの例を次に示します。
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{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "EBS Snapshot Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "123456789012",
"time": "2021-05-25T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
],
"detail": {
"event": "permanentRestoreSnapshot",
"result": "failed",
"cause": "Source snapshot ID is not valid",
"request-id": "1234567890",
"snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
"startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
"endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
"recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
}

• temporaryRestoreSnapshot — 一時復元アクションが成功または失敗したときに出力されます。
一時的な復元アクションが成功した場合に発生するイベントの例を次に示します。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "EBS Snapshot Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "123456789012",
"time": "2021-05-25T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
],
"detail": {
"event": "temporaryRestoreSnapshot",
"result": "succeeded",
"cause": "",
"request-id": "1234567890",
"snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
"startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
"endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
"restoreExpiryTime": "2021-06-45T15:30:00Z",
"recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
}

一時的な復元アクションが失敗した場合に発生するイベントの例を次に示します。
{

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "EBS Snapshot Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "123456789012",
"time": "2021-05-25T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
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}

"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
],
"detail": {
"event": "temporaryRestoreSnapshot",
"result": "failed",
"cause": "Source snapshot ID is not valid",
"request-id": "1234567890",
"snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
"startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
"endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
"recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
}

• restoreExpiry — 一時的に復元されたスナップショットの復元期間の有効期限が切れたときに出力さ
れます。
次に例を示します。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "EBS Snapshot Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "123456789012",
"time": "2021-05-25T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
],
"detail": {
"event": "restoryExpiry",
"result": "succeeded",
"cause": "",
"request-id": "1234567890",
"snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
"startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
"endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
"recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
}

Amazon EBS スナップショットに関する情報の表示
スナップショットに関する詳しい情報は、次のいずれかの方法で表示できます。
Console

コンソールを使用してスナップショットに関する詳細情報を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Snapshots] を選択します。

3.

所有しているスナップショットのみを表示するには、画面の左上隅で、[Owned by me] (自分が
所有) を選択します。タグと他のスナップショット属性を使用してスナップショットのリスト
をフィルターすることもできます。[Filter] (フィルター) フィールドで、属性フィールドを選択
し、属性値を選択または入力します。例えば、暗号化されたスナップショットのみを表示するに
は、[Encryption] (暗号化) を選択し、true を入力します。

4.

特定のスナップショットに関する詳細情報を表示するには、リストで ID を選択します。
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AWS CLI

コマンドラインを使用してスナップショットに関する情報を表示するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• describe-snapshots (AWS CLI)
• Get-EC2Snapshot (AWS Tools for Windows PowerShell)

Example 例 1: タグに基づくフィルタリング
次のコマンドは、Stack=production タグでスナップショットの詳細を示します。
aws ec2 describe-snapshots --filters Name=tag:Stack,Values=production

Example 例 2: ボリュームに基づくフィルタリング
次のコマンドは、指定されたボリュームから作成されたスナップショットの詳細を示します。
aws ec2 describe-snapshots --filters Name=volume-id,Values=vol-049df61146c4d7901

Example 例3: スナップショットの経過日に基づくフィルタリング
AWS CLI では、JMesPath を使用して、式を使用した結果をフィルタリングできます。例えば、次の
コマンドは、指定された日付 (2020-03-31 で表記) より前に AWS アカウントによって作成されたす
べてのスナップショット (123456789012 で表記) の ID を表示します。所有者を指定しない場合、結
果にはすべてのパブリックスナップショットが含まれます。
aws ec2 describe-snapshots --filters Name=owner-id,Values=123456789012 --query
"Snapshots[?(StartTime<=`2020-03-31`)].[SnapshotId]" --output text

次のコマンドは、指定した日付範囲で作成されたすべてのスナップショットの ID を表示します。
aws ec2 describe-snapshots --filters Name=owner-id,Values=123456789012 --query
"Snapshots[?(StartTime>=`2019-01-01`) && (StartTime<=`2019-12-31`)].[SnapshotId]" -output text

Amazon EBS スナップショットの共有
スナップショットの許可を変更することで、他の AWS アカウントとスナップショットを共有できます。
スナップショットを他のすべての AWS アカウントとパブリックに共有することも、個別の AWS アカウ
ントを指定してプライベートに共有することもできます。許可を受けたユーザーは、共有するスナップ
ショットを使用して自分の EBS ボリュームを作成できますが、元のスナップショットは影響を受けませ
ん。

Important
スナップショットを共有すると、スナップショットのすべてのデータに他人がアクセスできるよ
うになります。スナップショットの共有は、自分のスナップショットデータすべてを委託できる
人とだけ行ってください。
トピック
• スナップショットを共有する前に (p. 1609)
• スナップショットの共有 (p. 1609)
• KMS キーの共有 (p. 1610)
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• 自分と共有されているスナップショットを表示する (p. 1612)
• 共有されているスナップショットを使用する (p. 1612)
• 共有するスナップショットの使用方法を決定する (p. 1612)

スナップショットを共有する前に
スナップショットの共有には、次の考慮事項が適用されます。
• スナップショットは、スナップショットが作成されたリージョンに制限されます。別のリージョンとス
ナップショットを共有するには、そのリージョンにスナップショットをコピーして、そのコピーを共
有します。詳細については、「Amazon EBS スナップショットのコピー (p. 1580)」を参照してくださ
い。
• デフォルトの AWS マネージドキー で暗号化されたスナップショットを共有することはできません。共
有できるのは、カスタマーマネージド型キーを使用して暗号化されたスナップショットだけです。詳細
については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「キーの作成」を参照してくださ
い。
• 暗号化されていないスナップショットのみをパブリックに共有できます。
• 暗号化されたスナップショットを共有する場合は、スナップショットの暗号化に使用するカスタマーマ
ネージド型キーも共有する必要があります。詳細については、「KMS キーの共有 (p. 1610)」を参照し
てください。

スナップショットの共有
スナップショットを共有するには、このセクションで説明されているいずれかの方法を使用します。
Console

スナップショットを共有するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[Snapshots] を選択します。
共有するスナップショットを選択し、[Actions] (アクション) 、[Modify Permissions] (アクセス許
可の変更) の順に選択します。
スナップショットの許可を指定します。[Current setting] (現在の設定) は、スナップショットの現
在の共有許可を示します。

4.

•

スナップショットをすべての AWS アカウントに公開し、共有するには、[Public] (公開) を選
択します。

•

5.

スナップショットを特定の AWS アカウントと共有するには、[Private] (プライベート) を選
択します。次に、[Sharing accounts] (共有するアカウント) セクションで、[Add account] (ア
カウントの追加) を選択し、共有するアカウントの 12 桁のアカウント ID (ハイフンなし) を
入力します。
[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

AWS CLI
スナップショットのアクセス許可は、スナップショットの createVolumePermission 属性を使用
して指定します。スナップショットを公開するには、グループを all に設定します。スナップショッ
トを特定の AWS アカウントと共有するには、そのユーザーを AWS アカウントの ID に設定します。

スナップショットをパブリックに共有するには
次のいずれかのコマンドを使用します。
• modify-snapshot-attribute (AWS CLI)
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--attribute で、createVolumePermission を指定します。--operation-type で、add を
指定します。--group-names で、all を指定します。
$ aws ec2 modify-snapshot-attribute --snapshot-id 1234567890abcdef0 --attribute
createVolumePermission --operation-type add --group-names all

• Edit-EC2SnapshotAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)
-Attribute で、CreateVolumePermission を指定します。-OperationType で、Add を指定
します。-GroupName で、all を指定します。
PS C:\> Edit-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId 1234567890abcdef0 -Attribute
CreateVolumePermission -OperationType Add -GroupName all

スナップショットをプライベートに共有するには
次のいずれかのコマンドを使用します。
• modify-snapshot-attribute (AWS CLI)
--attribute で、createVolumePermission を指定します。--operation-type で、add を
指定します。--user-ids では、スナップショットを共有する AWS アカウントの 12 桁の ID を指
定します。
$ aws ec2 modify-snapshot-attribute --snapshot-id 1234567890abcdef0 --attribute
createVolumePermission --operation-type add --user-ids 123456789012

• Edit-EC2SnapshotAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)
-Attribute で、CreateVolumePermission を指定します。-OperationType で、Add を指
定します。UserId では、スナップショットを共有する AWS アカウントの 12 桁の ID を指定しま
す。
PS C:\> Edit-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId 1234567890abcdef0 -Attribute
CreateVolumePermission -OperationType Add -UserId 123456789012

KMS キーの共有
暗号化されたスナップショットを共有する場合は、スナップショットの暗号化に使用するカスタマーマ
ネージド型キーも共有する必要があります。カスタマーマネージド型キーを作成したとき、または後でカ
スタマーマネージド型キーにクロスアカウント権限を適用することができます。
暗号化されたスナップショットにアクセスしている共有のカスタマーマネージド型キーのユーザーには、
そのキーに対して、次の操作を実行するためのアクセス許可が与えられている必要があります。
• kms:DescribeKey
• kms:CreateGrant
• kms:GenerateDataKey
• kms:ReEncrypt
• kms:Decrypt
カスタマーマネージド型キーへのアクセスの制御方法については、AWS Key Management Service デベ
ロッパーガイドの「AWS KMS でのキーポリシーの使用」を参照してください。
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AWS KMS コンソールを使用してカスタマーマネージド型キーを共有するには
1.

AWS KMS コンソール (https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[カスタマー管理型のキー] を選択します。

4.

[エイリアス] 列で、スナップショットの暗号化に使用したカスタマーマネージド型キーのエイリアス
(テキストリンク) を選択します。キーの詳細が新しいページで開きます。

5.

[キーポリシー] セクションに、ポリシービューまたはデフォルトビューのいずれかが表示されま
す。ポリシービューは、キーポリシードキュメントを表示します。デフォルトビューには、[Key
administrators] (キー管理者)、[Key deletion] (キーの削除)、[Key Use] (キーの使用)、[Other AWS
accounts] の各セクションが表示されます。デフォルトビューは、コンソールでポリシーを作成し、
それをカスタマイズしていない場合に表示されます。デフォルトビューが使用できない場合は、ポリ
シービューでポリシーを手動で編集する必要があります。詳細については、AWS Key Management
Service デベロッパーガイドの「キーポリシーの表示 (コンソール)」を参照してください。
アクセスできるビューに応じて、ポリシービューまたはデフォルトビューのいずれかを使用し、次に
示すように 1 つ以上の AWS アカウント ID をポリシーに追加します。
•

(ポリシービュー) [編集] を選択します。1 つ以上の AWS アカウント ID を "Allow use of the
key" ステートメントと "Allow attachment of persistent resources" ステートメント
に追加します。[Save changes] を選択します。次の例では、AWS アカウント ID 444455556666
をポリシーに追加します。
{

"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:user/KeyUser",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"

},
{

}

•

"Sid": "Allow attachment of persistent resources",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:user/KeyUser",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]},
"Action": [
"kms:CreateGrant",
"kms:ListGrants",
"kms:RevokeGrant"
],
"Resource": "*",
"Condition": {"Bool": {"kms:GrantIsForAWSResource": true}}

(デフォルトビュー) [Other AWS accounts] まで下にスクロールします。[Add other AWS
accounts] を選択し、プロンプトに従って AWS アカウント ID を入力します。別のアカウントを
追加するには、[Add another AWS account] を選択し、AWS アカウント ID を入力します。すべ
ての AWS アカウントを追加したら、[Save changes] (変更の保存) を選択します。
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自分と共有されているスナップショットを表示する
自分と共有されているスナップショットは、次のいずれかの方法で表示できます。
Console

コンソールを使用して、共有されているスナップショットを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[スナップショット] を選択します。

3.

リストされたスナップショットをフィルターします。画面の左上隅で、次のいずれかのオプショ
ンを選択します。
• [プライベートスナップショット] — プライベートで共有されているスナップショットのみを表
示します。
• [パブリックスナップショット] — パブリックに共有されているスナップショットのみを表示し
ます。

AWS CLI

コマンドラインを使用してスナップショットに関するアクセス許可を表示するには
以下のいずれかのコマンドを使用します。
• describe-snapshot-attribute (AWS CLI)
• Get-EC2SnapshotAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)

共有されているスナップショットを使用する
暗号化されていない共有スナップショットを使用するには
ID または説明で共有スナップショットを見つけます。詳細については、「自分と共有されているスナップ
ショットを表示する (p. 1612)」を参照してください。このスナップショットは、アカウント内で所有して
いる、他のスナップショットと同じように使用できます。例えば、スナップショットからボリュームを作
成したり、別のリージョンにコピーしたりすることができます。
暗号化された共有スナップショットを使用するには
ID または説明で共有スナップショットを見つけます。詳細については、「自分と共有されているスナッ
プショットを表示する (p. 1612)」を参照してください。アカウントに共有スナップショットのコピーを
作成し、所有している KMS キーを使用して、そのコピーを暗号化します。その後、コピーを使用してボ
リュームを作成したり、別のリージョンにコピーしたりできます。

共有するスナップショットの使用方法を決定する
AWS CloudTrail を使用して、他のユーザーと共有しているスナップショットがコピーされているか、ボ
リュームの作成に使用されているかをモニタリングできます。次のイベントが CloudTrail に記録されま
す。
• SharedSnapshotCopyInitiated — 共有スナップショットをコピーしています。
• SharedSnapshotVolumeCreated — ボリュームを作成するために共有スナップショットを使用していま
す。
CloudTrail の使用の詳細については、「AWS CloudTrail による Amazon EC2 および Amazon EBS の API
コールのログ記録 (p. 1156)」を参照してください。
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ごみ箱からスナップショットを復元する
ごみ箱は、誤って削除された Amazon EBS スナップショットと EBS-backed AMI を復元することを可能
にするデータ復旧機能です。ごみ箱を使用する場合、リソースが削除されると、リソースは、完全に削除
されるまでの時間として指定した期間、ごみ箱に保持されます。
リソースは、保持期間が終了する前であればいつでもごみ箱から復元できます。ごみ箱からリソースを復
元すると、そのリソースはごみ箱から削除され、アカウント内の他のそのタイプのリソースと同じ方法
で使用できます。保持期間が終了し、リソースが復元されない場合、リソースはごみ箱から完全に削除さ
れ、復旧できなくなります。
ごみ箱内のスナップショットは、アカウント内の通常のスナップショットと同じ料金で請求されます。ご
み箱および保持ルールの使用には、追加料金はかかりません。詳細については、「Amazon EBS の料金
表」を参照してください。
詳細については、「ごみ箱 (p. 1843)」を参照してください。
トピック
• ごみ箱内のスナップショットを操作するための許可 (p. 1613)
• ごみ箱内のスナップショットを表示する (p. 1614)
• ごみ箱からスナップショットを復元する (p. 1615)

ごみ箱内のスナップショットを操作するための許可
デフォルトでは、IAM ユーザーには、ごみ箱にあるスナップショットを操作する許可はありません。IAM
ユーザーがこれらのリソースを利用するには、特定のリソースと API アクションを使用する許可を付与す
る IAM ポリシーを作成する必要があります。その後に、許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそ
のポリシーをアタッチします。
ごみ箱にあるスナップショットを表示および復旧するには、IAM ユーザーに次の許可が必要です。
• ec2:ListSnapshotsInRecycleBin
• ec2:RestoreSnapshotFromRecycleBin
ごみ箱内のスナップショットのタグを管理するには、次の追加の許可を IAM ユーザーに付与する必要があ
ります。
• ec2:CreateTags
• ec2:DeleteTags
ごみ箱コンソールを使用するには、IAM ユーザーに ec2:DescribeTags 許可が必要です。
IAM ポリシーの例を次に示します。これには、コンソールユーザーの ec2:DescribeTags 許可と、タグ
を管理するための ec2:CreateTags および ec2:DeleteTags の許可が含まれます。許可が不要な場合
は、ポリシーから削除できます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:ListSnapshotsInRecycleBin",
"ec2:RestoreSnapshotFromRecycleBin"
],
"Resource": "*"
},
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"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags",
"ec2:DeleteTags",
"ec2:DescribeTags"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:Region:account-id:snapshot/*"

},
}

]

ごみ箱を使用するために必要な許可の詳細については、「ごみ箱および保持ルールを操作するための許
可 (p. 1847)」を参照してください。

ごみ箱内のスナップショットを表示する
スナップショットがごみ箱に入っている間は、次のような限定された情報を表示できます。
• スナップショットの ID。
• スナップショットの説明。
• スナップショットの作成元のボリューム ID。
• スナップショットが削除され、ごみ箱に入った日時。
• 保持期間の有効期限が終了する日時。この日時にスナップショットはごみ箱から完全に削除されます。
ごみ箱内のスナップショットは、次のいずれかの方法を使用して表示できます。
Recycle Bin console

コンソールを使用して、ごみ箱にあるスナップショットを表示するには
1.

https://console.aws.amazon.com/rbin/home/ でごみ箱コンソールを開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[Recycle Bin] (ごみ箱) を選択します。
グリッドには、現在ごみ箱にあるすべてのスナップショットが一覧表示されます。特定のスナッ
プショットの詳細を表示するには、グリッドで選択し、[Actions] (アクション)、[View details] (詳
細を表示) の順に選択します。

AWS CLI
AWS CLI を使用してごみ箱内のスナップショットを表示するには
list-snapshots-in-recycle-bin AWS CLI コマンドを使用します。--snapshot-id オプションを使用し
て、特定のスナップショットを表示します。または、--snapshot-id オプションを省略して、ごみ
箱内のすべてのスナップショットを表示します。
C:\> aws ec2 list-snapshots-in-recycle-bin --snapshot-id snapshot_id

例えば、次のコマンドは、ごみ箱にあるスナップショット snap-01234567890abcdef に関する情
報を表示します。
C:\> aws ec2 list-snapshots-in-recycle-bin --snapshot-id snap-01234567890abcdef

出力例:
{
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}

"SnapshotRecycleBinInfo": [
{
"Description": "Monthly data backup snapshot",
"RecycleBinEnterTime": "2021-12-01T13:00:00.000Z",
"RecycleBinExitTime": "2021-12-15T13:00:00.000Z",
"VolumeId": "vol-abcdef09876543210",
"SnapshotId": "snap-01234567890abcdef"
}
]

ごみ箱からスナップショットを復元する
スナップショットがごみ箱に入っている間は、いかなる方法でも使用できません。スナップショットを使
用するには、まずスナップショットを復元する必要があります。ごみ箱からスナップショットを復元する
と、そのスナップショットはすぐに使用でき、ごみ箱からは削除されます。復元されたスナップショット
は、アカウント内の他のスナップショットと同じ方法で使用できます。
次のいずれかの方法を使用して、ごみ箱からスナップショットを復元できます。
Recycle Bin console

コンソールを使用してごみ箱からスナップショットを復元するには
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/rbin/home/ でごみ箱コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで、[Recycle Bin] (ごみ箱) を選択します。

3.

グリッドには、現在ごみ箱にあるすべてのスナップショットが一覧表示されます。復元するス
ナップショットを選択し、[Recover] (復元) を選択します。

4.

プロンプトが表示されたら、[Recover] (復元) を選択します。

AWS CLI
AWS CLI を使用して、削除したスナップショットをごみ箱から復元するには
restore-snapshot-from-recycle-bin AWS CLI コマンドを使用します。--snapshot-id に復元するス
ナップショットの ID を指定します。
C:\> aws ec2 restore-snapshot-from-recycle-bin --snapshot-id snapshot_id

例えば、次のコマンドではスナップショット snap-01234567890abcdef をごみ箱から復元しま
す。
C:\> aws restore-snapshot-from-recycle-bin --snapshot-id snap-01234567890abcdef

コマンドが正常に完了した場合、出力を返しません。

Amazon EBS local snapshots on Outposts
Amazon EBS スナップショットは、EBS ボリュームのポイントインタイムコピーです。
デフォルトでは、Outpost 上の EBS ボリュームのスナップショットは、Outpost で使用するリージョンに
ある Amazon S3 内に保存されます。また、Outposts の Amazon EBS ローカルスナップショット を使用
すれば、Outpost 上のボリュームのスナップショットを、その Outpost 自体の Amazon S3 にローカルに
保存することもできます。これにより、スナップショットのデータが、Outpost 上、そして客様のオンプ
レミス上に存在することが保証されます。さらに、AWS Identity and Access Management (IAM) のポリ
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シーと許可により、データ所在地に関する強制的なポリシーを設定することで、スナップショットデータ
が Outpost から離れないようにすることができます。これは、AWS リージョンがまだ提供されておらず
データの所在に関する要件が存在する、国または地域でのご利用において特に有用となります。
このトピックでは、Outposts の Amazon EBS ローカルスナップショット の使用に関する情報を提供しま
す。Amazon EBS スナップショット自体と、AWS リージョンでのスナップショットの利用法の詳細につ
いては、「Amazon EBS スナップショット (p. 1555)」を参照してください。
AWS Outposts の詳細については、「AWS Outposts の特徴」および「AWS Outposts ユーザーガイド」を
参照してください。料金については、AWS Outposts の料金をご参照ください。
トピック
• よくある質問 (p. 1616)
• 前提条件 (p. 883)
• 考慮事項 (p. 305)
• IAM によるアクセスの制御 (p. 1618)
• ローカルスナップショット を使用する (p. 1620)

よくある質問
1. ローカルスナップショット とは何ですか?
デフォルトでは、Outpost 上のボリュームの Amazon EBS スナップショットは、Outpost で使用す
るリージョンにある Amazon S3 内に保存されます。Outpost 上の Amazon S3 で Outpost がプロ
ビジョニングされた場合は、スナップショットを Outpost それ自体に、ローカルで保存することを
選択できます。ローカルにあるのは増分スナップショットです。つまり、最後にスナップショット
を作成した時点から、ボリューム上で変更のあるブロックだけが保存されます。これらのスナップ
ショットからは、それらが置かれているのと同じ Outpost 上で、いつでもボリュームを復元するこ
とが可能です。Amazon EBS スナップショットの詳細については、「Amazon EBS スナップショッ
ト (p. 1555)」を参照してください。
2. ローカルスナップショット を使用する理由は何ですか?
スナップショットは、データをバックアップするのに便利な手段です。ローカルスナップショット で
は、スナップショットデータはすべて Outpost にローカルに保存されます。このデータは、ご使用の
設備の外部に移動することはありません。これは、AWS リージョンがまだ提供されておらず、データ
の所在に関する要件が存在する国または地域のお客様にとって特に有用となります。
また、ローカルスナップショット を使用することで、帯域幅が制約された環境でリージョンと
Outpost の間の通信を行う場合に、使用すべき帯域幅を削減できます。
3. どうすれば、スナップショットデータが、強制的に Outposts 上に保存されるようできますか?
AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを使用すると、プリンシパル (AWS アカウ
ント、IAM ユーザー、および IAM ロール) がローカルスナップショットを使用する際の許可を制御
し、データの所在場所を強制的に決めることができます。Outpost ボリュームとインスタンスから
のスナップショットの作成と、そのスナップショットの AWS リージョン内への保存を、プリンシ
パルが実行しないようにポリシーを構成できます。現時点では、スナップショットとイメージを
Outpost からリージョンにコピーすることはできません。詳細については、「IAM によるアクセスの
制御 (p. 1618)」を参照してください。
4. マルチボリュームの Crash-consistent な ローカルスナップショット はサポートされていますか?
はい。Outpost 上のインスタンスから、マルチボリュームの Crash-consistent な ローカルスナップ
ショット を作成できます。
5. ローカルスナップショット を作成するにはどうしたらよいですか?
スナップショットは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) または Amazon EC2 コンソールを使
用して手動で作成できます。詳細については、「ローカルスナップショット を使用する (p. 1620)」
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を参照してください。また、Amazon Data Lifecycle Manager を使用することで、ローカルスナップ
ショット のライフサイクルを自動化することもできます。詳細については、「Outpost のスナップ
ショットを自動化する (p. 1625)」を参照してください。
6. Outpost がリージョンへの接続を失った場合でも、ローカルスナップショット の作成、使用、または削
除を実行できますか?
いいえ。スナップショットのヘルスにとって重要なアクセス、承認、ログ記録、モニタリングサービ
スなどは、リージョンにより提供されるため、Outpost はそのリージョンに接続されている必要があ
ります。接続が失われると、新らしい ローカルスナップショット の作成、既存の ローカルスナップ
ショット からのボリュームの作成やインスタンスの起動、あるいは ローカルスナップショット の削
除はできなくなります。
7. ローカルスナップショット の削除後に Amazon S3 ストレージ容量が使用可能になるまでどれくらい待
つ必要がありますか?
Amazon S3ストレージ容量は、それを参照している ローカルスナップショット とボリュームを削除
した後、72 時間以内に使用可能になります。
8. Outpost 上の Amazon S3 容量が不足しないようにするにはどうしたらよいですか?
ストレージ容量の不足を避けるためには、Amazon CloudWatch アラームを使用して Amazon S3 スト
レージ容量を監視し、必要がなくなったスナップショットとボリュームを削除することをお勧めしま
す。Amazon Data Lifecycle Manager を使用して ローカルスナップショット のライフサイクルを自動
化する場合は、必要以上に長くスナップショットを保持しないように、スナップショットの保持ポリ
シーで定義してください。
9. Outposts でローカル Amazon S3 の容量が不足するとどうなりますか。
Outposts でローカル Amazon S3 の容量が不足した場合、Amazon Data Lifecycle Manager
は Outposts にローカルスナップショットを正常に作成できません。Amazon Data Lifecycle
Manager は Outposts にローカルスナップショットを作成しようとしますが、スナップショッ
トはすぐに error となり、最終的に Amazon Data Lifecycle Manager によって削除されま
す。SnapshotsCreateFailed Amazon CloudWatch メトリクスを使用して、スナップショットのラ
イフサイクルポリシーでスナップショット作成の失敗をモニタリングすることをお勧めします。詳細
については、「Amazon CloudWatch を使用したポリシーのモニタリング (p. 1699)」を参照してくだ
さい。
10. ローカルスナップショット とその ローカルスナップショット で保存された AMI はスポットインスタ
ンスおよびスポットフリートで使用できますか?
いいえ。ローカルスナップショット、もしくは ローカルスナップショット でバックアップされた AMI
を使用して、スポットインスタンスまたはスポットフリートを起動することはできません。
11. ローカルスナップショット とその ローカルスナップショット で保存された AMI は Amazon EC2 Auto
Scaling で使用できますか?
はい。スナップショットと同じ Outpost にあるサブネットで Auto Scaling グループを起動する際
は、ローカルスナップショット と、ローカルスナップショット で保存された AMI を使用できま
す。Amazon EC2 Auto Scaling グループのサービスリンクロールには、スナップショットの暗号化用
に、KMS キー を使用するためのアクセス権限が必要です。
ローカルスナップショット、またはローカルスナップショットで保存された AMI を使用して、Auto
Scaling グループを AWS リージョン内で起動することはできません。

前提条件
スナップショットを Outpost に保存するには、Outposts 上で Amazon S3 を使用しプロビジョニングされ
た Outpost が必要です。Outposts 上の Amazon S3 の詳細については、Amazon Simple Storage Service
ユーザーガイド の、「Amazon S3 on Outposts の使用」を参照してください。
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考慮事項
ローカルスナップショット を使用する際には、次の点に注意してください。
• Outposts でローカルスナップショットを使用するには、AWS リージョンへの接続が必要です。
• スナップショットのメタデータは、Outpost に関連付けられた AWS リージョンに保存されます。これに
はスナップショットのデータ自体は含まれません。
• Outposts に保存されたスナップショットは、デフォルトで暗号化されます。非暗号化スナップショット
はサポートされていません。Outpost で作成されたスナップショットや Outpost にコピーされたスナッ
プショットは、リージョンのデフォルトの KMS キー、またはリクエスト時に指定した別の KMS キー
を使用して暗号化されます。
• Outpost 上で ローカルスナップショット からボリュームを作成する場合、異なる KMS キー を使用し
て、そのボリュームを再暗号化することはできません。ローカルスナップショット から作成されたボ
リュームは、ソーススナップショットと同じ KMS キーを使用して暗号化する必要があります。
• Outpost から ローカルスナップショット を削除したあと、削除されたスナップショットで使用していた
Amazon S3 のストレージ容量は、72 時間以内に使用できるようになります。詳細については、「ロー
カルスナップショット を削除する (p. 1625)」を参照してください。
• Outpost から ローカルスナップショット をエクスポートすることはできません。
• ローカルスナップショット では、高速スナップショット復元を有効化できません。
• EBS direct API は ローカルスナップショット ではサポートされていません。
• Outpost と AWS リージョン間、Outpost 間、あるいは Outpost 内で、ローカルスナップショットまたは
AMI をコピーすることはできません。ただし、AWS リージョンから Outpost に、スナップショットを
コピーすることは可能です。詳細については、「AWS リージョンから Outpost にスナップショットをコ
ピーする (p. 1623)」を参照してください。
• AWS リージョンから Outpost にスナップショットをコピーする際、データはサービスリンクを介して転
送されます。複数のスナップショットを同時にコピーすると、Outpost で実行されている他のサービス
に影響を与える可能性があります。
• ローカルスナップショット は共有できません。
• IAM ポリシーを使用して、データの所在に関する要件が満たされていることを確認する必要がありま
す。詳細については、「IAM によるアクセスの制御 (p. 1618)」を参照してください。
• ローカルスナップショット は増分バックアップです。最新のスナップショットが作成された後に変更さ
れた、ボリューム内のブロックのみが保存されます。各 ローカルスナップショット には、データを新し
い EBS ボリュームに復元するために必要な、(スナップショットが作成された瞬間の) 情報がすべて含ま
れます。詳細については、「増分スナップショットの仕組み (p. 1556)」を参照してください。
• IAM ポリシーを使用して、CopySnapshot と CopyImage アクションに対し、データの所在場所を強制的
に指定することはできません。

IAM によるアクセスの制御
AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを使用すると、プリンシパル (AWS アカウン
ト、IAM ユーザー、および IAM ロール) がローカルスナップショットを使用する際の許可を制御できま
す。次に、ローカルスナップショット で特定のアクションを実行するためのアクセス許可を、付与または
拒否する際に使用していただけるポリシーの例を示しました。

Important
スナップショットとイメージの、Outpost からリージョンへのコピーは現在サポートされていま
せん。そのため現時点では、IAM ポリシーを使用して、CopySnapshot と CopyImage アクション
にデータの所在場所を指定することはできません。
トピック
• スナップショットのデータの所在場所を強制的に指定する (p. 1619)
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• プリンシパルによる ローカルスナップショット の削除を防止する (p. 1619)

スナップショットのデータの所在場所を強制的に指定する
次のポリシー例では、Outpost arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/
op-1234567890abcdef 上のボリュームとインスタンスからスナップショットを作成することと、ス
ナップショットデータを AWS リージョンに保存することを、すべてのプリンシパルに対し禁止していま
す。プリンシパルは引き続き ローカルスナップショット を作成できます。このポリシーにより、すべての
スナップショットが、その Outpost 上に保持されることが保証されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ec2:CreateSnapshot",
"ec2:CreateSnapshots"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:SourceOutpostArn": "arn:aws:outposts:useast-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0"
},
"Null": {
"ec2:OutpostArn": "true"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateSnapshot",
"ec2:CreateSnapshots"
],
"Resource": "*"
}
]
}

プリンシパルによる ローカルスナップショット の削除を防止する
次のポリシー例では、すべてのプリンシパルに対し、Outpost arn:aws:outposts:useast-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0 に格納されているローカルスナップ
ショットの削除を禁止しています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ec2:DeleteSnapshot"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/
op-1234567890abcdef0"
}
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},
{

}

]

}

}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DeleteSnapshot"
],
"Resource": "*"

ローカルスナップショット を使用する
このセクションでは、ローカルスナップショット の使用方法について説明します。
トピック
• スナップショットの保存に関するルール (p. 1620)
• Outpost 上のボリュームから ローカルスナップショット を作成する (p. 1621)
• Outpost 上のインスタンスからマルチボリュームの ローカルスナップショット を作成する (p. 1621)
• ローカルスナップショット からの AMI の作成 (p. 1623)
• AWS リージョンから Outpost にスナップショットをコピーする (p. 1623)
• AWS リージョンから Outpost に AMI をコピーする (p. 1624)
• ローカルスナップショット からボリュームを作成する (p. 1625)
• ローカルスナップショット によってバックアップされた AMI からインスタンスを起動する (p. 1625)
• ローカルスナップショット を削除する (p. 1625)
• Outpost のスナップショットを自動化する (p. 1625)

スナップショットの保存に関するルール
スナップショットの保存には、次のルールが適用されます。
• ボリュームの最新のスナップショットを Outpost に保存した後は、後続するすべてのスナップショット
も同じ Outpost に保存する必要があります。
• ボリュームの最新のスナップショットが AWS リージョンに格納された場合は、連続するすべてのス
ナップショットは同じリージョンに保存します。そのボリュームから ローカルスナップショット の作成
を開始するには、次の操作を行います。
1.

AWS リージョンでボリュームのスナップショットを作成します。

2.

そのスナップショットを、AWS リージョンから Outpost にコピーします。

3.

ローカルスナップショット から新しいボリュームを作成します。

4.

そのボリュームを Outpost 上のインスタンスにアタッチします。

Outpost の新しいボリュームの場合、そこで作成されるスナップショットは Outpost または AWS リー
ジョンに保存できます。その後、連続するすべてのスナップショットは、同じロケーションに保存する
必要があります。
• ローカルスナップショット (Outpost で作成されたスナップショット、および AWS リージョンから
Outpost にコピーされたスナップショットを含む) は、同じ Outpost にボリュームを作成するためにのみ
使用できます。
• リージョンにあるスナップショットから Outpost にボリュームを作成する場合、その新しいボリューム
の後に続くスナップショットはすべて、同じリージョンに置かれる必要があります。
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• ローカルスナップショット から Outpost にボリュームを作成する場合、その新しいボリュームの後に続
くスナップショットはすべて、同じ Outpost 上に置かれる必要があります。

Outpost 上のボリュームから ローカルスナップショット を作成する
Outpost のボリュームから ローカルスナップショット を作成することができます。スナップショットの保
存先は、ソースボリュームと同じ Outpost にするか、Outpost で使用しているリージョンにするか、どち
らかを選択できます。
ローカルスナップショット は、同じ Outpost にボリュームを作成するためにのみ使用できます。
次のいずれかの方法を使用して、Outpost 上のボリュームから ローカルスナップショット を作成します。
Console

ローカルスナップショット を Outpost 上のボリュームから作成するには
Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
1.

ナビゲーションペインの [ボリューム] を選択します。

2.

Outpost にあるボリュームを選択し、[ アクション]、[スナップショットの作成] の順にクリックし
ます。

3.

(オプション) [説明] に、スナップショットの簡潔な説明を入力します。

4.

[スナップショットの送信先] で、[AWS Outpost] を選択します。スナップショットが、ソースボ
リュームと同じ Outpost に作成されます。[Outpost ARN] フィールドには、送信先 Outpost の
Amazon リソースネーム (ARN) が表示されます。

5.

(オプション) [タグを追加] を選択して、タグをスナップショットに追加します。タグごとに、タ
グキーとタグの値を指定します。

6.

[スナップショットの作成] を選択します。

Command line
ローカルスナップショット を Outpost 上のボリュームから作成するには
create-snapshot コマンドを使用します。この際、スナップショットの作成元となるボリュームの ID
と、スナップショットの保存先となる Outpost の ARN を指定します。Outpost ARN を省略した場
合、スナップショットは Outpost で使用している AWS リージョンに保存されます。
例えば次のコマンドでは、vol-1234567890abcdef0 ボリュームの ローカルスナップ
ショット を作成した上で、そのスナップショットを Outpost arn:aws:outposts:useast-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0 に保存しています。
$ aws ec2 create-snapshot --volume-id vol-1234567890abcdef0 --outpost-arn
arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0 --description
"single volume local snapshot"

Outpost 上のインスタンスからマルチボリュームの ローカルスナップショット を作成する
Outpost のインスタンスから、Crash-consistent でマルチボリュームな ローカルスナップショット を作成
できます。スナップショットは、ソースインスタンスと同じ Outpost に保存するか、Outpost で使用して
いるリージョンに保存するかを選択できます。
マルチボリュームな ローカルスナップショット は、同じ Outpost にボリュームを作成する用途にのみ使用
できます。
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Outpost 上のインスタンスからマルチボリュームな ローカルスナップショット を作成するには、次のいず
れかの方法を使用します。
Console

Outpost 上のインスタンスからマルチボリュームなローカルスナップショット を作成するに
は
Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
1.

ナビゲーションペインで、[スナップショット] を選択します。

2.

[スナップショットの作成] を選択します。

3.

[リソースタイプの選択] で、[インスタンス] を選択します。

4.

[インスタンス ID] で、スナップショットの作成元となる、Outpost 上のインスタンスを選択しま
す。

5.

(オプション) [説明] に、スナップショットの簡潔な説明を入力します。

6.

[スナップショットの送信先] で、[AWS Outpost] を選択します。スナップショットが、ソースイ
ンスタンスと同じ Outpost に作成されます。[Outpost ARN ] に、送信先 Outpost の ARN が表示
されます。

7.

インスタンスのルートボリュームをマルチボリュームスナップショットセットから除外するに
は、[Exclude root volume] (ルートボリュームを除外) を選択します。これを実行すると、Amazon
EBS は、インスタンスのルートボリュームのスナップショットを作成しません。

8.

マルチボリュームスナップショットセットから特定のデータボリュームを除外するに
は、[Exclude specific data volumes] (特定のデータボリュームを除外) を選択します。[Attached
data volumes] (アタッチされたデータボリューム) セクションには、選択したインスタンスに現在
アタッチされているすべてのデータボリュームが一覧表示されます。
[Attached data volumes] (アタッチされたデータボリューム) セクションで、マルチボリュームス
ナップショットセットから除外するデータボリュームの選択を解除します。マルチボリュームス
ナップショットセットには、選択されたままになっているボリュームのみが含まれます。

9.

(オプション) ソースボリュームから対応するスナップショットにタグを自動的にコピーするに
は、[Copy tags from volume] (ボリュームからタグをコピーする) で [Copy tags] (タグをコピー) を
選択します。これにより、ソースボリュームに合わせてスナップショットメタデータ (アクセスポ
リシー、添付情報、コスト割り当てなど) が設定されます。

10. (オプション) スナップショットに追加のカスタムタグを割り当てるには、[Tags] (タグ) セクショ
ンで [Add tag] (タグの追加) を選択し、キーと値のペアを入力します。最大 50 個のタグを追加で
きます。
11. [スナップショットの作成] を選択します。
スナップショットの作成中、スナップショットはまとめて管理されます。ボリュームセット内の
スナップショットの 1 つが失敗すると、そのボリュームセットにある他のスナップショットも、
エラーステータスに遷移します。
Command line
Outpost 上のインスタンスからマルチボリュームな ローカルスナップショットを作成するには
create-snapshots コマンドを使用します。この際、スナップショットの作成元となるインスタンスの
ID と、スナップショットの保存先となる Outpost の ARN を指定します。Outpost の ARN を省略した
場合は、Outpost で使用している AWS リージョンに、スナップショットが保存されます。
例えば次のコマンドでは、インスタンス i-1234567890abcdef0 にアタッチされたボリューム
のスナップショットを作成した後、そのスナップショットを Outpost arn:aws:outposts:useast-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0 に保存しています。
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$ aws ec2 create-snapshots --instance-specification InstanceId=i-1234567890abcdef0 -outpost-arn arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0 -description "multi-volume local snapshots"

ローカルスナップショット からの AMI の作成
ローカルスナップショット と、Outpost のリージョンに格納されているスナップショットの組み合わせを
使用して、Amazon マシンイメージ (AMI) を作成できます。例えば、us-east-1 に Outpost がある場合
には、その Outpost 上で ローカルスナップショット によりバックアップされたデータボリュームと、useast-1 リージョン内のスナップショットによりバックアップされたルートボリュームを持つ、AMI を作
成できます。

Note
• 複数の Outposts に保存されたバックアップ用のスナップショットを含むような、AMI を作成す
ることはできません。
• 現時点では、CreateImage API を使用して、Outposts 上のインスタンスから AMI を直接作成す
ることはできません。また、Amazon S3 が有効化された Outposts に対し、Amazon EC2 コン
ソールを使用して AMI を作成することもサポートされていません。
• ローカルスナップショット によってバックアップされた AMI は、同じ Outpost でインスタンス
を起動するためにのみ使用できます。

リージョンに置かれたスナップショットから Outpost に AMI を作成するには
1. リージョンから Outpost にスナップショットをコピーします。詳細については、「AWS リージョンか
ら Outpost にスナップショットをコピーする (p. 1623)」を参照してください。
2. Amazon EC2 コンソールまたは register-image コマンドを使用して、Outpost にコピーしたスナップ
ショットから AMI を作成します。詳細については、「スナップショットから AMI を作成する」を参照
してください。

Outpost のインスタンスから Outpost に AMI を作成するには
1. Outpost 上にあるインスタンスからスナップショットを作成し、そのスナップショットを同じ Outpost
に保存します。詳細については、「Outpost 上のインスタンスからマルチボリュームの ローカルスナッ
プショット を作成する (p. 1621)」を参照してください。
2. Amazon EC2 コンソールまたは register-image コマンドで、ローカルスナップショット を使用しながら
AMI を作成します。詳細については、「スナップショットから AMI を作成する」を参照してください。

Outpost のインスタンスからリージョンに AMI を作成するには
1. Outpost 上のインスタンスからスナップショットを作成し、そのスナップショットをリージョンに
保存します。詳細については、「Outpost 上のボリュームから ローカルスナップショット を作成す
る (p. 1621)」または「Outpost 上のインスタンスからマルチボリュームの ローカルスナップショット
を作成する (p. 1621)」を参照してください。
2. Amazon EC2 コンソールまたは register-image コマンドで、リージョンのスナップショットコピーを使
用しながら AMI を作成します。詳細については、「スナップショットから AMI を作成する」を参照し
てください。

AWS リージョンから Outpost にスナップショットをコピーする
AWS リージョンから Outpost にスナップショットをコピーできます。これは、スナップショットが
Outpost で使用しているリージョンにある場合にのみ実行できます。スナップショットが別のリージョン
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にある場合は、まずスナップショットを Outpost で使用しているリージョンにコピーした上で、そのリー
ジョンから Outpost にコピーする必要があります。

Note
Outpost とリージョン間、異なる Outpost 間、または同じ Outpost 内で、ローカルスナップ
ショット をコピーすることはできません。
リージョンから Outpost へのスナップショットのコピーには、次のいずれかの方法を使用します。
Console

AWS リージョンから Outpost にスナップショットをコピーするには
Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
1.

ナビゲーションペインで、[スナップショット] を選択します。

2.

リージョン内のスナップショットを選択し、「アクション」、「コピー」の順にクリックしま
す。

3.

[送信先リージョン] で、保存先となる Outpost のリージョンを選択します。

4.

[スナップショットの送信先] で、[AWS Outpost] を選択します。
[スナップショットの送信先] フィールドは、選択した送信先リージョンに Outposts がある場
合にのみ表示されます。このフィールドが表示されない場合は、選択した送信先リージョンに
Outposts がありません。

5.

[送信先 Outpost の ARN ] に、スナップショットのコピー先となる Outpost の ARN を入力しま
す。

6.

(オプション) [説明] に、コピーされるスナップショットの簡潔な説明を入力します。

7.

スナップショットをコピーする際には、暗号化がデフォルトで有効化されます。暗号化を無効に
することはできません。KMS キー で、使用する KMS キー を選択します。

8.

[コピー] を選択します。

Command line
リージョンから Outpost にスナップショットをコピーするには
copy-snapshot コマンドを使用します。この際、コピーするスナップショットの ID、スナップショッ
トのコピー元のリージョン、およびコピー先の Outpost の ARN を指定します。
例えば次のコマンドでは、スナップショット snap-1234567890abcdef0 を us-east-1
リージョンから Outpost arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/
op-1234567890abcdef0 にコピーしています。
$ aws ec2 copy-snapshot --source-region us-east-1 --source-snapshotid snap-1234567890abcdef0 --destination-outpost-arn arn:aws:outposts:useast-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0 --description "Local snapshot copy"

AWS リージョンから Outpost に AMI をコピーする
AMI を AWS リージョンから Outpost にコピーできます。AMI をリージョンから Outpost にコピーする
と、その AMI に関連付けられたすべてのスナップショットも、リージョンから Outpost にコピーされま
す。
AMI に関連付けられたスナップショットが Outpost のリージョンに置かれている場合にのみ、その AMI
をリージョンから Outpost にコピーすることができます。スナップショットが別のリージョンにある場合
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は、最初に AMI を Outpost で使用するリージョンにコピーし、そのリージョンから AMI を Outpost にコ
ピーする必要があります。

Note
Outpost とリージョン間、異なる Outpost 間、または 同一の Outpost 内で、AMI をコピーするこ
とはできません。
AMI のリージョンから Outpost へのコピーは、AWS CLI からのみ行えます。
Command line
リージョンから Outpost に AMI をコピーするには
copy-image コマンドを使用します。この際、コピーする AMI の ID、ソースリージョン、および送信
先 Outpost の ARN を指定します。
例えば次のコマンドでは、AMI ami-1234567890abcdef0 を us-east-1 リージョンから Outpost
arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0 にコピー
しています。
$ aws ec2 copy-image --source-region us-east-1 --source-image-id ami-1234567890abcdef0
--name "Local AMI copy" --destination-outpost-arn arn:aws:outposts:useast-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0

ローカルスナップショット からボリュームを作成する
ローカルスナップショット から Outposts にボリュームを作成できます。このボリュームは、ソースス
ナップショットと同じ Outpost に作成する必要があります。Outpost のリージョンにボリュームを作成す
るために、ローカルスナップショット を使用することはできません。
ローカルスナップショット からボリュームを作成する場合、異なる KMS キー を使用して、そのボリュー
ムを再暗号化することはできません。ローカルスナップショット から作成されたボリュームは、ソースス
ナップショットと同じ KMS キーを使用して暗号化する必要があります。
詳細については、「スナップショットからのボリュームの作成 (p. 1528)」を参照してください。

ローカルスナップショット によってバックアップされた AMI からインスタンスを起動する
ローカルスナップショット によってバックアップされた AMI からインスタンスを起動できます。インス
タンスは、ソース AMI と同じ Outpost で起動する必要があります。詳細については、AWS Outposts ユー
ザーガイドの、Outposts でインスタンスを起動するをご参照ください。

ローカルスナップショット を削除する
ローカルスナップショット を、Outpost から削除することができます。スナップショットを Outpost か
ら削除した場合、削除したスナップショットで使用されていた Amazon S3 のストレージ容量は、そのス
ナップショットを参照していたスナップショットとボリュームの削除から、72 時間以内に使用できるよう
になります。
Amazon S3 ストレージ容量はすぐには利用できないので、Amazon CloudWatch アラームを使用して
Amazon S3 ストレージ容量を監視することをお勧めします。ストレージ容量の不足を避けるため、必要が
なくなったスナップショットとボリュームを削除します。
スナップショットの削除の詳細については、「スナップショットの削除 (p. 1580)」を参照してください。

Outpost のスナップショットを自動化する
Amazon Data Lifecycle Manager のスナップショットライフサイクルポリシーを作成すると、Outpost 上に
あるボリュームとインスタンスのために、スナップショットの作成、コピー、保持、削除を自動化できま
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す。スナップショットをリージョンに保存するか、それらを Outpost でローカルに保存するかを選択でき
ます。さらに、AWS リージョンで作成および保存されているスナップショットを Outpost に自動的にコ
ピーできます。
次の表に、サポートされている機能の概要を示します。
リソースのロ
ケーション

スナップショッ リージョン間のコピー
トの送信先
リージョンへの Outpost へのコ
コピー
ピー

高速スナップ
ショット復元

クロスアカウン
トの共有

Region

Region

✓

✓

✓

✓

Outpost

Region

✓

✓

✓

✓

Outpost

Outpost

✗

✗

✗

✗

考慮事項
• 現行では、Amazon EBS スナップショットライフサイクルポリシーのみがサポートされています。EBSbacked AMI ポリシー、およびクロスアカウント共有イベントポリシーは、サポートされていません。
• ポリシーにより、リージョン内のボリュームまたはインスタンス用のスナップショットを管理する場
合、そのスナップショットは、ソースリソースと同じリージョンに作成されます。
• ポリシーが、Outpost 上にあるボリュームまたはインスタンス用のスナップショットを管理している場
合は、ソース Outpost、またはその Outpost が使用しているリージョンのどちらかに、スナップショッ
トを作成できます。
• リージョン内のスナップショットと、Outpost 上にあるスナップショットの両方を、1 つのポリシーで管
理することはできません。リージョンと Outpost で、ともにスナップショットを自動化する必要がある
場合は、個別にポリシーを作成する必要があります。
• 高速スナップショット復元は、Outpost で作成されたスナップショット、または Outpost にコピーされ
たスナップショットではサポートされていません。
• Outpost で作成されたスナップショットでは、クロスアカウント共有はサポートされていません。
ローカルスナップショット を管理するスナップショットライフサイクルの作成の詳細については、
「Automating snapshot lifecycles (スナップショットライフサイクルの自動化) (p. 1659)」を参照してくだ
さい。

EBS direct API を使用して EBS スナップショットの内容にアク
セスする
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) direct API を使用して、EBS スナップショットの作成、スナッ
プショットへのデータの直接書き込み、スナップショットのデータの読み取り、2 つのスナップショット
間の違いや変更の特定を行うことができます。Amazon EBS のバックアップサービスを提供する独立系ソ
フトウェアベンダー (ISV) の場合は、EBS direct API を使用すると、スナップショットを介して EBS ボ
リュームの増分変更の追跡を効率化し、費用対効果を高めることができます。これを行うために、スナッ
プショットから新しいボリュームを作成したり、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタ
ンスを使用して違いを比較したりする必要はありません。
増分スナップショットは、オンプレミスのデータから EBS ボリュームやクラウド内に直接作成し、迅速
な災害対策に使用できます。災害が発生した場合は、スナップショットの読み書き機能を使用して、オン
プレミスのデータを EBS スナップショットに書き込むことができます。災害からの復旧後に、スナップ
ショットから AWS またはオンプレミスにデータを回復できます。Amazon EBS との間でデータをコピー
する複雑なメカニズムを構築して維持する必要はなくなりました。
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このユーザーガイドでは、EBS direct API を構成する要素に関する概要と、これらの要素を効果的に使用
する方法の例を示します。API のアクション、データ型、パラメータ、エラーの詳細については、EBS
direct API リファレンスを参照してください。EBS direct API でサポートされる AWS リージョン、エンド
ポイント、Service Quotas の詳細については、AWS 全般のリファレンス の「Amazon EBS エンドポイン
トとクォータ」を参照してください。
コンテンツ
• EBS direct API について (p. 1627)
• EBS ダイレクト API 用の IAM アクセス許可 (p. 1628)
• EBS direct API を使用する (p. 1632)
• EBS direct API の料金 (p. 1648)
• EBS direct API でインターフェイス VPC エンドポイントを使用する (p. 1648)
• AWS CloudTrail による EBS direct API の API コールのログ記録 (p. 1649)
• よくある質問 (p. 1654)

EBS direct API について
EBS direct API の使用を開始する前に、以下の主な要素を理解しておく必要があります。

スナップショット
スナップショットは、EBS ボリュームからデータをバックアップするための主な手段です。EBS direct
API では、オンプレミスのディスクからスナップショットにデータをバックアップすることもできます。
ストレージコストを節約するために、連続するスナップショットは増分で、以前のスナップショット以降
に変更されたボリュームデータのみが含まれています。詳細については、「Amazon EBS スナップショッ
ト (p. 1555)」を参照してください。

Note
EBS direct API では、パブリックスナップショットをサポートしていません。

ブロック
ブロックは、スナップショット内のデータのフラグメントです。各スナップショットには、何千ものブ
ロックを含めることができます。スナップショット内のすべてのブロックは固定サイズです。

ブロックインデックス
ブロックインデックスは、512 KiB ブロック単位の論理インデックスです。ブロックインデックスを識別
するには、論理ボリューム内のデータの論理オフセットをブロックサイズで除算します (データの論理オ
フセット/524288)。データの論理オフセットは 512 KiB に整合させる必要があります。

ブロックトークン
ブロックトークンは、スナップショット内のブロックの識別ハッシュであり、ブロックデータの検索に使
用されます。EBS direct API から返されるブロックトークンは一時的なものです。ブロックトークンは、
これらのトークンに指定された有効期限のタイムスタンプに応じて変更されるか、同じスナップショット
に対して別の ListSnapshotBlocks リクエストや ListChangedBlocks リクエストを実行した場合に変更され
ます。

チェックサム
チェックサムは、送信中や保存中に発生したエラーを検出するために、データのブロックから派生され
る小さいサイズのデータです。EBS direct API は、チェックサムを使用してデータの整合性を検証しま
す。EBS スナップショットからデータを読み取るときに、送信されるデータブロックごとに Base64 で
エンコードされた SHA256 チェックサムがサービスから提供されます。このチェックサムを使用して
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データを検証できます。EBS スナップショットにデータを書き込むときは、送信するデータのブロック
ごとに Base64 でエンコードした SHA256 チェックサムを提供する必要があります。サービスは、提供
されたチェックサムを使用して、受信したデータを検証します。詳細については、このガイドで後述する
「チェックサムの使用 (p. 1645)」を参照してください。

暗号化
暗号化は、データを読み取り不可能なコードに変換することで、データを保護します。このコードは、
暗号化に使用された KMS キー にアクセスできるユーザーのみが解読できます。暗号化されたスナップ
ショットは、EBS direct API を使用して読み書きできますが、いくつかの制限があります。詳細について
は、このガイドで後述する「暗号化の使用 (p. 1643)」を参照してください。

API アクション
EBS direct API は、6 つのアクションで構成されています。3 つは読み取りアクションであり、他の 3 つ
は書き込みアクションです。読み取りアクションは以下のとおりです。
• ListSnapshotBlocks – 指定されたスナップショット内のブロックから、ブロックインデックスとブロッ
クトークンを返します。
• ListChangedBlocks – 同じボリュームとスナップショット系列の 2 つの指定されたスナップショットの
ブロック間で異なる、ブロックインデックスとブロックトークンを返します。
• GetSnapshotBlock – 指定されたスナップショット ID、ブロックインデックス、ブロックトークンに対応
するブロックのデータを返します。
書き込みアクションは以下のとおりです。
• StartSnapshot – 既存のスナップショットの増分スナップショット、あるいは新しいスナップショットと
してスナップショットを開始します。開始済みスナップショットは、CompleteSnapshot アクションを
使用して完了するまで、保留状態となります。
• PutSnapshotBlock – 開始済みスナップショットに、個別のブロックとしてデータを追加します。デー
タのブロックを送信する際に、Base64 でエンコードした SHA256 チェックサムを指定する必要があり
ます。送信が完了すると、このチェックサムがサービスによって検証されます。サービスが計算した
チェックサムと指定したチェックサムが一致しない場合、リクエストは失敗します。
• CompleteSnapshot – 保留状態にある開始済みスナップショットを完了します。これにより、スナップ
ショットは完了状態に変更されます。

EBS ダイレクト API 用の IAM アクセス許可
AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーが EBS direct API を使用するためには、次のポリ
シーが必要です。詳細については、「IAM ユーザーのアクセス許可の変更」を参照してください。
EBS ダイレクト API リソース、アクション、条件コンテキストキーの IAM アクセス許可ポリシーでの使
用については、サービス認証リファレンスの「Actions, resources, and condition keys for Amazon Elastic
Block Store」を参照してください。

Important
以下のポリシーを IAM ユーザーに割り当てる際には注意が必要です。これらのポリシーを割り当
てることで、Amazon EC2 API (CopySnapshot アクションや CreateVolume アクションなど) を
介して、同じリソースへのアクセスが拒否されているユーザーにアクセスが許可される場合があ
ります。

スナップショットを読み取るためのアクセス許可
次のポリシーでは、特定の AWS リージョンにおいて、すべてのスナップショットに対する読み込み EBS
direct API の使用を許可します。このポリシーで、<Region> はスナップショットのリージョンに置き換
えます。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ebs:ListSnapshotBlocks",
"ebs:ListChangedBlocks",
"ebs:GetSnapshotBlock"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:<Region>::snapshot/*"
}
]

次のポリシーでは、特定のキーと値のタグを持つスナップショットに対する読み取り EBS direct API の使
用を許可します。このポリシーで、<Key> はタグのキー値に置き換え、<Value> はタグの値に置き換え
ます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ebs:ListSnapshotBlocks",
"ebs:ListChangedBlocks",
"ebs:GetSnapshotBlock"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"aws:ResourceTag/<Key>": "<Value>"
}
}
}
]

次のポリシーでは、特定の時間範囲に限り、アカウント内のすべてのスナップショットに対するすべて
の読み取り EBS direct API の使用を許可します。このポリシーは、aws:CurrentTime グローバル条件
キーに基づいて EBS direct API の使用を許可します。このポリシーで、表示されている日時範囲は、必ず
ポリシーの日時範囲に置き換えます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ebs:ListSnapshotBlocks",
"ebs:ListChangedBlocks",
"ebs:GetSnapshotBlock"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
"Condition": {
"DateGreaterThan": {
"aws:CurrentTime": "2018-05-29T00:00:00Z"
},
"DateLessThan": {
"aws:CurrentTime": "2020-05-29T23:59:59Z"
}
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}

]

}

}

詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ユーザーのアクセス許可の変更」を参照してください。

スナップショットを書き込むためのアクセス許可
次のポリシーでは、特定の AWS リージョンにおいて、すべてのスナップショットに対する書き込み EBS
direct API の使用を許可します。このポリシーで、<Region> はスナップショットのリージョンに置き換
えます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ebs:StartSnapshot",
"ebs:PutSnapshotBlock",
"ebs:CompleteSnapshot"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:<Region>::snapshot/*"
}
]

次のポリシーでは、特定のキーと値のタグを持つスナップショットに対する書き込み EBS direct API の使
用を許可します。このポリシーで、<Key> はタグのキー値に置き換え、<Value> はタグの値に置き換え
ます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ebs:StartSnapshot",
"ebs:PutSnapshotBlock",
"ebs:CompleteSnapshot"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"aws:ResourceTag/<Key>": "<Value>"
}
}
}
]

次のポリシーでは、すべての EBS direct API の使用を許可します。また、親スナップショット ID が指定
されている場合に限り、StartSnapshot アクションを許可します。したがって、このポリシーでは、親
スナップショットを使用せずに新しいスナップショットを開始することを禁止します。
{

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

]

}

"Action": "ebs:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ebs:ParentSnapshot": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
}
}

次のポリシーでは、すべての EBS direct API の使用を許可します。また、新しいスナップショットに対す
る user タグキーの作成のみを許可します。また、このポリシーでは、ユーザーがタグを作成するための
アクセス権を持っていることを確認します。タグを指定できるアクションは、StartSnapshot アクショ
ンのみです。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ebs:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": "user"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateTags",
"Resource": "*"
}
]

次のポリシーでは、特定の時間範囲に限り、アカウント内のすべてのスナップショットに対するすべて
の書き込み EBS direct API の使用を許可します。このポリシーは、aws:CurrentTime グローバル条件
キーに基づいて EBS direct API の使用を許可します。このポリシーで、表示されている日時範囲は、必ず
ポリシーの日時範囲に置き換えます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ebs:StartSnapshot",
"ebs:PutSnapshotBlock",
"ebs:CompleteSnapshot"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
"Condition": {
"DateGreaterThan": {
"aws:CurrentTime": "2018-05-29T00:00:00Z"
},
"DateLessThan": {
"aws:CurrentTime": "2020-05-29T23:59:59Z"
}
}
}
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}

]

詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ユーザーのアクセス許可の変更」を参照してください。

AWS KMS keys を使用するための許可
次のポリシーでは、特定の KMS キーを使用して、暗号化されたスナップショットを復号するための許可
を付与します。EBS 暗号化のデフォルトの KMS キーを使用して新しいスナップショットを暗号化するた
めの許可も付与します。このポリシー内で、<Region> を KMS キーのリージョンに、<AccountId> を
KMS キーの AWS アカウント ID に、<KeyId> を KMS キーの ID にそれぞれ置き換えます。

Note
デフォルトでは、アカウント内のすべてのプリンシパルはデフォルトの Amazon EBS 向けの
AWS マネージド KMS キーにアクセスでき、EBS の暗号化および復号オペレーションに使用で
きます。カスタマーマネージドキーを使用している場合は、新しいキーポリシーを作成するか、
カスタマーマネージドキーの既存のキーポリシーを変更して、カスタマーマネージドキーへのア
クセス権をプリンシパルに付与する必要があります。詳細については、「AWS Key Management
Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS でのキーポリシー」を参照してください。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:CreateGrant",
"ec2:CreateTags",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:<Region>:<AccountId>:key/<KeyId>"
}
]

詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ユーザーのアクセス許可の変更」を参照してください。

EBS direct API を使用する
以下のトピックでは、EBS direct API を使用してスナップショットに対し読み取りと書き込みを行う方法
について説明します。スナップショットでの読み取りと書き込みは、AWS CLI、AWS API、および AWS
SDK のみから行うことができます。詳細については以下を参照してください。
• 「AWS CLI のインストール」および「AWS CLI の設定」
• EBS direct APIs Reference
• AWS SDK

Important
EBS direct API には、AWS 署名バージョン 4 の署名が必要です。詳細については、「署名バー
ジョン 4 の署名の使用 (p. 1645)」を参照してください。
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トピック
• EBS direct API を使用してスナップショットを読み取る (p. 1633)
• EBS direct API を使用してスナップショットに書き込む (p. 1638)
• 暗号化の使用 (p. 1643)
• 署名バージョン 4 の署名の使用 (p. 1645)
• チェックサムの使用 (p. 1645)
• StartSnapshot API のべき等 (p. 1646)
• エラー時の再試行 (p. 1646)
• パフォーマンスの最適化 (p. 1647)

EBS direct API を使用してスナップショットを読み取る
次の手順では、EBS direct API を使用してスナップショットを読み取る方法について説明します。
1. スナップショット内にあるすべてのブロックのブロックインデックスとブロックトークンを表示する
には、ListSnapshotBlocks アクションを使用します。同じボリュームやスナップショット系列の 2 つ
のスナップショット間で異なるブロックのブロックインデックスとブロックトークンのみを表示するに
は、ListChangeBlocks アクションを使用します。これらのアクションは、データを取得するブロックの
ブロックトークンとブロックインデックスを識別するのに役立ちます。
2. GetSnapshotBlock アクションを使用し、データを取得するブロックのブロックインデックスとブロッ
クトークンを指定します。
次に、EBS direct API を使用しながらスナップショットを読み取る場合の例を示します。
トピック
• スナップショット内のブロックの一覧表示 (p. 1633)
• 2 つのスナップショット間で異なるブロックの一覧表示 (p. 1635)
• スナップショットからのブロックデータの取得 (p. 1637)

スナップショット内のブロックの一覧表示
AWS CLI
次の list-snapshot-blocks コマンドの例では、スナップショット snap-0987654321 内のブロックの
ブロックインデックスとブロックトークンを返します。--starting-block-index パラメータは、
結果を 1000 より大きいブロックインデックスに制限します。--max-results パラメータは、結果
を最初の 100 ブロックに制限します。
aws ebs list-snapshot-blocks --snapshot-id snap-0987654321 --starting-block-index 1000
--max-results 100

前のコマンドに対する次のレスポンスの例では、スナップショット内のブロックインデックスとブ
ロックトークンを一覧表示します。get-snapshot-block コマンドを使用し、データを取得するブ
ロックのブロックインデックスとブロックトークンを指定します。ブロックトークンは、表示されて
いる有効期限まで有効です。
{

"Blocks": [
{
"BlockIndex": 1001,
"BlockToken": "AAABAV3/
PNhXOynVdMYHUpPsetaSvjLB1dtIGfbJv5OJ0sX855EzGTWos4a4"
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},
{

"BlockIndex": 1002,
"BlockToken": "AAABATGQIgwr0WwIuqIMjCA/Sy7e/
YoQFZsHejzGNvjKauzNgzeI13YHBfQB"
},
{
"BlockIndex": 1007,
"BlockToken": "AAABAZ9CTuQtUvp/
dXqRWw4d07eOgTZ3jvn6hiW30W9duM8MiMw6yQayzF2c"
},
{
"BlockIndex": 1012,
"BlockToken": "AAABAQdzxhw0rVV6PNmsfo/
YRIxo9JPR85XxPf1BLjg0Hec6pygYr6laE1p0"
},
{
"BlockIndex": 1030,
"BlockToken": "AAABAaYvPax6mv+iGWLdTUjQtFWouQ7Dqz6nSD9L
+CbXnvpkswA6iDID523d"
},
{
"BlockIndex": 1031,
"BlockToken": "AAABATgWZC0XcFwUKvTJbUXMiSPg59KVxJGL
+BWBClkw6spzCxJVqDVaTskJ"
},
...
],
"ExpiryTime": 1576287332.806,
"VolumeSize": 32212254720,
"BlockSize": 524288
}

AWS API
次の ListChangedBlocks リクエストの例では、スナップショット snap-0acEXAMPLEcf41648 にあ
るブロックのブロックインデックスとブロックトークンを返します。startingBlockIndex パラ
メータは、結果を 1000 より大きいブロックインデックスに制限します。maxResults パラメータ
は、結果を最初の 100 ブロックに制限します。
GET /snapshots/snap-0acEXAMPLEcf41648/blocks?maxResults=100&startingBlockIndex=1000
HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200617T231953Z
Authorization: <Authentication parameter>

前のリクエストに対する次のレスポンスの例では、スナップショット内のブロックインデックスとブ
ロックトークンを一覧表示します。GetSnapshotBlock アクションを使用し、データを取得するブロッ
クのブロックインデックスとブロックトークンを指定します。ブロックトークンは、表示されている
有効期限まで有効です。
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: d6e5017c-70a8-4539-8830-57f5557f3f27
Content-Type: application/json
Content-Length: 2472
Date: Wed, 17 Jun 2020 23:19:56 GMT
Connection: keep-alive
{

"BlockSize": 524288,
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"Blocks": [
{
"BlockIndex": 0,
"BlockToken": "AAUBAcuWqOCnDNuKle11s7IIX6jp6FYcC/q8oT93913HhvLvA
+3JRrSybp/0"
},
{
"BlockIndex": 1536,
"BlockToken":
"AAUBAWudwfmofcrQhGVlLwuRKm2b8ZXPiyrgoykTRC6IU1NbxKWDY1pPjvnV"
},
{
"BlockIndex": 3072,
"BlockToken":
"AAUBAV7p6pC5fKAC7TokoNCtAnZhqq27u6YEXZ3MwRevBkDjmMx6iuA6tsBt"
},
{
"BlockIndex": 3073,
"BlockToken":
"AAUBAbqt9zpqBUEvtO2HINAfFaWToOwlPjbIsQOlx6JUN/0+iMQl0NtNbnX4"
},
...
],
"ExpiryTime": 1.59298379649E9,
"VolumeSize": 3
}

2 つのスナップショット間で異なるブロックの一覧表示
2 つのスナップショット間で、変更されたブロックを一覧表示するためにページ分割されたリクエストを
実行する場合は、次の点に注意してください。
• レスポンスには、1 つ以上の空の ChangedBlocks 配列を含めることができます。例:
• スナップショット 1 - ブロックインデックス 0 - 999 を含む 1000 個のブロックの完全なスナップ
ショット。
• スナップショット 2 - ブロックインデックス 999 を持つ変更されたブロックが 1 個だけの増分スナッ
プショット。
これらのスナップショットの変更されたブロックを StartingBlockIndex = 0 および MaxResults
= 100 で一覧表示し、ChangedBlocks の空の配列を返します。変更されたブロックが 10 番目の結果
セットで返されるまで nextToken を使用して残りの結果をリクエストする必要があります。これには
ブロックインデックス 900 - 999 を持つブロックが含まれます。
• レスポンスは、スナップショット内の書き込まれていないブロックをスキップできます。例:
• スナップショット 1 - ブロックインデックス 2000 - 2999 を含む 1000 個のブロックの完全なスナッ
プショット。
• スナップショット 2 - ブロックインデックス 2000 を持つ変更されたブロックが 1 個だけの増分ス
ナップショット。
これらのスナップショットの変更されたブロックを StartingBlockIndex = 0 および MaxResults
= 100 で一覧表示すると、レスポンスはブロックインデックス 0 - 1999 をスキップし、ブロックイン
デックス 2000 を含みます。レスポンスには、空の ChangedBlocks 配列は含まれません。
AWS CLI
次の list-changed-blocks コマンドの例では、スナップショット snap-1234567890 とスナップ
ショット snap-0987654321 の間で異なるブロックのブロックインデックスとブロックトークンを返
します。--starting-block-index パラメータは、結果を 0 より大きいブロックインデックスに制
限します。--max-results パラメータは、結果を最初の 500 ブロックに制限します。
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aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snap-1234567890 --second-snapshotid snap-0987654321 --starting-block-index 0 --max-results 500

前のコマンドに対する次のレスポンスの例は、2 つのスナップショット間でブロックインデック
ス 0、6000、6001、6002、6003 が異なることを示しています。さらに、ブロックインデックス
6001、6002、および 6003 は、指定された最初のスナップショット ID にのみ存在し、2 番目のスナッ
プショット ID には存在しません。これは、レスポンスに 2 番目のブロックトークンが表示されない
ためです。
get-snapshot-block コマンドを使用し、データを取得するブロックのブロックインデックスとブ
ロックトークンを指定します。ブロックトークンは、表示されている有効期限まで有効です。
{

"ChangedBlocks": [
{
"BlockIndex": 0,
"FirstBlockToken": "AAABAVahm9SO60Dyi0ORySzn2ZjGjW/
KN3uygGlS0QOYWesbzBbDnX2dGpmC",
"SecondBlockToken":
"AAABAf8o0o6UFi1rDbSZGIRaCEdDyBu9TlvtCQxxoKV8qrUPQP7vcM6iWGSr"
},
{
"BlockIndex": 6000,
"FirstBlockToken": "AAABAbYSiZvJ0/
R9tz8suI8dSzecLjN4kkazK8inFXVintPkdaVFLfCMQsKe",
"SecondBlockToken":
"AAABAZnqTdzFmKRpsaMAsDxviVqEI/3jJzI2crq2eFDCgHmyNf777elD9oVR"
},
{
"BlockIndex": 6001,
"FirstBlockToken": "AAABASBpSJ2UAD3PLxJnCt6zun4/
T4sU25Bnb8jB5Q6FRXHFqAIAqE04hJoR"
},
{
"BlockIndex": 6002,
"FirstBlockToken": "AAABASqX4/
NWjvNceoyMUljcRd0DnwbSwNnes1UkoP62CrQXvn47BY5435aw"
},
{
"BlockIndex": 6003,
"FirstBlockToken":
"AAABASmJ0O5JxAOce25rF4P1sdRtyIDsX12tFEDunnePYUKOf4PBROuICb2A"
},
...
],
"ExpiryTime": 1576308931.973,
"VolumeSize": 32212254720,
"BlockSize": 524288,
"NextToken": "AAADARqElNng/sV98CYk/bJDCXeLJmLJHnNSkHvLzVaO0zsPH/QM3Bi3zF//O6Mdi/
BbJarBnp8h"
}

AWS API
次の ListChangedBlocks リクエストの例では、snap-0acEXAMPLEcf41648 スナップショットと
snap-0c9EXAMPLE1b30e2f スナップショットの間で異なるブロックのブロックインデックスとブ
ロックトークンを返します。startingBlockIndex パラメータは、結果を 0 より大きいブロックイ
ンデックスに制限します。maxResults パラメータは、結果を最初の 500 ブロックに制限します。
GET /snapshots/snap-0c9EXAMPLE1b30e2f/changedblocks?
firstSnapshotId=snap-0acEXAMPLEcf41648&maxResults=500&startingBlockIndex=0 HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com

1636

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EBS スナップショット
Accept-Encoding: identity
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200617T232546Z
Authorization: <Authentication parameter>

前のリクエストに対する次のレスポンスの例では、2 つのスナップショット間でブロックインデック
ス 0、3072、6002、6003 が異なることを示しています。さらに、ブロックインデックス 6002 およ
び 6003 は、指定した最初のスナップショット ID にのみ存在し、2 番目のスナップショット ID には
存在しません。これは、レスポンスに 2 番目のブロックトークンが表示されないためです。
GetSnapshotBlock アクションを使用し、データを取得するブロックのブロックインデックスとブ
ロックトークンを指定します。ブロックトークンは、表示されている有効期限まで有効です。
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: fb0f6743-6d81-4be8-afbe-db11a5bb8a1f
Content-Type: application/json
Content-Length: 1456
Date: Wed, 17 Jun 2020 23:25:47 GMT
Connection: keep-alive
{

"BlockSize": 524288,
"ChangedBlocks": [
{
"BlockIndex": 0,
"FirstBlockToken": "AAUBAVaWqOCnDNuKle11s7IIX6jp6FYcC/
tJuVT1GgP23AuLntwiMdJ+OJkL",
"SecondBlockToken": "AAUBASxzy0Y0b33JVRLoYm3NOresCxn5RO+HVFzXW3Y/
RwfFaPX2Edx8QHCh"
},
{
"BlockIndex": 3072,
"FirstBlockToken": "AAUBAcHp6pC5fKAC7TokoNCtAnZhqq27u6fxRfZOLEmeXLmHBf2R/
Yb24MaS",
"SecondBlockToken":
"AAUBARGCaufCqBRZC8tEkPYGGkSv3vqvOjJ2xKDi3ljDFiytUxBLXYgTmkid"
},
{
"BlockIndex": 6002,
"FirstBlockToken": "AAABASqX4/
NWjvNceoyMUljcRd0DnwbSwNnes1UkoP62CrQXvn47BY5435aw"
},
{
"BlockIndex": 6003,
"FirstBlockToken":
"AAABASmJ0O5JxAOce25rF4P1sdRtyIDsX12tFEDunnePYUKOf4PBROuICb2A"
},
...
],
"ExpiryTime": 1.592976647009E9,
"VolumeSize": 3
}

スナップショットからのブロックデータの取得
AWS CLI
次の get-snapshot-block コマンドの例では、スナップショット 6001 内でブロックインデックスが
AAABASBpSJ2UAD3PLxJnCt6zun4/T4sU25Bnb8jB5Q6FRXHFqAIAqE04hJoR で、ブロックトー
クンが snap-1234567890 のデータを返します。バイナリデータは、Windows コンピュータの C:
\Temp ディレクトリ内の data ファイルに出力されます。Linux または UNIX コンピュータでコマン
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ドを実行する場合は、出力パスを /tmp/data に置き換え、データを data ディレクトリ内の /tmp
ファイルに出力します。
aws ebs get-snapshot-block --snapshot-id snap-1234567890 --block-index 6001 --blocktoken AAABASBpSJ2UAD3PLxJnCt6zun4/T4sU25Bnb8jB5Q6FRXHFqAIAqE04hJoR C:/Temp/data

前のコマンドに対するの次のレスポンスの例は、返されたデータのサイズ、データを検証するための
チェックサム、チェックサムのアルゴリズムを示しています。バイナリデータは、リクエストコマン
ドで指定したディレクトリとファイルに自動的に保存されます。
{

}

"DataLength": "524288",
"Checksum": "cf0Y6/Fn0oFa4VyjQPOa/iD0zhTflPTKzxGv2OKowXc=",
"ChecksumAlgorithm": "SHA256"

AWS API
次の GetSnapshotBlock リクエストの例では、スナップショット 3072 内でブロックインデックスが
AAUBARGCaufCqBRZC8tEkPYGGkSv3vqvOjJ2xKDi3ljDFiytUxBLXYgTmkid で、ブロックトーク
ンが snap-0c9EXAMPLE1b30e2f のデータを返します。
GET /snapshots/snap-0c9EXAMPLE1b30e2f/blocks/3072?
blockToken=AAUBARGCaufCqBRZC8tEkPYGGkSv3vqvOjJ2xKDi3ljDFiytUxBLXYgTmkid HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200617T232838Z
Authorization: <Authentication parameter>

前のリクエストに対する次のレスポンスの例は、返されたデータのサイズ、データを検証するための
チェックサム、チェックサムの生成に使用されたアルゴリズムを示しています。バイナリデータは、
レスポンスの本文で送信され、次の例では BlockData として示されています。
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 2d0db2fb-bd88-474d-a137-81c4e57d7b9f
x-amz-Data-Length: 524288
x-amz-Checksum: Vc0yY2j3qg8bUL9I6GQuI2orTudrQRBDMIhcy7bdEsw=
x-amz-Checksum-Algorithm: SHA256
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: 524288
Date: Wed, 17 Jun 2020 23:28:38 GMT
Connection: keep-alive
BlockData

EBS direct API を使用してスナップショットに書き込む
次の手順では、EBS direct API を使用して増分スナップショットを書き込む方法について説明します。
1. StartSnapshot アクションを使用して親スナップショット ID を指定し、既存のスナップショットの増分
スナップショットとしてスナップショットを開始します。または、親スナップショット ID を省略して
新しいスナップショットを開始します。このアクションは、保留状態にある新しいスナップショットの
ID を返します。
2. PutSnapshotBlock アクションを使用し、保留中のスナップショットの ID を指定してデータを個別の
ブロックとして追加します。データのブロックを送信する際に、Base64 でエンコードした SHA256
チェックサムを指定する必要があります。サービスは、受信したデータのチェックサムを計算し、指定
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したチェックサムと照合してデータを検証します。チェックサムが一致しない場合、アクションは失敗
します。
3. 保留中のスナップショットに対するデータの追加が完了したら、CompleteSnapshot アクションを使用
して非同期ワークフローを開始し、スナップショットをシールして完了状態に移行させます。
上記の手順を繰り返し、以前に作成したスナップショットを親とする新しい増分スナップショットを作成
します。
例えば、次の図のスナップショット A は、最初に開始した新しいスナップショットです。スナップショッ
ト A を親スナップショットとしてスナップショット B を開始します。スナップショット B を親スナップ
ショットとしてスナップショット C を開始および作成します。スナップショット A、B、C は、増分ス
ナップショットです。スナップショット A を使用して EBS ボリューム 1 を作成します。スナップショッ
ト D を EBS ボリューム 1 から作成します。スナップショット D は A の増分スナップショットであり、B
または C の増分スナップショットではありません。

次に、EBS direct API を使用しながらスナップショットに書き込む場合の例を示します。
トピック
• スナップショットの開始 (p. 1639)
• スナップショットへのデータの書き込み (p. 1641)
• スナップショットの完了 (p. 1642)

スナップショットの開始
AWS CLI
次の start-snapshot コマンドの例では、8 を親スナップショットとして使用
し、snap-123EXAMPLE1234567 GiB スナップショットを開始します。新しいスナップショットは、
親スナップショットの増分スナップショットになります。指定した 60 分のタイムアウト期間内に
スナップショットに対する書き込みリクエストまたは完了リクエストが行われない場合、スナップ
ショットはエラー状態に移行します。550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 クライアント
トークンは、リクエストのべき等を保証します。クライアントトークンを省略すると、AWS SDK に
よって自動的にこのトークンが生成されます。べき等の詳細については、「StartSnapshot API のべき
等 (p. 1646)」を参照してください。
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aws ebs start-snapshot --volume-size 8 --parent-snapshot snap-123EXAMPLE1234567 -timeout 60 --client-token 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

前のコマンドに対する次のレスポンスの例は、スナップショット ID、AWS アカウント ID、ステータ
ス、ボリュームサイズ (GiB)、スナップショット内の各ブロックのサイズを示しています。スナップ
ショットは pending 状態で開始されます。スナップショットにデータを書き込むには、後続の putsnapshot-block コマンドでスナップショット ID を指定します。次に complete-snapshot コマ
ンドを使用してスナップショットを完了し、ステータスを completed に変更します。
{

}

"SnapshotId": "snap-0aaEXAMPLEe306d62",
"OwnerId": "111122223333",
"Status": "pending",
"VolumeSize": 8,
"BlockSize": 524288

AWS API
次の StartSnapshot リクエストの例では、スナップショット 8 を親スナップショットとして使用
し、snap-123EXAMPLE1234567 GiB スナップショットを開始します。新しいスナップショットは、
親スナップショットの増分スナップショットになります。指定した 60 分のタイムアウト期間内に
スナップショットに対する書き込みリクエストまたは完了リクエストが行われない場合、スナップ
ショットはエラー状態に移行します。550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 クライアント
トークンは、リクエストのべき等を保証します。クライアントトークンを省略すると、AWS SDK に
よって自動的にこのトークンが生成されます。べき等の詳細については、「StartSnapshot API のべき
等 (p. 1646)」を参照してください。
POST /snapshots HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200618T040724Z
Authorization: <Authentication parameter>
{

}

"VolumeSize": 8,
"ParentSnapshot": snap-123EXAMPLE1234567,
"ClientToken": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"Timeout": 60

前のリクエストに対する次のレスポンスの例は、スナップショット ID、AWS アカウント ID、ス
テータス、ボリュームサイズ (GiB)、スナップショット内の各ブロックのサイズを示しています。
スナップショットは保留状態で開始されます。スナップショットにデータを書き込むには、後続の
PutSnapshotBlocks リクエストでスナップショット ID を指定します。
HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: 929e6eb9-7183-405a-9502-5b7da37c1b18
Content-Type: application/json
Content-Length: 181
Date: Thu, 18 Jun 2020 04:07:29 GMT
Connection: keep-alive
{

"BlockSize": 524288,
"Description": null,
"OwnerId": "138695307491",
"Progress": null,
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}

"SnapshotId": "snap-052EXAMPLEc85d8dd",
"StartTime": null,
"Status": "pending",
"Tags": null,
"VolumeSize": 8

スナップショットへのデータの書き込み
AWS CLI
次の put-snapshot コマンドの例では、524288 バイトのデータをスナップショット 1000 のブ
ロックインデックス snap-0aaEXAMPLEe306d62 に書き込みます。Base64 でエンコードされた
QOD3gmEQOXATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUuktOw8DM= チェックサムが、SHA256 アルゴリズムを
使用して生成されています。送信されるデータは、/tmp/data ファイルにあります。
aws ebs put-snapshot-block --snapshot-id snap-0aaEXAMPLEe306d62
--block-index 1000 --data-length 524288 --block-data /tmp/data -checksum QOD3gmEQOXATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUuktOw8DM= --checksum-algorithm SHA256

前のコマンドに対する次のレスポンスの例では、サービスによって受信されたデータのデータ長、
チェックサム、チェックサムアルゴリズムが返されます。
{

}

"DataLength": "524288",
"Checksum": "QOD3gmEQOXATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUuktOw8DM=",
"ChecksumAlgorithm": "SHA256"

AWS API
次の PutSnapshot リクエストの例では、524288 バイトのデータをスナップショット 1000 のブ
ロックインデックス snap-052EXAMPLEc85d8dd に書き込みます。Base64 でエンコードされた
QOD3gmEQOXATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUuktOw8DM= チェックサムが、SHA256 アルゴリズムを
使用して生成されています。データは、リクエストの本文で送信され、次の例では BlockData とし
て示されています。
PUT /snapshots/snap-052EXAMPLEc85d8dd/blocks/1000 HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
x-amz-Data-Length: 524288
x-amz-Checksum: QOD3gmEQOXATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUuktOw8DM=
x-amz-Checksum-Algorithm: SHA256
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200618T042215Z
X-Amz-Content-SHA256: UNSIGNED-PAYLOAD
Authorization: <Authentication parameter>
BlockData

前のリクエストに対する次のレスポンスの例では、サービスが受信したデータのデータ長、チェック
サム、チェックサムアルゴリズムが返されます。
HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: 643ac797-7e0c-4ad0-8417-97b77b43c57b
x-amz-Checksum: QOD3gmEQOXATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUuktOw8DM=
x-amz-Checksum-Algorithm: SHA256
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Content-Type: application/json
Content-Length: 2
Date: Thu, 18 Jun 2020 04:22:12 GMT
Connection: keep-alive
{}

スナップショットの完了
AWS CLI
次の complete-snapshot コマンドの例では、スナップショット snap-0aaEXAMPLEe306d62
を完了します。このコマンドは、5 ブロックをスナップショットに書き込むことを指定しま
す。6D3nmwi5f2F0wlh7xX8QprrJBFzDX8aacdOcA3KCM3c= チェックサムは、スナップショット
に書き込まれたデータセット全体のチェックサムを示します。チェックサムの詳細については、この
ガイドの前半にある「チェックサムの使用 (p. 1645)」を参照してください。
aws ebs complete-snapshot --snapshot-id snap-0aaEXAMPLEe306d62 --changed-blocks-count 5
--checksum 6D3nmwi5f2F0wlh7xX8QprrJBFzDX8aacdOcA3KCM3c= --checksum-algorithm SHA256 -checksum-aggregation-method LINEAR

前のコマンドに対するレスポンスの例を次に示します。
{
}

"Status": "pending"

AWS API
次の CompleteSnapshot リクエストの例では、スナップショット snap-052EXAMPLEc85d8dd
を完了します。このコマンドは、5 ブロックをスナップショットに書き込むことを指定しま
す。6D3nmwi5f2F0wlh7xX8QprrJBFzDX8aacdOcA3KCM3c= チェックサムは、スナップショット
に書き込まれたデータセット全体のチェックサムを示します。
POST /snapshots/completion/snap-052EXAMPLEc85d8dd HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
x-amz-ChangedBlocksCount: 5
x-amz-Checksum: 6D3nmwi5f2F0wlh7xX8QprrJBFzDX8aacdOcA3KCM3c=
x-amz-Checksum-Algorithm: SHA256
x-amz-Checksum-Aggregation-Method: LINEAR
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200618T043158Z
Authorization: <Authentication parameter>

前のリクエストに対するレスポンスの例を次に示します。
HTTP/1.1 202 Accepted
x-amzn-RequestId: 06cba5b5-b731-49de-af40-80333ac3a117
Content-Type: application/json
Content-Length: 20
Date: Thu, 18 Jun 2020 04:31:50 GMT
Connection: keep-alive
{"Status":"pending"}
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暗号化の使用
StartSnapshot を使用して新しいスナップショットを開始する場合、暗号化ステータス
は、Encrypted、KmsKeyArn、および ParentSnapshotId に指定した値と、AWS アカウントでデフォルト
での暗号化 (p. 1723)が有効になっているかどうかによって異なります。

Note
• 暗号化で EBS direct API を使用するには、追加の IAM アクセス許可が必要になる場合がありま
す。詳細については、「AWS KMS keys を使用するための許可 (p. 1632)」を参照してくださ
い。
• AWS アカウントで Amazon EBS 暗号化がデフォルトで有効になっている場合、暗号化されて
いないスナップショットを作成することはできません。
• AWS アカウントで Amazon EBS 暗号化がデフォルトで有効になっている場合、暗号化されて
いない親スナップショットを使用して新しいスナップショットを開始することはできません。
最初に親スナップショットをコピーして、これを暗号化する必要があります。詳細について
は、「Amazon EBS スナップショットのコピー (p. 1580)」を参照してください。
トピック
• 暗号化の結果: 暗号化されていない親スナップショット (p. 1643)
• 暗号化の結果: 暗号化された親スナップショット (p. 1644)
• 暗号化の結果: 親スナップショットなし (p. 1644)

暗号化の結果: 暗号化されていない親スナップショット
次の表は、暗号化されていない親スナップショットを指定する場合の設定の可能な組み合わせごとの暗号
化の結果を示しています。
ParentSnapshotId暗号化された

KmsKeyArn

デフォルトでの 結果
暗号化

暗号化されてい 省略
ない

省略

有効

リクエストは
ValidationException で失敗
します。

無効

スナップショットは暗号化され
ていません。

指定

有効
無効

暗号化されてい True
ない

省略

有効
無効

指定

リクエストは
ValidationException で失敗
します。

有効
無効

暗号化されてい False
ない

省略

有効
無効

指定

有効
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ParentSnapshotId暗号化された

KmsKeyArn

デフォルトでの 結果
暗号化
無効

暗号化の結果: 暗号化された親スナップショット
次の表は、暗号化された親スナップショットを指定する場合の設定の可能な組み合わせごとの暗号化の結
果を示しています。
ParentSnapshotId暗号化された

KmsKeyArn

デフォルトでの 結果
暗号化

暗号化された

省略

有効

省略

無効
指定

有効
無効

暗号化された

True

省略

有効
無効

指定

スナップショットは、親スナッ
プショットと同じ KMS キーを使
用して暗号化されます。
リクエストは
ValidationException で失敗
します。
リクエストは
ValidationException で失敗
します。

有効
無効

暗号化された

False

省略

有効
無効

指定

リクエストは
ValidationException で失敗
します。

有効
無効

暗号化の結果: 親スナップショットなし
次の表は、親スナップショットを使用しない場合の設定の可能な組み合わせごとの暗号化の結果を示して
います。
ParentSnapshotId暗号化された

KmsKeyArn

デフォルトでの 結果
暗号化

省略

省略

有効

True

無効
指定

有効
無効

省略

False

省略

有効
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ParentSnapshotId暗号化された

KmsKeyArn

指定

デフォルトでの 結果
暗号化
無効

スナップショットは暗号化され
ていません。

有効

リクエストは
ValidationException で失敗
します。

無効
省略

省略

省略

指定

有効

スナップショットは、アカウン
トのデフォルトの KMS キーを使
用して暗号化されます。*

無効

スナップショットは暗号化され
ていません。

有効

スナップショット
は、KmsKeyArn 用に指定された
KMS キーを使用して暗号化され
ます。

無効

* このデフォルトの KMS キーは、Amazon EBS 暗号化用のカスタマーマネージドキーまたはデフォルトの
AWS マネージド KMS キーである可能性があります。

署名バージョン 4 の署名の使用
署名バージョン 4 は、HTTP で送信される AWS リクエストに認証情報を追加するプロセスです。セキュ
リティ対策として、ほとんどの AWS へのリクエストでは、アクセスキーを使用して署名する必要があり
ます。アクセスキーは、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーで構成されます。これらの 2 つの
キーは、一般的にセキュリティ認証情報と呼ばれます。アカウントの認証情報を取得する方法について
は、「認証情報の理解および取得」を参照してください。
HTTP リクエストを手動で作成する場合は、リクエストへの署名方法を知っている必要があります。AWS
Command Line Interface (AWS CLI)、またはいずれかの AWS SDK を使用して AWS へのリクエストを作
成すると、これらのツールの設定時に指定したアクセスキーで自動的にリクエストが署名されます。これ
らのツールを使う場合は、自分でリクエストに署名する方法を学ぶ必要はありません。
詳細については、AWS 全般のリファレンスの「署名バージョン 4 で AWS リクエストに署名する」をご参
照ください。

チェックサムの使用
GetSnapshotBlock アクションは、スナップショットのブロック内のデータを返しま
す。PutSnapshotBlock アクションは、スナップショットのブロックにデータを追加します。転送される
ブロックデータは、署名バージョン 4 の署名プロセスの対象外であるため、署名されません。そのため、
データの整合性の検証には、次のようにチェックサムが使用されます
• GetSnapshotBlock アクションを使用する場合、レスポンスは x-amz-Checksum ヘッダーによるブロッ
クデータの Base64 で暗号された SHA256 チェックサムと、x-amz-Checksum-Algorithm ヘッダーによ
るチェックサムアルゴリズムを提供します。返されたチェックサムを使用して、データの整合性が検証
されます。生成したチェックサムが Amazon EBS から提供されたチェックサムと一致しない場合は、
データが有効でないと判断し、リクエストを再試行する必要があります。
• PutSnapshotBlock アクションを使用する場合、リクエストは x-amz-Checksum ヘッダーによるブロッ
クデータの Base64 で暗号された SHA256 チェックサムと、x-amz-Checksum-Algorithm ヘッダーによ
るチェックサムアルゴリズムを提供する必要があります。提供したチェックサムと Amazon EBS によっ
て生成されたチェックサムが照合され、データの整合性が検証されます。両者のチェックサムが対応し
ない場合、リクエストは失敗します。
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• CompleteSnapshot アクションを使用する場合、リクエストは、オプションとしてスナップショットに
追加するデータセット全体に対する Base64 でエンコードされた SHA256 チェックサムの集計を提供
できます。x-amz-Checksum ヘッダーによるチェックサム、x-amz-Checksum-Algorithm ヘッダーによ
るチェックサムアルゴリズム、x-amz-Checksum-Aggregation-Method ヘッダーによるチェックサム集
計方法を提供します。線形集計による集計チェックサムを生成するには、書き込まれた各ブロックの
チェックサムをブロックインデックスの昇順に配置し、これらを連結して単一の文字列を形成します。
次に、SHA256 アルゴリズムを使用して、この文字列全体のチェックサムを生成します。
これらのアクションのチェックサムは、署名バージョン 4 の署名プロセスの一部です。

StartSnapshot API のべき等
べき等は、API リクエストが 1 回だけ完了することを保証します。べき等リクエストでは、元のリクエス
トが正常に完了した場合、その後の再試行は元の成功したリクエストの結果を返し、追加の効果はありま
せん。
StartSnapshot API は、クライアントトークンを使用したべき等をサポートしています。クライアントトー
クンは、API リクエストを行うときに指定する一意の文字列です。API リクエストが正常に完了した後
で、同じクライアントトークンと同じリクエストパラメータを使用して API リクエストを再試行すると、
元のリクエストの結果が返されます。リクエストの再試行で同じクライアントトークンを使用し、リクエ
ストパラメータの 1 つ以上を変更すると、ConflictException エラーが返されます。
独自のクライアントトークンを指定しない場合、AWS SDK はリクエストのクライアントトークンを自動
的に生成し、それがべき等であることを確認します。
クライアントトークンには、64 文字の ASCII 文字を含む任意の文字列を指定できます。同じクライアント
トークンを異なるリクエストに再利用しないでください。
API を使用して独自のクライアントトークンでべき等の StartSnapshot リクエストを行うには
ClientToken リクエストパラメータを指定します。
POST /snapshots HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200618T040724Z
Authorization: <Authentication parameter>
{

}

"VolumeSize": 8,
"ParentSnapshot": snap-123EXAMPLE1234567,
"ClientToken": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"Timeout": 60

AWS CLI を使用して独自のクライアントトークンでべき等の StartSnapshot リクエストを行うには
client-token リクエストパラメータを指定します。
C:\> aws ebs start-snapshot --region us-east-2 --volume-size 8 --parent-snapshot
snap-123EXAMPLE1234567 --timeout 60 --client-token 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

エラー時の再試行
AWS SDK には、エラーレスポンスを返したリクエストを自動的に再試行するロジックが実装されていま
す。AWS SDK による再試行では、ユーザーによる設定が可能です。詳細については、使用する SDK のド
キュメントを参照してください。
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一部のリクエストは、失敗した場合の自動再試行を AWS CLI により設定できます。AWS CLI での再試行
の設定の詳細については、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」の「AWS CLI の再試行」を
参照してください。
AWS クエリ API は、失敗したリクエストの再試行ロジックをサポートしていません。HTTP または
HTTPS リクエストを使用している場合は、クライアントアプリケーション内に再試行ロジックを実装する
必要があります。
詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS でのエラー再試行とエクスポネンシャルバック
オフ」を参照してください。
AWS SDK、AWS CLI、または AWS クエリ API のいずれを使用している場合でも、サーバーのエラー応
答 (5xx) や以下のクライアントエラー応答 (4xx) を受信し、失敗したリクエストについては、常にクライ
アントアプリケーションで再試行を処理する必要があります。
エラーコード

説明

HTTP ステータスコード

スローの原因

ThrottlingException API リクエストの数が、
アカウントに対して許
可された API リクエス
トの最大スロットリン
グ制限を超えました。

400

• CompleteSnapshot

API リクエストの数が、
RequestThrottledException
スナップショットに対
して許可された API リ
クエストの最大スロッ
トリング制限を超えま
した。

400

• GetSnapshotBlock
• ListChangedBlocks
• ListSnapshotBlocks
• PutSnapshotBlock
• StartSnapshot
• GetSnapshotBlock
• PutSnapshotBlock

パフォーマンスの最適化
API リクエストは複数を同時に実行できます。PutSnapshotBlock のレイテンシーが 100 ミリ秒であると
仮定すると、スレッドは 1 秒間に 10 個のリクエストを処理できます。さらに、クライアントアプリケー
ションが複数のスレッドと接続 (100 件の接続など) を作成すると仮定すると、合計で 1 秒あたり 1000 (10
* 100) 件のリクエストを行うことができます。これは、1 秒あたり約 500 MB のスループットに相当しま
す。
次のリストは、アプリケーションで確認すべき項目を示しています。
• スレッドごとに別個の接続を使用しているか? アプリケーションで接続数が制限されている場合、接続
が利用可能になるまで複数のスレッドが待機するため、スループットが低下します。
• アプリケーションで 2 つの書き込みリクエスト間に待機時間があるか? 待機時間があると、スレッドの
有効なスループットが低下します。
• インスタンスの帯域幅制限: インスタンスの帯域幅が他のアプリケーションによって共有されている場
合、PutSnapshotBlock リクエストに使用可能なスループットが制限される場合があります。
ボトルネックを避けるために、アカウントで実行されている他のワークロードに注意してください。ま
た、EBS direct API ワークフロー内に再試行メカニズムを組み込んで、スロットリング、タイムアウト、
サービスの利用不可に対処する必要があります。
EBS direct API Service Quotas を確認し、1 秒あたりに実行できる API リクエストの最大数を判断しま
す。詳細については、AWS 全般のリファレンスの「Amazon Elastic Block Store エンドポイントとクォー
タ」を参照してください。
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EBS direct API の料金
トピック
• API の料金 (p. 1648)
• ネットワークコスト (p. 1648)

API の料金
EBS direct API の使用料金は、リクエストに応じて異なります。詳細については、「Amazon EBS の料金
表」を参照してください。
• ListChangedBlocks および ListSnapshotBlocks API ではリクエストごとに課金されます。例えば、1,000
リクエストあたり 0.0006 USD を請求するリージョンで 100,000 の ListSnapshotBlocks API リクエスト
を行うと、0.06 USD (1,000 リクエストあたり 0.0006 USD × 100) が課金されます。
• GetSnapshotBlock では、返されたブロックごとに課金されます。例えば、返された 1,000 ブロックあ
たり 0.003 USD を請求するリージョンで 100,000 の GetSnapshotBlock API リクエストを行うと、0.30
USD (1,000 ブロックあたり 0.003 USD × 100) が課金されます。
• PutSnapshotBlock では、書き込まれたブロックごとに課金されます。例えば、書き込まれた 1,000 ブ
ロックあたり 0.006 USD を請求するリージョンで 100,000 の PutSnapshotBlock API リクエストを行う
と、0.60 USD (書き込まれた 1,000 ブロックあたり 0.006 USD × 100) が課金されます。

ネットワークコスト
データ転送コスト
非 FIPS エンドポイントを使用する場合、同じ AWS リージョンにある EBS direct API と Amazon EC2 イ
ンスタンス間で直接転送されるデータには課金されません。詳細については、「AWS サービスエンドポ
イント」を参照してください。他の AWS のサービスがデータ転送の経路内に存在する場合は、それらの
サービスに関連するデータ処理コストが課金されます。これらのサービスには、PrivateLink エンドポイン
ト、NAT ゲートウェイ、および Transit Gateway が含まれますが、これらに限定されません。
VPC インターフェイスのエンドポイント
プライベートサブネット内の Amazon EC2 インスタンスもしくは AWS Lambda 関数から EBS direct API
を使用している場合、NAT ゲートウェイの代わりに VPC インターフェイスエンドポイントを使用するこ
とで、ネットワークデータ転送にかかるコストを削減できます。詳細については、「EBS direct API でイ
ンターフェイス VPC エンドポイントを使用する (p. 1648)」を参照してください。

EBS direct API でインターフェイス VPC エンドポイントを使用する
AWS PrivateLink を利用したインターフェース VPC エンドポイントを作成することで、VPC と EBS ダイ
レクト API 間にプライベート接続を確立できます。インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN
接続、または AWS Direct Connect 接続を使用せずに、VPC 内にあるかのように EBS ダイレクト API に
アクセスできます。VPC のインスタンスは、パブリック IP アドレスがなくても EBS direct API と通信で
きます。
インターフェイスエンドポイントに対して有効にする各サブネットにエンドポイントネットワークイン
ターフェイスを作成します。
詳細については、「AWS PrivateLink Guide (AWS PrivateLink ガイド)」の「Access an AWS のサービス
using an interface VPC endpoint (インターフェイス VPC エンドポイントを使用して にアクセスする)」を
参照してください。

EBS ダイレクト API VPC エンドポイントに関する考慮事項
EBS ダイレクト API でインターフェイス VPC エンドポイントを設定する前に、「AWS PrivateLinkガイ
ド」の「考慮事項」を確認してください。
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VPC エンドポイントポリシーは EBS direct API でサポートされていません。デフォルトでは、エンドポイ
ントを通じた EBS direct API へのフルアクセスが許可されています。ただし、セキュリティグループを使
用して、インターフェイスエンドポイントへのアクセスをコントロールできます。

EBS direct API でインターフェイス VPC エンドポイントを作成する
EBS direct API 用の VPC エンドポイントは、Amazon VPC コンソールまたは AWS Command Line
Interface (AWS CLI) で作成できます。詳細については、[AWS PrivateLink Guide] (ガイド) の[Create a
VPC endpoint] (VPC エンドポイントを作成) を参照してください。
EBS direct API 用の VPC エンドポイントを作成するには、次のサービス名を使用します。
• com.amazonaws.region.ebs
エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、リージョンのデフォルト DNS 名 (ebs.useast-1.amazonaws.com など) を使用して、EBS direct API への API リクエストを実行できます。

AWS CloudTrail による EBS direct API の API コールのログ記録
EBS direct API サービスは、AWS CloudTrail に統合されています。CloudTrail は、ユーザー、ロール、
または AWS のサービスによって実行されたアクションを記録するサービスです。CloudTrail は、EBS
direct API で実行されるすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。証跡を作成する場合
は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットへの CloudTrail イベントの継続的な配信を有
効にすることができます。証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event history] (イベント
履歴) で最新の管理イベントを表示できます。データイベントは、イベント履歴にはキャプチャされませ
ん。CloudTrail で収集された情報を使用して、EBS direct API に対するリクエスト、リクエスト元の IP ア
ドレス、リクエストの実行者、リクエスト日時などの詳細を把握できます。
CloudTrail の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

CloudTrail での EBS direct API 情報
AWS アカウントを作成すると、そのアカウントに対して CloudTrail が有効になります。EBS direct API で
サポートされるイベントアクティビティが発生すると、そのアクティビティは CloudTrail イベントとして
AWS のサービスの他のイベントと共に [Event history] (イベント履歴) に記録されます。AWS アカウント
で最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「CloudTrail イベント履歴で
のイベントの表示」を参照してください。
EBS direct API のイベントなど、AWS アカウントのイベントの継続的な記録については、証跡を作成しま
す。[trail] (証跡)より、CloudTrail はログファイルを S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コン
ソールで証跡を作成するときに、証跡がすべての AWS リージョンに適用されます。証跡では、AWS パー
ティションのすべてのリージョンからのイベントがログに記録され、指定した S3 バケットにログファイ
ルが配信されます。さらに、CloudTrail・ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに基づ
く対応するためにその他の AWS のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。
•
•
•
•

追跡を作成するための概要
CloudTrail のサポート対象サービスと統合
Amazon SNS の CloudTrail の通知の設定
「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから
CloudTrail ログファイルを受け取る」

サポートされている API アクション
EBS direct API のために CloudTrail を使用すると、以下の 2 種類のイベントをログに記録できます。
• 管理イベント — 管理イベントでは、AWS アカウントのスナップショットで実行される管理オペレー
ションについて知ることができます。以下の API アクションは、デフォルトで管理イベントとして証跡
に記録されます。
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• StartSnapshot
• CompleteSnapshot
管理イベントの記録については、「CloudTrail ユーザーガイド」の「証跡での管理イベントの記録」を
参照してください。
• データイベント — これらのイベントでは、スナップショット上またはスナップショット内で実行された
スナップショットオペレーションについての洞察が得られます。次の API アクションは、オプションで
データイベントとして証跡に記録できます。
• ListSnapshotBlocks
• ListChangedBlocks
• GetSnapshotBlock
• PutSnapshotBlock
証跡の作成時、デフォルトでは、データイベントは記録されません。EBS direct API コールのデータ
イベントを記録するには、アドバンストイベントセレクターのみを使用できます。詳細については、
「CloudTrail ユーザーガイド」の「証跡でのデータイベントのログ記録」を参照してください。

Note
共有されているスナップショットに対してアクションを実行した場合、データイベントはス
ナップショットを所有する AWS アカウントに送信されません。

アイデンティティ情報
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。
• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか.
• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。
詳細については、「 CloudTrail userIdentityElement」を参照してください。

EBS direct API のログファイルエントリを理解する
証跡は、指定した S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できます。CloudTrail
ログファイルには、1 つ以上のログエントリがあります。イベントはあらゆるソースからの単一のリクエ
ストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラメータなどの情報が含
まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースではな
いため、特定の順序では表示されません。
以下に CloudTrail ログエントリの例を示します。
StartSnapshot
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "user"
},
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}

"eventTime": "2020-07-03T23:27:26Z",
"eventSource": "ebs.amazonaws.com",
"eventName": "StartSnapshot",
"awsRegion": "eu-west-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "PostmanRuntime/7.25.0",
"requestParameters": {
"volumeSize": 8,
"clientToken": "token",
"encrypted": true
},
"responseElements": {
"snapshotId": "snap-123456789012",
"ownerId": "123456789012",
"status": "pending",
"startTime": "Jul 3, 2020 11:27:26 PM",
"volumeSize": 8,
"blockSize": 524288,
"kmsKeyArn": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
},
"requestID": "be112233-1ba5-4ae0-8e2b-1c302EXAMPLE",
"eventID": "6e12345-2a4e-417c-aa78-7594fEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"

CompleteSnapshot
{

}

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "user"
},
"eventTime": "2020-07-03T23:28:24Z",
"eventSource": "ebs.amazonaws.com",
"eventName": "CompleteSnapshot",
"awsRegion": "eu-west-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "PostmanRuntime/7.25.0",
"requestParameters": {
"snapshotId": "snap-123456789012",
"changedBlocksCount": 5
},
"responseElements": {
"status": "completed"
},
"requestID": "be112233-1ba5-4ae0-8e2b-1c302EXAMPLE",
"eventID": "6e12345-2a4e-417c-aa78-7594fEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"

ListSnapshotBlocks
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAT4HPB2AO3JEXAMPLE",
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"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/user",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "user"

}

},
"eventTime": "2021-06-03T00:32:46Z",
"eventSource": "ebs.amazonaws.com",
"eventName": "ListSnapshotBlocks",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "111.111.111.111",
"userAgent": "PostmanRuntime/7.28.0",
"requestParameters": {
"snapshotId": "snap-abcdef01234567890",
"maxResults": 100,
"startingBlockIndex": 0
},
"responseElements": null,
"requestID": "example6-0e12-4aa9-b923-1555eexample",
"eventID": "example4-218b-4f69-a9e0-2357dexample",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "123456789012",
"type": "AWS::EC2::Snapshot",
"ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-abcdef01234567890"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Data",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
"clientProvidedHostHeader": "ebs.us-west-2.amazonaws.com"
}

ListChangedBlocks
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAT4HPB2AO3JEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/user",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "user"
},
"eventTime": "2021-06-02T21:11:46Z",
"eventSource": "ebs.amazonaws.com",
"eventName": "ListChangedBlocks",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "111.111.111.111",
"userAgent": "PostmanRuntime/7.28.0",
"requestParameters": {
"firstSnapshotId": "snap-abcdef01234567890",
"secondSnapshotId": "snap-9876543210abcdef0",
"maxResults": 100,
"startingBlockIndex": 0
},
"responseElements": null,
"requestID": "example0-f4cb-4d64-8d84-72e1bexample",
"eventID": "example3-fac4-4a78-8ebb-3e9d3example",
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}

"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "123456789012",
"type": "AWS::EC2::Snapshot",
"ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-abcdef01234567890"
},
{
"accountId": "123456789012",
"type": "AWS::EC2::Snapshot",
"ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-9876543210abcdef0"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Data",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
"clientProvidedHostHeader": "ebs.us-west-2.amazonaws.com"
}

GetSnapshotBlock
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAT4HPB2AO3JEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/user",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "user"
},
"eventTime": "2021-06-02T20:43:05Z",
"eventSource": "ebs.amazonaws.com",
"eventName": "GetSnapshotBlock",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "111.111.111.111",
"userAgent": "PostmanRuntime/7.28.0",
"requestParameters": {
"snapshotId": "snap-abcdef01234567890",
"blockIndex": 1,
"blockToken": "EXAMPLEiL5E3pMPFpaDWjExM2/mnSKh1mQfcbjwe2mM7EwhrgCdPAEXAMPLE"
},
"responseElements": null,
"requestID": "examplea-6eca-4964-abfd-fd9f0example",
"eventID": "example6-4048-4365-a275-42e94example",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "123456789012",
"type": "AWS::EC2::Snapshot",
"ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-abcdef01234567890"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Data",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-SHA",

1653

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EBS スナップショット

}

}

"clientProvidedHostHeader": "ebs.us-west-2.amazonaws.com"

PutSnapshotBlock
{

}

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAT4HPB2AO3JEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/user",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "user"
},
"eventTime": "2021-06-02T21:09:17Z",
"eventSource": "ebs.amazonaws.com",
"eventName": "PutSnapshotBlock",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "111.111.111.111",
"userAgent": "PostmanRuntime/7.28.0",
"requestParameters": {
"snapshotId": "snap-abcdef01234567890",
"blockIndex": 1,
"dataLength": 524288,
"checksum": "exampleodSGvFSb1e3kxWUgbOQ4TbzPurnsfVexample",
"checksumAlgorithm": "SHA256"
},
"responseElements": {
"checksum": "exampleodSGvFSb1e3kxWUgbOQ4TbzPurnsfVexample",
"checksumAlgorithm": "SHA256"
},
"requestID": "example3-d5e0-4167-8ee8-50845example",
"eventID": "example8-4d9a-4aad-b71d-bb31fexample",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "123456789012",
"type": "AWS::EC2::Snapshot",
"ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-abcdef01234567890"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Data",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
"clientProvidedHostHeader": "ebs.us-west-2.amazonaws.com"
}

よくある質問
ステータスが保留中になっているスナップショットに、EBS direct API からアクセスできますか?
いいえ。スナップショットは、完了ステータスの場合のみアクセスできます。
ブロックインデックスは、EBS direct API から数値順に返されますか?
はい。返されるブロックインデックスは一意で、数値順になっています。
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MaxResults パラメータ値が 100 未満のリクエストを送信できますか?
いいえ。使用できる最小の MaxResult パラメータ値は 100 です。MaxResult パラメータ値が 100 未
満のリクエストを送信し、スナップショット内に 100 を超えるブロックがあった場合、API は最低
100 の結果を返します。
複数の API リクエストを同時に実行できますか?
API リクエストは複数を同時に実行できます。ボトルネックを避けるために、アカウントで実行され
ている他のワークロードに注意してください。また、EBS direct API ワークフロー内に再試行メカニ
ズムを組み込んで、スロットリング、タイムアウト、サービスの利用不可に対処する必要がありま
す。詳細については、「パフォーマンスの最適化 (p. 1647)」を参照してください。
EBS direct API Service Quotas を確認して、1 秒あたりに実行できる API リクエストの数を判断しま
す。詳細については、AWS 全般のリファレンスの「Amazon Elastic Block Store エンドポイントと
クォータ」を参照してください。
ListChangedBlocks アクションを実行したときに、スナップショット内にブロックがあっても空のレスポ
ンスが返されることがありますか?
はい。スナップショット内の変更されたブロックが少ない場合、レスポンスは空になる場合がありま
す。ただし、API は次ページのトークン値を返します。次ページのトークン値を使用して、結果の次
ページに進みます。API から返された次ページのトークン値が null である場合は、結果の最終ページ
に達したことを確認できます。
NextToken パラメータと StartingBlockIndex パラメータを一緒に指定した場合、どちらのパラメータが使
用されますか?
NextToken が使用され、StartingBlockIndex は無視されます。
ブロックトークンとネクストトークンの有効期間はどれくらいですか?
ブロックトークンの有効期間は 7 日で、ネクストトークンの有効期間は 60 分です。
暗号化されたスナップショットはサポートされますか?
はい。暗号化されたスナップショットには、EBS ダイレクト API を使用してアクセスできます。
暗号化されたスナップショットにアクセスするには、スナップショットの暗号化に使用された KMS
キーおよび AWS KMS 復号アクションへのアクセス権が必要です。ユーザーに割り当てる AWS
KMS ポリシーについては、このガイドの前半にある「EBS ダイレクト API 用の IAM アクセス許
可 (p. 1628)」セクションを参照してください。
パブリックスナップショットはサポートされていますか?
パブリックスナップショットはサポートされていません。
スナップショットブロックのリストは、スナップショット内のすべてのブロックインデックスとブロック
トークンを返すのですか、それともデータが書き込まれたものだけを返すのですか?
データが書き込まれたブロックインデックスとブロックトークンのみを返します。
セキュリティ分析および運用に関するトラブルシューティングを行うために、アカウントで EBS direct
API によって実行された API コールの履歴を取得できますか?
はい。アカウントで EBS direct API によって実行された API コールの履歴を取得するには、AWS
Management Console で AWS CloudTrail を有効にします。詳細については、「AWS CloudTrail によ
る EBS direct API の API コールのログ記録 (p. 1649)」を参照してください。

スナップショットライフサイクルの自動化
Amazon Data Lifecycle Manager を使用して、Amazon EBS ボリュームをバックアップするスナップ
ショットの作成、保持、削除を自動化できます。
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詳細については、「Amazon Data Lifecycle Manager (p. 1656)」を参照してください。

Amazon Data Lifecycle Manager
Amazon Data Lifecycle Manager を使用して、EBS スナップショットと EBS-backed AMI の作成、保持、
削除を自動化できます。スナップショットと AMI 管理を自動化すると、次のことができるようになりま
す。
• 定期的なバックアップスケジュールを実施して貴重なデータを保護する。
• 定期的に更新できる標準化された AMI を作成する。
• 監査担当者または社内のコンプライアンスが必要とするバックアップを保持する。
• 古いバックアップを削除してストレージコストを削減する。
• 分離されたアカウントにデータをバックアップする災害対策バックアップポリシーを作成する。
Amazon Data Lifecycle Manager を Amazon CloudWatch Events および AWS CloudTrail のモニタリング
機能と組み合わせると、追加コストなしで Amazon EC2 インスタンスと個々の EBS ボリュームを完全に
バックアップできます。

Important
Amazon Data Lifecycle Manager は、他の方法で作成されたスナップショットまたは AMI の管理
には使用できません。
Amazon Data Lifecycle Manager を使用して、instance store-backed AMI の作成、保持、削除を
自動化することはできません。
コンテンツ
• Amazon Data Lifecycle Manager の仕組み (p. 1656)
• クォータ (p. 1659)
• スナップショットのライフサイクルの自動化 (p. 1659)
• AMI ライフサイクルの自動化 (p. 1672)
• クロスアカウントのスナップショットコピーの自動化 (p. 1678)
• ライフサイクルポリシーの表示、変更、および削除 (p. 1686)
• AWS Identity and Access Management (p. 1690)
• スナップショットと AMI のライフサイクルのモニタリング (p. 1698)

Amazon Data Lifecycle Manager の仕組み
以下はAmazon Data Lifecycle Managerの主要な要素です。
要素
• スナップショット (p. 1656)
• EBS-backed AMI (p. 1657)
•
•
•
•

[Target resource tags] (ターゲットのリソースタグ) (p. 1657)
Amazon Data Lifecycle Manager のタグ (p. 1657)
ライフサイクルポリシー (p. 1657)
ポリシースケジュール (p. 1658)

スナップショット
スナップショットは、EBS ボリュームからデータをバックアップするための主な手段です。ストレージコ
ストを節約するために、連続するスナップショットは増分で、以前のスナップショット以降に変更された
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ボリュームデータのみが含まれています。ボリュームの一連のスナップショットでスナップショットを 1
つ削除すると、そのスナップショットに固有のデータだけが削除されます。キャプチャされたボリューム
の残りの部分は保存されます。詳細については、「Amazon EBS スナップショット (p. 1555)」を参照し
てください。

EBS-backed AMI
Amazon マシンイメージ (AMI) には、インスタンスの起動に必要な情報が用意されています。同じ設定で
複数のインスタンスが必要な場合は、1 つの AMI から複数のインスタンスを起動できます。Amazon Data
Lifecycle Manager は、EBS-backed AMI のみをサポートします。EBS-backed AMI には、ソースインスタ
ンスにアタッチされた各 EBS ボリュームのスナップショットが含まれます。詳細については、「Amazon
マシンイメージ (AMI) (p. 21)」を参照してください。

[Target resource tags] (ターゲットのリソースタグ)
Amazon Data Lifecycle Manager はリソースタグを使用して、バックアップするリソースを特定します。
タグは、AWS リソース (Amazon EC2 インスタンス、EBS ボリューム、スナップショットなど) に割り当
てることができるカスタマイズ可能なメタデータです。Amazon Data Lifecycle Manager ポリシー (後で
説明) は、1 つのタグを使用してバックアップ用のインスタンスとボリュームをターゲットとします。ボ
リュームで複数のポリシーを実行する場合は、複数のタグをインスタンスまたはボリュームに割り当てる
ことができます。
タグキーに \ や = の文字を使用することはできません。ターゲットリソースタグでは大文字と小文字が区
別されます。詳細については、「Amazon EC2 リソースのタグ付け (p. 1874)」を参照してください。

Amazon Data Lifecycle Manager のタグ
Amazon Data Lifecycle Manager は、ポリシーによって作成されたすべてのスナップショットと AMI に対
し以下のようなタグを適用することで、他の方法で作成されたスナップショットや AMI と区別します。
• aws:dlm:lifecycle-policy-id
• aws:dlm:lifecycle-schedule-name
• aws:dlm:expirationTime – 期間ベースのスケジュールにより作成されたスナップショット用。ス
ナップショットを標準階層から削除する時期を表します。
• aws:dlm:managed
• aws:dlm:archived – スケジュールによりアーカイブされたスナップショット用。
作成時に、スナップショットと AMI に適用するカスタムタグを指定することもできます。タグキーに \ や
= の文字を使用することはできません。
Amazon Data Lifecycle Manager がボリュームをスナップショットポリシーに関連付けるために使用する
ターゲットタグは、オプションで、ポリシーによって作成されたスナップショットに適用できます。同様
に、インスタンスを AMI ポリシーに関連付けるために使用するターゲットタグは、ポリシーによって作成
された AMI にオプションで適用できます。

ライフサイクルポリシー
ライフサイクルポリシーは、以下のコア設定で構成されています。
• [ポリシータイプ] — ポリシーが管理できるリソースタイプを定義します。Amazon Data Lifecycle
Manager は、次の種類のライフサイクルポリシーをサポートします。
• スナップショットライフサイクルポリシー — EBS スナップショットのライフサイクルを自動化する
ために使用します。これらのポリシーは、個々の EBS ボリュームまたはインスタンスに添付されたす
べての EBS ボリュームをターゲットにすることができます。
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• EBS-backed AMI ライフサイクルポリシー — EBS-backed AMI とそれをバックアップするスナップ
ショットのライフサイクルを自動化するために使用します。このポリシーは、インスタンスのみを
ターゲットにすることができます。
• クロスアカウントコピーイベントポリシー — アカウント間のスナップショットのコピーを自動化する
ために使用します。このポリシータイプは、アカウント間でスナップショットを共有する EBS スナッ
プショットポリシーと組み合わせて使用します。
• リソースタイプ — ポリシーの対象となるリソースタイプを定義します。スナップショットライフサイク
ルポリシーは、インスタンスまたはボリュームをターゲットにすることができます。VOLUME を使用し
て個々のボリュームのスナップショットを作成するか、INSTANCE を使用してインスタンスにアタッチ
されたすべてのボリュームのマルチボリュームスナップショットを作成します。詳細については、「マ
ルチボリュームスナップショット (p. 1561)」を参照してください。AMI ライフサイクルポリシーは、イ
ンスタンスのみをターゲットにすることができます。ターゲットインスタンスにアタッチされているす
べてのボリュームのスナップショットを含む 1 つの AMI が作成されます。
• ターゲットタグ— ポリシーのターゲットになるようにするために、EBS ボリュームまたは Amazon
EC2 インスタンスに関連付ける必要のあるタグを指定します。
• ポリシースケジュール (スナップショットポリシーと AMI ポリシーのみ) - スナップショットまたは
AMI を作成するタイミングと、それらを保持する期間を定義します。詳細については、「ポリシースケ
ジュール (p. 1658)」を参照してください。
例えば、次のような設定でポリシーを作成できます。
• account のキーと finance の値のタグを持つすべての EBS ボリュームを管理します。
• 24 では、 スナップショットを 0900 UTC 時間ごとに作成します。
• 最新の 5 つのスナップショットのみを保持します。
• スナップショットの作成を毎日 0959 UTC までに開始します。

ポリシースケジュール
ポリシースケジュールは、ポリシーによってスナップショットまたは AMI が作成されるタイミングを定義
します。ポリシーは、最大 4 つのスケジュール — (1 つの必須スケジュールと、最大 3 つのオプションの
スケジュール) を持つことができます。
1 つのポリシーに複数のスケジュールを追加すると、同じポリシーを使用して異なる頻度でスナップ
ショットまたは AMI を作成できます。例えば、毎日、毎週、毎月、および毎年のスナップショットを作成
する単一のポリシーを作成できます。これにより、複数のポリシーを管理する必要がなくなります。
スケジュールごとに、頻度、高速スナップショット復元設定 (スナップショットライフサイクルポリシー
のみ)、クロスリージョンのコピールール、およびタグを定義できます。スケジュールに割り当てられてい
るタグは、そのスケジュールが初期化された時点で作成される、スナップショットまたは AMI に自動的に
割り当てられます。さらに、Amazon Data Lifecycle Manager は、スケジュールの頻度に基づいて、シス
テム生成タグを各スナップショットまたは AMI に自動的に割り当てます。
各スケジュールは、その頻度に基づいて個別に初期化されます。複数のスケジュールが同時に初期化され
た場合、Amazon Data Lifecycle Manager はスナップショットまたは AMI を 1 つだけ作成し、保持期間が
最も長いスケジュールのスナップショット保持設定を適用します。初期化されたすべてのスケジュールの
タグがスナップショットまたは AMI に適用されます。
• (スナップショットライフサイクルポリシーのみ) 初期化された 1 つ以上のスケジュールで高速スナップ
ショット復元が有効になっている場合、初期化されたすべてのスケジュールで指定されている、すべて
のアベイラビリティーゾーンで、スナップショットの高速スナップショット復元が有効化されます。初
期化されたスケジュールの最も長い保持設定が、各アベイラビリティーゾーンに対して使用されます。
• 初期化された複数のスケジュールでクロスリージョンコピーが有効化されている場合は、それらのスケ
ジュール全体で指定されているすべてのリージョンに対し、スナップショットもしくは AMI がコピーさ
れます。初期化されたスケジュールの最も長い保存期間が適用されます。
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クォータ
AWS アカウントには、Amazon Data Lifecycle Manager に関連する次のクォータがあります。
説明

クォータ

リージョンごとのライフサイク
ルポリシー

100

リソースあたりのタグ

45

スナップショットのライフサイクルの自動化
以下の手順では、Amazon Data Lifecycle Manager を使用して Amazon EBS スナップショットのライフサ
イクルを自動化する方法を示します。
トピック
• スナップショットライフサイクルポリシーを作成する (p. 1659)
• スナップショットライフサイクルポリシーに関する考慮事項 (p. 1669)
• その他のリソース (p. 1672)

スナップショットライフサイクルポリシーを作成する
スナップショットのライフサイクルポリシーを作成するには、次のいずれかの手順を使用します。
Console

スナップショットのポリシーを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Elastic Block Store]、[ライフサイクルマネージャー]、[ライフサイク
ルポリシーの作成] の順に選択します。

3.

リポジトリの [ポリシータイプの選択] 画面で、[EBS スナップショットポリシー] を選択し、[次
へ] をクリックします。

4.

[Target resources] (ターゲットリソース) セクションで、以下の操作を行います。
a.

[Target resource types] (ターゲットリソースタイプ) で、バックアップするリソースの種
類を選択します。Volume を選択して個々のボリュームのスナップショットを作成する
か、Instance を選択してインスタンスにアタッチされたボリュームからマルチボリューム
スナップショットを作成します。

b.

(AWS Outpost のお客様のみ) [Target resource location] (ターゲットリソースの場所) で、
ターゲットリソースが存在する場所を指定します。
• ターゲットリソースが AWS リージョンにある場合は、[AWS Region] (リージョン) を選択
します。Amazon Data Lifecycle Manager は、現在のリージョン内で、一致するターゲッ
トタグを持つ、指定されたタイプのすべてのリソースをバックアップします。リソースが
リージョンにある場合、ポリシーによって作成されたスナップショットも、同じリージョ
ンに保存されます。
• ターゲットリソースがアカウントの Outpost にある場合は、[AWS Outpost] を選択しま
す。Amazon Data Lifecycle Manager は、アカウントのすべての Outpost 内で、一致する
ターゲットタグを持つ、指定されたタイプのすべてのリソースをバックアップします。リ
ソースが Outpost にある場合、ポリシーによって作成されたスナップショットは、リソー
スと同じリージョンか、同じ Outpost のどちらかに保存できます。
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• アカウントで Outposts を使用していない場合、このオプションは非表示になり、AWS
リージョンが選択されます。
c.

[Target resource tags] (ターゲットリソースタグ) で、バックアップするボリュームもしくは
インスタンスを識別する、リソースタグを選択します。ポリシーでは、指定されたタグキー
と値のペアを持つリソースのみがバックアップされます。

5.

[説明] にポリシーの簡単な説明を入力します。

6.

[IAM ロール] では、スナップショットの管理、ならびにボリュームとインスタンスの記述に必要
な、アクセス許可を持つ IAM ロールを選択します。Amazon Data Lifecycle Manager が提供する
デフォルトのロールを使用するには、[デフォルトのロール] を選択します。以前に作成したカス
タム IAM ロールを使用する場合には、[別のロールを選択] をクリックした上で、使用するロール
を選択します。

7.

[ポリシータグ] に、ライフサイクルポリシーに適用されるタグを追加します。これらのタグは、
ポリシーを識別および分類するために使用することができます。

8.

[Policy status] (ポリシーステータス) では、[Enable] (有効化) を選択すると、次のスケジュールし
た時刻にポリシーが実行されます。ポリシーが実行されないようにするには、[Disable policy] (ポ
リシーの無効化) を選択します。ここでポリシーを有効にしない場合、作成後に手動で有効にする
まで、スナップショットの作成は開始されません。

9.

(インスタンスをターゲットとするポリシーのみ) デフォルトでは、Amazon Data Lifecycle
Manager は、ターゲットインスタンスにアタッチされたすべてのボリュームのスナップショット
を作成します。ただし、アタッチされたボリュームのサブセットのスナップショットを作成する
こともできます。[Parameters] (パラメータ) セクションで、次を実行します。
• ターゲットインスタンスにアタッチされたルートボリュームのスナップショットを作成しない
場合は、[Exclude root volume] (ルートボリュームを除外) を選択します。このオプションを選
択すると、ターゲットインスタンスにアタッチされているデータ (非ルート) ボリュームのみが
マルチボリュームスナップショットセットに含まれます。
• ターゲットインスタンスにアタッチされたデータ (非ルート) ボリュームのサブセットのスナッ
プショットを作成する場合は、[Exclude specific data volumes] (特定のデータボリュームを除
外) を選択し、スナップショットを作成しないデータボリュームを識別するために使用するタグ
を指定します。Amazon Data Lifecycle Manager は、指定されたタグのいずれかを含むデータ
ボリュームのスナップショットを作成しません。Amazon Data Lifecycle Manager は、指定さ
れたタグを持たないデータボリュームのスナップショットのみを作成します。

10. [Next] を選択します。
11. [スケジュールの設定] 画面で、ポリシースケジュールを設定します。ポリシーには、最大 4 つの
スケジュールを含めることができます。スケジュール 1 は必須です。スケジュール 2、3、および
4 はオプションです。追加したポリシースケジュールごとに、以下の操作を行います。
a.

[スケジュールの詳細] セクションで、次の操作を行います。
i.

[スケジュール名] で、スケジュールの分かりやすい名前を指定します。

ii.

[頻度]とそれに関連するフィールドで、ポリシーの実行間隔を設定します。ポリシー
の実行は、日次、週次、月次、年次のいずれかのスケジュールで設定できます。また
は、[カスタム cron 式] をクリックし、最長 1 年の間隔を指定します。詳細について
は、Amazon CloudWatch Events ユーザーガイドの「Cron 式」を参照してください。

Note
スケジュールに対しスナップショットのアーカイブを有効にする必要がある場
合は、その頻度に、[monthly] (毎月) または [yearly] (毎年) のいずれかを選択す
る必要があります。または、作成頻度が 28 日以上の CRON 式を指定します。
頻度を毎月とし、特定の週の特定の日 (例えば、その月の第 2 木曜日) にスナッ
プショットを作成する場合、カウントベースのスケジュールでは、アーカイブ
階層の保存回数は 4 以上にする必要があります。
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iii.

[開始時刻] では、ポリシー実行の開始予定時刻を指定します。初回のポリシー実行は、
予定時刻から 1 時間以内に開始されます。時刻は、hh:mm UTC 形式で入力する必要が
あります。

iv.

[保持タイプ] では、スケジュールによって作成されるスナップショットの保持ポリシー
を指定します。スナップショットは、総数または期間に基づいて保持できます。
• (カウントベースの保存) スナップショットアーカイブを有効にしない場合、この範囲
は 1～1000 にできます。スナップショットアーカイブを有効にしている場合の範囲
は、0～1000 です。回数として 0 を指定した場合、スナップショットは作成後すぐに
アーカイブされます。
• (期間ベースの保持) スナップショットアーカイブを有効にしない場合の範囲は、1 日
間から 100 年間です。スナップショットアーカイブを有効にした場合、この範囲は 0
日間から 100 年間です。日数として 0 日を指定した場合は、スナップショットは作成
後すぐにアーカイブされます。

Note
• すべてのスケジュールは、同じ保持タイプ (期間ベースまたはカウントベー
ス) にする必要があります。保持タイプを指定できるのは、スケジュール 1 の
みです。スケジュール 2、3、4 は、スケジュール 1 から保持タイプを継承し
ます。各スケジュールには、独自の保持回数または期間を設定できます。
• 高速スナップショット復元、クロスリージョンコピー、またはスナップ
ショットの共有を有効にする場合は、保持回数で 1 以上を、または保持期
間で 1 日以上を指定する必要があります。
• スナップショットアーカイブを有効にすると、この保存ルールによって、
アーカイブされる前のスナップショットが標準階層に保持される期間が決定
されます。標準階層の保持期間がしきい値に達すると、スナップショットは
完全なスナップショットに変換され、アーカイブ階層に移動されます。
v.

(AWS Outposts Outposts のお客様のみ) [Snapshot destination] (スナップショットの送信
先) で、ポリシーによって作成されるスナップショットを送信する先を指定します。
• ポリシーがリージョンのリソースをターゲットにしている場合、スナップショット
は、同じ AWS リージョンに作成されます。リージョンは自動的に選択されます。
• ポリシーが Outpost のリソースをターゲットにしている場合は、スナップショット
の作成先をソースリソースと同じ Outpost、または、その Outpost に関連付けられた
リージョンのどちらかで選択できます。
• アカウントで Outposts を使用していない場合、このオプションは非表示にな
り、AWS リージョンが選択されます。

b.

c.

[タグ付け] セクションで、以下を実行します。
i.

ソースボリュームのすべてのユーザー定義タグを、スケジュールにより作成されたス
ナップショットにコピーするには、[ソースからタグをコピー] を選択します。

ii.

他のタグを指定し、このスケジュールによって作成されたスナップショットに割り当て
るには、[タグを追加] をクリックします。

(ボリュームをターゲットとするポリシーのみ) [Snapshot archiving] (スナップショットのアー
カイブ) セクションで、次の操作を行います。

Note
スナップショットのアーカイブを有効にできるのは、ポリシー内で 1 つのスケ
ジュールのみです。
i.

スケジュールのスナップショットアーカイブを有効にするには、[Archive snapshots
created by this schedule] (このスケジュールで作成されたスナップショットをアーカイ
ブする) を選択します。
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Note
スナップショットのアーカイブを有効にできるのは、スナップショットの作成
頻度に毎月または毎年を設定した場合、または作成頻度が 28 日以上の cron 式
を指定した場合のみです。
ii.

アーカイブ層のスナップショットのための保存ルールを指定します。
• [count-based schedules] (カウントベースのスケジュール) で、アーカイブ層に保持
するスナップショットの数を指定します。保持数のしきい値に達した場合は、最も古
いスナップショットが完全にアーカイブ階層から削除されます。例えば、3 を指定し
た場合、スケジュールは最大 3 つのスナップショットをアーカイブ階層に保持しま
す。4 番目のスナップショットをアーカイブする際には、アーカイブ階層に既存の 3
つのスナップショットのうち、最も古いものが削除されます。
• [age-based schedules] (期間ベースのスケジュール) で、アーカイブ階層でのスナッ
プショットの保持期間を指定します。保持数のしきい値に達した場合は、最も古いス
ナップショットが完全にアーカイブ階層から削除されます。例えば、120 日間を指定
した場合、その期間に達したスナップショットは、スケジュールによりアーカイブ階
層から自動的に削除されます。

Important
アーカイブされたスナップショットの最小保持期間は 90 日です。スナップ
ショットを少なくとも 90 日間保持する保存ルールを指定する必要があります。
d.

スケジュールによって作成されたスナップショットで高速スナップショット復元を有効化す
るには、[高速スナップショット復元] セクションで、[スナップショットの高速復元を有効
化する] を選択します。高速スナップショット復元を有効にする場合は、特定のアベイラビ
リティーゾーンを選択する必要があります。保存期間に基づく保持スケジュールを使用する
場合は、各スナップショットに対して高速スナップショット復元を有効にする期間を指定す
る必要があります。スケジュールでカウントベースの保持を使用する場合は、高速スナップ
ショット復元を有効にするスナップショットの最大数を指定する必要があります。
スケジュールが Outpost にスナップショットを作成している場合、高速スナップショット復
元を有効にすることはできません。高速スナップショット復元は、Outpost に保存されてい
るローカルスナップショットではサポートされません。

Note
特定のアベイラビリティーゾーンでスナップショットの高速スナップショット復元
を有効にしている時間中は、請求が発生します。料金は 1 時間を最小として時間単
位で計算されます。
e.

スケジュールによって作成されたスナップショットを、Outpost または別のリージョンにコ
ピーするには、[クロスリージョンのコピー] セクションで、[クロスリージョンコピーを有効
化する] 選択します。
スケジュールによってリージョンにスナップショットが作成されている場合は、アカウン
ト内で最大 3 つの異なるリージョンあるいは Outposts に対し、そのスナップショットをコ
ピーできます。コピー先となるリージョンまたは Outposts ごとに、個別のクロスリージョン
コピールールを指定する必要があります。
リージョンまたは Outposts ごとに、異なる保持ポリシーを選択できます。また、すべてのタ
グをコピーするか、いずれのタグもコピーしないかを選択できます。ソーススナップショッ
トが暗号化されている場合、またはデフォルトの暗号化が有効化されている場合には、コ
ピーされたスナップショットも暗号化されます。ソーススナップショットが暗号化されてい
ない場合には、暗号化できます。KMS キー を指定しない場合、スナップショットは、各送
信先リージョンにおける EBS 暗号化用のデフォルト KMS キー を使用して暗号化されます。
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送信先リージョンで KMS キー を指定する場合、選択した IAM ロールには KMS キー へのア
クセス権が必要です。

Note
リージョンごとのスナップショットの同時コピー数を超えないようにする必要があ
ります。
ポリシーが Outpost にスナップショットを作成している場合、リージョンまたは別の
Outpost に対し、そのスナップショットをコピーすることはできません。また、クロスリー
ジョンコピー設定は使用できません。
f.

[クロスアカウントの共有] で、スケジュールによって作成されたスナップショットを、他の
AWS アカウントと自動的に共有するためのポリシーを設定します。次の作業を行います。
i.

他の AWS アカウントとの共有を有効にするには、[クロスアカウントの共有を有効化す
る] を選択します。

ii.

スナップショットを共有するアカウントを追加するには、[アカウントを追加] をクリッ
クし、12 桁の AWS アカウント ID を入力した後、[追加] をクリックします。

iii.

スナップショットの共有を特定の期間後に自動的に解除するには、[Unshare
automatically] (共有を自動解除する) を選択します。スナップショットの共有の自動解
除を選択した場合、自動的な共有解除が実行されるまでの期間は、ポリシーがスナップ
ショットを保持する期間より長くすることはできません。例えば、ポリシーの保存設定
でスナップショットが 5 日間保持される場合、スナップショットの共有を自動的に解除
するまでの期間としてポリシーに設定できるのは、最大 4 日間です。これは、期間ベー
スおよび数値ベースのスナップショット保持設定を持つポリシーに適用されます。
自動的な共有解除を有効にしない場合、スナップショットは削除されるまで共有されま
す。

Note
共有できるのは、暗号化されていないスナップショットまたは カスタマーマ
ネージド型キー を使用して暗号化されたスナップショットだけです。デフォ
ルトの EBS 暗号化 KMS キー で暗号化されたスナップショットを共有するこ
とはできません。暗号化されたスナップショットを共有する場合は、ソースボ
リュームの暗号化に使用された KMS キー も、ターゲットアカウントと共有す
る必要があります。詳細については、「AWS Key Management Service デベ
ロッパーガイド」の「他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可す
る」を参照してください。
g.

新たにスケジュールを追加するには、画面の上部にある [他のスケジュールを追加する] をク
リックします。追加スケジュールごとに、このトピックの説明にならってフィールドを設定
します。

h.

必要なスケジュールを追加したら、[ポリシーをレビュー] をクリックします。

12. ポリシーの概要を確認した後、[ポリシーを作成] をクリックします。
Command line
スナップショットのライフサイクルポリシーを作成するには、create-lifecycle-policy コマンドを使用
します。PolicyType で、EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT を指定する。

Note
構文を簡略化するために、次の例では、ポリシーの詳細を含む JSON ファイ
ル、policyDetails.json を使用しています。
例 1 – 2 つのスケジュールを持つスナップショットライフサイクルポリシー
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この例では、値が 115 で costcenter のタグキーを持つすべてのボリュームのスナップショットを
作成するスナップショットライフサイクルポリシーを作成します。ポリシーには、2 つのスケジュー
ルが含まれます。最初のスケジュールでは、毎日 03:00 UTC にスナップショットが作成されます。2
番目のスケジュールでは、毎週金曜日の 17:00 (UTC) に週次のスナップショットが作成されます。
aws dlm create-lifecycle-policy \
--description "My volume policy" \
--state ENABLED --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
--policy-details file://policyDetails.json

次は、policyDetails.json ファイルの例です。
{

]}

"PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
"ResourceTypes": [
"VOLUME"
],
"TargetTags": [{
"Key": "costcenter",
"Value": "115"
}],
"Schedules": [{
"Name": "DailySnapshots",
"TagsToAdd": [{
"Key": "type",
"Value": "myDailySnapshot"
}],
"CreateRule": {
"Interval": 24,
"IntervalUnit": "HOURS",
"Times": [
"03:00"
]
},
"RetainRule": {
"Count": 5
},
"CopyTags": false
},
{
"Name": "WeeklySnapshots",
"TagsToAdd": [{
"Key": "type",
"Value": "myWeeklySnapshot"
}],
"CreateRule": {
"CronExpression": "cron(0 17 ? * FRI *)"
},
"RetainRule": {
"Count": 5
},
"CopyTags": false
}

リクエストが成功すると、コマンドは新しく作成されたポリシーの ID を返します。以下は出力例で
す。
{
}

"PolicyId": "policy-0123456789abcdef0"
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例 2 - インスタンスをターゲットとし、データ (非ルート) ボリュームのサブセットのスナップショッ
トを作成するスナップショットライフサイクルポリシー
この例では、code=production でタグ付けされたインスタンスからマルチボリュームスナップ
ショットセットを作成するスナップショットライフサイクルポリシーを作成します。ポリシーには
1 つのスケジュールのみが含まれます。スケジュールでは、code=temp でタグ付けされたデータボ
リュームのスナップショットは作成されません。
aws dlm create-lifecycle-policy \
--description "My volume policy" \
--state ENABLED --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
--policy-details file://policyDetails.json

次は、policyDetails.json ファイルの例です。
{

]}

"PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
"ResourceTypes": [
"INSTANCE"
],
"TargetTags": [{
"Key": "code",
"Value": "production"
}],
"Parameters": {
"ExcludeDataVolumeTags": [{
"Key": "code",
"Value": "temp"
}]
},
"Schedules": [{
"Name": "DailySnapshots",
"TagsToAdd": [{
"Key": "type",
"Value": "myDailySnapshot"
}],
"CreateRule": {
"Interval": 24,
"IntervalUnit": "HOURS",
"Times": [
"03:00"
]
},
"RetainRule": {
"Count": 5
},
"CopyTags": false
}

リクエストが成功すると、コマンドは新しく作成されたポリシーの ID を返します。以下は出力例で
す。
{
}

"PolicyId": "policy-0123456789abcdef0"

例 3 — Outpost リソースでのローカルスナップショットを自動化する、スナップショットライフサイ
クルポリシー
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この例では、すべての Outposts について、team=dev によりタグ付けされたボリュームのスナップ
ショットを作成する、スナップショットライフサイクルポリシーを作成します。このポリシーによ
り、ソースボリュームと同じ Outposts にスナップショットが作成されます。このポリシーによるス
ナップショットの作成は、00:00 UTCから開始され、その後 12 時間ごとに実行されます。
aws dlm create-lifecycle-policy \
--description "My local snapshot policy" \
--state ENABLED --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
--policy-details file://policyDetails.json

次は、policyDetails.json ファイルの例です。
{

"PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
"ResourceTypes": "VOLUME",
"ResourceLocations": "OUTPOST",
"TargetTags": [{
"Key": "team",
"Value": "dev"
}],
"Schedules": [{
"Name": "on-site backup",
"CreateRule": {
"Interval": 12,
"IntervalUnit": "HOURS",
"Times": [
"00:00"
],
"Location": [
"OUTPOST_LOCAL"
]
},
"RetainRule": {
"Count": 1
},
"CopyTags": false
}
]}

例 4 — リージョンにスナップショットを作成し、それを Outpost にコピーするスナップショットライ
フサイクルポリシー
次のポリシー例では、team=dev によりタグ付けされたボリュームのスナップショットを作成
します。スナップショットは、ソースボリュームと同じリージョンに作成されます。スナップ
ショットの作成は、00:00 UTC から開始され、その後 12 時間ごとに実行されます。スナップ
ショットは最大 1 個まで保持されます。また、このポリシーでは、スナップショットを Outpost
arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0 にコピー
し、デフォルトの暗号化 KMS キー を使用しながら、コピーされたスナップショットの暗号化も行い
ます。コピーの保持期間は 1 か月間です。
aws dlm create-lifecycle-policy \
--description "Copy snapshots to Outpost" \
--state ENABLED --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
--policy-details file://policyDetails.json

次は、policyDetails.json ファイルの例です。
{
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"PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
"ResourceTypes": "VOLUME",
"ResourceLocations": "CLOUD",
"TargetTags": [{
"Key": "team",
"Value": "dev"
}],
"Schedules": [{
"Name": "on-site backup",
"CopyTags": false,
"CreateRule": {
"Interval": 12,
"IntervalUnit": "HOURS",
"Times": [
"00:00"
],
"Location": "CLOUD"
},
"RetainRule": {
"Count": 1
},
"CrossRegionCopyRules" : [
{
"Target": "arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/
op-1234567890abcdef0",
"Encrypted": true,
"CopyTags": true,
"RetainRule": {
"Interval": 1,
"IntervalUnit": "MONTHS"
}
}]
}
]}

例5 – アーカイブが有効な期間ベースのスケジュールを持つスナップショットライフサイクルポリシー
この例では、Name=Prod によりタグ付けされたボリュームを対象とする、スナップショットライフ
サイクルポリシーを作成します。このポリシーには、毎月の初日の午前 9 時にスナップショットを作
成する、期間ベースのスケジュールが 1 つあります。スケジュールは、各スナップショットをアーカ
イブ階層に移動した後も、そのスナップショットを標準階層に 1 日間保持します。スナップショット
は、90 日間アーカイブ階層に保持された後に削除されます。
aws dlm create-lifecycle-policy \
--description "Copy snapshots to Outpost" \
--state ENABLED --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
--policy-details file://policyDetails.json

次は、policyDetails.json ファイルの例です。
{

"ResourceTypes": [ "VOLUME"],
"PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
"Schedules" : [
{
"Name": "sched1",
"TagsToAdd": [
{"Key":"createdby","Value":"dlm"}
],
"CreateRule": {
"CronExpression": "cron(0 9 1 * ? *)"
},
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"CopyTags": true,
"RetainRule":{
"Interval": 1,
"IntervalUnit": "DAYS"
},
"ArchiveRule": {
"RetainRule":{
"RetentionArchiveTier": {
"Interval": 90,
"IntervalUnit": "DAYS"
}
}
}

}

}
],
"TargetTags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "Prod"
}
]

例 6 – アーカイブが有効なカウントベースのスケジュールを持つスナップショットライフサイクルポ
リシー
この例では、Purpose=Test によりタグ付けされたボリュームを対象とする、スナップショットラ
イフサイクルポリシーを作成します。このポリシーには、毎月の初日の午前 9 時にスナップショット
を作成する、カウントベースのスケジュールが 1 つあります。スケジュールは、作成直後にスナップ
ショットをアーカイブし、最大 3 つのスナップショットをアーカイブ階層に保持します。
aws dlm create-lifecycle-policy \
--description "Copy snapshots to Outpost" \
--state ENABLED --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
--policy-details file://policyDetails.json

次は、policyDetails.json ファイルの例です。
{

"ResourceTypes": [ "VOLUME"],
"PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
"Schedules" : [
{
"Name": "sched1",
"TagsToAdd": [
{"Key":"createdby","Value":"dlm"}
],
"CreateRule": {
"CronExpression": "cron(0 9 1 * ? *)"
},
"CopyTags": true,
"RetainRule":{
"Count": 0
},
"ArchiveRule": {
"RetainRule":{
"RetentionArchiveTier": {
"Count": 3
}
}
}

1668

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
Amazon Data Lifecycle Manager

}

}
],
"TargetTags": [
{
"Key": "Purpose",
"Value": "Test"
}
]

スナップショットライフサイクルポリシーに関する考慮事項
スナップショットライフサイクルポリシーを作成する場合の考慮事項は次のとおりです。
• 最初のスナップショット作成オペレーションは、指定された開始時刻から 1 時間以内に開始されます。
その後に続くスナップショット作成オペレーションは、スケジュールされた時刻の 1 時間以内に開始さ
れます。
• ボリュームまたはインスタンスをバックアップするために複数のポリシーを作成できます。例えば、ボ
リュームに 2 つのタグがあり、タグ A が 12 時間ごとにスナップショットを作成するポリシー A のター
ゲットであり、タグ B が 24 時間ごとにスナップショットを作成するポリシー B のターゲットである場
合、Amazon Data Lifecycle Manager は両方のポリシーのスケジュールに従ってスナップショットを作
成します。または、複数のスケジュールを持つ単一のポリシーを作成することで、同じ結果を得ること
ができます。例えば、タグ A のみをターゲットとするポリシーを 1 つ作成し、スケジュールを 2 つ指定
できます (1 つは 12 時間ごと、1 つは 24 時間ごと)。
• ターゲットリソースタグでは大文字と小文字が区別されます。
• インスタンスをターゲットとするポリシーを作成し、ポリシーの作成後に新しいボリュームがターゲッ
トインスタンスにアタッチされた場合、新しく追加されたボリュームは、次回のポリシー実行時にバッ
クアップに含まれます。ポリシー実行時にインスタンスにアタッチされたすべてのボリュームが含まれ
ます。
• スナップショットを 1 つだけ作成するように設定されているカスタム cron ベースのスケジュールを持つ
ポリシーを作成した場合、そのポリシーでは、保持のしきい値に達しても、そのスナップショットは自
動的に削除されません。スナップショットが不要になった場合は、手動で削除する必要があります。
スナップショットの共有 (p. 1585)には、次の考慮事項が適用されます。
• スナップショットのアーカイブは、ボリュームをターゲットとするスナップショットポリシーに対して
のみ有効にできます。
• アーカイブルールは、ポリシーごとに 1 つのスケジュールでのみ指定が可能す。
• コンソールを使用している場合、スケジュールに設定されている作成頻度が、毎月または毎年、または
28 日以上の cron 式の場合にのみ、スナップショットアーカイブを有効にできます。
AWS CLI、AWS API または AWS SDK を使用している場合は、スケジュールで CRON 式の作成頻度が
28 日以上に設定されている場合にのみ、スナップショットのアーカイブを有効にできます。
• アーカイブ階層における最小保持期間は 90 日です。
• アーカイブされるスナップショットは、アーカイブ階層に移動される際に完全なスナップショットに変
換されます。これにより、スナップショットのストレージコストが高くなる可能性があります。詳細に
ついては、「料金と請求 (p. 1586)」を参照してください。
• スナップショットのアーカイブを使用する場合、スナップショットの高速復元とスナップショット共有
は無効になります。
• うるう年のために、保持ルールによるアーカイブの保持期間が 90 日到達できない場合、Amazon Data
Lifecycle Manager が、スナップショットの保持期間が最低 90 日間になるように調整します。
• Amazon Data Lifecycle Manager によって作成されたスナップショットを手動でアーカイブし、スケ
ジュールによる保持期間のしきい値を超えても依然としてアーカイブされている場合には、そのスナッ
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プショットに対して Amazon Data Lifecycle Manager による管理は行われません。ただし、スケジュー
ルによる保持期間のしきい値に達する前にスナップショットを標準階層に復元すれば、そのスナップ
ショットに対し、引き続きスケジュールの保存ルールに従った管理が行われます。
• 標準階層に永続的または一時的に復元された (Amazon Data Lifecycle Manager がアーカイブを行った)
スナップショットが、スケジュールでの保持期間のしきい値に達した後も標準階層に残っている場合、
そのスナップショットに対する Amazon Data Lifecycle Manager による管理は行われなくなります。た
だし、保持期間のしきい値に達する前にスナップショットを再アーカイブすると、この保持期間が終了
した時点で、スナップショットはスケジュールにより削除されます。
• Amazon Data Lifecycle Manager によってアーカイブされたスナップショットは、Archived
snapshots per volume および In-progress snapshot archives per account のクォータに
カウントされます。
• 24 時間再試行した後も、スケジュールがスナップショットをアーカイブできない場合、スナップショッ
トは標準階層に残されます。その後、アーカイブ層から削除される予定時刻に基づいて削除されるよう
にスケジュールされます。例えば、スナップショットを 120 日間アーカイブするスケジュールでは、
アーカイブが失敗してもスナップショットが 120 日間は標準階層に残され、その後完全に削除されま
す。カウントベースのスケジュールの場合、スナップショットはスケジュールによるの保持回数にカウ
ントされません。
• スナップショットは、それが作成されたリージョンと同じリージョンにアーカイブされる必要があり
ます。クロスリージョンコピーとスナップショットアーカイブを有効にしている場合、このスナップ
ショットのコピーは Amazon Data Lifecycle Manager によりアーカイブされません。
• Amazon Data Lifecycle Manager によってアーカイブされたスナップショットに
は、aws:dlm:archived=true システムタグが付けられます。さらに、アーカイブが有効な期間ベー
スのスケジュールで作成されたスナップショットには、aws:dlm:expirationTime システムタグ (ス
ナップショットがアーカイブされる予定の日付と時刻を示します) が付けられます。
ルートボリュームとデータ (非ルート) ボリュームの除外には、次の考慮事項が適用されます。
• ブートボリュームを除外することを選択し、結果としてインスタンスにアタッチされたすべての追加
データボリュームを除外するタグを指定した場合、Amazon Data Lifecycle Manager は、影響を受ける
インスタンスのスナップショットを作成せず、SnapshotsCreateFailed CloudWatch メトリクスを
発行します。詳細については、「CloudWatch を使用したポリシーのモニタリング」を参照してくださ
い。
スナップショットライフサイクルポリシーによってターゲットにされたボリュームを削除したり、インス
タンスを終了したりする場合の考慮事項は次のとおりです。
• 数値ベースの保持期間が設定されたポリシーでターゲットされているボリュームの削除やインスタンス
の停止を行った場合、以後 Amazon Data Lifecycle Manager では、これらのボリュームまたはインスタ
ンスで作成されたスナップショットの管理は行いません。前に作成されたこれらのスナップショットが
不要になった場合、手動で削除する必要があります。
• 期間ベースの保持スケジュールが設定されたポリシーによってターゲットされているボリュームの削除
やインスタンスの終了を行っても、ポリシーは、削除されたボリュームまたは終了されたインスタン
スから以前に作成されたスナップショットを、 定義されたスケジュールに基づいて順番にすべて (ただ
し、最新のものは除き) 削除し続けます。最後のスナップショットが不要になった場合は、手動で削除
する必要があります。
スナップショットライフサイクルポリシーや高速スナップショット復元 (p. 1731)に関する考慮事項は次の
とおりです。
• Amazon Data Lifecycle Manager は、サイズが 16 TiB 以下のスナップショットに対してのみ高速ス
ナップショット復元を有効にできます。詳細については、「Amazon EBS 高速スナップショット復
元 (p. 1731)」を参照してください。
• 高速スナップショット復元が有効化されているスナップショットについては、対応するポリシーを削除
もしくは無効化した場合、対応するポリシーの高速スナップショット復元を無効化した場合、または対
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応するアベイラビリティーゾーンの高速スナップショット復元を無効化した場合であっても、当該復元
は有効に保たれます。このようなスナップショットについては、手動で高速スナップショット復元を無
効化する必要があります。
• ポリシーの高速スナップショット復元の有効化中に、有効化できるスナップショットの最大数を超える
と、Amazon Data Lifecycle Manager はスケジュールに沿ったスナップショット作成は行うものの、作
成したスナップショットの高速スナップショット復元は有効化しません。高速スナップショット復元が
有効化されているスナップショットが削除されると、その次にAmazon Data Lifecycle Managerが作成す
るスナップショットの高速スナップショット復元が有効化されます。
• あるスナップショットの高速スナップショット復元を有効化すると、当該スナップショットが最適化さ
れるまでに、1 TiB あたり 60 分の時間がかかります。Amazon Data Lifecycle Manager が次のスナップ
ショットを作成する前に各スナップショットが完全に最適化されるようなスケジュールの設定をお勧め
します。
• インスタンスを対象とするポリシーの高速スナップショット復元を有効にすると、Amazon Data
Lifecycle Manager は、マルチボリュームスナップショットセット内の各スナップショットの高速スナッ
プショット復元を個別に有効にします。Amazon Data Lifecycle Manager が、マルチボリュームスナッ
プショットセット内のスナップショットの 1 つに対して高速スナップショット復元を有効にできない場
合でも、スナップショットセット内の残りのスナップショットに対して高速スナップショット復元を有
効にしようとします。
• 特定のアベイラビリティーゾーンでスナップショットの高速スナップショット復元を有効にしている時
間中は、請求が発生します。料金は 1 時間を最小として時間単位で計算されます。詳細については、
「価格と請求 (p. 1736)」を参照してください。

Note
ライフサイクルポリシーの設定によっては、複数のスナップショットに対して同時に複数のア
ベイラビリティーゾーンで高速スナップショット復元を有効にすることができます。
アカウント間でスナップショットを共有する場合の考慮事項は次のとおりです。
• 共有できるのは、暗号化されていないスナップショットまたは カスタマーマネージド型キー を使用して
暗号化されたスナップショットだけです。
• デフォルトの EBS 暗号化 KMS キー で暗号化されたスナップショットを共有することはできません。
• 暗号化されたスナップショットを共有する場合は、ソースボリュームの暗号化に使用された KMS
キーも、ターゲットアカウントと共有する必要があります。詳細については、AWS Key Management
Service デベロッパーガイドの「他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可する」を参照して
ください。
スナップショットのポリシーやスナップショットのアーカイブ (p. 1585)に関する考慮事項は次のとおりで
す。
• ポリシーによって作成されたスナップショットを手動でアーカイブし、ポリシーの保持しきい値に達
したときにそのスナップショットがアーカイブ階層にある場合、Amazon Data Lifecycle Manager はス
ナップショットを削除しません。Amazon Data Lifecycle Manager は、スナップショットがアーカイブ
階層に保存されている間は、スナップショットを管理しません。アーカイブ階層に保存されているス
ナップショットが不要になった場合は、手動で削除する必要があります。
スナップショットポリシーや ごみ箱 (p. 1843) に関する考慮事項は次のとおりです。
• Amazon Data Lifecycle Manager がポリシーの保持しきい値に達したときにスナップショットを削除し
てごみ箱に移動し、そのスナップショットをごみ箱から手動で復元した場合は、スナップショットが不
要になったら手動で削除する必要があります。Amazon Data Lifecycle Manager は、スナップショット
を管理しなくなります。
• ポリシーによって作成されたスナップショットを手動で削除し、ポリシーの保持しきい値に達したと
きにそのスナップショットがごみ箱にある場合、Amazon Data Lifecycle Manager はスナップショット
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を削除しません。Amazon Data Lifecycle Manager は、スナップショットがごみ箱に保存されている間
は、スナップショットを管理しません。
ポリシーの保持しきい値に達する前にスナップショットがごみ箱から復元された場合、Amazon Data
Lifecycle Manager は、ポリシーの保持しきい値に達したときにスナップショットを削除します。
ポリシーの保持しきい値に達した後にスナップショットがごみ箱から復元された場合、Amazon Data
Lifecycle Manager はそのスナップショットを削除しません。スナップショットが不要になった場合は、
手動で削除する必要があります。
以下は、エラー状態にあるスナップショットライフサイクルポリシーに関する考慮事項です。
• 期間ベースの保持スケジュールを持つポリシーの場合、ポリシーが error 状態の間に有効期限を迎える
スナップショットは無期限に保持されます。これらのスナップショットは手動で削除する必要がありま
す。ポリシーを再度有効にすると、Amazon Data Lifecycle Manager は保持期間が終了した時にスナッ
プショットの削除を再開します。
• カウントベースの保存スケジュールが設定されているポリシーの場合、ポリシーが error 状態の間は
スナップショットの作成と削除が停止されます。ポリシーを再度有効にすると、Amazon Data Lifecycle
Manager はスナップショットの作成を再開し、保持しきい値に達した時にスナップショットの削除を再
開します。

その他のリソース
詳細については、AWS ストレージブログ記事「Automating Amazon EBS snapshot and AMI management
using Amazon Data Lifecycle Manager」(Amazon Data Lifecycle Manager を使用して Amazon EBS ス
ナップショットと AMI 管理を自動化する) を参照してください。

AMI ライフサイクルの自動化
以下の手順では、Amazon Data Lifecycle Manager を使用して EBS-backed AMI のライフサイクルを自動
化する方法を示します。
トピック
• AMI ライフサイクルポリシーを作成する (p. 1672)
• AMI ライフサイクルポリシーに関する考慮事項 (p. 1677)
• その他のリソース (p. 1678)

AMI ライフサイクルポリシーを作成する
AMI ライフサイクルポリシーを作成するには、次のいずれかの手順に従います。
Console

AMI ポリシーを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Elastic Block Store]、[ライフサイクルマネージャー]、[ライフサイク
ルポリシーの作成] の順に選択します。

3.

[ポリシータイプの選択] 画面で、[EBS-backed AMI ポリシー] を選択した後、[次] をクリックしま
す。

4.

[Target resources] (ターゲットのリソース) セクションの [Target resource tags] (ターゲットリ
ソースタグ) で、バックアップするボリュームまたはインスタンスを識別するリソースタグを選
択します。ポリシーでは、特定のタグキーと値のペアを持つリソースのみがバックアップされま
す。
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5.

[説明] にポリシーの簡単な説明を入力します。

6.

[IAM ロール] で、AMI とスナップショットを管理しインスタンスを記述するためのアクセス許可
を持つ、IAM ロールを選択します。Amazon Data Lifecycle Manager から提供されるデフォルト
のロールを使用するには、[デフォルトロール] を選択します。以前に作成したカスタム IAM ロー
ルを使用するには、[別のロールを選択] をクリックした上で、使用するロールを選択します。

7.

[ポリシータグ] に、ライフサイクルポリシーに適用されるタグを追加します。これらのタグは、
ポリシーを識別および分類するために使用することができます。

8.

[作成後のポリシーの状態] で、[ポリシーの有効化] を選択すると、次にスケジュールした時刻で
ポリシーが実行されます。ポリシーが実行されないようにするには、[ポリシーの無効化] を選択
します。ここでポリシーを有効にしない場合、作成後に手動で有効にするまで AMI の作成は開始
されません。

9.

[インスタンスの再起動] セクションに、AMI の作成前にインスタンスを再起動するかどうかが表
示されています。ターゲットのインスタンスが再起動されないようにするには、[いいえ] を選択
します。[いいえ] を選択することで、データの整合性に問題が発生する場合があります。AMI の
作成前にインスタンスを再起動するには、[はい] を選択します。これを選択すると、データの整
合性が保証されます。ただし、複数のターゲットインスタンスが同時に再起動する可能性があり
ます。

10. [Next] を選択します。
11. [スケジュールの設定] 画面で、ポリシースケジュールを設定します。1 つのポリシーには、最大 4
つのスケジュールを含めることができます。スケジュール 1 は必須です。スケジュール 2、3、お
よび 4 はオプションです。追加したポリシースケジュールごとに、以下の操作を行います。
a.

[スケジュールの詳細] セクションで、次の操作を行います。
i.

[スケジュール名] で、スケジュールの分かりやすい名前を指定します。

ii.

[頻度]とそれに関連するフィールドで、ポリシーの実行間隔を設定します。ポリシー
の実行は、日次、週次、月次、年次のいずれかのスケジュールで設定できます。また
は、[カスタム cron 式] をクリックし、最長 1 年の間隔を指定します。詳細について
は、Amazon CloudWatch Events ユーザーガイドの「Cron 式」を参照してください。

iii.

[開始時刻] では、ポリシー実行の開始予定時刻を指定します。初回のポリシー実行は、
スケジュールした時刻から 1 時間以内に開始されます。時刻は、hh:mm UTC 形式で入
力する必要があります。

iv.

[保持タイプ] で、スケジュールで作成された AMI の保持ポリシーを指定します。AMI
は、総数または期間に基づいて保持できます。
カウントベースの保持の場合、指定できる範囲は 1～1000 です。このカウントが最大数
に達すると、新しい AMI が作成される時点で、最も古いスナップショットの登録が解除
されます。
保存期間に基づく保持の場合、指定できる範囲は 1 日～100 年です。各 AMI の保存期間
が終了すると、その AMI は削除されます。

Note
すべてのスケジュールは、同じ保持タイプである必要があります。保持タイプ
を指定できるのは、スケジュール 1 のみです。スケジュール 2、3、4 は、スケ
ジュール 1 から保持タイプを継承します。各スケジュールには、独自の保持回
数または期間を設定できます。
b.

[タグ付け] セクションで、以下を実行します。
i.

ソースインスタンスからスケジュールにより作成された AMI に対し、すべてのユーザー
定義タグをコピーするには、[ソースからタグをコピー] を選択します。

ii.

デフォルトで、スケジュールによって作成された AMI には、ソースインスタンスの ID
を使用して自動的にタグ付けが行われます。この自動タグ付けが行われないようにする
には、[可変タグ] から、instance-id:$(instance-id) タイルを削除します
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iii.
c.

他のタグを指定し、このスケジュールによって作成された AMI に割り当てるには、[タグ
を追加] をクリックします。

使用しなくなったAMI を非推奨にするには、AMI 非推奨セクションで、このスケジュールの
AMI 非推奨を有効にするを選択し、AMI 非推奨ルールを指定します。AMI の非推奨ルールで
は、AMI を非推奨にするタイミングを指定します。
スケジュールでカウントベースの AMI 保持を使用する場合は、非推奨にする最も古い AMI
の数を指定する必要があります。非推奨カウントは、スケジュールの AMI 保持カウント以下
である必要があり、また1000 を超えることはできません。たとえば、最大 5 つの AMI を保
持するようにスケジュールが設定されている場合、最も古い5 つの AMI を非推奨にするよう
にスケジュールを設定することができます。
スケジュールで年齢ベースの AMI 保持を使用する場合は、AMI が非推奨になるまでの期間
を指定する必要があります。非推奨カウントは、スケジュールの AMI 保持期間以下である
必要があり、10年 （120か月、520 週、または3650日）を超えることはできません。たとえ
ば、AMI を10日間保持するようにスケジュールが設定されている場合、作成後 10日経過後に
AMIを非推奨にするようにスケジュールを設定できます。

d.

スケジュールによって作成された AMI を別のリージョンにコピーするには、[クロスリージョ
ンのコピー] セクションで、[クロスリージョンコピーを有効化する] を選択します。AMI は、
アカウント内で最大 3 つの異なるリージョンにコピーできます。コピー先となるリージョン
ごとに、個別のクロスリージョンコピーのためのルールを指定する必要があります。
コピー先リージョンごとに、以下を指定できます：
• AMIコピーの保持ポリシー。保持期間が終了すると、コピー先リージョンのコピーは自動
的に登録解除されます。
• AMIコピーの暗号化ステータス。ソース AMI が暗号化されている場合、または暗号化がデ
フォルトで有効化されている場合には、コピーされた AMI も常に暗号化されます。ソース
AMI が暗号化されておらず、暗号化がデフォルトで無効になっている場合は、オプション
で暗号化を有効にできます。KMS キー を指定しない場合、AMI は、各送信先リージョン
における EBS 暗号化用のデフォルト KMS キー を使用して暗号化されます。送信先リー
ジョンで KMS キー を指定する場合、選択した IAM ロールには KMS キー へのアクセス権
が必要です。
• AMIコピーの非推奨ルール。非推奨期間が終了すると、AMI コピーは自動的に非推奨にな
ります。非推奨期間は、コピーの保存期間以下である必要があり、また10 年を超えること
はできません。
• ソース AMI からすべてのタグをコピーするか、タグをコピーしないかです。

Note
リージョンごとの、AMI の同時コピー数を超えないようにします。
e.

新たにスケジュールを追加するには、画面の上部にある [他のスケジュールを追加する] をク
リックします。追加スケジュールごとに、このトピックの説明にならってフィールドを設定
します。

f.

必要なスケジュールを追加したら、[ポリシーをレビュー] をクリックします。

12. ポリシーの概要を確認した後、[ポリシーを作成] をクリックします。
Command line
AMI ライフサイクルポリシーを作成するには、create-lifecycle-policy コマンドを使用しま
す。PolicyType で、IMAGE_MANAGEMENT を指定する。
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Note
構文を簡略化するために、次の例では、ポリシーの詳細を含む JSON ファイ
ル、policyDetails.json を使用しています。
例 1: 年齢ベースの保持と AMI の非推奨
この例では、ターゲットインスタンスを再起動せずに、値が production で purpose のタグキーを
持つすべてのインスタンスの AMI を作成する AMI ライフサイクルポリシーを作成します。ポリシー
には、毎日01:00 UTC時 に AMI を作成するスケジュールが 1 つ含まれます。ポリシーは AMI を2日
間保持し、そして1 日後に非推奨にします。また、作成した AMI に対し、ソースインスタンスからタ
グもコピーされます。
aws dlm create-lifecycle-policy \
--description "My AMI policy" \
--state ENABLED --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement \
--policy-details file://policyDetails.json

次は、policyDetails.json ファイルの例です。
{

}

"PolicyType": "IMAGE_MANAGEMENT",
"ResourceTypes": [
"INSTANCE"
],
"TargetTags": [{
"Key": "purpose",
"Value": "production"
}],
"Schedules": [{
"Name": "DailyAMIs",
"TagsToAdd": [{
"Key": "type",
"Value": "myDailyAMI"
}],
"CreateRule": {
"Interval": 24,
"IntervalUnit": "HOURS",
"Times": [
"01:00"
]
},
RetainRule":{
"Interval" : 2,
"IntervalUnit" : "DAYS"
},
DeprecateRule": {
"Interval" : 1,
"IntervalUnit" : "DAYS"
},
"CopyTags": true
}
],
"Parameters" : {
"NoReboot":true
}

リクエストが成功すると、コマンドは新しく作成されたポリシーの ID を返します。以下は出力例で
す。
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{
}

"PolicyId": "policy-9876543210abcdef0"

例 2: クロスリージョンコピーを使用した、カウントベースの保持と AMI の非推奨
この例では、ターゲットインスタンスを再起動し、production の値の purpose タグキーを持つす
べてのインスタンスの AMI を作成し、 AMI ライフサイクルポリシーを作成します。このポリシーに
は、17:30 UTC 時に始まる 6 時間ごとにAMIを作成するスケジュールが1 つ含まれます。ポリシーは
3 AMI を保持し、2 つの最も古い AMIを自動的に非推奨にします。また、AMIを us-east-1 にコピー
し、2 つの AMI コピーを保持し、最も古い AMI を自動的に非推奨にするクロスリージョンコピールー
ルもあります。
aws dlm create-lifecycle-policy \
--description "My AMI policy" \
--state ENABLED \
--execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement \
--policy-details file://policyDetails.json

次は、policyDetails.json ファイルの例です。
{

"PolicyType": "IMAGE_MANAGEMENT",
"ResourceTypes" : [
"INSTANCE"
],
"TargetTags": [{
"Key":"purpose",
"Value":"production"
}],
"Parameters" : {
"NoReboot": true
},
"Schedules" : [{
"Name" : "Schedule1",
"CopyTags": true,
"CreateRule" : {
"Interval": 6,
"IntervalUnit": "HOURS",
"Times" : ["17:30"]
},
"RetainRule":{
"Count" : 3
},
"DeprecateRule":{
"Count" : 2
},
"CrossRegionCopyRules": [{
"TargetRegion": "us-east-1",
"Encrypted": true,
"RetainRule":{
"IntervalUnit": "DAYS",
"Interval": 2
},
"DeprecateRule":{
"IntervalUnit": "DAYS",
"Interval": 1
},
"CopyTags": true
}]
}]
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AMI ライフサイクルポリシーに関する考慮事項
AMI ライフサイクルポリシーを作成する場合の考慮事項は次のとおりです。
• 最初の AMI 作成のオペレーションは、指定された開始時刻から 1 時間以内に開始されます。後続の AMI
作成オペレーションは、それらがスケジュールされた時刻から 1 時間以内に開始されます。
• Amazon Data Lifecycle Manager が AMI を登録解除すると、バッキングスナップショットが自動的に削
除されます。
• ターゲットリソースタグでは大文字と小文字が区別されます。
• インスタンスをバックアップするために複数のポリシーを作成できます。例えば、インスタンスに 2 つ
のタグがあり、タグ A が 12 時間ごとに AMI を作成するポリシー A のターゲットであり、タグ B が 24
時間ごとに AMI を作成するポリシー B のターゲットである場合、Amazon Data Lifecycle Manager は両
方のポリシーのスケジュールに従って AMI を作成します。または、複数のスケジュールを持つ単一のポ
リシーを作成することで、同じ結果を得ることができます。例えば、タグ A のみをターゲットとするポ
リシーを 1 つ作成し、スケジュールを 2 つ指定できます (1 つは 12 時間ごと、1 つは 24 時間ごと)。
• ポリシーの作成後にターゲットインスタンスにアタッチされた新しいボリュームは、次回のポリシー実
行時に自動的にバックアップに含まれます。ポリシー実行時にインスタンスにアタッチされたすべての
ボリュームが含まれます。
• AMI を 1 つだけ作成するように設定されたカスタム cron ベースのスケジュールでポリシーを作成した
場合、保持のしきい値に達しても、その AMI はポリシーによって自動的に登録解除されることはありま
せん。AMI が不要になった場合は、手動で登録解除する必要があります。
ポリシーのターゲットとなるインスタンスの終了には次の考慮事項が適用されます:
• カウントベースの保持スケジュールが設定されたポリシーによってターゲットにされたインスタンスを
終了すると、以前に終了したインスタンスから作成された AMI は、ポリシーで管理されなくなります。
これらの以前に作成された AMI は、不要になったら手動で登録解除する必要があります。
• 経過時間ベースの保持スケジュールが設定されたポリシーで作成されたインスタンスを終了すると、ポ
リシーは定義されたスケジュールに従って、すでに作成された、最後の 1 つ前の AMI まで AMI を登録
解除し続けます。最後の AMI が不要になった場合は、手動で削除する必要があります。
AMI ポリシーと AMI の非推奨に関する考慮事項は次のとおりです。
• カウントベースの保持を行っているスケジュールで AMI 非推奨カウントを増やすと、そのスケジュール
によって作成されたすべての AMI（既存および新規）に変更が適用されます。
• 年齢ベースの保持でスケジュールの AMI の非推奨期間を長くした場合、その変更は新しい AMI にのみ
適用されます。既存の AMIは影響を受けません。
• スケジュールからAMIの非推奨ルールを削除しても、Amazon Data Lifecycle Manager は、そのスケ
ジュールで以前に非推奨となっていたAMIの非推奨をキャンセルしません。
• スケジュールの AMIの非推奨カウントや期間を減らしても、Amazon Data Lifecycle Manager は、その
スケジュールによって以前に非推奨とされたAMIの非推奨をキャンセルしません。
• AMI ポリシーで作成された AMI を手動で非推奨にしても、Amazon Data Lifecycle Manager は非推奨を
上書きしません。
• AMI ポリシーで以前に非推奨とされたAMI の非推奨を手動でキャンセルしても、Amazon Data Lifecycle
Manager はキャンセルを上書きしません。
• AMI が複数の競合するスケジュールで作成され、1 つ以上のスケジュールに AMI の非推奨ルールがない
場合、Amazon Data Lifecycle Manager はその AMI を非推奨としません。
• AMI が複数の競合するスケジュールで作成され、それらのすべてのスケジュールに AMI の非推奨ルール
がある場合、Amazon Data Lifecycle Manager は、非推奨に移行する日が最も遅くなる非推奨ルールを
使用します。
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以下は、エラー状態にある AMI ライフサイクルポリシーに関する考慮事項です。
• 期間ベースの保持スケジュールを持つポリシーの場合、ポリシーが error 状態の間に有効期限を迎え
る AMI は無期限に保持されます。これらの AMI は手動で登録解除する必要があります。ポリシーを再
度有効にすると、Amazon Data Lifecycle Manager は保持期間が終了した時に AMI の登録解除を再開し
ます。
• カウントベースの保持スケジュールが設定されているポリシーの場合、ポリシーが error 状態の間は
AMI の作成と登録解除が停止されます。ポリシーを再度有効にすると、Amazon Data Lifecycle Manager
は AMI の作成を再開し、保持しきい値に達した時に AMI の登録解除を再開します。

その他のリソース
詳細については、AWS ストレージブログ記事「Automating Amazon EBS snapshot and AMI management
using Amazon Data Lifecycle Manager」(Amazon Data Lifecycle Manager を使用して Amazon EBS ス
ナップショットと AMI 管理を自動化する) を参照してください。

クロスアカウントのスナップショットコピーの自動化
クロスアカウントのスナップショットのコピーを自動化すると、Amazon EBS スナップショットを分離ア
カウントの特定のリージョンにコピーし、暗号化キーを使用してそれらのスナップショットを暗号化でき
ます。これにより、アカウントが侵害された場合にデータの損失から保護することができます。
アカウント間でスナップショットのコピーを自動化するには、次の 2 つのアカウントが使用されます。
• ソースアカウント — ソースアカウントは 、スナップショットを作成してターゲットアカウントと共有
するアカウントです。このアカウントでは、設定した間隔でスナップショットを作成し、他の AWS ア
カウントと共有する EBS スナップショットポリシーを作成する必要があります。
• ターゲットアカウント— ターゲットアカウントは 、スナップショットを共有する共有先アカウントを持
つアカウントで、共有スナップショットのコピーを作成するアカウントです。このアカウントでは、指
定した 1 つ以上のソースアカウントによって共有されるスナップショットを自動的にコピーするクロス
アカウントコピーイベントポリシーを作成する必要があります。
トピック
• クロスアカウントスナップショットコピーポリシーの作成 (p. 1678)
• スナップショット説明フィルターの指定 (p. 1685)
• クロスアカウントスナップショットコピーポリシーに関する考慮事項 (p. 1686)
• その他のリソース (p. 1686)

クロスアカウントスナップショットコピーポリシーの作成
アカウント間でスナップショットをコピーするためにソースアカウントとターゲットアカウントを準備す
るには、次の手順を実行します。
トピック
• 手順 1: EBS スナップショットポリシーを作成する (ソースアカウント) (p. 1678)
• ステップ 2: カスタマーマネージド型キー (ソースアカウント) を共有する (p. 1679)
• 手順 3: クロスアカウントコピーイベントポリシーの作成 ( ターゲットアカウント ) (p. 1680)
• ステップ 4: IAM ロールに必要な KMS キー の使用を許可する (ターゲットアカウント) (p. 1683)

手順 1: EBS スナップショットポリシーを作成する (ソースアカウント)
ソースアカウントで EBS スナップショットポリシーを作成します。これにより、スナップショットを作成
し、必要なターゲットアカウントと共有します。
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ポリシーを作成する場合は、クロスアカウントでの共有を有効にし、 スナップショットを共有するター
ゲットの AWS アカウントを指定します。このアカウントは、スナップショットを共有するアカウント
です。暗号化されたスナップショットを共有する場合は、選択したターゲットアカウントに、ソースボ
リュームの暗号化に使用された KMS キー を使用するためのアクセス権限を付与する必要があります。詳
細については、「ステップ 2: カスタマーマネージド型キー (ソースアカウント) を共有する (p. 1679)」を
参照してください。

Note
共有できるのは、暗号化されていないスナップショットまたは カスタマーマネージド型キー を使
用して暗号化されたスナップショットだけです。デフォルトの EBS 暗号化 KMS キー で暗号化さ
れたスナップショットを共有することはできません。暗号化されたスナップショットを共有する
場合は、ソースボリュームの暗号化に使用された KMS キー も、ターゲットアカウントと共有す
る必要があります。詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の
「他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可する」を参照してください。
EBS スナップショットポリシーを作成する方法については、「スナップショットのライフサイクルの自動
化 (p. 1659)」を参照してください。
EBS スナップショットポリシーを作成するには、次のいずれかの方法を使用します。

ステップ 2: カスタマーマネージド型キー (ソースアカウント) を共有する
暗号化されたスナップショットを共有する場合は、IAM ロールと (前のステップで選択した) ターゲットの
AWS アカウントに、ソースボリュームの暗号化に使用されたカスタマーマネージド型キーを使用するため
のアクセス権限を付与する必要があります。

Note
この手順は、暗号化されたスナップショットを共有する場合にのみ実行してください。暗号化さ
れていないスナップショットを共有する場合は、この手順をスキップします。
Console
1.

AWS KMS コンソール (https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[カスタマーマネージド型キー] を選択してから、ターゲットアカウン
トと共有する必要がある KMS キーを選択します。
KMS キー の ARN を記録しておきます。これは後で必要になります。

4.

[キーポリシー] タブで、[キーユーザー] セクションまで下にスクロールします。[追加] を選択し、
前のステップで選択した IAM ロールの名前を入力してから、[追加] をクリックします。

5.

[Key policy] (キーポリシー) タブで、[Other AWS accounts] セクションまで下にスクロールしま
す。[Add other AWS accounts] (他の AWS アカウントの追加) を選択し、前の手順でスナップ
ショットの共有先として選択したターゲット AWS アカウントをすべて追加します。

6.

[変更を保存] を選択します。

Command line
KMS キー に現在アタッチされているキーポリシーを取得するには、get-key-policy コマンドを使用し
ます。
例えば、次のコマンドは、9d5e2b3d-e410-4a27-a958-19e220d83a1e の ID を持つ KMS キー の
キーポリシーを取得し、snapshotKey.json という名前のファイルに書き込みます。
$ aws kms get-key-policy \
--policy-name default --key-id 9d5e2b3d-e410-4a27-a958-19e220d83a1e \
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--query Policy --output text > snapshotKey.json

任意のテキストエディタを使用してキーポリシーを開きます。スナップショットポリシーの作成時に
指定した IAM ロールの ARN と、KMS キー を共有するターゲットアカウントの ARN を追加します。
例えば、次のポリシーでは、デフォルトの IAM ロールの ARN と、ターゲットアカウント
222222222222. 用のルートアカウントの ARN を追加しました。
{

"Sid" : "Allow use of the key",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : [
"arn:aws:iam::111111111111:role/service-role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
"arn:aws:iam::222222222222:root"
]
},
"Action" : [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource" : "*"
},
{
"Sid" : "Allow attachment of persistent resources",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : [
"arn:aws:iam::111111111111:role/service-role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
"arn:aws:iam::222222222222:root"
]
},
"Action" : [
"kms:CreateGrant",
"kms:ListGrants",
"kms:RevokeGrant"
],
"Resource" : "*",
"Condition" : {
"Bool" : {
"kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
}
}
}

保存してファイルを閉じます。次に、put-key-policy コマンドを使用して、更新されたキーポリシーを
KMS キー にアタッチします。
$ aws kms put-key-policy \
--policy-name default --key-id 9d5e2b3d-e410-4a27-a958-19e220d83a1e
--policy file://snapshotKey.json

手順 3: クロスアカウントコピーイベントポリシーの作成 ( ターゲットアカウント )
ターゲットアカウントで、必要なソースアカウントで共有されるスナップショットを自動的にコピーする
クロスアカウントコピーイベントポリシーを作成する必要があります。
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このポリシーは、指定されたソースアカウントの 1 つがスナップショットを共有する場合にのみ、ター
ゲットアカウントで実行されます。
クロスアカウントコピーイベントポリシーを作成するには、次のいずれかの方法を使用します。
Console
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Elastic Block Store]、[ライフサイクルマネージャー]、[ライフサイク
ルポリシーの作成] の順に選択します。

3.

[ポリシータイプの選択] 画面で、[クロスアカウントコピーのイベントポリシー] を選択した上
で、[次へ] をクリックします。

4.

[ポリシーの説明] に、ポリシーの簡単な説明を入力します。

5.

[ポリシータグ] に、ライフサイクルポリシーに適用されるタグを追加します。これらのタグは、
ポリシーを識別および分類するために使用することができます。

6.

[イベントの設定] セクションで、ポリシーを実行するスナップショット共有イベントを定義しま
す。次の作業を行います。

7.

a.

[共有するアカウント] で、共有スナップショットのコピー元となる、ソース AWS アカウン
トを指定します。[アカウントを追加] をクリックし、12 桁の AWS アカウント ID を入力した
後、[追加] をクリックします。

b.

[説明でフィルタリング] に、正規表現を使用して必要なスナップショットの説明を入力しま
す。指定したソースアカウントによって共有され、指定したフィルターに一致する説明を持
つスナップショットのみが、ポリシーによってコピーされます。詳細については、「スナッ
プショット説明フィルターの指定 (p. 1685)」を参照してください。

[IAM ロール] で、スナップショットのコピーアクションを実行するアクセス許可を持つ IAM ロー
ルを選択します。Amazon Data Lifecycle Manager から提供されるデフォルトのロールを使用す
るには、[デフォルトロール] を選択します。以前に作成したカスタム IAM ロールを使用する場合
には、[別のロールを選択] をクリックした上で、使用するロールを選択します。
暗号化されたスナップショットをコピーする場合は、ソースボリュームの暗号化に使用する暗号
化 KMS キー を使用するためのアクセス権限を選択した IAM ロールに付与する必要があります。
同様に、別の KMS キー を使用して送信先リージョンのスナップショットを暗号化する場合は、
送信先 KMS キー を使用するためのアクセス権限を IAM ロールに付与する必要があります。詳細
については、「ステップ 4: IAM ロールに必要な KMS キー の使用を許可する (ターゲットアカウ
ント) (p. 1683)」を参照してください。

8.

[コピーアクション] セクションで、アクティブ化された際にポリシーが実行する、スナップ
ショットのコピーアクションを定義します。ポリシーは、スナップショットを最大 3 つのリー
ジョンにコピーできます。コピー先となるリージョンごとに、個別のコピールールを指定する必
要があります。追加したルールごとに以下を実行します。
a.

[名前] に、コピーアクションのわかりやすい名前を入力します。

b.

[Target Region] (ターゲットリージョン) で、スナップショッのをコピー先リージョンを選択
します。

c.

[有効期限] では、作成したスナップショットのコピーを、ターゲットリージョンに保持する
期間を指定します。

d.

スナップショットのコピーを暗号化するには、[暗号化] で、[暗号化の有効化] を選択しま
す。ソーススナップショットが暗号化されている場合、またはアカウントで暗号化がデフォ
ルトで有効になっている場合は、ここで暗号化を有効しなくても、スナップショットのコ
ピーは常に暗号化されます。ソーススナップショットが暗号化されておらず、アカウントで
暗号化がデフォルトで有効になっていない場合は、暗号化を有効または無効にすることがで
きます。暗号化を有効にし、KMS キー を指定しない場合、スナップショットは、各送信先
リージョンでデフォルトの暗号化 KMS キー を使用して暗号化されます。送信先のリージョ
ンの KMS キー を指定する場合は、KMS キー へのアクセスが必要です。
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9.

さらに、スナップショットのコピーアクションを追加するには、[新しいリージョンを追加] をク
リックします。

10. [Policy status after creation (作成後のポリシーの状態)] では、[Enable policy (ポリシーの有効化)]
を選択すると、次のスケジュールした時刻にポリシーが実行されます。ポリシーが実行されない
ようにするには、[Disable policy (ポリシーの無効化)] を選択します。ここでポリシーを有効にし
ない場合、作成後に手動で有効にするまで、スナップショットのコピーは開始されません。
11. [Create policy] を選択します。
Command line
ポリシーを作成するには、create-lifecycle-policy コマンドを使用します。クロスアカウントコピーイ
ベントポリシーを作成するには、PolicyType で、EVENT_BASED_POLICY を指定します。
例えば、次のコマンドは、ターゲットアカウント 222222222222 にクロスアカウントコピーイベ
ントポリシーを作成します。ポリシーは、ソースアカウント 111111111111 によって共有される
スナップショットをコピーします。ポリシーは、スナップショットを sa-east-1 と eu-west-2
にコピーします。sa-east-1 にコピーされたスナップショットは暗号化されず、3 日間保持さ
れます。eu-west-2 にコピーされたスナップショットは KMS キー 8af79514-350d-4c52bac8-8985e84171c7 を使用して暗号化され、1 か月間保持されます。このポリシーは、デフォルト
の IAM ロールを使用します。
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--description "Copy policy" \
--state ENABLED --execution-role-arn arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
--policy-details file://policyDetails.json

以下は、policyDetails.json ファイルの内容を示しています。
{

"PolicyType" : "EVENT_BASED_POLICY",
"EventSource" : {
"Type" : "MANAGED_CWE",
"Parameters": {
"EventType" : "shareSnapshot",
"SnapshotOwner": ["111111111111"]
}
},
"Actions" : [{
"Name" :"Copy Snapshot to Sao Paulo and London",
"CrossRegionCopy" : [{
"Target" : "sa-east-1",
"EncryptionConfiguration" : {
"Encrypted" : false
},
"RetainRule" : {
"Interval" : 3,
"IntervalUnit" : "DAYS"
}
},
{
"Target" : "eu-west-2",
"EncryptionConfiguration" : {
"Encrypted" : true,
"CmkArn" : "arn:aws:kms:eu-west-2:222222222222:key/8af79514-350d-4c52bac8-8985e84171c7"
},
"RetainRule" : {
"Interval" : 1,
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}

}]

}]

}

"IntervalUnit" : "MONTHS"

リクエストが成功すると、コマンドは新しく作成されたポリシーの ID を返します。以下は出力例で
す。
{
}

"PolicyId": "policy-9876543210abcdef0"

ステップ 4: IAM ロールに必要な KMS キー の使用を許可する (ターゲットアカウント)
暗号化されたスナップショットをコピーする場合は、(前の手順で選択した) IAM ロールに、ソースボ
リュームの暗号化に使用された カスタマーマネージド型キー を使用するためのアクセス権限を付与する必
要があります。

Note
暗号化されたスナップショットをコピーする場合のみ、この手順を実行してください。暗号化さ
れていないスナップショットをコピーする場合は、この手順をスキップします。
以下のいずれかの方法を使用して、必要なポリシーを IAM ロールに追加します。
Console
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[ロール] を選択します。前の手順でクロスアカウントコピーイベント
ポリシーを作成したときに選択した IAM ロールを検索して選択します。デフォルトのロールを
使用することを選択した場合、ロールの名前は AWSDataLifecycleManagerDefaultRole になりま
す。

3.

[インラインポリシーの追加] を選択し、次に [JSON] タブを選択します

4.

既存のポリシーを次のように置き換え、ステップ 2 でソースボリュームの暗号化に使用され、
ソースアカウントによって共有された KMS キーの ARN を指定します。

Note
複数のソースアカウントからコピーする場合は、各ソースアカウントから対応する KMS
キー ARN を指定する必要があります。
次の例では、ポリシーは、ソースアカウント 111111111111 で共有された KMS キー
1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab とターゲットアカウント 222222222222 に存在
する KMS キー 4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz を使用するためのアクセス権限
を IAM ロールに付与します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:RevokeGrant",
"kms:CreateGrant",
"kms:ListGrants"
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],
"Resource": [
"arn:aws:kms:useast-1:111111111111:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"arn:aws:kms:useast-1:222222222222:key/4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz"
],
"Condition": {
"Bool": {
"kms:GrantIsForAWSResource": "true"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:useast-1:111111111111:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"arn:aws:kms:useast-1:222222222222:key/4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz"
]
}
]
}

5.

[Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。

6.

[名前] にポリシーのわかりやすい名前を入力し、[ポリシーの作成] を選択します。

Command line
お好みのテキストエディタを使用して、policyDetails.json という名前の新しい JSON ファイル
を作成します。以下のポリシーを追加し、ステップ 2 でソースボリュームの暗号化に使用され、ソー
スアカウントによって共有された KMS キーの ARN を指定します。

Note
複数のソースアカウントからコピーする場合は、各ソースアカウントから対応する KMS キー
ARN を指定する必要があります。
次の例では、ポリシーは、ソースアカウント 111111111111 で共有された KMS キー
1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab とターゲットアカウント 222222222222 に存在す
る KMS キー 4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz を使用するためのアクセス権限を IAM
ロールに付与します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:RevokeGrant",
"kms:CreateGrant",
"kms:ListGrants"
],
"Resource": [
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"arn:aws:kms:useast-1:111111111111:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"arn:aws:kms:useast-1:222222222222:key/4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz"
],
"Condition": {
"Bool": {
"kms:GrantIsForAWSResource": "true"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:useast-1:111111111111:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"arn:aws:kms:useast-1:222222222222:key/4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz"
]
}
]
}

保存してファイルを閉じます。次に、put-role-policy コマンドを使用して、IAM ロールにポリシーを追
加します。
例
$ aws iam put-role-policy \
--role-name AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
--policy-name CopyPolicy \
--policy-document file://AdminPolicy.json

スナップショット説明フィルターの指定
ターゲットアカウントでスナップショットコピーポリシーを作成する場合は、スナップショットの説明
フィルターを指定する必要があります。スナップショット説明フィルターにより、ポリシーによってコ
ピーされるスナップショットを制御できる追加のフィルターレベルを指定できます。つまり、スナップ
ショットは、指定したソースアカウントのいずれかによって共有され、指定したフィルターに一致するス
ナップショットの説明がある場合にのみ、ポリシーによりコピーされます。つまり、スナップショットが
指定されたコースアカウントのいずれかによって共有されているのに、指定したフィルターに一致する説
明がない場合、そのスナップショットはポリシーによってコピーされません。
スナップショットフィルターの説明は、正規表現を使用して指定する必要があります。コンソールとコマ
ンドラインを使用してクロスアカウントコピーイベントポリシーを作成する場合、このフィールドは必須
です。使用できる正規表現の例を次に示します。
• .*— このフィルターは、すべてのスナップショットの説明に一致します。この式を使用すると、ポリ
シーは、指定したソースアカウントの 1 つが共有しているすべてのスナップショットをコピーします。
• Created for policy: policy-0123456789abcdef0.*— このフィルター
は、policy-0123456789abcdef0 の ID を持ったポリシーによって作成されたスナップショットにの
み一致します。このような式を使用すると、ポリシーは、指定したソースアカウントのいずれかによっ
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てアカウントと共有され、指定された ID を持つポリシーによって作成されたスナップショットのみをコ
ピーします。
• .*production.*— このフィルターは、説明のいずれかの場所に production の単語が含まれている
スナップショットに一致します。この式を使用すると、ポリシーは、指定したソースアカウントのいず
れかで共有され、説明に指定されたテキストを含むすべてのスナップショットをコピーします。

クロスアカウントスナップショットコピーポリシーに関する考慮事項
以下はアカウント間のコピーイベントポリシーの考慮事項です。
• コピーできるのは、暗号化されていないスナップショットまたは カスタマーマネージド型キー を使用し
て暗号化されたスナップショットだけです。
• Amazon Data Lifecycle Manager の外部で共有されるスナップショットをコピーするクロスアカウント
コピーイベントポリシーを作成できます。
• ターゲットアカウントのスナップショットを暗号化する場合、クロスアカウントコピーイベントポリ
シー用に選択された IAM ロールには、必要な KMS キー を使用するためのアクセス権限が必要です。

その他のリソース
詳細については、AWS ストレージブログ記事、Automating copying encrypted Amazon EBS snapshots
across AWS accounts を参照してください。

ライフサイクルポリシーの表示、変更、および削除
既存のライフサイクルポリシーを表示、変更、削除するには、次の手順に従います。
トピック
• ライフサイクルポリシーの表示 (p. 1686)
• ライフサイクルポリシーの変更 (p. 1687)
• ライフサイクルポリシーの削除 (p. 1689)

ライフサイクルポリシーの表示
次のいずれかの手順に従ってライフサイクルポリシーを表示します。
Console

ライフサイクルポリシーを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Elastic Block Store]、[ライフサイクルマネージャー] の順に選択しま
す。

3.

リストからライフサイクルポリシーを選択します。[詳細] タブには、ポリシーに関する情報が表
示されます。

Command line
ライフサイクルポリシーに関する情報を表示するには、get-lifecycle-policy コマンドを使用します。
aws dlm get-lifecycle-policy --policy-id policy-0123456789abcdef0
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出力例を次に示します。これには、指定した情報と AWS によって挿入されたメタデータが含まれま
す。
{

"Policy":{
"Description": "My first policy",
"DateCreated": "2018-05-15T00:16:21+0000",
"State": "ENABLED",
"ExecutionRoleArn":
"arn:aws:iam::210774411744:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
"PolicyId": "policy-0123456789abcdef0",
"DateModified": "2018-05-15T00:16:22+0000",
"PolicyDetails": {
"PolicyType":"EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
"ResourceTypes": [
"VOLUME"
],
"TargetTags": [
{
"Value": "115",
"Key": "costcenter"
}
],
"Schedules": [
{
"TagsToAdd": [
{
"Value": "myDailySnapshot",
"Key": "type"
}
],
"RetainRule": {
"Count": 5
},
"CopyTags": false,
"CreateRule": {
"Interval": 24,
"IntervalUnit": "HOURS",
"Times": [
"03:00"
]
},
"Name": "DailySnapshots"
}
]
}
}

}

ライフサイクルポリシーの変更
ポリシーの変更に関する考慮事項
• ターゲットタグを削除して AMI またはスナップショットポリシーを変更すると、それらのタグを持つボ
リュームまたはインスタンスはポリシーで管理されなくなります。
• スケジュール名を変更すると、古いスケジュール名で作成されたスナップショットまたは AMI はポリ
シーで管理されなくなります。
• 経過時間ベースの保持スケジュールを、新たな期間を使用するスケジュールに修正すると、新たな期間
は、変更後に作成された新たなスナップショットまたは AMI にのみ適用されます。新たなスケジュール
は、変更前に作成されたスナップショットまたは AMI の保持スケジュールに影響を及ぼすことはありま
せん。
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• 作成後、ポリシーの保持スケジュールをカウントベースから経過時間ベースに変更することはできませ
ん。この変更を行うには、新たなポリシーを作成する必要があります。
• 期間ベースの保持スケジュールを持つポリシーを無効にすると、ポリシーが無効になっている間に有効
期限が切れるように設定されたスナップショットまたは AMI は無期限に保持されます。スナップショッ
トを削除するか、AMI を手動で登録解除する必要があります。ポリシーを再度有効にすると、Amazon
Data Lifecycle Manager は保持期間の終了時にスナップショットの削除または AMI の登録解除を再開し
ます。
• カウントベースの保持スケジュールを持つポリシーを無効にすると、ポリシーはスナップショットまた
は AMI の作成と削除を停止します。ポリシーを再度有効にすると、Amazon Data Lifecycle Manager は
スナップショットと AMI の作成を再開し、保持しきい値に達するとスナップショットまたは AMI の削
除を再開します。
• スナップショットアーカイブを有効にしたポリシーを含むポリシーを無効にした時点で、アーカイブ層
に残されているスナップショットに対しては、Amazon Data Lifecycle Manager による管理が行われな
くなります。不要になったスナップショットは、手動で削除する必要があります。
• カウントベースのスケジュールでスナップショットのアーカイブを有効にした場合、このアーカイブ
ルールは、以後スケジュールに従って作成およびアーカイブされるすべての新しいスナップショット
に適用されます。また、このスケジュールによって以前に作成およびアーカイブされた既存のスナップ
ショットにも適用されます。
• 期間ベースのスケジュールに対しスナップショットのアーカイブを有効にした場合、アーカイブルール
は、有効化した時点以降に作成された新しいスナップショットにのみ適用されます。スナップショット
のアーカイブを有効にする前に作成された既存のスナップショットは、それらのスナップショットが最
初に作成およびアーカイブされた時点で設定されていたスケジュールに従って、引き続きそれぞれのス
トレージ階層から削除されます。
• カウントベースのスケジュールでスナップショットのアーカイブを無効にすると、スケジュールはただ
ちにスナップショットのアーカイブを停止します。スケジュールによって以前にアーカイブされたス
ナップショットはアーカイブ階層に残り、Amazon Data Lifecycle Manager によって削除されることは
ありません。
• 期間ベースのスケジュールにおいてスナップショットのアーカイブを無効にすると、ポリ
シーで作成されアーカイブが予定されているスナップショットは、スケジュールされた
(aws:dlm:expirationTime システムタグが示す) アーカイブの日時に完全に削除されます。
• スケジュールにおいてスナップショットのアーカイブを無効にした場合、スケジュールは、その時点で
スナップショットのアーカイブを停止します。スケジュールによって以前にアーカイブされたスナップ
ショットはアーカイブ階層に残り、Amazon Data Lifecycle Manager によって削除されることはありま
せん。
• カウントベースのスケジュールにおいてアーカイブ保持数を変更した場合、この新しい保存数は、以前
にスケジュールによってアーカイブされた既存のスナップショットの数も含みます。
• 期間ベースのスケジュールにおいてアーカイブの保持期間を変更した場合は、この変更を行った時点後
にアーカイブされたスナップショットに対してのみ、新しい保持期間が適用されます。
次のいずれかの手順に従ってライフサイクルポリシーを変更します。
Console

ライフサイクルポリシーを変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Elastic Block Store]、[ライフサイクルマネージャー] の順に選択しま
す。

3.

リストからライフサイクルポリシーを選択します。

4.

[アクション]、[ライフサイクルポリシーの変更] の順に選択します。

5.

必要に応じてポリシー設定を修正します。具体例を挙げると、スケジュールを修正する、タグを
追加もしくは削除する、またはポリシーを有効化もしくは無効化することができます。

6.

[ポリシーの更新] を選択します。
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Command line
ライフサイクルポリシーに関する情報を変更するには、update-lifecycle-policy コマンドを
使用します。構文を簡略化するために、この例では、ポリシーの詳細を含む JSON ファイ
ル、policyDetailsUpdated.json を参照しています。
aws dlm update-lifecycle-policy --state DISABLED --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole" --policy-details
file://policyDetailsUpdated.json

次は、policyDetailsUpdated.json ファイルの例です。
{

}

"ResourceTypes":[
"VOLUME"
],
"TargetTags":[
{
"Key": "costcenter",
"Value": "120"
}
],
"Schedules":[
{
"Name": "DailySnapshots",
"TagsToAdd": [
{
"Key": "type",
"Value": "myDailySnapshot"
}
],
"CreateRule": {
"Interval": 12,
"IntervalUnit": "HOURS",
"Times": [
"15:00"
]
},
"RetainRule": {
"Count" :5
},
"CopyTags": false
}
]

更新されたポリシーを表示するには、get-lifecycle-policy コマンドを使用します。状態、タ
グの値、スナップショットの間隔、およびスナップショットの開始時刻が変更されたことがわかりま
す。

ライフサイクルポリシーの削除
ポリシーの変更に関する考慮事項
• ポリシーを削除した場合でも、そのポリシーによって作成されたスナップショットまたは AMI は自動的
に削除されません。これらのスナップショットや AMI が不要になった場合は、手動で削除する必要があ
ります。
• スナップショットのアーカイブが有効になっているポリシーを削除すると、その時点でアーカイブ層に
あったスナップショットには、Amazon Data Lifecycle Manager による管理が行われなくなります。不
要になったスナップショットは、手動で削除する必要があります。
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• アーカイブが有効化された期間ベースのスケジュールを含むポリシーを削除すると、そのポリ
シーによって作成されアーカイブが予定されていたスナップショットは、スケジュールされた
(aws:dlm:expirationtime システムタグで示されている) アーカイブの日時に完全に削除されます。
次のいずれかの手順に従ってライフサイクルポリシーを削除します。
Console

ライフサイクルポリシーを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Elastic Block Store]、[ライフサイクルマネージャー] の順に選択しま
す。

3.

リストからライフサイクルポリシーを選択します。

4.
5.

[アクション]、[ライフサイクルポリシーの削除] の順に選択します。
確認を求められたら、[ライフサイクルポリシーの削除] を選択します。

Command line
ライフサイクルポリシーを削除し、ポリシーで指定されたターゲットタグを解放して再利用できるよ
うにするには、delete-lifecycle-policy コマンドを使用します。

Note
Amazon Data Lifecycle Manager によって作成されたスナップショットだけを削除できます。
aws dlm delete-lifecycle-policy --policy-id policy-0123456789abcdef0

Amazon Data Lifecycle Manager API リファレンスには、Amazon Data Lifecycle Manager クエリ API の各
アクションとデータ型の説明と構文があります。
代わりに、いずれかの AWS SDK を使用して、使用中のプログラミング言語またはプラットフォームに対
応する API にアクセスすることもできます。詳細については、AWS SDK をご参照ください。

AWS Identity and Access Management
Amazon Data Lifecycle Manager へのアクセスには、認証情報が必要です。それらの資格情報には、イン
スタンス、ボリューム、スナップショット、AMIなどのAWSリソースにアクセスするためのアクセス許可
が必要です。次のセクションでは、AWS Identity and Access Management (IAM)の使用方法 および、リ
ソースへのアクセスを保護する方法について詳しく説明します。
トピック
• AWS マネージドポリシー (p. 1690)
• IAM サービスロール (p. 1693)
• IAM ユーザーのアクセス権限 (p. 1697)
• 暗号化のアクセス許可 (p. 1698)

AWS マネージドポリシー
AWSマネージドポリシーは、AWSが作成および管理するスタンドアロンポリシーです。AWSマネージド
ポリシーは、多くの一般的ユースケースにアクセス許可を提供できるように設計されています。AWSマ
ネージドポリシーでは、ポリシーを自分で書き込みするよりも、適切なアクセス許可をユーザー、グルー
プ、およびロールに割り当てることがより効率的になります。
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AWS しかし、マネージドポリシーで定義されているアクセス許可は変更できません。AWS ときによって
AWS マネージドポリシーで定義されているアクセス許可を更新する場合があります。行われた更新は、ポ
リシーがアタッチされているすべてのプリンシパルエンティティ (ユーザー、グループ、ロール) に影響し
ます。
Amazon Data Lifecycle Manager は、一般的なユースケースに対して2つのAWSマネージドポリシーを提
供します。これらのポリシーでは、より効率的に適切なアクセス許可を定義し、リソースへのアクセスを
制御できます。-AWSAmazon Data Lifecycle Manager で提供されるマネージドポリシーは、Amazon Data
Lifecycle Manager に渡すロールにアタッチされるように設計されています。
以下は、AWSAmazon Data Lifecycle Manager で提供されるマネージドポリシー。また、これらの AWS
マネージドポリシーは、IAM コンソールのポリシーセクションでも確認できます。
AWSDataLifecycleManagerServiceRole
AWSDataLifecycleManagerServiceRoleポリシーは、Amazon Data Lifecycle Manager に適切なアクセ
ス許可を付与し、Amazon EBSスナップショット ポリシーおよびクロスアカウントコピーイベントポ
リシーを作成、管理します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateSnapshot",
"ec2:CreateSnapshots",
"ec2:DeleteSnapshot",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:DescribeSnapshots",
"ec2:EnableFastSnapshotRestores",
"ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
"ec2:DisableFastSnapshotRestores",
"ec2:CopySnapshot",
"ec2:ModifySnapshotAttribute",
"ec2:DescribeSnapshotAttribute",
"ec2:ModifySnapshotTier",
"ec2:DescribeSnapshotTierStatus"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutRule",
"events:DeleteRule",
"events:DescribeRule",
"events:EnableRule",
"events:DisableRule",
"events:ListTargetsByRule",
"events:PutTargets",
"events:RemoveTargets"
],
"Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/AwsDataLifecycleRule.managed-cwe.*"
}
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]

AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement
AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagementポリシーは、Amazon Data Lifecycle
Manager に適切なアクセス許可を付与し、Amazon EBS-backed AMI ポリシーを作成および管理しま
す。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateTags",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
"arn:aws:ec2:*::image/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeImageAttribute",
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:DescribeSnapshots",
"ec2:EnableImageDeprecation",
"ec2:DisableImageDeprecation"

},
{

},
{

}

]

}

],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:DeleteSnapshot",
"Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:ResetImageAttribute",
"ec2:DeregisterImage",
"ec2:CreateImage",
"ec2:CopyImage",
"ec2:ModifyImageAttribute"
],
"Resource": "*"

AWSマネージドポリシーの更新
AWSサービスは、AWSマネージドポリシーを維持および更新します。AWS マネージドポリシーの許可を
変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージド
ポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、すべ
てのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げられ
た場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシーを
更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーからアクセス許可を削除しな
いため、ポリシーの更新によって既存のアクセス許可が破棄されることはありません。
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次の表は、このサービスが変更の追跡を開始してからの、Amazon Data Lifecycle ManagerのAWS マネー
ジドポリシーに対する更新に関する詳細を示しています。このページへの変更に関する自動通知を受ける
には、ドキュメント履歴 (p. 2030) の RSS フィードを購読してください。
変更

説明

日付

AWSDataLifecycleManagerServiceRole
スナップショット
2022 年 9 月 30 日
– スナップショッ
のアーカイブや
トのアーカイブを
スナップショッ
サポートするため
トのアーカイブ
の、アクセス許可
ステータスの確認
を追加しました。
に必要なアクセス
許可を、スナップ
ショットポリシー
に付与するための
ec2:ModifySnapshotTier
および
ec2:DescribeSnapshotTierStatus
アクション
を、Amazon Data
Lifecycle Manager
に追加しました。
AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement—
Amazon Data
2021 年 8 月 23 日
AMI の非推奨をサ Lifecycle Manager
ポートする権限を
は、ec2:EnableImageDeprecationお
追加しました。
よ
びec2:DisableImageDeprecationア
クションを使用し
て、AMI の非推奨
を有効または無効
にするアクセス権
限を EBS-backed
AMI ポリシーに付
与します。
Amazon Data
Lifecycle Manager
が変更追跡を開始
しました

Amazon Data
Lifecycle Manager
が AWS マネージ
ドポリシーの変更
の追跡を開始しま
した。

2021 年 8 月 23 日

IAM サービスロール
AWS Identity and Access Management (IAM) ロールは、AWS でアイデンティティが実行できることとで
きないことを決定する許可ポリシーを持つ AWS アイデンティティであるという点で、ユーザーと似てい
ます。ただし、ユーザーは 1 人の特定の人に一意に関連付けられますが、ロールはそれを必要とする任
意の人が引き受けるようになっています。サービスロールは、お客様に代わって AWS のサービスがアク
ションを実行するために引き受けるロールです。お客様に代わってバックアップ操作を実行するサービス
として、Amazon Data Lifecycle Managerでは、お客様に代わってポリシー操作を実行するときに、想定す
るロールを渡す必要があります。IAM ロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ロール」を
参照してください。
Amazon Data Lifecycle Manager に渡すロールには、Amazon Data Lifecycle Manager がポリシー操作に
関連するアクション（スナップショットと AMI の作成、スナップショットと AMI のコピー、スナップ
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ショットの削除、AMI の登録解除など）を実行できるようにするアクセス権限を持つ IAM ポリシーが必
要です。Amazon Data Lifecycle Manager のポリシータイプごとに異なるアクセス権限が必要です。ロー
ルには、Amazon Data Lifecycle Manager が信頼されたエンティティとして登録されている必要がありま
す。これにより、Amazon Data Lifecycle Manager はロールを引き受けることができます。
トピック
• Amazon Data Lifecycle Manager のデフォルトのサービスロール (p. 1694)
• Amazon Data Lifecycle Manager のカスタムサービスロール (p. 1694)

Amazon Data Lifecycle Manager のデフォルトのサービスロール
Amazon Data Lifecycle Manager は、以下のデフォルトのサービスロールを使用します：
• AWSDataLifecycleManagerDefaultRole — スナップショットを管理するためのデフォル
トのロール。dlm.amazonaws.comサービスのみを信頼してロールを引き受け、Amazon
Data Lifecycle Manager は、お客様に代わってスナップショットおよびクロスアカウント
のスナップショットコピーポリシーで必要なアクションを実行できます。このロールでは
AWSDataLifecycleManagerServiceRole AWSマネージドポリシーを使用します。

Note
ロールの ARN 形式は、コンソールを使用して作成されたか、AWS CLI を使
用して作成されたかによって異なります。コンソールを使用してロールが作
成された場合、ARN 形式は arn:aws:iam::account_id:role/servicerole/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole です。AWS CLI を使用して
ロールが作成された場合、ARN 形式は arn:aws:iam::account_id:role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole です。
• AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement— AMI を管理するためのデフォルトロー
ル。dlm.amazonaws.comサービスのみを信頼してロールを引き受けます。これにより、Amazon Data
Lifecycle Manager が、お客様に代わってEBS-backed AMI ポリシーで必要なアクションを実行できるよ
うになります。このロールではAWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement AWS
マネージドポリシーを使用します。
Amazon Data Lifecycle Manager コンソールを使用している場合、Amazon Data Lifecycle Managerは、
スナップショットまたはクロスアカウントのスナップショットコピーポリシーを最初に作成したとき
に、AWSDataLifecycleManagerDefaultRole サービスロールを自動的に作成します。同時にEBS-backed
AMIポリシーを最初に作成したときに、AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement サービ
スロールを自動的に作成します。
コンソールを使用していない場合は、サービスロールを手動で作成するには、デ
フォルトロールの作成コマンドを実行します。この場合--resource-typeを
指定してsnapshot AWSDatalifeCycleManagerDefaultRole を作成するか、また
はimageAWSDatalifeCycleManagerDefaultRoleForAMIManagementを作成します。
$ aws dlm create-default-role --resource-type snapshot|image

デフォルトのサービスロールを削除したのち、再度作成する必要がある場合は、同じ手順でアカウントに
ロールを再作成できます。

Amazon Data Lifecycle Manager のカスタムサービスロール
デフォルトのサービスロールを使用する代わりに、必要なアクセス許可を持つカスタム IAM ロールを作成
し、ライフサイクルポリシーの作成時に、そのロールを選択することもできます。

カスタム IAM ロールを作成するには
1.

次のアクセス許可でロールを作成します。
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• スナップショットライフサイクルポリシーを管理するためのアクセス許可
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateSnapshot",
"ec2:CreateSnapshots",
"ec2:DeleteSnapshot",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:DescribeSnapshots",
"ec2:EnableFastSnapshotRestores",
"ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
"ec2:DisableFastSnapshotRestores",
"ec2:CopySnapshot",
"ec2:ModifySnapshotAttribute",
"ec2:DescribeSnapshotAttribute",
"ec2:ModifySnapshotTier",
"ec2:DescribeSnapshotTierStatus"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:PutRule",
"events:DeleteRule",
"events:DescribeRule",
"events:EnableRule",
"events:DisableRule",
"events:ListTargetsByRule",
"events:PutTargets",
"events:RemoveTargets"
],
"Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/AwsDataLifecycleRule.managed-cwe.*"
}
]

• AMI ライフサイクルポリシーを管理するためのアクセス許可
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateTags",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
"arn:aws:ec2:*::image/*"
]
},
{
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},
{

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeImageAttribute",
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:DescribeSnapshots"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:DeleteSnapshot",
"Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:ResetImageAttribute",
"ec2:DeregisterImage",
"ec2:CreateImage",
"ec2:CopyImage",
"ec2:ModifyImageAttribute"

],
"Resource": "*"
}]

}

詳細については、IAM ユーザーガイド の「ロールの作成」を参照してください。
2.

ロールに信頼関係を追加します。
a.

IAM コンソールで、[ロール] を選択します。

b.

作成したロールを選択し、信頼関係を選択します。

c.

[信頼関係の編集] を選択して、次のポリシーを追加し、[信頼ポリシーの更新] を選択します。
{

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

}

Confused Deputy Problem (混乱した使節の問題) から自分を守るために、aws:SourceAccount
および aws:SourceArn の条件キーを使用することをお勧めします。例えば、前述の信頼ポリ
シーに次の条件ブロックを追加できます。aws:SourceAccount は、ライフサイクルポリシーの
所有者であり、aws:SourceArn はライフサイクルポリシーの ARN です。ライフサイクルポリ
シー ID が不明である場合は、ARN のその部分をワイルドカード (*) に置き換えて、ライフサイ
クルポリシーを作成後に信頼ポリシーを更新できます。
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "account_id"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:partition:dlm:region:account_id:policy/policy_id"
}
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IAM ユーザーのアクセス権限
IAM ユーザーが Amazon Data Lifecycle Manager を使用するには、次のアクセス許可が必要です。

Note
• ec2:DescribeAvailabilityZones、ec2:DescribeRegions、kms:ListAliases、お
よび kms:DescribeKey 許可は、コンソールユーザーにのみ必要です。コンソールへのアクセ
スが不要な場合は、許可を削除できます。
• AWSDataLifecycleManagerDefaultRole ロールの ARN 形式は、コンソールを使用して
作成されたか、AWS CLI を使用して作成されたかによって異なります。コンソールを
使用してロールが作成された場合、ARN 形式は arn:aws:iam::account_id:role/
service-role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole です。AWS CLI を使
用してロールが作成された場合、ARN 形式は arn:aws:iam::account_id:role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole です 次のポリシーでは、ロールが AWS CLI を使
用して作成されたと仮定しています。
•

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "dlm:*",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": [
"arn:aws:iam::accound_id:role/service-role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
"arn:aws:iam::accound_id:role/service-role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListRoles",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:DescribeRegions",
"kms:ListAliases",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"
}
]
}

詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ユーザーのアクセス許可の変更」を参照してください。
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暗号化のアクセス許可
ソースボリュームが暗号化されている場合は、Amazon Data Lifecycle
Manager デフォルトのロール (AWSDataLifecycleManagerDefaultRole および
AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement) に、ボリュームの暗号化に使用する KMS
キー を使うアクセス権限があることを確認してください。
暗号化されていないスナップショット、または暗号化されていないスナップショットによってバックアッ
プされた AMI に対するクロスリージョンコピーを有効にし、送信先リージョンで暗号化を有効にする場合
は、デフォルトのロールに、送信先リージョンで暗号化を実行するのに必要な KMS キー を使用するため
のアクセス権限があることを確認してください。
暗号化されたスナップショット、または暗号化されたスナップショットによってバックアップされた AMI
に対してクロスリージョンコピーを有効にする場合は 、デフォルトのロールに、送信元および送信先の両
方の KMS キー を使用するためのアクセス権限があることを確認してください。
詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「他のアカウントのユーザーに
KMS キーの使用を許可する」をご参照ください。

スナップショットと AMI のライフサイクルのモニタリング
次の機能を使用して、スナップショットと AMI のライフサイクルをモニタリングできます。
機能
• コンソールと AWS CLI (p. 1698)
• AWS CloudTrail (p. 1698)
• CloudWatch Events を使用したポリシーのモニタリング (p. 1698)
• Amazon CloudWatch を使用したポリシーのモニタリング (p. 1699)

コンソールと AWS CLI
ライフサイクルポリシーは、Amazon EC2 コンソールまたは AWS CLI を使用して表示できます。ポリ
シーによって作成された各スナップショットと AMI には、タイムスタンプとポリシー関連のタグがありま
す。タグを使用してスナップショットと AMI をフィルタリングして、意図したとおりにバックアップが作
成されていることを確認できます。コンソールを使用したライフサイクルポリシーの表示の詳細について
は、「ライフサイクルポリシーの表示 (p. 1686)」を参照してください。

AWS CloudTrail
AWS CloudTrail を使用すると、ユーザーのアクティビティや API の使用状況を追跡して、社内ポリシーや
規制基準への準拠を実証することができます。詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照し
てください。

CloudWatch Events を使用したポリシーのモニタリング
Amazon EBS と Amazon Data Lifecycle Manager は、ライフサイクルポリシーアクションに関するイベ
ントを発行します。AWS Lambda と Amazon CloudWatch Events を使用すると、イベント通知をプログ
ラムで処理できます。イベントは、ベストエフォートベースで出力されます。詳細については、Amazon
CloudWatch Events ユーザーガイドを参照してください。
利用できるイベントは次のとおりです。

Note
AMI ライフサイクルポリシーアクションでは、イベントは発生しません。
• createSnapshot – CreateSnapshot アクションが成功または失敗したときに生成される Amazon
EBS イベント。詳細については、「EventBridge for Amazon EBS (p. 1782)」を参照してください。
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• DLM Policy State Change – ライフサイクルポリシーがエラー状態になったときに生成される
Amazon Data Lifecycle Manager イベント。このイベントには、エラーを引き起こした原因の説明が含
まれています。次に、IAM ロールによって付与されたアクセス権限が不十分な場合のイベントの例を示
します。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
"detail-type": "DLM Policy State Change",
source": "aws.dlm",
"account": "123456789012",
"time": "2018-05-25T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/policy-0123456789abcdef"
],
"detail": {
"state": "ERROR",
"cause": "Role provided does not have sufficient permissions",
"policy_id": "arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/policy-0123456789abcdef"
}

制限を超えた場合のイベントの例を次に示します。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
"detail-type": "DLM Policy State Change",
"source": "aws.dlm",
"account": "123456789012",
"time": "2018-05-25T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/policy-0123456789abcdef"
],
"detail":{
"state": "ERROR",
"cause": "Maximum allowed active snapshot limit exceeded",
"policy_id": "arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/policy-0123456789abcdef"
}

Amazon CloudWatch を使用したポリシーのモニタリング
Amazon Data Lifecycle Manager のライフサイクルポリシーは、CloudWatch を使ってモニタリングするこ
とができます。CloudWatch は、raw データを収集し、読み取り可能なほぼリアルタイムのメトリクスに
加工することができます。これらのメトリクスを使用して、ポリシーによって作成、削除、コピーされた
Amazon EBS スナップショットと EBS Backed AMI の数を正確に把握できます。また、特定のしきい値を
モニタリングするアラームを設定し、これらのしきい値に達したときに通知を送信したりアクションを実
行したりできます。
メトリクスは 15 か月間保持されるため、履歴情報にアクセスして長期間にわたるライフサイクルポリ
シーのパフォーマンスをより的確に把握できます。
Amazon CloudWatch の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。
トピック
• サポートされるメトリクス (p. 1700)
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• ポリシーの CloudWatch メトリクスを表示する (p. 1703)
•
•
•
•

ポリシーのグラフメトリクス (p. 1703)
ポリシーの CloudWatch アラームを作成する (p. 1704)
ユースケースの例 (p. 158)
失敗したアクションを報告するポリシーの管理 (p. 1706)

サポートされるメトリクス
Data Lifecycle Manager 名前空間には、Amazon Data Lifecycle Manager ライフサイクルポリシーの
以下のメトリクスが含まれます。サポートされるメトリクスは、ポリシータイプによって異なります。
すべてのメトリクスは、DLMPolicyId ディメンションで測定できます。最も有用な統計データは sum と
average、そして測定単位は count です。
タブを選択すると、そのポリシータイプでサポートされているメトリクスが表示されます。
EBS snapshot policies
メトリクス

説明

ResourcesTargeted

スナップショットまたは EBS-backed AMI ポリシーで指定されたタグが
ターゲットとするリソースの数。

スナップショットポリシーによって開始されたスナップショット作成アク
SnapshotsCreateStarted
ションの数。後続の再試行が複数ある場合でも、各アクションは 1 回だけ
記録されます。
スナップショット作成アクションが失敗すると、Amazon Data Lifecycle
Manager は SnapshotsCreateFailed メトリクスを送信します。
スナップショットポリシーにより作成されたスナップショットの数。これ
SnapshotsCreateCompleted
には、スケジュールされた時刻から 60 分以内に成功した再試行が含まれ
ます。
スナップショットポリシーにより作成できなかったスナップショットの
SnapshotsCreateFailed
数。これには、スケジュールされた時刻から 60 分以内に失敗した再試行
が含まれます。
スナップショットポリシーによってアカウント間で共有されたスナップ
SnapshotsSharedCompleted
ショットの数。
スナップショットポリシーまたは EBS-backed AMI ポリシーにより削除さ
SnapshotsDeleteCompleted
れたスナップショットの数。このメトリクスは、ポリシーによって作成さ
れたスナップショットにのみ適用されます。このポリシーは、ポリシーに
よって作成されたクロスリージョンスナップショットコピーには適用され
ません。
このメトリクスには、EBS-backed AMI ポリシーが AMI の登録を解除した
ときに削除されるスナップショットが含まれます。
スナップショットポリシーまたは EBS-backed AMI ポリシーにより削除で
SnapshotsDeleteFailed
きなかったスナップショットの数。このメトリクスは、ポリシーによって
作成されたスナップショットにのみ適用されます。このポリシーは、ポリ
シーによって作成されたクロスリージョンスナップショットコピーには適
用されません。
このメトリクスには、EBS-backed AMI ポリシーが AMI の登録を解除した
ときに削除されるスナップショットが含まれます。
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メトリクス

説明

スナップショットポリシーによって開始されたクロスリージョンスナップ
SnapshotsCopiedRegionStarted
ショットコピーアクションの数。
スナップショットポリシーによって作成されたクロスリージョンスナップ
SnapshotsCopiedRegionCompleted
ショットコピーの数。これには、スケジュールされた時刻から 24 時間以
内に成功した再試行が含まれます。
スナップショットポリシーにより作成できなかったクロスリージョンス
SnapshotsCopiedRegionFailed
ナップショットコピーの数。これには、スケジュールされた時刻から 24
時間以内に失敗した再試行が含まれます。
スナップショットポリシーによって削除された、保持ルールで指定された
SnapshotsCopiedRegionDeleteCompleted
クロスリージョンスナップショットコピーの数。
スナップショットポリシーにより、保持ルールで指定された削除できな
SnapshotsCopiedRegionDeleteFailed
かったクロスリージョンのスナップショットコピーの数。
EBS-backed AMI policies
EBS-backed AMI ポリシーでは、次のメトリクスを使用できます。
メトリクス

説明

ResourcesTargeted

スナップショットまたは EBS-backed AMI ポリシーで指定されたタグが
ターゲットとするリソースの数。

スナップショットポリシーまたは EBS-backed AMI ポリシーにより削除さ
SnapshotsDeleteCompleted
れたスナップショットの数。このメトリクスは、ポリシーによって作成さ
れたスナップショットにのみ適用されます。このポリシーは、ポリシーに
よって作成されたクロスリージョンスナップショットコピーには適用され
ません。
このメトリクスには、EBS-backed AMI ポリシーが AMI の登録を解除した
ときに削除されるスナップショットが含まれます。
スナップショットポリシーまたは EBS-backed AMI ポリシーにより削除で
SnapshotsDeleteFailed
きなかったスナップショットの数。このメトリクスは、ポリシーによって
作成されたスナップショットにのみ適用されます。このポリシーは、ポリ
シーによって作成されたクロスリージョンスナップショットコピーには適
用されません。
このメトリクスには、EBS-backed AMI ポリシーが AMI の登録を解除した
ときに削除されるスナップショットが含まれます。
スナップショットポリシーによって削除された、保持ルールで指定された
SnapshotsCopiedRegionDeleteCompleted
クロスリージョンスナップショットコピーの数。
スナップショットポリシーにより、保持ルールで指定された削除できな
SnapshotsCopiedRegionDeleteFailed
かったクロスリージョンのスナップショットコピーの数。
ImagesCreateStartedEBS-backed AMI ポリシーによって開始された CreateImage アクションの
数。
EBS-backed AMI ポリシーによって作成された AMI の数。
ImagesCreateCompleted
ImagesCreateFailed EBS-backed AMI ポリシーによって作成できなかった AMI の数。
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メトリクス

説明

EBS-backed AMI ポリシーによって登録解除された AMI の数。
ImagesDeregisterCompleted
EBS-backed AMI ポリシーによって登録解除できなかった AMI の数。
ImagesDeregisterFailed
EBS-backed AMI ポリシーによって開始されたクロスリージョンコピーア
ImagesCopiedRegionStarted
クションの数。
EBS-Backed AMI ポリシーによって作成されたクロスリージョン AMI コ
ImagesCopiedRegionCompleted
ピーの数。
EBS-backed AMI ポリシーによって作成できなかったクロスリージョン
ImagesCopiedRegionFailed
AMI コピーの数。
EBS-backed AMI ポリシーによって保持ルールで指定された、登録解除さ
ImagesCopiedRegionDeregisterCompleted
れたクロスリージョン AMI コピーの数。
EBS-backed AMI ポリシーによって登録解除できなかった、保持ルールで
ImagesCopiedRegionDeregisteredFailed
指定されたクロスリージョン AMI コピーの数。
EBS-backed AMI ポリシーによって非推奨としてマークされた AMI の数。
EnableImageDeprecationCompleted
EBS-backed AMI ポリシーによって非推奨としてマークされなかった AMI
EnableImageDeprecationFailed
の数。
EBS-Backed AMI ポリシーによって非推奨としてマークされたクロスリー
EnableCopiedImageDeprecationCompleted
ジョン AMI コピーの数。
グリッドでポリシーを選択し、Monitoringタブを選びます。EBSでサポー
EnableCopiedImageDeprecationFailed
トされているAMIポリシーによって非推奨としてマークされなかったクロ
スリージョンAMIコピーの数。
Cross-account copy event policies
クロスアカウントコピーイベントポリシーでは、以下のメトリクスを使用できます。
メトリクス

説明

クロスアカウントコピーイベントポリシーによって開始された、クロスア
SnapshotsCopiedAccountStarted
カウントスナップショットコピーアクションの数。
クロスアカウントコピーイベントポリシーによって別のアカウントからコ
SnapshotsCopiedAccountCompleted
ピーされたスナップショットの数。これには、スケジュールされた時刻か
ら 24 時間以内に成功した再試行が含まれます。
クロスアカウントコピーイベントポリシーによって別のアカウントからコ
SnapshotsCopiedAccountFailed
ピーできなかったスナップショットの数。これには、スケジュールされた
時刻から 24 時間以内に失敗した再試行が含まれます。
クロスアカウントのコピーイベントポリシーによって、保持ルールで指定
SnapshotsCopiedAccountDeleteCompleted
された削除されたクロスレジオンスナップショットコピーの数。
クロスアカウントのコピーイベントポリシーによって、保持ルールで指定
SnapshotsCopiedAccountDeleteFailed
された削除できなかったクロスレジオンスナップショットコピーの数。
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ポリシーの CloudWatch メトリクスを表示する
AWS Management Console またはコマンドラインツールを使用して、Amazon Data Lifecycle Manager が
Amazon CloudWatch に送信するメトリクスをリストアップすることができます。
Amazon EC2 console

Amazon EC2 コンソールを使用してメトリクスを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインでLifecycle Managerを選択します。

3.

グリッドでポリシーを選択し、モニタリングタブを選びます。

CloudWatch console

Amazon CloudWatch コンソールを使用してメトリクスを表示するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Metrics (メトリクス)] を選択します。

3.

[EBS] 名前空間を選択し、[Data Lifecycle Manager metrics] (Data Lifecycle Manager メトリクス)
を選択します。

AWS CLI
Amazon Data Lifecycle Manager で利用可能なメトリクスをすべて表示するには
list-metrics コマンドを使用します。
C:\> aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/EBS

特定のポリシーのすべてのメトリクスを表示するには
list-metrics コマンドを使用して、DLMPolicyId ディメンションを指定します。
C:\> aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/EBS --dimensions
Name=DLMPolicyId,Value=policy-abcdef01234567890

すべてのポリシーにわたって単一のメトリクスを表示するには
list-metrics コマンドを使用して、--metric-name オプションを指定します。
C:\> aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/EBS --metricname SnapshotsCreateCompleted

ポリシーのグラフメトリクス
ポリシーの作成が完了したら、Amazon EC2 コンソールを開いて、Monitoring タブにポリシーのモニタリ
ンググラフを表示できます。各グラフは、利用可能な Amazon EC2 メトリクスのいずれかに基づいていま
す。
以下のグラフが利用可能です：
• ターゲットとなるリソース (ResourcesTargetedに基づく)
• スナップショットの作成が開始されました (SnapshotsCreateStarted)
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• スナップショットの作成が完了しました（SnapshotsCreateCompletedに基づく)
• スナップショットの作成に失敗しました（SnapshotsCreateFailedに基づく)
• スナップショットの共有が完了しました（SnapshotsSharedCompletedに基づく)
• スナップショットの削除が完了しました（SnapshotsDeleteCompletedに基づく)
• スナップショットの削除に失敗しました（SnapshotsDeleteFailedに基づく)
• スナップショットのクロスリージョンコピーが開始されました (SnapshotsCopiedRegionStartedに
基づく)
• スナップショットのクロスリージョンコピーが完了しました
（SnapshotsCopiedRegionCompletedに基づく)
• スナップショットのクロスリージョンコピーに失敗しました（SnapshotsCopiedRegionFailedに基
づく)
• スナップショットのクロスリージョンコピーの削除が完了しました
（SnapshotsCopiedRegionDeleteCompletedに基づく)
• スナップショットのクロスリージョンコピーの削除に失敗しました
（SnapshotsCopiedRegionDeleteFailedに基づく)
• スナップショットのクロスアカウントコピーが開始されました
(SnapshotsCopiedAccountStartedに基づく)
• スナップショットのクロスアカウントコピーが完了しました
（SnapshotsCopiedAccountCompletedに基づく)
• スナップショットのクロスアカウントコピーに失敗しました（SnapshotsCopiedAccountFailedに
基づく)
• スナップショットのクロスアカウントコピーの削除が完了しました
(SnapshotsCopiedAccountDeleteCompletedに基づく)
• スナップショットのクロスアカウントコピーの削除に失敗しました
(SnapshotsCopiedAccountDeleteFailedに基づく)
• AMI の作成が開始されました（ImagesCreateStartedに基づく)
• AMI の作成が完了しました（ImagesCreateCompletedに基づく)
• AMI の作成に失敗しました（ImagesCreateFailedに基づく)
• AMI の登録解除が完了しました（ImagesDeregisterCompletedに基づく)
• AMI の登録解除に失敗しました（ImagesDeregisterFailedに基づく)
• AMI のクロスリージョンコピーを開始（ImagesCopiedRegionStartedに基づく)
• AMI のクロスリージョンコピーが完了しました（ImagesCopiedRegionCompletedに基づく)
• AMI のクロスリージョンコピーに失敗しました（ImagesCopiedRegionFailedに基づく)
• AMI のクロスリージョンコピーの登録解除が完了しました
（ImagesCopiedRegionDeregisterCompletedに基づく)
• AMI のクロスリージョンコピーの登録解除に失敗しました
（ImagesCopiedRegionDeregisteredFailedに基づく)
• AMI の有効化の廃止が完了しました（EnableImageDeprecationCompletedに基づく)
• AMI の有効化の廃止に失敗しました（EnableImageDeprecationFailedに基づく)
• AMI クロスリージョンコピーの有効化の廃止が完了しました
（EnableCopiedImageDeprecationCompletedに基づく)
• AMI クロスリージョンコピーの有効化の廃止に失敗しました
（EnableCopiedImageDeprecationFailedに基づく)

ポリシーの CloudWatch アラームを作成する
ポリシーの CloudWatch メトリクスをモニタリングする CloudWatch アラームを作成できま
す。CloudWatch は、指定したしきい値にメトリクスが到達すると、自動的に通知を送信しま
す。CloudWatch アラームを作成するには、CloudWatch コンソールを使用します。
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CloudWatch コンソールを使用してアラームを作成する方法について詳細は、「Amazon CloudWatch ユー
ザーガイド」の次のトピックを参照してください。
• 静的しきい値に基づいて CloudWatch アラームを作成する
• 異常検出に基づいて CloudWatch アラームを作成する

ユースケースの例
ユースケースの例を次に示します。
トピック
• 例 1: ResourcesTargeted メトリクス (p. 1705)
• 例 2: SnapshotDeleteFailed メトリクス (p. 1705)
• 例 3: SnapshotsCopiedRegionFailed メトリクス (p. 1706)

例 1: ResourcesTargeted メトリクス
ResourcesTargeted メトリクスを使って、特定のポリシーが実行されるたびに対象となるリソースの総
数をモニタリングすることができます。これにより、ターゲットリソースの数が予想されるしきい値を下
回ったり上回ったりしたときにアラームをトリガーできます。
例えば、日時ポリシーで 50 個以下のボリュームのバックアップを作成することを想定している場合、1
時間の間に ResourcesTargeted の sum が 50 より大きくなったときにメールで通知するアラームを作
成することができます。これにより、誤ってタグ付けされたボリュームからスナップショットが予期せず
作成されないようにすることができます。
以下のコマンドを使用して、このアラームを作成できます。
C:\> aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-name resource-targeted-monitor \
--alarm-description "Alarm when policy targets more than 50 resources" \
--metric-name ResourcesTargeted \
--namespace AWS/EBS \
--statistic Sum \
--period 3600 \
--threshold 50 \
--comparison-operator GreaterThanThreshold \
--dimensions "Name=DLMPolicyId,Value=policy_id" \
--evaluation-periods 1 \
--alarm-actions sns_topic_arn

例 2: SnapshotDeleteFailed メトリクス
この SnapshotDeleteFailed メトリクスを使用して、ポリシーのスナップショット保持ルールに従って
スナップショットを削除する際の失敗をモニタリングできます。
例えば、12 時間ごとにスナップショットを自動的に削除するポリシーを作成した場合、1 時間の間に
SnapshotDeletionFailed の sum が 0 より大きくなったときにエンジニアリングチームに通知するア
ラームを作成することができます。これにより、不適切なスナップショットの保持を調査し、不要なス
ナップショットによってストレージコストが増加しないようにすることができます。
以下のコマンドを使用して、このアラームを作成できます。
C:\> aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-name snapshot-deletion-failed-monitor \
--alarm-description "Alarm when snapshot deletions fail" \
--metric-name SnapshotsDeleteFailed \
--namespace AWS/EBS \
--statistic Sum \
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--period 3600 \
--threshold 0 \
--comparison-operator GreaterThanThreshold \
--dimensions "Name=DLMPolicyId,Value=policy_id" \
--evaluation-periods 1 \
--alarm-actions sns_topic_arn

例 3: SnapshotsCopiedRegionFailed メトリクス
SnapshotsCopiedRegionFailed メトリクスを使用して、ポリシーが他のリージョンへのスナップ
ショットのコピーに失敗した場合を特定します。
例えば、ポリシーによりリージョン間でスナップショットを毎日コピーしている場合、1 時間の間に
SnapshotCrossRegionCopyFailed の sum が 0 より大きくなったときにエンジニアリングチームに
SMS を送信するアラームを作成することができます。これは、系統内の後続のスナップショットがポリ
シーによって正常にコピーされたかどうかを検証する場合に便利です。
以下のコマンドを使用して、このアラームを作成できます。
C:\> aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-name snapshot-copy-region-failed-monitor \
--alarm-description "Alarm when snapshot copy fails" \
--metric-name SnapshotsCopiedRegionFailed \
--namespace AWS/EBS \
--statistic Sum \
--period 3600 \
--threshold 0 \
--comparison-operator GreaterThanThreshold \
--dimensions "Name=DLMPolicyId,Value=policy_id" \
--evaluation-periods 1 \
--alarm-actions sns_topic_arn

失敗したアクションを報告するポリシーの管理
ポリシーの 1 つが、失敗したアクションメトリクスに予期しないゼロ以外の値を報告した場合の対処方法
の詳細については、Amazon Data Lifecycle Manager が CloudWatch メトリクスで失敗したアクションを
報告した場合の対処方法を参照してください AWS
ナレッジセンターの記事。

Amazon EBS データサービス
Amazon EBS は以下のデータサービスを提供します。
データサービス
• Amazon EBS Elastic Volumes (p. 1706)
• Amazon EBS 暗号化 (p. 1719)
• Amazon EBS 高速スナップショット復元 (p. 1731)

Amazon EBS Elastic Volumes
Amazon EBS Elastic Volumes では、EBS ボリュームのボリュームサイズの増加、ボリュームタイプの変
更、パフォーマンスの調整を行うことができます。インスタンスで Elastic Volumes をサポートしている
場合は、ボリュームのデタッチやインスタンスの再起動を行うことなく、これらの操作を行うことができ
ます。したがって、変更の適用中でも、アプリケーションを引き続き使用できます。
ボリュームの設定を変更するための料金は発生しません。ボリューム変更を開始すると、新しいボリュー
ム設定料金が発生します。詳細については、Amazon EBS 料金表ページを参照してください。
コンテンツ

1706

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EBS のデータサービス

• ボリューム変更時の要件 (p. 1707)
• EBS ボリュームへの変更のリクエスト (p. 1708)
• ボリューム変更の進行状況のモニタリング (p. 1712)
• ボリュームサイズ変更後の Windows ファイルシステムの拡張 (p. 1714)

ボリューム変更時の要件
Amazon EBS ボリュームを変更すると、以下の要件と制約事項が適用されます。EBS ボリュームの一般的
な要件についての詳細は、「EBS ボリュームのサイズと設定の制限 (p. 1524)」を参照してください。
トピック
• サポートされるインスタンスタイプ (p. 1707)
• Windows ボリュームの要件 (p. 1707)
• 制約事項 (p. 1708)

サポートされるインスタンスタイプ
Elastic Volumes は、次のインスタンスでサポートされています。
• すべての現行世代のインスタンス (p. 195)
• 旧世代のインスタンス: C1、C3、CC2、CR1、G2、I2、M1、M3、R3
インスタンスタイプが Elastic Volumes をサポートしていない場合は、「Elastic Volumes がサポートされ
ていない場合の EBS ボリュームの変更 (p. 1711)」を参照してください。

Windows ボリュームの要件
デフォルトでは、Windows はマスターブートレコード (MBR) パーティションテーブルを使用してボ
リュームを初期化します。MBR は 2 TiB (2048 GiB) 以下のボリュームのみをサポートするため、Windows
はこのサイズ制限以上の MBR ボリュームのサイズ変更を阻止します。この場合、[Extend Volume (ボ
リュームの拡張)] のオプションは Windows の [Disk Management (ディスクの管理)] ユーティリティで無
効になっています。AWS Management Console または AWS CLI を使用して、サイズ制限を超える MBR
でパーティション分割されたボリュームを作成しても、Windows では超過分のスペースを検出または使用
することはできません。Linux ボリュームに影響する要件については、Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイド の「Linux ボリュームの要件」を参照してください。
この制限を回避するには、GUID パーティションテーブル (GPT) でより大きな新しいボリュームを作成
し、元の MBR ボリュームからデータをコピーします。

GPT ボリュームを作成するには
1.

EC2 インスタンスのアベイラビリティーゾーンに必要な容量の新しい空のボリュームを作成し、イン
スタンスにアタッチします。

Note
新しいボリュームには、スナップショットから復元したボリュームは使用できません。
2.
3.
4.

Windows システムにログインし、[Disk Management (ディスク管理)] (diskmgmt.exe) を開きます。
新しいディスクのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Online] を選択します。
[Initialize Disk] ウィンドウで、新規のディスクを選択し、続いて [GPT (GUID Partition Table)]、[OK]
の順に選択します。

5.

初期化が完了したら、robocopy または teracopy などのツールを使用して元のボリュームから新しい
ボリュームにデータをコピーします。
[Disk Management] で、ドライブ文字を適切な値に変更し、古いボリュームをオフラインにします。

6.
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7.

Amazon EC2 コンソールで、インスタンスから古いボリュームをデタッチ後、インスタンスを再起動
して正常に稼働することを確認したら、古いボリュームを削除します。

制約事項
• ボリュームの変更でリクエストできる集計ストレージの最大数には制限があります。詳細について
は、Amazon Web Services General Reference の「Amazon EBS Service Quotas」を参照してくださ
い。
• ボリュームの変更後は 6 時間以上待機してから、同じボリュームにさらに変更を加える前に、その状態
が in-use または available であることを確認してください。これは、クールダウン期間と呼ばれる
こともあります。
• ボリュームが 2016 年 11 月 3 日 23:40 (UTC) 以前にアタッチされていた場合は、Elastic Volumes
サポートを初期化する必要があります。詳細については、「Elastic Volumes サポートの初期
化 (p. 1710)」を参照してください。
• EBS ボリュームを変更する際にエラーメッセージが表示された場合や前世代のインスタンスタイプにア
タッチされた EBS ボリュームを変更する場合は、以下のいずれかのステップを行ってください。
• ルート以外のボリュームの場合は、ボリュームをインスタンスからデタッチして、変更を適用した後
で、ボリュームを再アタッチします。
• ルートボリュームの場合は、インスタンスを停止し、変更を適用した後で、インスタンスを再起動し
ます。
• 完全に初期化されていないボリュームでは、変更時間が長くなります。詳細については、「Amazon
EBS ボリュームの初期化 (p. 1766)」を参照してください。
• 変更後のボリュームサイズは、そのファイルシステムとパーティション設定スキームでサポート
される容量を超えることはできません。詳細については、「EBS ボリュームのサイズと設定の制
限 (p. 1524)」を参照してください。
• ボリュームのボリュームタイプを変更する場合、サイズとパフォーマンスは、ターゲットとなるボ
リュームタイプの制限内にする必要があります。詳細については、「Amazon EBS ボリュームの種
類 (p. 1506)」を参照してください。
• EBS ボリュームのサイズを小さく変更することはできません。ただし、より小さなボリュームを作成
し、そのボリュームに対して や robocopy などのアプリケーションレベルのツールを使用して、データ
を移行することができます。
• 32,000 IOPS 以上を、既存の io1 または io2 ボリュームにプロビジョニングした場合、パフォーマン
スの向上を完全に確認するためには、そのボリュームを一度デタッチした後に再アタッチするか、イン
スタンスを再起動する必要が生じることがあります。
• io2 ボリュームの場合、io2 Block Express ボリュームをサポートしていないインスタンスタイプに
ボリュームが添付されている間は、サイズを 16 TiBより大きくしたり、IOPS を 64,000 より大きく
したりすることはできません。現在、R5b、Trn1、X2idn、および X2iedn インスタンスのみが io2
Block Express ボリュームをサポートしています。詳細については、「io2 Block Express ボリュー
ム (p. 1513)」を参照してください。
• マルチアタッチが有効な io2 ボリュームのボリュームタイプを変更することはできません。
• マルチアタッチが有効な io1 ボリュームのボリュームタイプ、サイズ、プロビジョンド IOPS を変更す
ることはできません。
• タイプ io1、io2、gp2、gp3、または standard のルート ボリュームは、インスタンスからデタッチ
されていても、st1 または sc1 ボリュームに変更できません。
• m3.medium インスタンスはボリュームの変更を完全にサポートしています
が、m3.large、m3.xlarge、および m3.2xlarge インスタンスは、すべてのボリューム変更機能を
サポートしていない場合があります。

EBS ボリュームへの変更のリクエスト
Amazon EBS の伸縮自在なボリュームでは、そのサイズを増やしたり、パフォーマンスを増減したり、ボ
リュームタイプを変更したりなどが、ボリュームをデタッチすることなく動的に行えます。
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ボリュームを変更する場合は、次のプロセスで行います。
1. (オプション) 重要なデータを含むボリュームを変更する前に、変更をロールバックする必要がある場合
に備えて、ボリュームのスナップショットを作成するのがベストプラクティスです。詳細については、
「Amazon EBS スナップショットの作成 (p. 1560)」を参照してください。
2. ボリュームの変更をリクエストします。
3. ボリューム変更の進行状況をモニタリングします。詳細については、「ボリューム変更の進行状況のモ
ニタリング (p. 1712)」を参照してください。
4. ボリュームのサイズが変更された場合、増加されたストレージ容量を利用するには、ボリュームのファ
イルシステムを拡張します。詳細については、「」、「ボリュームサイズ変更後の Windows ファイル
システムの拡張 (p. 1714)」を参照してください。
コンテンツ
• Elastic Volumes を使用して EBS ボリュームを変更する (p. 1709)
• Elastic Volumes サポートの初期化 (必要な場合) (p. 1710)
• Elastic Volumes がサポートされていない場合の EBS ボリュームの変更 (p. 1711)

Elastic Volumes を使用して EBS ボリュームを変更する
考慮事項
ボリュームを変更する際には、次の点に注意してください。
• ボリューム変更リクエストの送信後は、キャンセルできません。
• ボリュームサイズは増加することだけが可能です。ボリュームサイズを小さくすることはできません。
• ボリュームのパフォーマンスは増減できます。
• ボリュームタイプを変更しない場合は、ボリュームサイズとパフォーマンスを、現在のボリュームタイ
プの制限内であれば変更できます。ボリュームタイプを変更する場合は、ターゲットとなるボリューム
タイプの制限内であれば、ボリュームサイズとパフォーマンスを変更することが可能です
• ボリュームタイプを gp2 から gp3 に変更し、IOPS またはスループットパフォーマンスを指定しない
場合、Amazon EBS はソース gp2 ボリュームと同等のパフォーマンス、またはベースライン gp3 パ
フォーマンスのいずれか高い方を自動的にプロビジョニングします。
例えば、IOPS またはスループットパフォーマンスを指定せずに、250 MiB/秒のスループットと 1,500
IOPS の 500 GiB gp2 ボリュームを gp3 に変更すると、Amazon EBS は 3,000 IOPS (ベースライン gp3
IOPS) と 250 MiB/秒 (ソース gp2 ボリュームスループットに一致するように) の gp3 ボリュームを自動
的にプロビジョニングします。
EBS ボリュームを変更するには、次のいずれかの方法を使用します。
Console

コンソールを使用して、EBS ボリュームを変更するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [ボリューム] を選択します。

3.

変更するボリュームを選択し、[Actions] (アクション)、[Modify volume] (ボリュームの変更) の順
に選択します。

4.

[Modify Volume] (ボリュームの変更) 画面に、ボリューム ID とボリュームの現在の設定 (タイプ、
サイズ、IOPS、スループットなど) が表示されます。新しい設定値を以下のように設定します。
• タイプを変更するには、[Volume Type] (ボリュームタイプ) の値を選択します。
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• サイズを変更するには、[Size] に新しい値を入力します。
• (gp3、io1、および io2 のみ) IOPS を変更するには、[IOPS] に新しい値を入力します。
• (gp3 のみ) スループットを変更するには、[Throughput] (スループット) に新しい値を入力しま
す。
5.

ボリューム設定を変更したら、[変更] を選択します。確認を求めるメッセージが表示された
ら、[Modify] (変更) を選択します。

Important

6.

ボリュームのサイズを大きくした場合は、追加のストレージ容量を利用するために、ボ
リュームのパーティションも拡張する必要があります。詳細については、「ボリューム
サイズ変更後の Windows ファイルシステムの拡張 (p. 1714)」を参照してください。
7.

AWS NVMe ドライバーがないインスタンスで NVMe ボリュームのサイズを増やす場合、イン
スタンスを再起動して Windows を有効にし、新規のボリュームサイズを表示する必要がありま
す。AWS NVMe ドライバーのインストールの詳細については、AWS Windows インスタンス用
NVMe ドライバー (p. 750) をご参照ください。

AWS CLI
AWS CLI を使用して、EBS ボリュームを変更するには
ボリュームの設定を 1 つ以上変更するには、modify-volume コマンドを使用します。例えば、サイズ
が 100 GiB で、タイプが gp2 のボリュームがある場合は、次のコマンドでこの設定を 10,000 IOPS、
サイズが 200 GiB のタイプ io1 のボリュームに変更します。
aws ec2 modify-volume --volume-type io1 --iops 10000 --size 200 --volumeid vol-11111111111111111

出力例を次に示します。
{

}

"VolumeModification": {
"TargetSize": 200,
"TargetVolumeType": "io1",
"ModificationState": "modifying",
"VolumeId": "vol-11111111111111111",
"TargetIops": 10000,
"StartTime": "2017-01-19T22:21:02.959Z",
"Progress": 0,
"OriginalVolumeType": "gp2",
"OriginalIops": 300,
"OriginalSize": 100
}

Important
ボリュームのサイズを大きくした場合は、追加のストレージ容量を利用するために、ボ
リュームのパーティションも拡張する必要があります。詳細については、「ボリュームサイ
ズ変更後の Windows ファイルシステムの拡張 (p. 1714)」を参照してください。

Elastic Volumes サポートの初期化 (必要な場合)
2016 年 11 月 3 日 23:40 (UTC) 以前にインスタンスにアタッチされたボリュームを変更する前に、次のい
ずれかのアクションを使用してボリュームのサポートを初期化する必要があります。
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• ボリュームをデタッチしてアタッチする
• インスタンスの停止と起動
インスタンスでボリュームを変更する準備が完了していることを確認するには、次のいずれかの手順を使
用します。
Console

コンソールを使用してインスタンスの準備が完了していることを確認するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

[列の表示/非表示] アイコン (歯車) を選択します。[Launch time (起動時刻)] 属性列を選択し、
[Confirm (確認)] を選択します。

4.

[起動時刻] 列でインスタンスの一覧をソートします。カットオフ日より前に開始されたインスタ
ンスごとに、[Storage (ストレージ)] タブを選択し、[Attachment time (アタッチ時刻)] 列をチェッ
クして、ボリュームがいつアタッチされたかを確認します。

AWS CLI
CLI を使用してインスタンスの準備が完了していることを確認するには
ボリュームが 2016 年 11 月 3 日 23:40 (UTC) 以前にアタッチされたかどうかを確認するには、次の
describe-instances コマンドを使用します。
aws ec2 describe-instances --query "Reservations[*].Instances[*].
[InstanceId,LaunchTime<='2016-11-01',BlockDeviceMappings[*]
[Ebs.AttachTime<='2016-11-01']]" --output text

各インスタンスの出力の最初の行は、その ID と、カットオフ日前に開始されたかどうか (True または
False) を示します。その最初の行の後に、各 EBS ボリュームがカットオフ日前にアタッチされたか
どうかを示す 1 つ以上の行が続きます。次の出力例では、最初のインスタンスのボリューム変更を初
期化する必要があります。これはカットオフ日よりも前に開始され、カットオフ日より前にそのルー
トボリュームがアタッチされていたためです。他のインスタンスはカットオフ日以降に開始されたた
め、準備は完了しています。
i-e905622e
True
i-719f99a8
True
i-006b02c1b78381e57
False
False
i-e3d172ed
True

True
False
False
False

Elastic Volumes がサポートされていない場合の EBS ボリュームの変更
サポートされているインスタンスタイプを使用している場合は、Elastic Volumes を使用して、Amazon
EBS ボリュームのサイズ、パフォーマンス、およびボリュームのタイプを動的に変更することができま
す。それらをデタッチする必要はありません。
Elastic Volumes は使用できないが、ルート (ブート) ボリュームの変更が必要になった場合は、インスタン
スを停止し、ボリュームを変更してから、インスタンスを再起動する必要があります。
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インスタンスが起動したら、ファイルシステムのサイズを確認して、拡大したボリュームスペースをイン
スタンスが認識しているかどうか表示できます。
新しく拡張したボリュームがサイズに反映されていない場合は、デバイスのファイルシステムを拡張し
て、インスタンスで新しいスペースを使えるようにします。詳細については、「ボリュームサイズ変更後
の Windows ファイルシステムの拡張 (p. 1714)」を参照してください。
これを使用する場合は、ボリュームをオンライン状態にする必要があります。詳細については、
「Windows で Amazon EBS ボリュームを使用できるようにする (p. 1531)」を参照してください。ボ
リュームを再フォーマットする必要はありません。

ボリューム変更の進行状況のモニタリング
EBS ボリュームを変更すると、次のステータスになります。ボリュームの状態は
modifying、optimizing、completed の順に変わります。この時点で、ボリュームは追加の変更を適
用できる状態になります。

Note
まれに、一時的な AWS エラーのために failed 状態になる場合があります。これは、ボリュー
ムのヘルスステータスを示すものではなく、ボリュームの変更に失敗したことを単に示していま
す。この場合は、再度ボリュームの変更を行います。
ボリュームが optimizing 状態である場合、ボリュームのパフォーマンスはソースとターゲットの設定
仕様の中間にあります。過渡的なボリュームのパフォーマンスは、ソースボリュームのパフォーマンスよ
り劣ることはありません。IOPS をダウングレードする場合、過渡的なボリュームのパフォーマンスは、
ターゲットボリュームと同程度のパフォーマンスになります。
ボリュームの変更による影響は次のとおりです。
• 通常、ボリュームが Optimizing 状態になってから、サイズの変更が完了して反映されるまでには数秒
かかります。
• パフォーマンス (IOPS) の変更は、設定の変更内容に応じて、完了するまでに数分から数時間かかる場合
があります。
• ボリュームが完全に初期化されていない場合など、新しい設定が有効になるまでに 24 時間を超える時
間がかかる場合があります。通常、完全に使用された 1 TiB ボリュームが新しいパフォーマンス設定に
移行するまでには約 6 時間かかります。
ボリュームの変更の進行状況をモニタリングするには、次のいずれかの方法を使用します。
Console

Amazon EC2 コンソールを使用して変更の進行状況をモニタリングするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [ボリューム] を選択します。

3.

ボリュームを選択します。

4.

[Details] (詳細) タブの [Volume state] (ボリュームの状態) 列と [Volume state] (ボリュームの状態)
フィールドには、次の形式の情報が含まれています: volume-state - modification-state
(progress%)。
ボリュームの状態には、creating、available、in-use、deleting、deleted、error が
あります。
コードの状態には、modifying、optimizing、completed があります。
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AWS CLI
AWS CLI を使用して変更の進行状況をモニタリングするには
1 つ以上のボリュームの変更の進行状況を表示するには、describe-volumes-modifications コマンドを
使用します。次の例では、2 つのボリュームのボリューム変更を示します。
aws ec2 describe-volumes-modifications --volumeids vol-11111111111111111 vol-22222222222222222

次の出力例では、これらのボリュームの変更の状態は、引き続き modifying になっています。進捗
状況は、パーセンテージで報告されます。
{

}

"VolumesModifications": [
{
"TargetSize": 200,
"TargetVolumeType": "io1",
"ModificationState": "modifying",
"VolumeId": "vol-11111111111111111",
"TargetIops": 10000,
"StartTime": "2017-01-19T22:21:02.959Z",
"Progress": 0,
"OriginalVolumeType": "gp2",
"OriginalIops": 300,
"OriginalSize": 100
},
{
"TargetSize": 2000,
"TargetVolumeType": "sc1",
"ModificationState": "modifying",
"VolumeId": "vol-22222222222222222",
"StartTime": "2017-01-19T22:23:22.158Z",
"Progress": 0,
"OriginalVolumeType": "gp2",
"OriginalIops": 300,
"OriginalSize": 1000
}
]

次の例では、変更の状態が optimizing または completed であるすべてのボリュームを示し、その
結果をフィルタリングおよびフォーマットして 2017 年 2 月 1 日以降に開始された変更のみを表示し
ます。
aws ec2 describe-volumes-modifications --filters Name=modificationstate,Values="optimizing","completed" --query "VolumesModifications[?
StartTime>='2017-02-01'].{ID:VolumeId,STATE:ModificationState}"

2 つのボリュームに関する情報を含む出力例を以下に示します。
[

{
},
{

]

}

"STATE": "optimizing",
"ID": "vol-06397e7a0eEXAMPLE"
"STATE": "completed",
"ID": "vol-ba74e18c2aEXAMPLE"
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CloudWatch Events console
CloudWatch Events では、ボリューム変更イベントの通知ルールを作成できます。ルールを使用して
Amazon SNS で通知メッセージを生成するか、一致したイベントに応答して Lambda 関数を呼び出し
ます。イベントは、ベストエフォートベースで出力されます。

CloudWatch Events を使用して変更の進行状況をモニタリングするには
1.

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

2.

[Events]、[Create rule] の順に選択します。

3.

[Build event pattern to match events by service] で、[Custom event pattern] を選択します。

4.

[カスタムイベントパターンの構築] で、コンテンツを次の以下のように置き換え、[保存] を選択
します。
{

}

"source": [
"aws.ec2"
],
"detail-type": [
"EBS Volume Notification"
],
"detail": {
"event": [
"modifyVolume"
]
}

以下にイベントデータの例を示します。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "EBS Volume Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "012345678901",
"time": "2017-01-12T21:09:07Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:012345678901:volume/vol-03a55cf56513fa1b6"
],
"detail": {
"result": "optimizing",
"cause": "",
"event": "modifyVolume",
"request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
}

ボリュームサイズ変更後の Windows ファイルシステムの拡張
EBS ボリュームのサイズを増やしたら、Windows ディスクの管理ユーティリティや PowerShell を使用し
て、ディスクサイズをボリュームの新しいサイズに拡張します。ボリュームが optimizing 状態になり
次第、ファイルシステムのサイズ変更を開始できます。このユーティリティの詳細については、Microsoft
Docs ウェブサイトの「Extend a basic volume」を参照してください。
Linux でのファイルシステムの拡張の詳細については､Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド
の「ボリュームサイズ変更後の Linux ファイルシステムの拡張」を参照してください。
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コンテンツ
• ディスクの管理ユーティリティを使用して Windowsファイルシステムを拡張する (p. 1715)
• PowerShell を使用して Windows ファイルシステムを拡張する (p. 1717)

ディスクの管理ユーティリティを使用して Windowsファイルシステムを拡張する
ディスクの管理を使用して Windows ファイルシステムを拡張するには、以下の手順に従います。

ディスクの管理を使用してファイルシステムを拡張するには
1.

重要なデータを含むファイルシステムを拡張する前に、変更をロールバックする必要がある場合に備
えて、ファイルシステムを含むボリュームのスナップショットを作成するのがベストプラクティスで
す。詳細については、「Amazon EBS スナップショットの作成 (p. 1560)」を参照してください。

2.

リモートデスクトップを使用して Windows インスタンスにログインします。

3.

[実行] ダイアログボックスに「diskmgmt.msc」と入力し、Enter キーを押します。ディスクの管理
ユーティリティが表示されます。

4.

[ディスクの管理] メニューで、[操作]、[ディスクの再スキャン] の順に選択します。

5.

拡張したドライブのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Extend Volume (ボリュームの拡張)]
を選択します。

Note
次の場合には、[ボリュームを拡張] が無効化されている (グレー表示される) ことがありま
す。
• 未割り当ての領域が、ドライブに隣接していない。未割り当て領域は、拡張するドライブ
の右側に隣接している必要があります。
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• ボリュームが、マスターブートレコード (MBR) パーティションスタイルを使用しており、
そのサイズが既に 2 TB に達している。MBR を使用するボリュームのサイズは 2 TB を超
えることはできません。

6.

[Extend Volume (ボリュームの拡張)] ウィザードで、[Next (次へ)] を選択します。[Select the amount
of space in MB] で、ボリュームを拡張するメガバイト数を入力します。通常は、使用可能な最大領域
を指定します。[Selected] のハイライト表示されたテキストは、ボリュームの最終的なサイズではな
く、追加分の容量を表します。ウィザードを終了します。
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7.

AWS NVMe ドライバーがないインスタンスで NVMe ボリュームのサイズを増やす場合、インスタ
ンスを再起動して Windows を有効にし、新規のボリュームサイズを表示する必要があります。AWS
NVMe ドライバーのインストールの詳細については、AWS Windows インスタンス用 NVMe ドライ
バー (p. 750) をご参照ください。

PowerShell を使用して Windows ファイルシステムを拡張する
PowerShell を使用して Windows ファイルシステムを拡張するには、以下の手順に従います。

PowerShell を使用してファイルシステムを拡張するには
1.

重要なデータを含むファイルシステムを拡張する前に、変更をロールバックする必要がある場合に備
えて、ファイルシステムを含むボリュームのスナップショットを作成するのがベストプラクティスで
す。詳細については、「Amazon EBS スナップショットの作成 (p. 1560)」を参照してください。

2.

リモートデスクトップを使用して Windows インスタンスにログインします。

3.

管理者として PowerShell を実行します。

4.

Get-Partition コマンドを実行します。PowerShell は、各パーティションに対応するパーティショ
ン番号、ドライブ文字、オフセット、サイズ、タイプを返します。拡張するパーティションのドライ
ブ文字をメモします。

5.

以下のコマンドを実行して、ディスクを再スキャンします。
"rescan" | diskpart

6.

<drive-letter> の代わりに手順 4 でメモしたドライブ文字を使用して、以下のコマンドを実行し
ます。PowerShell から、許可されているパーティションの最小サイズと最大サイズがバイト単位で返
されます。
Get-PartitionSupportedSize -DriveLetter <drive-letter>

7.

指定された規模にパーティションを拡張するには、<size> の代わりにボリュームの新しいサイズを
入力しながら、次のコマンドを実行します。サイズは、KB、MB、GB で入力できます (50GB など)。
Resize-Partition -DriveLetter <drive-letter> -Size <size>

使用可能な最大サイズにパーティションを拡張するには、次のコマンドを実行します。
Resize-Partition -DriveLetter <drive-letter> -Size $(Get-PartitionSupportedSize DriveLetter <drive-letter>).SizeMax

特定のサイズにファイルシステムを拡張するための、完全な PowerShell コマンドと、そのレスポンス
フローを以下に示します。
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使用可能な最大サイズにファイルシステムを拡張するための、完全な PowerShell コマンドと、そのレ
スポンスフローを以下に示します。
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Amazon EBS 暗号化
Amazon EBS 暗号化 は、EC2 インスタンスに関連付けられた EBS リソースの簡単な暗号化ソリューショ
ンとして使用します。Amazon EBS 暗号化では、独自のキー管理インフラストラクチャを構築、保守、保
護する必要はありません。Amazon EBS 暗号化は、暗号化されたボリュームとスナップショットを作成す
るときに、AWS KMS keys を使用します。
暗号化オペレーションは EC2 インスタンスをホストするサーバー上で実行され、インスタンスとそれに接
続された EBS ストレージ間でのデータの保存と転送中のデータの両方のセキュリティを保証します。
1 つのインスタンスに対し、暗号化されたボリュームと暗号化されていないボリュームの両方を、同時に
アタッチできます。
コンテンツ
• EBS 暗号化の仕組み (p. 1720)
• 要件 (p. 1721)
• EBS 暗号化のデフォルトの KMS キー (p. 1722)
• デフォルトでの暗号化 (p. 1723)
• EBS リソースの暗号化 (p. 1724)
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• AWS KMSキーをローテーションします (p. 1725)
• 暗号化シナリオ (p. 1725)
• API と CLI を使用した暗号化のデフォルトの設定 (p. 1730)

EBS 暗号化の仕組み
EC2 インスタンスのブートボリュームとデータボリュームの両方を暗号化できます。
暗号化された EBS ボリュームを作成し、サポートされるインスタンスタイプにアタッチする場合、以下の
タイプのデータが暗号化されます。
• ボリューム内の保存データ
• ボリュームとインスタンスの間で移動されるすべてのデータ
• ボリュームから作成されたすべてのスナップショット
• それらのスナップショットから作成されたすべてのボリューム
Amazon EBS は、業界標準の AES-256 データ暗号化を使用して、ボリュームをデータキーで暗号化し
ます。データキーは、ボリューム情報とともに保存される前に、AWS KMS キーを使用して AWS KMS
によって生成され、AWS KMS によって暗号化されます。すべてのスナップショット、および同じ AWS
KMS キーを使用してそれらのスナップショットから作成された後続のボリュームは、同じデータキーを共
有します。詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「データキー」を参照
してください。
Amazon EC2 は AWS KMS と連携して、EBS ボリュームの暗号化と復号化を行います。この処理の方法
は、暗号化されたボリュームから作成されたスナップショットが、暗号化されているか暗号化されていな
いかによって若干異なります。

暗号化されたスナップショットに対する EBS 暗号化の動作
ユーザーが所有している暗号化されたスナップショットから暗号化されたボリュームを作成する場
合、Amazon EC2 は AWS KMS と連携して、次のように EBS ボリュームを暗号化および復号化します。
1. Amazon EC2 は、ボリュームの暗号化のために選択した KMS キー を指定し
て、GenerateDataKeyWithoutPlaintext リクエストを AWS KMS に送信します。
2. スナップショットと同じ KMS キーを使用してボリュームを暗号化すると、AWS KMSは、スナップ
ショットと同じデータキーを使用し、同じ KMS キーでこれを暗号化します。ボリュームが別の KMS
キーを使用して暗号化されている場合、AWS KMS は新しいデータキーを生成し、指定した KMS キー
でこれを暗号化します。暗号化されたデータキーは Amazon EBS に送信され、ボリュームメタデータ
とともに保存されます。
3. 暗号化されたボリュームをインスタンスにアタッチすると、Amazon EC2 は CreateGrant リクエストを
AWS KMS に送信し、データキーを復号化できるようにします。
4. AWS KMS は、暗号化されたデータキーを復号して、Amazon EC2 に復号されたデータキーを送信しま
す。
5. Amazon EC2 は、ハイパーバイザーメモリ内のプレーンテキストデータキーを使用して、ディスク I/O
をボリュームに暗号化します。プレーンテキストデータキーは、ボリュームがインスタンスにアタッチ
される限り、メモリ内で維持されます。

暗号化されていないスナップショットに対する EBS 暗号化の動作
暗号化されていないスナップショットから暗号化されたボリュームを作成する場合、Amazon EC2 は
AWS KMS と連携して、次のように EBS ボリュームを暗号化および復号化します。
1. Amazon EC2は CreateGrant リクエストを AWS KMS に送信し、スナップショットから作成されたボ
リュームを暗号化できるようにします。
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2. Amazon EC2 は、ボリュームの暗号化のために選択した KMS キー を指定し
て、GenerateDataKeyWithoutPlaintext リクエストを AWS KMS に送信します。
3. AWS KMS は新しいデータキーを生成し、ボリュームの暗号化のために選択した KMS キーで暗号化
し、暗号化したデータキーを Amazon EBS に送信して、ボリュームのメタデータと共に保存します。
4. Amazon EC2は Decrypt リクエストを AWS KMS に送信して、ボリュームデータを暗号化するための暗
号化キーを取得します。
5. 暗号化されたボリュームをインスタンスにアタッチすると、Amazon EC2 は CreateGrant リクエストを
AWS KMS に送信し、データキーを復号化できるようにします。
6. 暗号化されたボリュームをインスタンスにアタッチすると、Amazon EC2 は暗号化されたデータキーを
指定しながら、Decrypt リクエストを AWS KMS に送信します。
7. AWS KMS は、暗号化されたデータキーを復号して、Amazon EC2 に復号されたデータキーを送信しま
す。
8. Amazon EC2 は、ハイパーバイザーメモリ内のプレーンテキストデータキーを使用して、ディスク I/O
をボリュームに暗号化します。プレーンテキストデータキーは、ボリュームがインスタンスにアタッチ
される限り、メモリ内で維持されます。
詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS) で AWS KMS を使用する方法」および「Amazon EC2 の例 2」を参照してください。

要件
開始する前に、以下の要件が満たされていることを確認します。

サポートされるボリュームタイプ
暗号化は、すべての EBS ボリュームタイプでサポートされます。暗号化されたボリュームでは、暗号化さ
れていないボリュームと同じ IOPS パフォーマンスが期待できます。遅延に対する影響は最小限に抑えら
れます。暗号化されていないボリュームにアクセスするのと同じ方法で、暗号化されたボリュームにアク
セスできます。暗号化と復号は透過的に処理され、ユーザーやアプリケーションから追加の操作を必要と
しません。

サポートされるインスタンスタイプ
Amazon EBS 暗号化 は、現世代 (p. 195)のすべてのインスタンスタイプ、および旧世代 (p. 199)のインス
タンスタイプ A1、C3、cr1.8xlarge、G2、I2、M3、R3 で使用できます。

IAM ユーザーのアクセス権限
EBS 暗号化のデフォルトキーとして KMS キー を設定すると、デフォルトの KMS キー ポリシーにより、
必要な KMS アクションにアクセスできるすべての IAM ユーザーがこの KMS キー を使用して EBS リソー
スを暗号化または復号できるようになります。EBS 暗号化を使用するには、次のアクションを呼び出すア
クセス権限を IAM ユーザーに付与する必要があります。
• kms:CreateGrant
• kms:Decrypt
• kms:DescribeKey
• kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText
• kms:ReEncrypt
最小権限のプリンシパルに従うには、kms:CreateGrant へのフルアクセスを許可しないでください。代
わりに、次の例に示すように、AWS のサービスによってユーザーに代わって許可が作成された場合にの
み、KMS キーに許可を作成できるようにします。
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "kms:CreateGrant",
"Resource": [
"arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/abcd1234-a123-456d-a12ba123b4cd56ef"
],
"Condition": {
"Bool": {
"kms:GrantIsForAWSResource": true
}
}
}
]
}

詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「デフォルトキーポリシー」セク
ションの「AWS アカウントへのアクセスを許可と IAM ポリシーの有効化」を参照してください。

EBS 暗号化のデフォルトの KMS キー
Amazon EBS は、AWS リソースを保存する各リージョンに一意の AWS マネージドキー を自動的に作成
します。この KMS キー にはエイリアス alias/aws/ebs があります。デフォルトでは、Amazon EBS は
暗号化にこの KMS キー を使用します。または、作成した対称カスタマーマネージド型暗号化キーを EBS
暗号化のデフォルトの KMS キーとして指定することもできます。独自の KMS キー を使用することによ
り、KMS キー の作成、更新、無効化ができるなど、より高い柔軟性が得られます。

Important
Amazon EBS は非対称暗号化 KMS キーをサポートしていません。詳細については、「AWS Key
Management Service デベロッパーガイド」の 「対称および非対称暗号化 KMS キーの使用」を
参照してください。
New console

リージョンの EBS 暗号化用にデフォルト KMS キー を設定するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーから、使用するリージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインの [EC2 ダッシュボード] を選択します。

4.

ページの右上で、 [アカウントの属性]、[EBS の暗号化] の順にクリックします。

5.

[Manage] (管理) を選択します。

6.

[Default encryption key] (デフォルトの暗号化キー) で、対称カスタマーマネージド型暗号化キー
を選択します。

7.

[EBS 暗号化の更新] をクリックします。

Old console

リージョンの EBS 暗号化用にデフォルト KMS キー を設定するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーから、使用するリージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインの [EC2 ダッシュボード] を選択します。
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4.

ページの右上で、 [Account Attributes (アカウントの属性)]、[Settings (設定)] の順に選択します。

5.

[Change the default key] (デフォルトキーの変更) を選択してから、利用可能なKMS キー を選択
します。

6.

次に [Save settings (設定を保存)] を選択します。

デフォルトでの暗号化
作成した新しい EBS ボリュームとスナップショットコピーの暗号化を強制するように AWS アカウントを
設定できます。例えば、Amazon EBS は、インスタンスの起動時に作成された EBS ボリュームと、暗号
化されていないスナップショットからコピーしたスナップショットを暗号化します。暗号化されていない
EBS リソースから暗号化された EBS リソースへの移行の例については、「暗号化されていないリソース
の暗号化 (p. 1724)」を参照してください。
デフォルトでは、暗号化は既存の EBS ボリュームまたはスナップショットには影響しません。

考慮事項
• デフォルトでの暗号化はリージョン固有の設定です。リージョンに対して有効にした場合、そのリー
ジョン内の個々のボリュームまたはスナップショットに対して無効にすることはできません。
• デフォルトで暗号化を有効にすると、インスタンスタイプが EBS 暗号化をサポートしている場合にの
み、インスタンスを起動できます。詳細については、「サポートされるインスタンスタイプ (p. 1721)」
を参照してください。
• スナップショットをコピーして、新しい KMS キーで暗号化すると、完全な (増分ではない) コピーが作
成されます。その結果、追加のストレージコストが発生します。
• AWS Server Migration Service (SMS) を使用してサーバーを移行する場合は、デフォルトでの暗号化を
有効にしないでください。デフォルトでの暗号化がすでに有効になっていて、デルタレプリケーショ
ンエラーが発生している場合は、デフォルトでの暗号化を無効にしてください。代わりに、レプリケー
ションジョブの作成時に AMI 暗号化を有効にします。
New console

リージョンの暗号化をデフォルトで有効にするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーから、使用するリージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインの [EC2 ダッシュボード] を選択します。

4.

ページの右上で、 [アカウントの属性]、[EBS の暗号化] の順にクリックします。

5.

[Manage] (管理) を選択します。

6.

[Enable] (有効化) を選択します。デフォルトの暗号化キーとして、ユーザーの代わりに作成した
エイリアス alias/aws/ebs と共に AWS マネージドキー をそのまま維持するか、対称カスタ
マーマネージド型暗号化キーを選択します。

7.

[Update EBS encryption] (EBS 暗号化の更新) をクリックします。

Old console

リージョンの暗号化をデフォルトで有効にするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーから、使用するリージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインの [EC2 ダッシュボード] を選択します。

4.

ページの右上で、 [Account Attributes (アカウントの属性)]、[Settings (設定)] の順に選択します。
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5.

[EBS Storage (EBS ストレージ)] で、[Always encrypt new EBS volumes (常に新しい EBS ボ
リュームを暗号化する)] を選択します。

6.

次に [Save settings (設定を保存)] を選択します。

既存のスナップショットまたは暗号化されたボリュームに関連付けられている KMS キー を変更するこ
とはできません。ただし、スナップショットコピーオペレーション中に別の KMS キー を関連付けて、コ
ピーしたスナップショットを新しい KMS キー で暗号化できます。

EBS リソースの暗号化
EBS ボリュームを暗号化するには、デフォルトでの暗号化 (p. 1723)を使用するか、暗号化するボリュー
ムを作成するときに暗号化を有効にします。
ボリュームを暗号化する場合、ボリュームの暗号化に使用する対称暗号化 KMS キーを指定できま
す。KMS キー が指定されていない場合、暗号化に使用される KMS キー はソーススナップショットの暗
号化状態とその所有権によって異なります。詳細については、「暗号化結果の表 (p. 1729)」を参照してく
ださい。

Note
API または AWS CLI を使用して KMS キーを指定している場合は、AWS によって KMS キーが非
同期的に認証されます。無効な KMS キー ID、エイリアス、または ARN を指定すると、アクショ
ンは完了したように見える場合がありますが、最終的には失敗します。
既存のスナップショットまたはボリュームに関連付けられている KMS キー を変更することはできませ
ん。ただし、スナップショットコピーオペレーション中に別の KMS キー を関連付けて、コピーしたス
ナップショットを新しい KMS キー で暗号化できます。

作成時の空のボリュームの暗号化
新しい空の EBS ボリュームを作成するときは、特定のボリューム作成オペレーションで暗号化を有効
にすることで暗号化できます。デフォルトで EBS 暗号化を有効にしたボリュームでは、EBS 暗号化用
のデフォルト KMS キー を使用した暗号化が、自動的に実行されます。または、ボリュームの作成オペ
レーションごとに異なる対称暗号化 KMS キーを指定することもできます。ボリュームは最初に使用可
能になった時点で暗号化されているため、データは常に保護されています。詳細な手順については、
「Amazon EBS ボリュームの作成 (p. 1526)」を参照してください。
デフォルトでは、ボリュームの作成時に選択した KMS キー が、ボリュームから作成したスナップショッ
トとそれらの暗号化されたスナップショットから復元したボリュームを暗号化します。暗号化されたボ
リュームまたはスナップショットから暗号化を削除することはできません。つまり、暗号化されたスナッ
プショット、または暗号化されたスナップショットのコピーから復元されたボリュームは、常に暗号化さ
れます。
暗号化されたボリュームのパブリックスナップショットはサポートされていませんが、暗号化されたス
ナップショットを特定のアカウントと共有できます。詳細な手順については、「Amazon EBS スナップ
ショットの共有 (p. 1608)」を参照してください。

暗号化されていないリソースの暗号化
暗号化されていない既存のボリュームまたはスナップショットを直接暗号化することはできません。た
だし、暗号化されていないボリュームまたはスナップショットから暗号化されたボリュームあるいはス
ナップショットを作成できます。暗号化をデフォルトで有効にした場合、Amazon EBS は EBS 暗号化の
デフォルト KMS キー を使用して、新しいボリュームとスナップショットを自動的に暗号化します。それ
以外の場合は、Amazon EBS 暗号化のデフォルトの KMS キーまたは対称カスタマーマネージド型暗号化
キーを使用して、個々のボリュームまたはスナップショットを作成するときに暗号化を有効にすることが
できます。詳細については、「Amazon EBS ボリュームの作成 (p. 1526)」および「Amazon EBS スナッ
プショットのコピー (p. 1580)」を参照してください。
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スナップショットコピーを カスタマー管理キー に暗号化するには、暗号化されていないスナップショット
をコピーする (デフォルトでの暗号化が有効になっていない場合) (p. 1727) に示すように、暗号化を有効
にし、KMS キー を指定する必要があります 。

Important
Amazon EBS は非対称暗号化 KMS キーをサポートしていません。詳細については、「AWS Key
Management Service デベロッパーガイド」の 「対称および非対称暗号化 KMS キーの使用」を
参照してください。
EBS-Backed AMI からインスタンスを起動するときに新しい暗号化状態を適用することもできます。これ
は、EBS-backed AMI に、説明の通りに暗号化できる EBS ボリュームのスナップショットが含まれている
ためです。詳細については、EBS-backed AMI での暗号化の利用 (p. 176)を参照してください。

AWS KMSキーをローテーションします
暗号化のベストプラクティスでは、暗号化キーの広範な再利用を推奨していません。KMS キーの新しい暗
号化マテリアルを作成するには、新しい KMS キーを作成し、アプリケーションまたはエイリアスを変更
して新しい KMS キーを使用します。または、既存の KMS キーの自動キーローテーションを有効にするこ
とができます。
KMS キーの自動キーローテーションを有効にすると、AWS KMSは KMS キーの新しい暗号化マテリアル
を毎年生成します。AWS KMSは古い暗号化マテリアルをすべて保存するため、KMS キーで暗号化された
すべてのデータを復号することができます。KMS キーを削除しない限り、AWS KMSはローテーションさ
れたキーマテリアルを一切削除しません。
データの暗号化にローテーションされた KMS キーを使用する場合、AWS KMS は現在のキーマテリアル
を使用します。暗号化データの復号化にローテーションされた KMS キーを使用する場合、AWS KMSはそ
のデータの暗号化に使用されたキーマテリアルのバージョンを使用します。ローテーションされた KMS
キーは、コード変更なしでアプリケーションと AWS サービスで安全に使用できます。

Note
自動キーローテーションは、AWS KMS が作成するキーマテリアルを使用した対称カスタマー管
理型キーのみでサポートされています。AWS KMS は AWS マネージドキー を毎年自動的にロ
テーションします。AWS マネージドキーのキーローテーションを有効化または無効化することは
できません。
詳細については、「AWS Key Management Service 開発者ガイド」の「キーの自動ローテーションの仕組
み」を参照してください。

暗号化シナリオ
暗号化された EBS リソースを作成すると、ボリューム作成パラメータまたは AMI やインスタンスのブ
ロックデバイスマッピングで別の カスタマーマネージド型キー を指定しない限り、アカウントの EBS 暗
号化のデフォルト KMS キー によって暗号化されます。詳細については、「EBS 暗号化のデフォルトの
KMS キー (p. 1722)」を参照してください。
次の例では、ボリュームとスナップショットの暗号化状態を管理する方法を示します。暗号化のケースの
完全なリストについては、「暗号化の結果の表 (p. 1729)」を参照してください。
例
• 暗号化されていないボリュームを復元する (デフォルトでの暗号化が有効になっていない場
合) (p. 1726)
• 暗号化されていないボリュームを復元する (デフォルトでの暗号化が有効になっている場合) (p. 1726)
• 暗号化されていないスナップショットをコピーする (デフォルトでの暗号化が有効になっていない場
合) (p. 1727)
• 暗号化されていないスナップショットをコピーする (デフォルトでの暗号化が有効になっている場
合) (p. 1727)
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• 暗号化ボリュームを再暗号化する (p. 1727)
• 暗号化スナップショットを再暗号化する (p. 1728)
• 暗号化されたボリュームと暗号化されていないボリュームとの間でデータを移行する (p. 1728)
• 暗号化の結果 (p. 1729)

暗号化されていないボリュームを復元する (デフォルトでの暗号化が有効になっていない場合)
デフォルトでの暗号化を有効にしないと、暗号化されていないスナップショットから復元されたボリュー
ムは、デフォルトで暗号化されません。ただし、Encrypted パラメータと、必要に応じて KmsKeyId パ
ラメータを設定して、結果のボリュームを暗号化することができます。以下の図は、そのプロセスを示し
たものです。

KmsKeyId パラメータを省略すると、結果のボリュームは EBS 暗号化のデフォルト KMS キー を使用し
て暗号化されます。ボリュームを別の KMS キー に暗号化するには、KMS キー ID を指定する必要があり
ます。
詳細については、「スナップショットからのボリュームの作成 (p. 1528)」を参照してください。

暗号化されていないボリュームを復元する (デフォルトでの暗号化が有効になっている場合)
デフォルトでの暗号化を有効にした場合、暗号化されていないスナップショットから復元されたボリュー
ムには暗号化が必須であり、デフォルトの KMS キー を使用するために暗号化パラメータは必要ありませ
ん。以下の図に、このデフォルトの簡単なケースを示しています。

復元したボリュームを対称カスタマーマネージド型暗号化キーに暗号化する場合は、暗号化されてい
ないボリュームを復元する (デフォルトでの暗号化が有効になっていない場合) (p. 1726) に示すように
Encrypted と KmsKeyId の両方のパラメータを指定する必要があります。
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暗号化されていないスナップショットをコピーする (デフォルトでの暗号化が有効になっていない
場合)
デフォルトでの暗号化を有効にしないと、暗号化されていないスナップショットのコピーは、デフォルト
で暗号化されません。ただし、Encrypted パラメータと、必要に応じて KmsKeyId パラメータを設定し
て、結果のスナップショットを暗号化することができます。KmsKeyId を省略すると、結果のスナップ
ショットはデフォルトの KMS キー に暗号化されます。ボリュームを別の対称暗号化 KMS キーに暗号化
するには、KMS キー ID を指定する必要があります。
以下の図は、そのプロセスを示したものです。

EBS ボリュームを暗号化するには、暗号化されていないスナップショットを暗号化されたスナップショッ
トにコピーし、その暗号化されたスナップショットからボリュームを作成することができます。詳細につ
いては、「Amazon EBS スナップショットのコピー (p. 1580)」を参照してください。

暗号化されていないスナップショットをコピーする (デフォルトでの暗号化が有効になっている場
合)
デフォルトでの暗号化を有効にした場合、暗号化されていないスナップショットのコピーには暗号化が必
須であり、デフォルトの KMS キー を使用する場合は、暗号化パラメータは必要ありません。このデフォ
ルトのケースを次の図に示します。

暗号化ボリュームを再暗号化する
CreateVolume アクションが暗号化されたスナップショットに対して実行されるときは、別の KMS キー
でそれを再暗号化することができます。以下の図は、そのプロセスを示したものです。この例では、KMS
キー A と KMS キー B の 2 つの KMS キー を所有しています。ソーススナップショットは KMS キー A に
よって暗号化されています。ボリュームの作成中に、パラメータとして指定された KMS キー B の KMS
キー ID を使用して、ソースデータは自動的に復号され、次に KMS キー B によって再暗号化されます。
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詳細については、「スナップショットからのボリュームの作成 (p. 1528)」を参照してください。

暗号化スナップショットを再暗号化する
スナップショットをコピー時に暗号化する機能により、既に暗号化された自己所有のスナップショット
に新しい対称暗号化 KMS キーを適用できます。結果として作成されたコピーから復元されたボリューム
には、新しい KMS キー を使用してのみアクセスすることができます。以下の図は、そのプロセスを示し
たものです。この例では、KMS キー A と KMS キー B の 2 つの KMS キー を所有しています。ソースス
ナップショットは KMS キー A によって暗号化されています。コピー中に、パラメータとして指定された
KMS キー B の KMS キー ID を使用して、ソースデータは自動的に KMS キー B によって再暗号化されま
す。

関連するシナリオでは、共有されているスナップショットのコピーに新しい暗号化パラメータを適用す
るよう選択できます。デフォルトでは、コピーは、スナップショットの所有者によって共有された KMS
キー を使用して暗号化されます。ただし、管理する別の KMS キー を使用して、共有スナップショットの
コピーを作成することをお勧めします。これにより、元の KMS キー が侵害された場合や、所有者が何ら
かの理由で KMS キー を無効にした場合に、ボリュームへのアクセスが保護されます。詳細については、
「暗号化とスナップショットのコピー (p. 1582)」を参照してください。

暗号化されたボリュームと暗号化されていないボリュームとの間でデータを移行する
暗号化されているボリュームと暗号化されていないボリュームの両方に対してアクセス許可がある場合
は、これらの間で自由にデータを転送できます。EC2 では、暗号化と復号化のオペレーションが透過的に
実行されます。
例えば、robocopy コマンドを使用してデータをコピーします。次のコマンドでは、移行元のデータは D:\
にあり、移行先のボリュームは E:\ にマウントされています。
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PS C:\> robocopy D:\sourcefolder E:\destinationfolder /e /copyall /eta

非表示のフォルダで問題が発生することを回避するために、ボリューム全体をコピーするのではなく、
フォルダを使用することをお勧めします。

暗号化の結果
次の表に、設定可能な組み合わせごとの暗号化の結果を示します。
EBS 暗号化
が有効になっ
ていますか?

デフォルトで
暗号化が有効
になっていま
すか?

ボリュームのソース

デフォルト (カスタ
マーマネージド型
キーの指定なし)

カスタム (カスタ
マーマネージド型
キーの指定あり)

いいえ

いいえ

新しい (空の) ボリューム

暗号化されていない

該当なし

いいえ

いいえ

所有する暗号化されていな
いスナップショット

暗号化されていない

いいえ

いいえ

お客様が所有する暗号化さ
れたスナップショット

同じキーで暗号化さ
れている

いいえ

いいえ

お客様と共有されている暗
号化されていないスナップ
ショット

暗号化されていない

いいえ

いいえ

お客様と共有されている暗
号化されたスナップショッ
ト

デフォルトのカス
タマーマネージド型
キーで暗号化*

はい

いいえ

新しいボリューム

デフォルトのカス
タマーマネージド型
キーで暗号化

はい

いいえ

所有する暗号化されていな
いスナップショット

デフォルトのカス
タマーマネージド型
キーで暗号化

はい

いいえ

お客様が所有する暗号化さ
れたスナップショット

同じキーで暗号化さ
れている

はい

いいえ

お客様と共有されている暗
号化されていないスナップ
ショット

デフォルトのカス
タマーマネージド型
キーで暗号化

はい

いいえ

お客様と共有されている暗
号化されたスナップショッ
ト

デフォルトのカス
タマーマネージド型
キーで暗号化

いいえ

はい

新しい (空の) ボリューム

デフォルトのカス
タマーマネージド型
キーで暗号化

いいえ

はい

所有する暗号化されていな
いスナップショット

デフォルトのカス
タマーマネージド型
キーで暗号化
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EBS 暗号化
が有効になっ
ていますか?

デフォルトで
暗号化が有効
になっていま
すか?

ボリュームのソース

デフォルト (カスタ
マーマネージド型
キーの指定なし)

いいえ

はい

お客様が所有する暗号化さ
れたスナップショット

同じキーで暗号化さ
れている

いいえ

はい

お客様と共有されている暗
号化されていないスナップ
ショット

デフォルトのカス
タマーマネージド型
キーで暗号化

いいえ

はい

お客様と共有されている暗
号化されたスナップショッ
ト

デフォルトのカス
タマーマネージド型
キーで暗号化

はい

はい

新しいボリューム

デフォルトのカス
タマーマネージド型
キーで暗号化

はい

はい

所有する暗号化されていな
いスナップショット

デフォルトのカス
タマーマネージド型
キーで暗号化

はい

はい

お客様が所有する暗号化さ
れたスナップショット

同じキーで暗号化さ
れている

はい

はい

お客様と共有されている暗
号化されていないスナップ
ショット

デフォルトのカス
タマーマネージド型
キーで暗号化

はい

はい

お客様と共有されている暗
号化されたスナップショッ
ト

デフォルトのカス
タマーマネージド型
キーで暗号化

カスタム (カスタ
マーマネージド型
キーの指定あり)

指定したカスタマー
マネージド型キーに
より暗号化

* これは、AWS アカウントとリージョンで、EBS 暗号化に使用されるデフォルトのカスタマーマネージ
ド型キーです。デフォルトでは、これが EBS 用の一意の AWS マネージドキー になりますが、カスタ
マーマネージド型キーを指定することもできます。詳細については、「EBS 暗号化のデフォルトの KMS
キー (p. 1722)」を参照してください。
** これは、ボリュームの起動時に指定されたカスタマーマネージド型キーです。このカスタマーマネージ
ド型キーは、AWS アカウントとリージョンで、既定のカスタマーマネージド型キーの代わりに使用されま
す。

API と CLI を使用した暗号化のデフォルトの設定
以下の API アクションおよび CLI コマンドを使用して、デフォルトで暗号化およびデフォルトの KMS
キー を管理できます。
API アクション

CLI コマンド

説明

DisableEbsEncryptionByDefault

disable-ebs-encryption-by-default

デフォルトでの暗号化
を無効にします。

EnableEbsEncryptionByDefault

enable-ebs-encryption-by-default

デフォルトでの暗号化
を有効にします。
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API アクション

CLI コマンド

説明

GetEbsDefaultKmsKeyId

get-ebs-default-kms-key-id

デフォルトの KMS キー
について説明します。

GetEbsEncryptionByDefault

get-ebs-encryption-by-default

デフォルトの暗号化が
有効かどうかを示しま
す。

ModifyEbsDefaultKmsKeyId

modify-ebs-default-kms-key-id

EBS ボリュームの暗号
化に使用されるデフォ
ルトの KMS キー を変
更します。

ResetEbsDefaultKmsKeyId

reset-ebs-default-kms-key-id

EBS ボリュームの暗
号化に使用するデフォ
ルトの KMS キーとし
て、AWS マネージド
キー をリセットしま
す。

Amazon EBS 高速スナップショット復元
Amazon EBS 高速スナップショット復元 (FSR) を使用するとスナップショットからボリュームを作成で
き、このボリュームは作成時に完全に初期化された状態になります。これにより、ブロックの初回アクセ
ス時における I/O オペレーションのレイテンシーがなくなります。高速スナップショット復元を使用して
作成されたすべてのボリュームでは、プロビジョンドパフォーマンスがすばやく実現されます。
開始するには、特定のアベイラビリティーゾーンで特定のスナップショットの高速スナップショット復元
を有効にします。スナップショットとアベイラビリティーゾーンのペアごとに 1 つの高速スナップショッ
ト復元を参照します。高速スナップショット復元が有効になっているアベイラビリティーゾーンの 1 つ
で、対応するスナップショットからボリュームを作成すると、ボリュームは高速スナップショット復元を
使用して復元されます。
高速スナップショット復元は、スナップショットごとに明示的に有効化する必要があります。高速スナッ
プショット復元が有効なスナップショットから復元されたボリュームから、新らたにスナップショットを
作成した場合でも、作成されたスナップショットの高速スナップショット復元は、自動的に有効化されま
せん。新しいスナップショットの高速スナップショット復元は、明示的に有効にする必要があります。
高速スナップショット復元のパフォーマンスを十分に活用して復元できるボリュームの数は、スナップ
ショットのボリューム作成クレジットの数によって決まります。詳細については、「ボリューム作成クレ
ジット (p. 1732)」を参照してください。
所有しているスナップショットに対しても、共有しているパブリックおよびプライベートスナップショッ
トに対しても、高速スナップショット復元を有効にすることができます。
目次
• 考慮事項 (p. 1732)
• ボリューム作成クレジット (p. 1732)
• 高速スナップショット復元の管理 (p. 1733)
• 高速スナップショット復元のモニタリング (p. 1736)
• 高速スナップショット復元のクォータ (p. 1736)
• 価格と請求 (p. 1736)

1731

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EBS のデータサービス

考慮事項
• サイズが 16 TiB 以下のスナップショットで、スナップショットの高速復元を有効にできます。
• 最大 64,000 IOPS および 1,000 MiB/ 秒のスループットでプロビジョニングされたボリュームは、高速ス
ナップショット復元の完全なパフォーマンス上の利点を享受します。64,000 IOPS または 1,000 MiB / 秒
のスループットを超えるパフォーマンスでプロビジョニングされたボリュームの場合、完全なパフォー
マンスを得るには、ボリュームを初期化する (p. 1766) ことをお勧めします。

ボリューム作成クレジット
高速スナップショット復元のフルパフォーマンスの利点を享受するボリュームの数は、スナップショット
のボリューム作成クレジットの数によって決まります。アベイラビリティーゾーンごとにスナップショッ
トあたり 1 つのクレジットバケットがあります。高速スナップショット復元を有効にしてスナップショッ
トから作成するボリュームごとにクレジットバケットの 1 つのクレジットが消費されます。スナップ
ショットから 1 つの初期化ボリュームを作成するには、バケットに少なくとも 1 つのクレジットが必要で
す。ボリュームの作成時、バケット内のクレジットが 1 つに満たない場合、この作成には、高速スナップ
ショット復元のメリットを活用できません。
共有しているスナップショットに対して高速スナップショット復元を有効にすると、お客様のアカウン
トの共有スナップショット用に個別のクレジットバケットが割り当てられます。共有スナップショット
からボリュームを作成する場合、クレジットはお客様のクレジットバケットから消費されます。スナップ
ショット所有者のクレジットバケットからは消費されません。
クレジットバケットのサイズおよび補充レートは、スナップショットから作成したボリュームのサイズで
はなく、スナップショットのサイズによって決まります。
スナップショットの高速スナップショット復元を有効にすると、クレジットバケットはゼロクレジットか
ら始まり、最大クレジット容量に達するまで設定されたレートで補充されます。また、クレジットを消費
すると、クレジットバケットは、最大クレジット容量に達するまで時間の経過に伴って補充されます。
クレジットバケットの補充レートは次のように計算されます。
MIN (10, (1024 ÷ snapshot_size_gib))

クレジットバケットのサイズは、次のように計算されます。
MAX (1, MIN (10, (1024 ÷ snapshot_size_gib)))

例えば、スナップショットの高速スナップショット復元をサイズ 128 GiB を指定して有効にすると、補
充レートは 0.1333 クレジット/分になります。
MIN (10, (1024 ÷ 128))
= MIN (10, 8)
= 8 credits per hour
= 0.1333 credits per minute

クレジットバケットの最大サイズは、8 クレジットです。
MAX (1, MIN (10, (1024 ÷ 128)))
= MAX (1, MIN (10, 8))
= MAX (1, 8)
= 8 credits

この例では、高速スナップショット復元を有効にすると、クレジットバケットはゼロクレジットで始ま
ります。8 分後、クレジットバケットには初期化されたボリュームを 1 つ作成するのに十分なクレジッ
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ト (0.1333 credits × 8 minutes = 1.066 credits) があります。クレジットバケットが満杯で
ある場合、同時に 8 個の初期化ボリュームを作成できます (8 クレジット)。バケットが最大容量を下回る
と、0.1333 クレジット/秒で補充されます。
Cloudwatch メトリクスを使用して、クレジットバケットのサイズと、各バケットで利用可能なクレ
ジット数をモニタリングすることができます。詳細については、「高速スナップショット復元メトリク
ス (p. 1780)」を参照してください。
高速スナップショット復元を有効にしてスナップショットからボリュームを作成したら、describevolumes を使用してボリュームを示し、高速スナップショット復元を使用して、ボリュームが初期化され
たボリュームとして作成されたかどうかを、出力の fastRestored フィールドで確認することができま
す。

高速スナップショット復元の管理
トピック
• 高速スナップショット復元を有効または無効にする (p. 1733)
• スナップショットの高速スナップショット復元の状態を表示する (p. 1734)
• 高速スナップショット復元を使用して復元したボリュームの表示 (p. 1735)

高速スナップショット復元を有効または無効にする
デフォルトでは、高速スナップショット復元はスナップショットに対して無効になっています。高速ス
ナップショット復元は、所有しているスナップショットおよび共有しているスナップショットに対して有
効または無効にすることができます。スナップショットに対して高速スナップショット復元を有効または
無効にすると、その変更はお客様のアカウントにのみ適用されます。

Note
スナップショットに対して高速スナップショット復元を有効にすると、特定のアベイラビリ
ティーゾーンで高速スナップショット復元が有効になっている時間 (分単位) に対してお客様のア
カウントに請求されます。最低料金として 1 時間分の料金が請求されます。
所有しているスナップショットを削除すると、お客様のアカウントのそのスナップショットに対して高速
スナップショット復元が自動的に無効になります。共有しているスナップショットに対して高速スナップ
ショット復元を有効にし、スナップショット所有者がそのスナップショットを削除または共有解除した場
合、お客様のアカウントの共有スナップショットに対して高速スナップショット復元が自動的に無効にな
ります。
共有しているスナップショットで高速スナップショット復元を有効にしており、そのスナップショットが
カスタム CMK を使用して暗号化されている場合、スナップショット所有者がカスタム CMK に対するアク
セス許可を取り消しても、スナップショットの高速スナップショット復元は自動で無効にはなりません。
そのスナップショットに対する高速スナップショット復元は手動で無効にする必要があります。
所有しているスナップショットまたは共有しているスナップショットで高速スナップショット復元を有効
または無効にするには、以下のいずれかの方法を使用します。
Console

高速スナップショット復元を有効または無効にするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Snapshots] を選択します。

3.

スナップショットを選択し、[Actions] (アクション)、[Manage fast snapshot restore] (スナップ
ショットの高速復元の管理) を選択します。

4.

[Fast snapshot restore settings] (スナップショットの高速復元の設定) セクションには、選択し
たスナップショットの高速復元を有効にできる、すべてのアベイラビリティーゾーン、ローカル
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ゾーン、Wavelength Zone が一覧表示されます。[Current status] (現在のステータス) のボリュー
ムは、各ゾーンでスナップショットの高速復元が現在有効か無効かを示します。
現在無効になっているゾーンでスナップショットの高速復元を有効にするには、ゾーンを選択
し、次に [Enable] (有効) を選択し、[Enable] (有効) を選択して確定します。
現在スナップショットの高速復元が有効になっているゾーンで高速復元を無効にするには、ゾー
ンを選択して、[Disable] (無効) を選択します。
5.

必要な変更を行ったら、[Close] (閉じる) を選択します。

AWS CLI

AWS CLI を使用して高速スナップショット復元を管理するには
• enable-fast-snapshot-restores
• disable-fast-snapshot-restores
• describe-fast-snapshot-restores

Note
スナップショットの高速スナップショット復元を有効にすると、スナップショットは最適化中
(optimizing) 状態になります。optimizing の状態にあるスナップショットを使用しながら
ボリュームを復元することで、パフォーマンスに関する一定のメリットが得られます。高速ス
ナップショット復元によるパフォーマンス上の最大限のメリットは、状態が enabled になった
スナップショットでのみ提供されます。

スナップショットの高速スナップショット復元の状態を表示する
スナップショットの高速スナップショット復元は、以下のいずれかの状態になります。
• enabling — 高速スナップショット復元の有効化がリクエストされました。
• optimizing — 高速スナップショット復元の有効化中です。スナップショットの最適化には TiB あたり
60 分を要します。最適化されたスナップショットにより、ボリュームのリストア時のパフォーマンスに
関し、一定のメリットが得られます。
• enabled — 高速スナップショット復元は有効になっています。高速スナップショット復元により、ボ
リュームのリストア時のパフォーマンスに、最大限のメリットが得られます。
• disabling — 高速スナップショット復元の無効化がリクエストされました。または、高速スナップ
ショット復元の有効化のリクエストが失敗しました。
• disabled — 高速スナップショット復元は無効になっています。高速スナップショット復元は必要に応
じて再度有効にすることができます。
所有しているスナップショットまたは共有しているスナップショットの高速スナップショット復元の状態
を表示するには、以下のいずれかの方法を使用します。
Console

コンソールを使用して高速スナップショット復元の状態を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[スナップショット] を選択します。

3.

スナップショットを選択します。

4.

[Details] (詳細) タブの [Fast snapshot restore] (スナップショットの高速復元) では、スナップ
ショットの高速復元の状態が表示されます。
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AWS CLI
AWS CLI を使用して高速スナップショット復元が有効になっているスナップショットを表示するには
describe-fast-snapshot-restores コマンドを使用して、高速スナップショット復元が有効になっている
スナップショットを参照します。
aws ec2 describe-fast-snapshot-restores --filters Name=state,Values=enabled

出力例を次に示します。
{

"FastSnapshotRestores": [
{
"SnapshotId": "snap-0e946653493cb0447",
"AvailabilityZone": "us-east-2a",
"State": "enabled",
"StateTransitionReason": "Client.UserInitiated - Lifecycle state
transition",
"OwnerId": "123456789012",
"EnablingTime": "2020-01-25T23:57:49.596Z",
"OptimizingTime": "2020-01-25T23:58:25.573Z",
"EnabledTime": "2020-01-25T23:59:29.852Z"
},
{
"SnapshotId": "snap-0e946653493cb0447",
"AvailabilityZone": "us-east-2b",
"State": "enabled",
"StateTransitionReason": "Client.UserInitiated - Lifecycle state
transition",
"OwnerId": "123456789012",
"EnablingTime": "2020-01-25T23:57:49.596Z",
"OptimizingTime": "2020-01-25T23:58:25.573Z",
"EnabledTime": "2020-01-25T23:59:29.852Z"
}
]

}

高速スナップショット復元を使用して復元したボリュームの表示
該当するアベイラビリティーゾーンで高速スナップショット復元が有効になっているスナップショットか
らボリュームを作成すると、ボリュームは高速スナップショット復元を使用して復元されます。
describe-volumes コマンドを使用して、高速スナップショット復元が有効になっているスナップショット
から作成したボリュームを表示します。
aws ec2 describe-volumes --filters Name=fast-restored,Values=true

出力例を次に示します。
{

"Volumes": [
{
"Attachments": [],
"AvailabilityZone": "us-east-2a",
"CreateTime": "2020-01-26T00:34:11.093Z",
"Encrypted": true,
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/8c5b2c63-b9bc-45a3a87a-5513e232e843",
"Size": 20,
"SnapshotId": "snap-0e946653493cb0447",
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}

]

}

"State": "available",
"VolumeId": "vol-0d371921d4ca797b0",
"Iops": 100,
"VolumeType": "gp2",
"FastRestored": true

高速スナップショット復元のモニタリング
スナップショットに対する高速スナップショット復元の状態が変わると、Amazon EBS によって Amazon
CloudWatch Events が発行されます。詳細については、「EBS 高速スナップショット復元イベン
ト (p. 1790)」を参照してください。

高速スナップショット復元のクォータ
高速スナップショット復元は、リージョンあたり最大 5 個のスナップショットに対して有効にすること
ができます。このクォータは、所有しているスナップショットおよび共有しているスナップショットに
適用されます。共有しているスナップショットに対して高速スナップショット復元を有効にすると、お客
様の高速スナップショット復元のクォータにカウントされます。スナップショット所有者の高速スナップ
ショット復元のクォータにはカウントされません。

価格と請求
特定のアベイラビリティーゾーンでスナップショットの高速スナップショット復元を有効にしている時間
中は、請求が発生します。料金は 1 時間を最小として時間単位で計算されます。
例えば、US-East-1a で 1 か月 (30 日間) にわたり、1 つのスナップショットの高速スナップショット復
元を有効にした場合は、540 USD の料金が発生します (1 スナップショット × 1 AZ × 720 時間 × 時間あた
り $0.75)。us-east-1a、us-east-1b、us-east-1c で同じ期間にわたり、2 つのスナップショット
の高速スナップショット復元を有効にした場合の料金は、3,240 USD になります (2 スナップショット × 3
AZ × 720 時間 × 時間あたり $0.75)。
共有されているパブリックまたはプライベートスナップショットに対して高速スナップショット復元を有
効にすると、お客様のアカウントに請求されます。スナップショット所有者には請求されません。共有し
ているスナップショットがスナップショット所有者によって削除または共有解除されると、高速スナップ
ショット復元がお客様のアカウントのスナップショットに対して無効になり、請求が停止されます。
詳細については、「Amazon EBS の料金表」を参照してください。

Windows インスタンスの Amazon EBS および NVMe
EBS ボリュームは、Nitro System (p. 201)上に構築されたインスタンスで NVMe ブロックデバイスとして
公開されます。インスタンスにボリュームをアタッチする場合は、ボリュームのデバイス名を含めます。
このデバイス名は Amazon EC2 によって使用されます。インスタンスのブロックデバイスドライバーは、
ボリュームのマウント時に実際のボリューム名を割り当てますが、この割り当てられた名前は Amazon
EC2 が使用する名前とは異なる可能性があります。
「Amazon EBS 製品の詳細」に記載されている EBS のパフォーマンス安定性は、ブロックデバイスイン
ターフェイスに関係なく有効です。
Linux インスタンスの EBS ボリュームと NVME の詳細については、「Linux インスタンスのユーザーガイ
ド」を参照してください。
目次
• NVMe ドライバのインストールまたはアップグレード (p. 1737)
• EBS デバイスの特定 (p. 1737)
• NVMe EBS ボリュームの操作 (p. 1737)
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• I/O オペレーションタイムアウト (p. 1738)
• Abort コマンド (p. 1738)

NVMe ドライバのインストールまたはアップグレード
Windows Server 2008 R2 以降用の AWS Windows AMI には、AWS NVMe ドライバーが含まれていま
す。Amazon が提供する最新の AWS Windows AMI を使用していない場合は、PowerShell を使用して
AWS NVMe ドライバーをインストールまたはアップグレードする (p. 750) をご参照ください。

EBS デバイスの特定
EBS では、シングルルート I/O 仮想化 (SR-IOV) を使用して、NVMe 規格を使用して Nitro ベースのインス
タンスにボリュームをアタッチします。これらのデバイスは、オペレーティングシステムの標準 NVMe ド
ライバーに依存しています。これらのドライバーは、通常、インスタンスの起動時に PCI バスをスキャン
してアタッチされたデバイスを検出し、デバイスがブロックデバイスマッピングでどのように指定されて
いるかではなく、デバイスが応答する順序に基づいてデバイスノードを作成します。また、ブロックデバ
イスドライバーによって割り当てられるデバイス名は、ブロックデバイスマッピングで指定される名前と
異なる場合があります。

Windows Server 2008 R2 以降
また、ebsnvme-id コマンドを実行して、NVMe デバイスのディスク番号を EBS ボリューム ID およ
びデバイス名にマッピングすることもできます。デフォルトでは、すべての EBS NVMe デバイスは列
挙されません。特定のデバイスの情報を列挙するには、ディスク番号を渡します。Ebsnvme-id は、C:
\PROGRAMDATA\AMAZON\Tools にある、AWS 提供の最新の Windows Server AMI に含まれています。
また、ebsnvme-id.zip をダウンロードして、コンテンツを Amazon EC2 インスタンスに抽出
し、ebsnvme-id.exe にアクセスすることもできます。
PS C:\Users\Administrator\Desktop> ebsnvme-id.exe
Disk Number: 0
Volume ID: vol-0d6d7ee9f6e471a7f
Device Name: sda1
Disk Number: 1
Volume ID: vol-03a26248ff39b57cf
Device Name: xvdd
Disk Number: 2
Volume ID: vol-038bd1c629aa125e6
Device Name: xvde
Disk Number: 3
Volume ID: vol-034f9d29ec0b64c89
Device Name: xvdb
Disk Number: 4
Volume ID: vol-03e2dbe464b66f0a1
Device Name: xvdc
PS C:\Users\Administrator\Desktop> ebsnvme-id.exe 4
Disk Number: 4
Volume ID: vol-03e2dbe464b66f0a1
Device Name: xvdc

NVMe EBS ボリュームの操作
最新の AWS Windows AMI には、NVMe ブロックデバイスとして EBS ボリュームを公開するインスタン
スタイプで必要とされる AWS NVMe ドライバーが含まれています。ただし、Windows システムでルート
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ボリュームのサイズを変更すると、この変更をインスタンスに反映するためにボリュームを再スキャンす
る必要があります。インスタンスを別の AMI から起動すると、このインスタンスには必要な AWS NVMe
ドライバーが含まれていない場合があります。インスタンスに最新の AWS NVMe ドライバーが含まれて
いない場合は、これをインストールする必要があります。詳細については、「AWS Windows インスタン
ス用 NVMe ドライバー (p. 750)」を参照してください。

I/O オペレーションタイムアウト
ほとんどのオペレーティングシステムは、NVMe デバイスに送信される I/O オペレーションのタイムア
ウトを指定します。Windows システムでは､デフォルトのタイムアウトは 60 秒で、最大値は 255 秒で
す。TimeoutValue ディスククラスのレジストリ設定は、「SCSI ミニドライバーのレジストリエント
リ」で説明されている手順を使用して変更できます。

Abort コマンド
Abort コマンドは、以前にコントローラーに送信された特定のコマンドを中止するために発行される
NVMe Admin コマンドです。このコマンドは、通常、I/O オペレーションのタイムアウトしきい値を超え
たストレージデバイスに対して、デバイスドライバーによって発行されます。デフォルトで Abort コマン
ドをサポートする Amazon EC2 インスタンスタイプは、Abort コマンドの発行先であるアタッチされた
Amazon EBS デバイスのコントローラーに以前に送信された特定のコマンドを中止します。
次のインスタンスタイプは、デフォルトで、アタッチされているすべて
の Amazon EBS ボリュームについて Abort コマンドをサポートします:
R5b、R6i、M6i、M6a、C6gn、C6i、X2gd、X2iezn、Im4gn、Is4gen。
他のインスタンスタイプは、アタッチされた Amazon EBS ボリュームに Abort コマンドが発行されても
アクションを実行しません。
NVMe デバイスバージョン 1.4 以降の Amazon EBS デバイスは、Abort コマンドをサポートしていま
す。
詳細については、「NVM Express Base Specification」(NVM Express の基本仕様) のセクション
5.1「Abort command」(中止コマンド) を参照してください。

Amazon EBS 最適化インスタンスを使用する
Amazon EBS 最適化インスタンスは、最適化された設定スタックを使用し、Amazon EBS I/O 用に専用の
キャパシティを追加で提供します。このように最適化することで、Amazon EBS I/O と、インスタンスか
らのその他のトラフィックとの間の競合を最小に抑え、EBS ボリュームの最高のパフォーマンスを実現し
ます。
EBS 最適化インスタンスは、Amazon EBS 用に専用の帯域幅を用意します。汎用 SSD (gp2 および gp3)
ボリュームを EBS 最適化インスタンスにアタッチすると、1 年で 99% の期間、プロビジョンド IOPS パ
フォーマンスの少なくとも 90% のボリュームが提供されます。また、プロビジョンド IOPS SSD (io1
および io2) ボリュームでは、1 年で 99.9% の期間、プロビジョンド IOPS パフォーマンスの少なくとも
90% のボリュームが提供されます。スループット最適化 HDD (st1) および Cold HDD (sc1) のどちらで
も、1 年で 99% の期間、想定されるスループットパフォーマンスの少なくとも 90% のボリュームが提供
されます。毎時間、予測合計スループットの 99% 達成を目標に、準拠しない期間はほぼ均一に分散されて
います。詳細については、「Amazon EBS ボリュームの種類 (p. 1506)」を参照してください。
コンテンツ
• サポートされるインスタンスタイプ (p. 1739)
• 最大のパフォーマンスの獲得 (p. 1758)
• EBS 最適化をサポートするインスタンスタイプを表示する (p. 1759)
• 起動時の EBS 最適化の有効化 (p. 1760)
• 既存のインスタンスの EBS 最適化の有効化 (p. 1760)
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サポートされるインスタンスタイプ
次の表は、EBS 最適化をサポートするインスタンスタイプを示しています。この表には、Amazon EBS の
専用帯域幅、ストリーミング読み取りのワークロードと 128 KiB の I/O サイズでその接続において達成で
きる一般的な最大スループット、および 16 KiB の I/O を使用している場合にインスタンスがサポートでき
る IOPS の最大数などが含まれます。

Note
この情報は、AWS CLI を使用してプログラムで表示することもできます。詳細については、
「EBS 最適化をサポートするインスタンスタイプを表示する (p. 1759)」を参照してください。
アプリケーションのニーズよりも多い専用 Amazon EBS スループットを提供する EBS 最適化インスタン
スを選択します。そうでないと、Amazon EBS と Amazon EC2 間の接続がパフォーマンスのボトルネッ
クになる可能性があります。

EBS 最適化 (デフォルト)
次の表は、EBS 最適化をサポートするインスタンスタイプを示します。EBS 最適化はデフォルトで有効に
なっています。EBS 最適化を有効にする必要はなく、EBS 最適化を無効にしてもその効果はなくなりませ
ん。

Important
* これらのインスタンスでは、最大パフォーマンスを 24 時間につき少なくとも 30 分間維持する
ことができます。
他のインスタンスでは、最大パフォーマンスを無期限に維持できます。ワークロードで、最大パ
フォーマンスを 30 分以上維持する必要がある場合は、これらのインスタンスの中から 1 つ選択
します。
インスタンスサイズ

最大帯域幅 (Mbps)

最大スループット (MB/
秒､128 KiB I/O)

最大 IOPS (16 KiB I/O)

c4.large

500

62.5

4,000

c4.xlarge

750

93.75

6,000

c4.2xlarge

1,000

125

8,000

c4.4xlarge

2,000

250

16,000

c4.8xlarge

4,000

500

32,000

c5.large *

4,750

593.75

20,000

c5.xlarge *

4,750

593.75

20,000

c5.2xlarge *

4,750

593.75

20,000

c5.4xlarge

4,750

593.75

20,000

c5.9xlarge

9,500

1,187.5

40,000

c5.12xlarge

9,500

1,187.5

40,000

c5.18xlarge

19,000

2,375

80,000

c5.24xlarge

19,000

2,375

80,000

c5.metal

19,000

2,375

80,000

c5a.large *

3,170

396

13,300
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インスタンスサイズ

最大帯域幅 (Mbps)

最大スループット (MB/
秒､128 KiB I/O)

最大 IOPS (16 KiB I/O)

c5a.xlarge *

3,170

396

13,300

c5a.2xlarge *

3,170

396

13,300

c5a.4xlarge *

3,170

396

13,300

c5a.8xlarge

3,170

396

13,300

c5a.12xlarge

4,750

594

20,000

c5a.16xlarge

6,300

788

26,700

c5a.24xlarge

9,500

1,188

40,000

c5ad.large *

3,170

396

13,300

c5ad.xlarge *

3,170

396

13,300

c5ad.2xlarge *

3,170

396

13,300

c5ad.4xlarge *

3,170

396

13,300

c5ad.8xlarge

3,170

396

13,300

c5ad.12xlarge

4,750

594

20,000

c5ad.16xlarge

6,300

788

26,700

c5ad.24xlarge

9,500

1,188

40,000

c5d.large *

4,750

593.75

20,000

c5d.xlarge *

4,750

593.75

20,000

c5d.2xlarge *

4,750

593.75

20,000

c5d.4xlarge

4,750

593.75

20,000

c5d.9xlarge

9,500

1,187.5

40,000

c5d.12xlarge

9,500

1,187.5

40,000

c5d.18xlarge

19,000

2,375

80,000

c5d.24xlarge

19,000

2,375

80,000

c5d.metal

19,000

2,375

80,000

c5n.large *

4,750

593.75

20,000

c5n.xlarge *

4,750

593.75

20,000

c5n.2xlarge *

4,750

593.75

20,000

c5n.4xlarge

4,750

593.75

20,000

c5n.9xlarge

9,500

1,187.5

40,000

c5n.18xlarge

19,000

2,375

80,000
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インスタンスサイズ

最大帯域幅 (Mbps)

最大スループット (MB/
秒､128 KiB I/O)

最大 IOPS (16 KiB I/O)

c5n.metal

19,000

2,375

80,000

c6a.large *

6,666.664

833.333

26,667

c6a.xlarge *

6,666.664

833.333

26,667

c6a.2xlarge *

6,666.664

833.333

26,667

c6a.4xlarge *

6,666.664

833.333

26,667

c6a.8xlarge

6,666.664

833.333

26,667

c6a.12xlarge

10,000

1,250

40,000

c6a.16xlarge

13,300

1,662.5

53,333

c6a.24xlarge

20,000

2,500

80,000

c6a.32xlarge

26,666.664

3,333.333

100,000

c6a.48xlarge

40,000

5,000

160,000

c6a.metal

40,000

5,000

160,000

c6i.large *

10,000

1,250

40,000

c6i.xlarge *

10,000

1,250

40,000

c6i.2xlarge *

10,000

1,250

40,000

c6i.4xlarge *

10,000

1,250

40,000

c6i.8xlarge

10,000

1,250

40,000

c6i.12xlarge

15,000

1,875

60,000

c6i.16xlarge

20,000

2,500

80,000

c6i.24xlarge

30,000

3,750

120,000

c6i.32xlarge

40,000

5,000

160,000

c6i.metal

40,000

5,000

160,000

c6id.large *

10,000

1,250

40,000

c6id.xlarge *

10,000

1,250

40,000

c6id.2xlarge *

10,000

1,250

40,000

c6id.4xlarge *

10,000

1,250

40,000

c6id.8xlarge

10,000

1,250

40,000

c6id.12xlarge

15,000

1,875

60,000

c6id.16xlarge

20,000

2,500

80,000

c6id.24xlarge

30,000

3,750

120,000
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インスタンスサイズ

最大帯域幅 (Mbps)

最大スループット (MB/
秒､128 KiB I/O)

最大 IOPS (16 KiB I/O)

c6id.32xlarge

40,000

5,000

160,000

c6id.metal

40,000

5,000

160,000

d2.xlarge

750

93.75

6,000

d2.2xlarge

1,000

125

8,000

d2.4xlarge

2,000

250

16,000

d2.8xlarge

4,000

500

32,000

d3.xlarge *

2,800

350

15,000

d3.2xlarge *

2,800

350

15,000

d3.4xlarge

2,800

350

15,000

d3.8xlarge

5,000

625

30,000

d3en.xlarge *

2,800

350

15,000

d3en.2xlarge *

2,800

350

15,000

d3en.4xlarge

2,800

350

15,000

d3en.8xlarge

5,000

625

30,000

d3en.12xlarge

7,000

875

40,000

f1.2xlarge

1,700

212.5

12,000

f1.4xlarge

3,500

437.5

44,000

f1.16xlarge

14,000

1,750

75,000

g3s.xlarge

850

106.25

5,000

g3.4xlarge

3,500

437.5

20,000

g3.8xlarge

7,000

875

40,000

g3.16xlarge

14,000

1,750

80,000

g4ad.xlarge *

3,170

396.25

13,333

g4ad.2xlarge *

3,170

396.25

13,333

g4ad.4xlarge *

3,170

396.25

13,333

g4ad.8xlarge

3,170

396.25

13,333

g4ad.16xlarge

6,300

787.5

26,667

g4dn.xlarge *

3,500

437.5

20,000

g4dn.2xlarge *

3,500

437.5

20,000

g4dn.4xlarge

4,750

593.75

20,000
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インスタンスサイズ

最大帯域幅 (Mbps)

最大スループット (MB/
秒､128 KiB I/O)

最大 IOPS (16 KiB I/O)

g4dn.8xlarge

9,500

1,187.5

40,000

g4dn.12xlarge

9,500

1,187.5

40,000

g4dn.16xlarge

9,500

1,187.5

40,000

g4dn.metal

19,000

2,375

80,000

g5.xlarge *

3,500

437.5

15,000

g5.2xlarge *

3,500

437.5

15,000

g5.4xlarge

4,750

593.75

20,000

g5.8xlarge

16,000

2,000

65,000

g5.12xlarge

16,000

2,000

65,000

g5.16xlarge

16,000

2,000

65,000

g5.24xlarge

19,000

2,375

80,000

g5.48xlarge

19,000

2,375

80,000

h1.2xlarge

1,750

218.75

12,000

h1.4xlarge

3,500

437.5

20,000

h1.8xlarge

7,000

875

40,000

h1.16xlarge

14,000

1,750

80,000

i3.large

425

53.13

3000

i3.xlarge

850

106.25

6000

i3.2xlarge

1,700

212.5

12,000

i3.4xlarge

3,500

437.5

16,000

i3.8xlarge

7,000

875

32,500

i3.16xlarge

14,000

1,750

65,000

i3.metal

19,000

2,375

80,000

i3en.large *

4,750

593.75

20,000

i3en.xlarge *

4,750

593.75

20,000

i3en.2xlarge *

4,750

593.75

20,000

i3en.3xlarge *

4,750

593.75

20,000

i3en.6xlarge

4,750

593.75

20,000

i3en.12xlarge

9,500

1,187.5

40,000

i3en.24xlarge

19,000

2,375

80,000
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インスタンスサイズ

最大帯域幅 (Mbps)

最大スループット (MB/
秒､128 KiB I/O)

最大 IOPS (16 KiB I/O)

i3en.metal

19,000

2,375

80,000

i4i.large *

10,000

1,250

40,000

i4i.xlarge *

10,000

1,250

40,000

i4i.2xlarge *

10,000

1,250

40,000

i4i.4xlarge *

10,000

1,250

40,000

i4i.8xlarge

10,000

1,250

40,000

i4i.16xlarge

20,000

2,500

80,000

i4i.32xlarge

40,000

5,000

160,000

i4i.metal

40,000

5,000

160,000

m4.large

450

56.25

3,600

m4.xlarge

750

93.75

6,000

m4.2xlarge

1,000

125

8,000

m4.4xlarge

2,000

250

16,000

m4.10xlarge

8,000

500

32,000

m4.16xlarge

10,000

1,250

65,000

m5.large *

4,750

593.75

18,750

m5.xlarge *

4,750

593.75

18,750

m5.2xlarge *

4,750

593.75

18,750

m5.4xlarge

4,750

593.75

18,750

m5.8xlarge

6,800

850

30,000

m5.12xlarge

9,500

1,187.5

40,000

m5.16xlarge

13,600

1,700

60,000

m5.24xlarge

19,000

2,375

80,000

m5.metal

19,000

2,375

80,000

m5a.large *

2,880

360

16,000

m5a.xlarge *

2,880

360

16,000

m5a.2xlarge *

2,880

360

16,000

m5a.4xlarge

2,880

360

16,000

m5a.8xlarge

4,750

593.75

20,000

m5a.12xlarge

6,780

847.5

30,000
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インスタンスサイズ

最大帯域幅 (Mbps)

最大スループット (MB/
秒､128 KiB I/O)

最大 IOPS (16 KiB I/O)

m5a.16xlarge

9,500

1,187.50

40,000

m5a.24xlarge

13,570

1,696.25

60,000

m5ad.large *

2,880

360

16,000

m5ad.xlarge *

2,880

360

16,000

m5ad.2xlarge *

2,880

360

16,000

m5ad.4xlarge

2,880

360

16,000

m5ad.8xlarge

4,750

593.75

20,000

m5ad.12xlarge

6,780

847.5

30,000

m5ad.16xlarge

9,500

1,187.5

40,000

m5ad.24xlarge

13,570

1,696.25

60,000

m5d.large *

4,750

593.75

18,750

m5d.xlarge *

4,750

593.75

18,750

m5d.2xlarge *

4,750

593.75

18,750

m5d.4xlarge

4,750

593.75

18,750

m5d.8xlarge

6,800

850

30,000

m5d.12xlarge

9,500

1,187.5

40,000

m5d.16xlarge

13,600

1,700

60,000

m5d.24xlarge

19,000

2,375

80,000

m5d.metal

19,000

2,375

80,000

m5dn.large *

4,750

593.75

18,750

m5dn.xlarge *

4,750

593.75

18,750

m5dn.2xlarge *

4,750

593.75

18,750

m5dn.4xlarge

4,750

593.75

18,750

m5dn.8xlarge

6,800

850

30,000

m5dn.12xlarge

9,500

1,187.5

40,000

m5dn.16xlarge

13,600

1,700

60,000

m5dn.24xlarge

19,000

2,375

80,000

m5dn.metal

19,000

2,375

80,000

m5n.large *

4,750

593.75

18,750

m5n.xlarge *

4,750

593.75

18,750
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インスタンスサイズ

最大帯域幅 (Mbps)

最大スループット (MB/
秒､128 KiB I/O)

最大 IOPS (16 KiB I/O)

m5n.2xlarge *

4,750

593.75

18,750

m5n.4xlarge

4,750

593.75

18,750

m5n.8xlarge

6,800

850

30,000

m5n.12xlarge

9,500

1,187.5

40,000

m5n.16xlarge

13,600

1,700

60,000

m5n.24xlarge

19,000

2,375

80,000

m5n.metal

19,000

2,375

80,000

m5zn.large *

3,170

396.25

13,333

m5zn.xlarge *

3,170

396.25

13,333

m5zn.2xlarge

3,170

396.25

13,333

m5zn.3xlarge

4,750

593.75

20,000

m5zn.6xlarge

9,500

1187.5

40,000

m5zn.12xlarge

19,000

2,375

80,000

m5zn.metal

19,000

2,375

80,000

m6a.large *

6,666.666664

833.333333

26,667

m6a.xlarge *

6,666.666664

833.333333

26,667

m6a.2xlarge *

6,666.666664

833.333333

26,667

m6a.4xlarge *

6,666.666664

833.333333

26,667

m6a.8xlarge

6,666.666664

833.333333

26,667

m6a.12xlarge

10,000

1,250

40,000

m6a.16xlarge

13,300

1,662.5

53,333

m6a.24xlarge

20,000

2,500

80,000

m6a.32xlarge

26,666.666664

3,333.333333

100,000

m6a.48xlarge

40,000

5,000

160,000

m6a.metal

40,000

5,000

160,000

m6i.large *

10,000

1,250

40,000

m6i.xlarge *

10,000

1,250

40,000

m6i.2xlarge *

10,000

1,250

40,000

m6i.4xlarge *

10,000

1,250

40,000

m6i.8xlarge

10,000

1,250

40,000
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インスタンスサイズ

最大帯域幅 (Mbps)

最大スループット (MB/
秒､128 KiB I/O)

最大 IOPS (16 KiB I/O)

m6i.12xlarge

15,000

1,875

60,000

m6i.16xlarge

20,000

2,500

80,000

m6i.24xlarge

30,000

3,750

120,000

m6i.32xlarge

40,000

5,000

160,000

m6i.metal

40,000

5,000

160,000

m6id.large *

10,000

1,250

40,000

m6id.xlarge *

10,000

1,250

40,000

m6id.2xlarge *

10,000

1,250

40,000

m6id.4xlarge *

10,000

1,250

40,000

m6id.8xlarge

10,000

1,250

40,000

m6id.12xlarge

15,000

1,875

60,000

m6id.16xlarge

20,000

2,500

80,000

m6id.24xlarge

30,000

3,750

120,000

m6id.32xlarge

40,000

5,000

160,000

m6id.metal

40,000

5,000

160,000

p2.xlarge

750

93.75

6,000

p2.8xlarge

5,000

625

32,500

p2.16xlarge

10,000

1,250

65,000

p3.2xlarge

1,750

218.75

10,000

p3.8xlarge

7,000

875

40,000

p3.16xlarge

14,000

1,750

80,000

p3dn.24xlarge

19,000

2,375

80,000

r4.large

425

53.13

3,000

r4.xlarge

850

106.25

6,000

r4.2xlarge

1,700

212.5

12,000

r4.4xlarge

3,500

437.5

18,750

r4.8xlarge

7,000

875

37,500

r4.16xlarge

14,000

1,750

75,000

r5.large *

4,750

593.75

18,750

r5.xlarge *

4,750

593.75

18,750
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インスタンスサイズ

最大帯域幅 (Mbps)

最大スループット (MB/
秒､128 KiB I/O)

最大 IOPS (16 KiB I/O)

r5.2xlarge *

4,750

593.75

18,750

r5.4xlarge

4,750

593.75

18,750

r5.8xlarge

6,800

850

30,000

r5.12xlarge

9,500

1,187.5

40,000

r5.16xlarge

13,600

1,700

60,000

r5.24xlarge

19,000

2,375

80,000

r5.metal

19,000

2,375

80,000

r5a.large *

2,880

360

16,000

r5a.xlarge *

2,880

360

16,000

r5a.2xlarge *

2,880

360

16,000

r5a.4xlarge

2,880

360

16,000

r5a.8xlarge

4,750

593.75

20,000

r5a.12xlarge

6,780

847.5

30,000

r5a.16xlarge

9,500

1,187.5

40,000

r5a.24xlarge

13,570

1,696.25

60,000

r5ad.large *

2,880

360

16,000

r5ad.xlarge *

2,880

360

16,000

r5ad.2xlarge *

2,880

360

16,000

r5ad.4xlarge

2,880

360

16,000

r5ad.8xlarge

4,750

593.75

20,000

r5ad.12xlarge

6,780

847.5

30,000

r5ad.16xlarge

9,500

1,187.5

40,000

r5ad.24xlarge

13,570

1,696.25

60,000

r5b.large *

10,000

1,250

43,333

r5b.xlarge *

10,000

1,250

43,333

r5b.2xlarge *

10,000

1,250

43,333

r5b.4xlarge

10,000

1,250

43,333

r5b.8xlarge

20,000

2,500

86,667

r5b.12xlarge

30,000

3,750

130,000

r5b.16xlarge

40,000

5,000

173,333
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インスタンスサイズ

最大帯域幅 (Mbps)

最大スループット (MB/
秒､128 KiB I/O)

最大 IOPS (16 KiB I/O)

r5b.24xlarge

60,000

7,500

260,000

r5b.metal

60,000

7,500

260,000

r5d.large *

4,750

593.75

18,750

r5d.xlarge *

4,750

593.75

18,750

r5d.2xlarge *

4,750

593.75

18,750

r5d.4xlarge

4,750

593.75

18,750

r5d.8xlarge

6,800

850

30,000

r5d.12xlarge

9,500

1,187.5

40,000

r5d.16xlarge

13,600

1,700

60,000

r5d.24xlarge

19,000

2,375

80,000

r5d.metal

19,000

2,375

80,000

r5dn.large *

4,750

593.75

18,750

r5dn.xlarge *

4,750

593.75

18,750

r5dn.2xlarge *

4,750

593.75

18,750

r5dn.4xlarge

4,750

593.75

18,750

r5dn.8xlarge

6,800

850

30,000

r5dn.12xlarge

9,500

1,187.5

40,000

r5dn.16xlarge

13,600

1,700

60,000

r5dn.24xlarge

19,000

2,375

80,000

r5dn.metal

19,000

2,375

80,000

r5n.large *

4,750

593.75

18,750

r5n.xlarge *

4,750

593.75

18,750

r5n.2xlarge *

4,750

593.75

18,750

r5n.4xlarge

4,750

593.75

18,750

r5n.8xlarge

6,800

850

30,000

r5n.12xlarge

9,500

1,187.5

40,000

r5n.16xlarge

13,600

1,700

60,000

r5n.24xlarge

19,000

2,375

80,000

r5n.metal

19,000

2,375

80,000

r6a.large *

6,666.664

833.333

26,667

1749

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EBS 最適化

インスタンスサイズ

最大帯域幅 (Mbps)

最大スループット (MB/
秒､128 KiB I/O)

最大 IOPS (16 KiB I/O)

r6a.xlarge *

6,666.664

833.333

26,667

r6a.2xlarge *

6,666.664

833.333

26,667

r6a.4xlarge *

6,666.664

833.333

26,667

r6a.8xlarge

6,666.664

833.333

26,667

r6a.12xlarge

10,000

1,250

40,000

r6a.16xlarge

13,300

1,662.5

53,333

r6a.24xlarge

20,000

2,500

80,000

r6a.32xlarge

26,666.664

3,333.333

100,000

r6a.48xlarge

40,000

5,000

160,000

r6a.metal

40,000

5,000

160,000

r6i.large *

10,000

1,250

40,000

r6i.xlarge *

10,000

1,250

40,000

r6i.2xlarge *

10,000

1,250

40,000

r6i.4xlarge *

10,000

1,250

40,000

r6i.8xlarge

10,000

1,250

40,000

r6i.12xlarge

15,000

1,875

60,000

r6i.16xlarge

20,000

2,500

80,000

r6i.24xlarge

30,000

3,750

120,000

r6i.32xlarge

40,000

5,000

160,000

r6i.metal

40,000

5,000

160,000

r6id.large *

10,000

1,250

40,000

r6id.xlarge *

10,000

1,250

40,000

r6id.2xlarge *

10,000

1,250

40,000

r6id.4xlarge *

10,000

1,250

40,000

r6id.8xlarge

10,000

1,250

40,000

r6id.12xlarge

15,000

1,875

60,000

r6id.16xlarge

20,000

2,500

80,000

r6id.24xlarge

30,000

3,750

120,000

r6id.32xlarge

40,000

5,000

160,000

r6id.metal

40,000

5,000

160,000
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インスタンスサイズ

最大帯域幅 (Mbps)

最大スループット (MB/
秒､128 KiB I/O)

最大 IOPS (16 KiB I/O)

t3.nano *

2,085

260.57

11,800

t3.micro *

2,085

260.57

11,800

t3.small *

2,085

260.57

11,800

t3.medium *

2,085

260.57

11,800

t3.large *

2,780

347.5

15,700

t3.xlarge *

2,780

347.5

15,700

t3.2xlarge *

2,780

347.5

15,700

t3a.nano *

2,085

260.57

11,800

t3a.micro *

2,085

260.57

11,800

t3a.small *

2,085

260.57

11,800

t3a.medium *

2,085

260.57

11,800

t3a.large *

2,780

347.5

15,700

t3a.xlarge *

2,780

347.5

15,700

t3a.2xlarge *

2,780

347.5

15,700

trn1.2xlarge *

20,000

2,500

65,000

trn1.32xlarge

80,000

10,000

260,000

u-3tb1.56xlarge

19,000

2,375

80,000

u-6tb1.56xlarge

38,000

4,750

160,000

u-6tb1.112xlarge

38,000

4,750

160,000

u-6tb1.metal

38,000

4,750

160,000

u-9tb1.112xlarge

38,000

4,750

160,000

u-9tb1.metal

38,000

4,750

160,000

u-12tb1.112xlarge

38,000

4,750

160,000

u-12tb1.metal

38,000

4,750

160,000

u-18tb1.metal

38,000

4,750

160,000

u-24tb1.metal

38,000

4,750

160,000

x1.16xlarge

7,000

875

40,000

x1.32xlarge

14,000

1,750

80,000

x1e.xlarge

500

62.5

3,700

x1e.2xlarge

1,000

125

7,400
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インスタンスサイズ

最大帯域幅 (Mbps)

最大スループット (MB/
秒､128 KiB I/O)

最大 IOPS (16 KiB I/O)

x1e.4xlarge

1,750

218.75

10,000

x1e.8xlarge

3,500

437.5

20,000

x1e.16xlarge

7,000

875

40,000

x1e.32xlarge

14,000

1,750

80,000

x2idn.16xlarge

40,000

5,000

130,000

x2idn.24xlarge

60,000

7,500

195,000

x2idn.32xlarge

80,000

10,000

260,000

x2idn.metal

80,000

10,000

260,000

x2iedn.xlarge *

20,000

2,500

65,000

x2iedn.2xlarge *

20,000

2,500

65,000

x2iedn.4xlarge *

20,000

2,500

65,000

x2iedn.8xlarge

20,000

2,500

65,000

x2iedn.16xlarge

40,000

5,000

130,000

x2iedn.24xlarge

60,000

7,500

195,000

x2iedn.32xlarge

80,000

10,000

260,000

x2iedn.metal

80,000

10,000

260,000

x2iezn.2xlarge

3,170

396.25

13,333

x2iezn.4xlarge

4,750

593.75

20,000

x2iezn.6xlarge

9,500

1,187.5

40,000

x2iezn.8xlarge

12,000

1,500

55,000

x2iezn.12xlarge

19,000

2,375

80,000

x2iezn.metal

19,000

2,375

80,000

z1d.large *

3,170

396.25

13,333

z1d.xlarge *

3,170

396.25

13,333

z1d.2xlarge

3,170

396.25

13,333

z1d.3xlarge

4,750

593.75

20,000

z1d.6xlarge

9,500

1,187.5

40,000

z1d.12xlarge

19,000

2,375

80,000

z1d.metal

19,000

2,375

80,000
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以下の表は、少なくとも 24 時間に 1 回、30 分間のみ最大パフォーマンスを維持するインスタンスタイプ
の、ベースラインパフォーマンスを表したものです (* 上記参照)。
インスタンスサイズ

ベースラインの帯域幅
(Mbps)

ベースラインスルー
プット (MB/秒、128 KiB
I/O)

ベースライン IOPS (16
KiB I/O)

c5.large

650

81.25

4,000

c5.xlarge

1,150

143.75

6,000

c5.2xlarge

2,300

287.5

10,000

c5a.large

200

25

800

c5a.xlarge

400

50

1,600

c5a.2xlarge

800

100

3,200

c5a.4xlarge

1,580

198

6,600

c5ad.large

200

25

800

c5ad.xlarge

400

50

1,600

c5ad.2xlarge

800

100

3,200

c5ad.4xlarge

1,580

198

6,600

c5d.large

650

81.25

4,000

c5d.xlarge

1,150

143.75

6,000

c5d.2xlarge

2,300

287.5

10,000

c5n.large

650

81.25

4,000

c5n.xlarge

1,150

143.75

6,000

c5n.2xlarge

2,300

287.5

10,000

c6a.large

531

66.375

3,600

c6a.xlarge

1,061

132.625

6,000

c6a.2xlarge

2,122

265.25

8,333

c6a.4xlarge

4,245

530.625

16,000

c6i.large

650

81.25

3,600

c6i.xlarge

1,250

156.25

6,000

c6i.2xlarge

2,500

312.5

12,000

c6i.4xlarge

5,000

625

20,000

c6id.large

650

81.25

3,600

c6id.xlarge

1,250

156.25

6,000

c6id.2xlarge

2,500

312.5

12,000
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インスタンスサイズ

ベースラインの帯域幅
(Mbps)

ベースラインスルー
プット (MB/秒、128 KiB
I/O)

ベースライン IOPS (16
KiB I/O)

c6id.4xlarge

5,000

625

20,000

d3.xlarge

850

106.25

5,000

d3.2xlarge

1,700

212.5

10,000

d3en.large

425

53.125

2,500

d3en.xlarge

850

106.25

5,000

d3en.2xlarge

1,700

212.5

10,000

g4ad.xlarge

400

50

1,700

g4ad.2xlarge

800

100

3,400

g4ad.4xlarge

1,580

197.5

6,700

g4dn.xlarge

950

118.75

3,000

g4dn.2xlarge

1,150

143.75

6,000

g5.xlarge

700

87.5

3,000

g5.2xlarge

850

106.25

3,500

i3en.large

577

72.1

3,000

i3en.xlarge

1,154

144.2

6,000

i3en.2xlarge

2,307

288.39

12,000

i3en.3xlarge

3,800

475

15,000

i4i.large

625

78.125

2,500

i4i.xlarge

1,250

156.25

5,000

i4i.2xlarge

2,500

312.5

10,000

i4i.4xlarge

5,000

625

20,000

m5.large

650

81.25

3,600

m5.xlarge

1,150

143.75

6,000

m5.2xlarge

2,300

287.5

12,000

m5a.large

650

81.25

3,600

m5a.xlarge

1,085

135.63

6,000

m5a.2xlarge

1,580

197.5

8,333

m5ad.large

650

81.25

3,600

m5ad.xlarge

1,085

135.63

6,000

m5ad.2xlarge

1,580

197.5

8,333
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インスタンスサイズ

ベースラインの帯域幅
(Mbps)

ベースラインスルー
プット (MB/秒、128 KiB
I/O)

ベースライン IOPS (16
KiB I/O)

m5d.large

650

81.25

3,600

m5d.xlarge

1,150

143.75

6,000

m5d.2xlarge

2,300

287.5

12,000

m5dn.large

650

81.25

3,600

m5dn.xlarge

1,150

143.75

6,000

m5dn.2xlarge

2,300

287.5

12,000

m5n.large

650

81.25

3,600

m5n.xlarge

1,150

143.75

6,000

m5n.2xlarge

2,300

287.5

12,000

m5zn.large

800

100

3,333

m5zn.xlarge

1,580

195.5

6,667

m6a.large

531

66.375

3,600

m6a.xlarge

1,061

132.625

6,000

m6a.2xlarge

2,122

265.25

8,333

m6a.4xlarge

4,245

530.625

16,000

m6i.large

650

81.25

3,600

m6i.xlarge

1,250

156.25

6,000

m6i.2xlarge

2,500

312.5

12,000

m6i.4xlarge

5,000

625

20,000

m6id.large

650

81.25

3,600

m6id.xlarge

1,250

156.25

6,000

m6id.2xlarge

2,500

312.5

12,000

m6id.4xlarge

5,000

625

20,000

r5.large

650

81.25

3,600

r5.xlarge

1,150

143.75

6,000

r5.2xlarge

2,300

287.5

12,000

r5a.large

650

81.25

3,600

r5a.xlarge

1,085

135.63

6,000

r5a.2xlarge

1,580

197.5

8,333

r5ad.large

650

81.25

3,600

1755

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EBS 最適化

インスタンスサイズ

ベースラインの帯域幅
(Mbps)

ベースラインスルー
プット (MB/秒、128 KiB
I/O)

ベースライン IOPS (16
KiB I/O)

r5ad.xlarge

1,085

135.63

6,000

r5ad.2xlarge

1,580

197.5

8,333

r5b.large

1,250

156.25

5,417

r5b.xlarge

2,500

312.5

10,833

r5b.2xlarge

5,000

625

21,667

r5d.large

650

81.25

3,600

r5d.xlarge

1,150

143.75

6,000

r5d.2xlarge

2,300

287.5

12,000

r5dn.large

650

81.25

3,600

r5dn.xlarge

1,150

143.75

6,000

r5dn.2xlarge

2,300

287.5

12,000

r5n.large

650

81.25

3,600

r5n.xlarge

1,150

143.75

6,000

r5n.2xlarge

2,300

287.5

12,000

r6a.large

531

66.375

3,600

r6a.xlarge

1,061

132.625

6,000

r6a.2xlarge

2,122

265.25

8,333

r6a.4xlarge

4,245

530.625

16,000

r6i.large

650

81.25

3,600

r6i.xlarge

1,250

156.25

6,000

r6i.2xlarge

2,500

312.5

12,000

r6i.4xlarge

5,000

625

20,000

r6id.large

650

81.25

3,600

r6id.xlarge

1,250

156.25

6,000

r6id.2xlarge

2,500

312.5

12,000

r6id.4xlarge

5,000

625

20,000

t3.nano

43

5.43

250

t3.micro

87

10.86

500

t3.small

174

21.71

1,000

t3.medium

347

43.43

2,000
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インスタンスサイズ

ベースラインの帯域幅
(Mbps)

ベースラインスルー
プット (MB/秒、128 KiB
I/O)

ベースライン IOPS (16
KiB I/O)

t3.large

695

86.86

4,000

t3.xlarge

695

86.86

4,000

t3.2xlarge

695

86.86

4,000

t3a.nano

45

5.63

250

t3a.micro

90

11.25

500

t3a.small

175

21.88

1,000

t3a.medium

350

43.75

2,000

t3a.large

695

86.86

4,000

t3a.xlarge

695

86.86

4,000

t3a.2xlarge

695

86.86

4,000

trn1.2xlarge

5,000

625

16,250

x2iedn.xlarge

2,500

312.5

8,125

x2iedn.2xlarge

5,000

625

16,250

x2iedn.4xlarge

10,000

1,250

32,500

z1d.large

800

100

3,333

z1d.xlarge

1,580

197.5

6,667

EBS 最適化をサポート
次の表は、EBS 最適化をサポートするインスタンスタイプを示します。EBS 最適化はデフォルトでは有効
になっていません。EBS 最適化は、これらのインスタンスの起動時または実行後に有効にすることができ
ます。前述のパフォーマンスレベルを達成するには、インスタンスで EBS 最適化を有効にする必要があ
ります。デフォルトで EBS 最適化が行われないインスタンスに対して EBS 最適化を有効にするときは、
専用の容量について安価な時間単位の料金を追加でお支払いいただきます。料金については、「Amazon
EC2 の料金、オンデマンド料金表」ページで EBS 最適化インスタンスを参照してください。
インスタンスサイズ

最大帯域幅 (Mbps)

最大スループット (MB/
秒､128 KiB I/O)

最大 IOPS (16 KiB I/O)

c1.xlarge

1,000

125

8,000

c3.xlarge

500

62.5

4,000

c3.2xlarge

1,000

125

8,000

c3.4xlarge

2,000

250

16,000

g2.2xlarge

1,000

125

8,000

i2.xlarge

500

62.5

4,000
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インスタンスサイズ

最大帯域幅 (Mbps)

最大スループット (MB/
秒､128 KiB I/O)

最大 IOPS (16 KiB I/O)

i2.2xlarge

1,000

125

8,000

i2.4xlarge

2,000

250

16,000

m1.large

500

62.5

4,000

m1.xlarge

1,000

125

8,000

m2.2xlarge

500

62.5

4,000

m2.4xlarge

1,000

125

8,000

m3.xlarge

500

62.5

4,000

m3.2xlarge

1,000

125

8,000

r3.xlarge

500

62.5

4,000

r3.2xlarge

1,000

125

8,000

r3.4xlarge

2,000

250

16,000

i2.8xlarge､c3.8xlarge､および r3.8xlarge インスタンスには専用の EBS 帯域幅がないため、EBS
最適化を提供しません。これらのインスタンスでは、ネットワークトラフィックと Amazon EBS トラ
フィックは同じ 10 ギガビットネットワークインターフェイスで共有されます。

最大のパフォーマンスの獲得
EBSIOBalance% および EBSByteBalance% メトリクスを使用して、インスタンスのサイズが正しく
設定されているかどうかを判断できます。これらのメトリクスを CloudWatch コンソールで表示して、
指定したしきい値に基づいてトリガーされるアラームを設定することができます。これらのメトリクス
は、割合 (%) で表されます。バランスの割合が常に低いインスタンスは、拡大する必要があります。バ
ランスの割合が 100% を下回ることのないインスタンスは縮小する必要があります。詳細については、
「CloudWatch を使用したインスタンスのモニタリング (p. 1118)」を参照してください。
ハイメモリインスタンスは大規模なインメモリデータベースを実行するよう設定されており、これにはク
ラウド内の SAP HANA インメモリデータベースの本番デプロイメントを含みます。EBS パフォーマンス
を最大化するには、プロビジョニングされたパフォーマンスが同じで偶数の io1 または io2 ボリューム
を持つハイメモリインスタンスを使用します。例えば、IOPS 負荷の高いワークロードの場合は、40,000
のプロビジョンド IOPS を持つ 4 つの io1 または io2 ボリュームを使用して、最大 160,000 のインスタ
ンス IOPS を取得します。同様に、スループットの多いワークロードの場合は、48,000 のプロビジョンド
IOPS を持つ 6 つの io1 または io2 ボリュームを使用して、最大 4,750 MB/秒のスループットを取得しま
す。その他の推奨事項については、「SAP HANA のストレージ構成」を参照してください。

考慮事項
• 2020 年 2 月 26 日以降に起動された G4dn、I3en、 M5a、M5ad、R5a、R5ad、T3、T3a、および Z1d
インスタンスは、上記の表に記載されている最大のパフォーマンスを提供します。2020 年 2 月 26 日よ
り前に起動されたインスタンスのパフォーマンスを最大化するには、インスタンスを停止してから起動
します。
• 2019 年 12 月 3 日以降に起動された C5、C5d、M5d、M5d、M5d、R5、R5d、R5n、R5dn、P3Dn の
各インスタンスは、上記の表に一覧されている最大のパフォーマンスを提供します。2019 年 12 月 3 日
より前に起動されたインスタンスから最大のパフォーマンスを得るには、インスタンスを停止してから
起動します。
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• 2020 年 3 月 12 日以降に起動された u-6tb1.metal、u-9tb1.metal、および u-12tb1.metal イン
スタンスは、上記の表のパフォーマンスを提供します。2020 年 3 月 12 日より前に開始されたこれらの
タイプのインスタンスのパフォーマンスはそれより低い可能性があります。2020 年 3 月 12 日より前に
起動されたインスタンスから最大限のパフォーマンスを得るには、アカウントチームに連絡して、イン
スタンスをアップグレードしてください (追加料金なし)。

EBS 最適化をサポートするインスタンスタイプを表示する
AWS CLI を使用して、現在のリージョンで EBS 最適化をサポートするインスタンスタイプを表示しま
す。
EBS 最適化をサポートするインスタンスタイプを表示して、EBS 最適化をデフォルトで有効に設定するに
は
次の describe-instances コマンドを使用します。
aws ec2 describe-instance-types ^
--query "InstanceTypes[].{InstanceType:InstanceType,\"MaxBandwidth(Mb/
s)\":EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumBandwidthInMbps,MaxIOPS:EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumIops,
\"MaxThroughput(MB/s)\":EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumThroughputInMBps}" ^
--filters Name=ebs-info.ebs-optimized-support,Values=default --output=table

eu-west-1 の出力例:
----------------------------------------------------------------------------------------------|
DescribeInstanceTypes
|
+--------------+--------------------+---------------------+----------+-----------------------+
| EBSOptimized |
InstanceType
| MaxBandwidth(Mb/s) | MaxIOPS | MaxThroughput(MB/
s) |
+--------------+--------------------+---------------------+----------+-----------------------+
| default
| m5dn.8xlarge
| 6800
| 30000
| 850.0
|
| default
| m6gd.xlarge
| 4750
| 20000
| 593.75
|
| default
| c4.4xlarge
| 2000
| 16000
| 250.0
|
| default
| r4.16xlarge
| 14000
| 75000
| 1750.0
|
| default
| m5ad.large
| 2880
| 16000
| 360.0
|
...

EBS 最適化をサポートするインスタンスタイプを表示して、EBS 最適化がデフォルトで有効にしないよう
にするには
次の describe-instances コマンドを使用します。
aws ec2 describe-instance-types ^
--query "InstanceTypes[].{InstanceType:InstanceType,\"MaxBandwidth(Mb/
s)\":EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumBandwidthInMbps,MaxIOPS:EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumIops,
\"MaxThroughput(MB/s)\":EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumThroughputInMBps}" ^
--filters Name=ebs-info.ebs-optimized-support,Values=supported --output=table

eu-west-1 の出力例:
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-----------------------------------------------------------------------------------------|
DescribeInstanceTypes
|
+--------------+---------------+----------------------+----------+-----------------------+
| EBSOptimized | InstanceType | MaxBandwidth(Mb/s)
| MaxIOPS | MaxThroughput(MB/s) |
+--------------+---------------+----------------------+----------+-----------------------+
| supported
| m2.4xlarge
| 1000
| 8000
| 125.0
|
| supported
| i2.2xlarge
| 1000
| 8000
| 125.0
|
| supported
| r3.4xlarge
| 2000
| 16000
| 250.0
|
| supported
| m3.xlarge
| 500
| 4000
| 62.5
|
| supported
| r3.2xlarge
| 1000
| 8000
| 125.0
|
...

起動時の EBS 最適化の有効化
インスタンスの最適化を有効にするには、EBS 最適化の属性を設定します。

コンソールを使用してインスタンスを起動するときに Amazon EBS 最適化を有効にするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

[インスタンスの作成] を選択します。

3.

[Step 1: Choose an Amazon Machine Image (AMI)] で、AMI を選択します。

4.

[Step 2: Choose an Instance Type] で、サポート対象の Amazon EBS 最適化として一覧表示されてい
るインスタンスタイプを選択します。

5.

[Step 3: Configure Instance Details] で必要なフィールドに入力し、[Launch as EBS-optimized
instance] を選択します。前のステップで選択したインスタンスタイプが Amazon EBS 最適化をサ
ポートしていない場合、このオプションは存在しません。選択したインスタンスタイプがデフォルト
で Amazon EBS に最適化される場合、このオプションが選択されており、選択を解除することはでき
ません。

6.

指示に従ってウィザードを完了し、インスタンスを起動します。

コマンドラインを使用してインスタンスを起動するときに EBS 最適化を有効にするには
次のいずれかのコマンドを対応するオプションで使用できます。これらのコマンドラインインターフェイ
スの詳細については、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• --ebs-optimized (AWS CLI) を使用した run-instances
• -EbsOptimized (AWS Tools for Windows PowerShell) を使用した New-EC2Instance

既存のインスタンスの EBS 最適化の有効化
既存のインスタンスの最適化を有効または無効にするには、 Amazon EBS 最適化インスタンスの属性を変
更します。インスタンスが実行中の場合は、まず停止する必要があります。

Warning
インスタンスを停止すると、インスタンスストアボリューム上のデータは消去されます。インス
タンスストアボリュームのデータを保持するには、データを永続的ストレージに必ずバックアッ
プします。

コンソールを使用して、既存のインスタンスで EBS 最適化を有効にするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Instances] を選択し、インスタンスを選択します。
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3.

インスタンスを停止し、[Actions (アクション)]、[Instance state (インスタンス状態)]、[Stop instance
(インスタンスの停止)] の順に選択します。インスタンスが停止するまで、数分かかる場合がありま
す。

4.

インスタンスが選択された状態で、[Actions (アクション)]、[Instance settings (インスタンス設定)]、
[Change instance type (インスタンスタイプの変更)] の順に選択します。

5.

[Change Instance Type (インスタンスタイプの変更)] で、次のいずれかの操作を行います。
• 目的のインスタンスのインスタンスタイプがデフォルトで Amazon EBS に最適化される場合、
[EBS-optimized] が選択されており、変更できません。そのインスタンスでは Amazon EBS 最適化
がすでに有効であるため、[Cancel] をクリックします。
• 目的のインスタンスのインスタンスタイプが Amazon EBS 最適化をサポートしている場合は、
[EBS-optimized (EBS 最適化)]、[Apply (適用)] の順に選択します。
• 目的のインスタンスのインスタンスタイプが Amazon EBS 最適化をサポートしていない場合は、
[EBS 最適化] を選択することはできません。[Instance Type (インスタンスタイプ)] から、Amazon
EBS 最適化をサポートするインスタンスタイプを選択し、[EBS-optimized (EBS 最適化)]、[Apply
(適用)] の順に選択します。

6.

[Instance state (インスタンスの状態)]、[Start instance (インスタンスの開始)] の順に選択します。

コマンドラインを使用して、既存のインスタンスで EBS 最適化を有効にするには
1.

インスタンスが実行中の場合は、次のいずれかのコマンドを使用して停止します。
• stop-instances (AWS CLI)
• Stop-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell)

2.

EBS 最適化を有効にするには、次のいずれかのコマンドと対応するオプションを使用します。
• --ebs-optimized (AWS CLI) を使用した modify-instance-attribute
• -EbsOptimized (AWS Tools for Windows PowerShell) を使用した Edit-EC2InstanceAttribute

Windows インスタンスでの Amazon EBS ボリューム
のパフォーマンス
Amazon EBS のパフォーマンスは、I/O 特性やインスタンスとボリュームの設定などを含むいくつかの要
因に左右されます。一般的に、Amazon EBS 製品および Amazon EC2 製品の詳細ページに記載されてい
るガイダンスに従うだけで、良好なパフォーマンスを実現することができます。ただし、そのプラット
フォームにおけるピークパフォーマンスを達成するには、多少のチューニングを行う必要のあるケースも
あります。このトピックでは、一般的なベストプラクティスや、特定のユースケースに固有のパフォーマ
ンスチューニングについて説明します。最適な設定を決定するには、ベンチマークに加えて、実際のワー
クロードからの情報でパフォーマンスをチューニングすることをお勧めします。EBS ボリュームの基本操
作について理解したら、必要とする I/O パフォーマンスと、Amazon EBS パフォーマンスを向上させるオ
プションを確認し、そのパフォーマンス要件に対応できるようにすることをお勧めします。
AWS が EBS ボリュームタイプのパフォーマンスを更新しても、既存のボリュームにすぐには反映されな
い場合があります。古いボリュームで完全なパフォーマンスを確認するためには、最初に ModifyVolume
アクションの実行が必要になる場合があります。詳細については、「Windows での EBS ボリュームのサ
イズ、IOPS、タイプの変更」を参照してください。
コンテンツ
• Amazon EBS パフォーマンスのヒント (p. 1762)
• I/O の特性とモニタリング (p. 1763)
• Amazon EBS ボリュームの初期化 (p. 1766)
• Windows での RAID 設定 (p. 1768)
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• EBS ボリュームのベンチマーク (p. 1772)

Amazon EBS パフォーマンスのヒント
ここに示すヒントは、さまざまなユーザーシナリオで、EBS ボリュームから最適なパフォーマンスを得る
ためのベストプラクティスを表しています。

EBS 最適化インスタンスを使用する
EBS 最適化スループットがサポートされていないインスタンスでは、インスタンスと EBS ボリュームの
間のトラフィックが、ネットワークトラフィックと競合する場合があります。EBS 最適化インスタンスで
は、これら 2 種類のトラフィックを分離した状態が維持されます。EBS 最適化インスタンスの設定によっ
ては、追加コストが発生する場合 (C3、R3、M3 など) と、追加コストなしで常に EBS 最適化状態になる
場合 (M4、C4、C5､D2 など) があります。詳細については、「Amazon EBS 最適化インスタンスを使用す
る (p. 1738)」を参照してください。

パフォーマンスの計算方法を理解する
EBS ボリュームのパフォーマンスを測定する場合、関連する測定単位と、パフォーマンスの計算方法を理
解することが重要です。詳細については、「I/O の特性とモニタリング (p. 1763)」を参照してください。

ワークロードを理解する
EBS ボリュームの最大パフォーマンス、I/O 操作の数およびサイズ、各アクションが完了するまでの所要
時間は、互いに関連しています。これらの各要因 (パフォーマンス、I/O、レイテンシー) は相互に影響を与
えます。また、アプリケーションが異なると、影響を受ける要因もさまざまに異なります。

スナップショットからボリュームを初期化する際のパフォーマンス低下に注意す
る
スナップショットから作成された新しい EBS ボリュームの各データブロックに初めてアクセスするときに
は、レイテンシーが著しく増加します。このパフォーマンスヒットは、以下のいずれかの方法で回避でき
ます。
• 各ブロックへのアクセスが、ボリュームの本番環境への移行前に起こるようにする。このプロセス
は、初期化と呼ばれます (以前は事前ウォーミングと呼ばれていました)。詳細については、「Amazon
EBS ボリュームの初期化 (p. 1766)」を参照してください。
• スナップショットの高速スナップショット復元を有効化して、スナップショットから作成される EBS ボ
リュームが作成時に完全に初期化され、各ボリュームのあらゆるプロビジョンドパフォーマンスが即座
に発揮されるようにします。詳細については、「Amazon EBS 高速スナップショット復元 (p. 1731)」
を参照してください。

HDD パフォーマンスが低下する要因
スループット最適化 HDD (st1) または Cold HDD (sc1) ボリュームのスナップショットを作成すると、
スナップショットの進行中はボリュームのベースライン値までパフォーマンスが低下する可能性があり
ます。この動作は、これらのボリュームタイプに固有です。パフォーマンスが制限される他の要因と
しては、インスタンスでのサポート範囲を超えるスループットの強要、スナップショットから作成した
ボリュームの初期化中のパフォーマンス低下、ボリュームに対する大量の小さなランダム I/O などがあ
ります。HDD ボリュームのスループットを計算する方法については、「Amazon EBS ボリュームの種
類 (p. 1506)」を参照してください。
アプリケーションから送られる I/O リクエスト数が十分でない場合も、パフォーマンスに影響します。こ
れは、ボリュームのキュー長や I/O サイズを確認することで監視できます。このキュー長とは、アプリ
ケーションからボリュームへの I/O リクエストのうち処理待ちのものの数です。最大限の安定性を確保す
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るために、HDD-Backed ボリュームで 1 MiB のシーケンシャル I/O を実行する際には、キュー長 (整数に
四捨五入) を 4 以上に保つ必要があります。安定したパフォーマンスの確保については、「I/O の特性とモ
ニタリング (p. 1763)」を参照してください。

RAID 0 を使用してインスタンスのリソース使用率を最大化する
一部のインスタンスタイプでは、単一の EBS ボリュームをプロビジョニングする場合よりも I/O スルー
プットを増やすことができます。複数のボリュームを RAID 0 設定で結合し、これらのインスタンス用の
利用可能な帯域幅を使用できます。詳細については、「Windows での RAID 設定 (p. 1768)」を参照して
ください。

Amazon CloudWatch を使用してパフォーマンスを追跡する
Amazon Web Services は、Amazon CloudWatch による分析と表示が可能な Amazon EBS のパフォーマン
スメトリクスと、ボリュームの健全性の監視に使用できるステータスチェックを提供します。詳細につい
ては、「ボリュームのステータスのモニタリング (p. 1545)」を参照してください。

I/O の特性とモニタリング
ボリューム設定が同じであっても、特定の I/O 特性により EBS ボリュームのパフォーマンス動作が向上
します。SSD-Backed ボリューム – 汎用 SSD (gp2 および gp3) とプロビジョンド IOPS SSD (io1 およ
び io2) – I/O オペレーションがランダムでもシーケンシャルでも、安定したパフォーマンスが提供され
ます。HDD-Backed ボリューム – スループット最適化 HDD (st1) および Cold HDD (sc1) – サイズが大
きくシーケンシャルな I/O の場合のみ、最適なパフォーマンスが提供されます。アプリケーションにおけ
る SSD ボリュームおよび HDD ボリュームのパフォーマンスについて理解するには、ボリュームに対する
デマンド、ボリュームに対して使用可能な IOPS の量、I/O 操作が完了するまでにかかる時間、およびボ
リュームのスループット制限の間のつながりについて知ることが重要です。
トピック
• IOPS (p. 1763)
• ボリューム のキュー長とレイテンシー (p. 1764)
• I/O サイズとボリュームのスループット制限 (p. 1765)
• CloudWatch を使用して I/O 特性を監視する (p. 1765)
• 関連リソース (p. 1766)

IOPS
IOPS とは、1 秒あたりの入出力操作数を表す測定単位です。操作は KiB 単位で計測され、基礎となるドラ
イブテクノロジーが1 つの I/O としてカウントするデータの最大量を決定します。I/O サイズは、SSD ボ
リュームで 256 KiB、HDD ボリュームで 1,024 KiB に制限されます。これは、小さい I/O やランダム I/O
の扱いにおいて、SSD ボリュームは HDD ボリュームに比べて はるかに効率的であるためです。
小さな I/O 操作が物理的に連続している場合、Amazon EBS ではできる限りこれらを最大の I/O サイズ
になるまで、単一の I/O 操作にマージして処理します。同様に、I/O 操作が最大 I/O サイズより大きい場
合、Amazon EBS ではより小さな I/O 操作に分割して処理しようとします。例をいくつか、次の表に示し
ます。
ボリュー
ムタイプ

最大 I/O サイズ

アプリケーションか
らの I/O 操作

IOPS 数

コメント

SSD

256 KiB

1 x 1024 KiB I/O 操作

4 (1,024 ÷ 256 = 4)

Amazon EBS
は、1,024 の I/O 操
作を 4 つの より小さ
な 256 KiB の操作に
分割します。
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ボリュー
ムタイプ

HDD

最大 I/O サイズ

1,024 KIB

アプリケーションか
らの I/O 操作

IOPS 数

コメント

8 x シーケンシャル
32 KiB I/O 操作

1 (8 x 32 = 256)

Amazon EBS は、8
つの連続した 32 KiB
の I/O 操作を、1 つ
の 256 KiB の操作に
マージします。

8 つのランダムな 32
KiB の I/O 操作

8

Amazon EBS は、ラ
ンダムな I/O 操作を
個別にカウントしま
す。

1 x 1024 KiB I/O 操作

1

I/O 操作は、すでに
最大 I/O サイズと等
しくなっています。
マージまたは分割さ
れません。

8 x シーケンシャル
128 KiB I/O 操作

1 (8 x 128 = 1,024)

Amazon EBS は、連
続した 8 つの128 KiB
I/O 操作を、1 つの
1,024 KiB の I/O 操作
にマージします。

8 つのランダムな 32
KiB の I/O 操作

8

Amazon EBS は、ラ
ンダムな I/O 操作を
個別にカウントしま
す。

このため、3,000 IOPS をサポートする SSD-Backed ボリュームを (Provisioned IOPS SSD ボリュームを
3,000 IOPS でプロビジョニングするか、汎用 SSD ボリュームを 1000 GiB にサイズ設定することによっ
て) 作成し、十分な帯域幅を提供できる EBS 最適化インスタンスにアタッチした場合、1 秒あたり最大
3,000 件の I/O 操作分のデータを転送できます (スループットは I/O サイズで決まります)。

ボリューム のキュー長とレイテンシー
ボリュームのキュー長とは、デバイスに対する保留中の I/O リクエストの数です。レイテンシーとは、実
際に I/O 操作にかかるエンドツーエンドのクライアント時間です。つまり、I/O を EBS に送信してから、
読み取りまたは書き込みの I/O が完了したという確認を EBS から受信するまでの時間ということになりま
す。ゲストオペレーティングシステムまたは EBS へのネットワークリンクでのボトルネックを回避するに
は、I/O サイズとレイテンシーに合わせて正しくキュー長を調整する必要があります。
最適なキュー長は、アプリケーションがどの程度 IOPS およびレイテンシーの影響を受けるかによって
ワークロードごとに異なります。EBS ボリュームで利用可能なパフォーマンスをフル活用するための十
分な I/O リクエストがワークロードから提供されないと、プロビジョニングどおりの IOPS またはスルー
プットをボリュームで実現できないことがあります。
トランザクション量の多いアプリケーションは、I/O レイテンシーの上昇の影響を受けるため、SSDBacked ボリュームが適しています。キュー長を小さく抑え、ボリュームで利用可能な限り高い IOPS を維
持することにより、低いレイテンシーと高い IOPS を実現できます。ボリュームで利用可能な IOPS を超
える IOPS を継続的に強制すると、I/O レイテンシーが上昇する可能性があります。
スループットが高いアプリケーションは I/O レイテンシーの上昇による影響を受けにくいため、HDDBacked ボリュームが適しています。HDD-Backed ボリュームに対する高いスループットを維持するに
は、サイズの大きなシーケンシャル I/O を実行するときにキュー長を大きくします。
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I/O サイズとボリュームのスループット制限
SSD-Backed ボリュームで I/O サイズが非常に大きい場合は、ボリュームのスループット制限に達する
ことにより、IOPS 値がプロビジョニングした値よりも小さくなることがあります。例えば、利用可能
なバーストクレジットを持つ 1,000 GiB 未満の gp2 ボリュームの IOPS 制限は 3,000 で、ボリューム
スループット制限は 250 MiB/秒です。256 KiB の I/O サイズを使用している場合、ボリュームは 1000
IOPS (1000 x 256 KiB = 250 MiB) でスループット制限に達します。より小さい I/O サイズ (16 KiB など)
では、スループットが 250 MiB/s を大幅に下回っているため、同じボリュームで 3,000 IOPS を維持でき
ます。(これらの例では、ボリュームの I/O がインスタンスのスループット限界に達していないと想定し
ています)。各 EBS ボリュームタイプのスループット制限については、「Amazon EBS ボリュームの種
類 (p. 1506)」を参照してください。
サイズの小さな I/O 操作では、インスタンス内で測定した IOPS がプロビジョニングの値より高くなるこ
とがあります。この状況は、インスタンスのオペレーティングシステムが、小さな I/O 操作を Amazon
EBS に渡す前に、大きな操作にマージした場合に生じます。
ワークロードが HDD バックアップの st1 および sc1 ボリュームでシーケンシャル I/O を使用する場合、
ワークロードで使用している I/O がシーケンシャルであれば、インスタンス内で測定した IOPS が予測値
より高くなることがあります。この状況は、インスタンスのオペレーティングシステムが、シーケンシャ
ル I/O をマージし、1,024 KiB サイズ単位でカウントすることによって生じます。ワークロードで小さな I/
O またはランダム I/O を使用している場合は、スループットが予測値より低くなることがあります。これ
は、非シーケンシャルの各ランダム I/O をカウントして合計の IOPS カウントを求める過程で、予測より
早くボリュームの IOPS 制限に達する場合があるためです。

Important
EBS ボリュームタイプに関係なく、設定したはずの IOPS またはスループットを得られない場合
は、EC2 インスタンスの帯域幅が制限要因になっていないか確認してください。最適なパフォー
マンスを得るには、常に現行世代の EBS 最適化インスタンス (または、10 Gb/s のネットワーク
接続を確保できるインスタンス) を使用してください。詳細については、「Amazon EBS 最適化
インスタンスを使用する (p. 1738)」を参照してください。予想された IOPS が得られない別の原
因として、EBS ボリュームに対して十分な I/O を提供していないことが考えられます。

CloudWatch を使用して I/O 特性を監視する
これらの I/O 特性は、各ボリュームの CloudWatch ボリュームメトリクス (p. 1776)を使用してモニタリン
グできます。考慮すべき重要なメトリクスは次のとおりです。
• BurstBalance
• VolumeReadBytes
• VolumeWriteBytes
• VolumeReadOps
• VolumeWriteOps
• VolumeQueueLength
BurstBalance は gp2、st1、および sc1 ボリュームのバーストバケットバランスを残りのバランスの
割合として表示します。バーストバケットが減ると、ボリューム I/O (gp2 ボリューム用) またはボリュー
ムスループット (st1 および sc1 ボリューム用) はベースラインにスロットリングされます。この理由で
ボリュームに制限が適用されているかどうかを確認するには、BurstBalance の値を調べてください。使
用可能な Amazon EBS メトリクスの完全なリストについては、Amazon EBS のメトリクス (p. 1776) と
Nitro ベースのインスタンスの Amazon EBS メトリクス (p. 1126) をご参照ください。
st1 および sc1 の HDD-Back ボリュームは、1,024 KiB の最大 I/O サイズを活用するワークロード
に最適な設定になっています。ボリュームの平均 I/O サイズを求めるには、VolumeWriteBytes を
VolumeWriteOps で除算します。読み取り操作にも同じ計算を適用できます。平均 I/O サイズが 64 KiB
を下回る場合は、st1 または sc1 のボリュームに送る I/O 操作のサイズを大きくすると、パフォーマンス
が向上します。

1765

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EBS パフォーマンス

Note
平均 I/O サイズが 44 KiB 前後であれば、間接記述子がサポートされていないインスタンスやカー
ネルを使用している可能性があります。Linux カーネル 3.8 以降には、すべてこのサポートがあ
り、現行世代のインスタンスも同様です。
I/O レイテンシーが必要な値よりも高い場合、VolumeQueueLength をチェックして、アプリケーション
がプロビジョニングした IOPS 以上の処理を実行しようとしていないことを確認します。ボリュームが提
供できる以上の IOPS を必要とするアプリケーションの場合は、より高いレベルのベースパフォーマンス
を実現するサイズの gp2 ボリュームを使用するか、より多くの IOPS をプロビジョニングできる io1 ま
たは io2 ボリュームを使用して、レイテンシーを低く抑えることを検討してください。

関連リソース
Amazon EBS の I/O 特性の詳細については、re:Invent プレゼンテーション「Amazon EBS: パフォーマン
スを考慮した設計」を参照してください。

Amazon EBS ボリュームの初期化
空の EBS ボリュームは、作成されるとすぐに最大のパフォーマンスを発揮し、初期化 (以前は事前ウォー
ミングと呼ばれました) を必要としません。
スナップショットから作成されたボリュームの場合、アクセスする前に、ストレージブロックが Amazon
S3 からプルダウンされてボリュームに書き込こまれる必要があります。この事前処理には一定の時間がか
かるため、各ブロックへの初回アクセス時には、I/O 操作のレイテンシーが著しく増加する可能性がありま
す。ボリュームのパフォーマンスは、すべてのブロックがダウンロードされてボリュームに書き込まれる
と正常値に達します。

Important
スナップショットから作成された Provisioned IOPS SSD ボリュームを初期化している間は、ボ
リュームのパフォーマンスが想定レベルの 50% を下回る場合があります。このため、ボリューム
は [I/O Performance (I/O 性能)] ステータスチェックで warning 状態が表示されます。これは想
定の動作です。初期化中の Provisioned IOPS SSD ボリュームの warning 状態は無視してかまい
ません。詳細については、「EBS ボリュームステータスチェック (p. 1545)」を参照してくださ
い。
ほとんどのアプリケーションにとって、ボリュームの存続期間全体で初期化コストを割り当てることは、
許容範囲内です。本番環境におけるこの初期パフォーマンスヒットは、以下のいずれかの方法で回避でき
ます。
• ボリューム全体の即時初期化を強制する。詳細については、「」、「Windows での Amazon EBS ボ
リュームの初期化 (p. 1766)」を参照してください。
• スナップショットの高速スナップショット復元を有効化して、スナップショットから作成される EBS ボ
リュームが作成時に完全に初期化され、各ボリュームのあらゆるプロビジョンドパフォーマンスが即座
に発揮されるようにします。詳細については、「Amazon EBS 高速スナップショット復元 (p. 1731)」
を参照してください。

Windows での Amazon EBS ボリュームの初期化
新しい EBS ボリュームは、利用可能になるとすぐに最大のパフォーマンスを発揮し、初期化 (以前は事前
ウォーミングと呼ばれました) を必要としません。スナップショットから作成されたボリュームの場合、
ボリュームのすべてのブロックから読み取りを行うには Windows 用の dd または fio を使用します。ボ
リュームのすべてのデータが保持されます。
Linux での Amazon EBS ボリュームの初期化については、「Linux での Amazon EBS ボリュームの初期
化」を参照してください。
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どちらのツールを使用する前も、次のようにシステム上のディスクについての情報を収集してください。

システムディスクに関する情報を収集するには
1.

システムで使用可能なディスクを一覧表示するには、wmic コマンドを使用します。
wmic diskdrive get size,deviceid

出力例を次に示します。
DeviceID
\\.\PHYSICALDRIVE2
\\.\PHYSICALDRIVE1
\\.\PHYSICALDRIVE0
\\.\PHYSICALDRIVE3

2.

Size
80517265920
80517265920
128849011200
107372805120

dd または fio を使用して、初期化するディスクを識別します。C: ドライブは、\\.
\PHYSICALDRIVE0 にあります。使用するドライブ番号がはっきりしない場合は、diskmgmt.msc
ユーティリティを使用して、ドライブ文字とディスクドライブ番号を比較できます。

ddを使用
dd をインストールおよび使用してボリュームを初期化するには、次の手順を実行します。

重要な考慮事項
• ボリュームの初期化には、使用している EC2 インスタンスの帯域幅、ボリュームに対してプロビジョニ
ングされている IOPS、そしてボリュームのサイズに応じて、数分から数時間かかることがあります。
• dd を誤って使用すると、ボリュームのデータが失われる場合があります。この手順を正確に実行してく
ださい。

Windows 向け dd をインストールするには
Windows 用 dd プログラムは、Linux や Unix システムで共通して使用できる dd プログラムと同様の環境
を提供します。このプログラムを使用すると、スナップショットから作成された Amazon EBS ボリューム
を初期化することができます。最新のベータバージョンでは、/dev/null 仮想デバイスをサポートして
います。以前のバージョンをインストールする場合は、代わりに nul 仮想デバイスを使用できます。詳細
なドキュメントは、http://www.chrysocome.net/dd から入手できます。
1.

Windows 用の最新バイナリバージョンの dd を、http://www.chrysocome.net/dd からダウンロードし
ます。

2.

(オプション) 簡単に覚えられる場所に、コマンドラインユーティリティ用のフォルダを作成します
(C:\bin など)。コマンドラインユーティリティ用にフォルダを既に指定した場合、次の手順を実行す
る代わりに、そのフォルダを使用できます。

3.

バイナリパッケージを解凍し、dd.exe ファイルをコマンドラインユーティリティのフォルダ (C:
\bin など) にコピーします。
どこからでもフォルダ内のプログラムを実行できるようにするため、Path 環境変数にコマンドライン
ユーティリティのフォルダを追加します。

4.

a.
b.
c.
d.

[スタート] を選択し、[PC] のコンテキスト (右クリック) メニューを開いて、[プロパティ] を選択
します。
[システムの詳細設定]、[環境変数] の順に選択します。
[システム環境変数] で [Path] 変数を選択し、[編集] を選択します。
[変数値] として、既存の値の最後に、セミコロンとコマンドラインユーティリティフォルダの場
所 (;C:\bin\)) を追加します。
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e.
5.

[OK] をクリックして、[システム変数の編集] ウィンドウを閉じます。

新しいコマンドプロンプトウィンドウを開きます。前の手順を行っても、現在開いているコマンドプ
ロンプトウィンドウの環境変数は更新されません。前の手順を完了した時点で開くコマンドプロンプ
トウィンドウが更新されます。

Windows 用 dd を使ってボリュームを初期化するには
指定したデバイスのすべてのブロックの読み取り (および /dev/null 仮想デバイスへの出力の送信) を実
行するには、次のコマンドを実行します。このコマンドは、既存のデータを安全に初期化します。
dd if=\\.\PHYSICALDRIVEn of=/dev/null bs=1M --progress --size

dd がボリュームの末尾を超えて読み取りを行おうとすると、エラーが表示されることがあります。このエ
ラーを無視しても問題ありません。
以前のバージョンの dd コマンドを使用した場合、そのコマンドは /dev/null デバイスをサポートして
いません。代わりに、次のように nul デバイスを使用することができます。
dd if=\\.\PHYSICALDRIVEn of=nul bs=1M --progress --size

fioを使用
fio をインストールおよび使用してボリュームを初期化するには、次の手順を実行します。

Windows 用 fio をインストールするには
Windows 用 fio プログラムは、Linux や Unix システムで共通して使用できる fio プログラムと同様の環境
を提供します。このプログラムを使用すると、スナップショットから作成された Amazon EBS ボリューム
を初期化することができます。詳細については、「https://github.com/axboe/fio」を参照してください。
1.

fioMSI インストーラ (最新の x86 または x64 ビルドを選択後、[アーティファクト] を選択) をダウン
ロードします。

2.

fio をインストールします。

Windows 用 fio を使用してボリュームを初期化するには
1.

次のようなコマンドを実行してボリュームを初期化します。
fio --filename=\\.\PHYSICALDRIVEn
name=volume-initialize

2.

--rw=read --bs=128k --iodepth=32 --direct=1 --

この操作が終了すると、新規ボリュームを使用する準備が完了します。詳細については、「Windows
で Amazon EBS ボリュームを使用できるようにする (p. 1531)」を参照してください。

Windows での RAID 設定
Amazon EBS では、従来のベアメタルサーバーで使用できる標準的な RAID 設定はすべて使用できます。
ただしその RAID 設定が、お使いのインスタンスのオペレーティングシステムでサポートされている必要
があります。これは、RAID がすべてソフトウェアレベルで実現されるためです。
Amazon EBS ボリュームのデータは、同じアベイラビリティーゾーン内の複数のサーバーにレプリケート
されます。これは、コンポーネントの 1 つに障害が発生したことが原因でデータが失われるのを防ぐため
です。このレプリケーションにより、一般的なコモディティディスクドライブに比べて Amazon EBS ボ
リュームの信頼性が 10 倍に高まります。詳細については、Amazon EBS 製品の詳細ページの「Amazon
EBS の可用性と耐久性」を参照してください。
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Note
RAID ボリュームからの起動は避ける必要があります。デバイスの 1 つが失敗した場合、オペ
レーティングシステムを起動できなくなる場合があります。
Linux インスタンスで RAID アレイを作成する必要がある場合は、Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイド の「Linux での RAID 設定」を参照してください。
コンテンツ
• RAID 設定オプション (p. 1769)
• Windows で RAID 0 アレイを作成するには (p. 1769)
• RAID アレイでのボリュームのスナップショットの作成 (p. 1772)

RAID 設定オプション
RAID 0 アレイを作成すると、単一の Amazon EBS ボリュームでプロビジョニングする場合よりも、ファ
イルシステムで高レベルのパフォーマンスが実現されます。I/O パフォーマンスが最も重要視される場合に
は、RAID 0 を使用します。RAID 0 では、I/O がストライプ内のボリューム全体に分散されます。ボリュー
ムを追加すると、スループットと IOPS を追加したことになります。ただし、ストライプのパフォーマン
スは、セット内で最もパフォーマンスの低いボリュームにより制限されることに留意してください。セッ
ト内のボリュームが 1 つ失われた場合でも、結果としてアレイのデータが完全に失われます。
RAID 0 アレイの最終的なサイズは、アレイ内のボリュームサイズの合計です。帯域幅は、アレイ内のボ
リュームで利用可能な帯域幅の合計です。例えば、4,000 のプロビジョンド IOPS が設定された 500 GiB
の io1 ボリュームが 2 つある場合、そのそれぞれが、使用可能な帯域幅が 8,000 IOPSでスループットが
1,000 MiB/秒の、1000 GiB の RAID 0 アレイを構築します。

Important
RAID 5 と RAID 6 ではボリュームに使用できる IOPS の一部がパリティ書き込み操作によって
消費されるため、Amazon EBS にはこれらの RAID モードをお勧めしません。RAID アレイの構
成によっては、これらの RAID モードで使用できる IOPS が RAID 0 構成と比較して 20 ～ 30%
少なくなる場合があります。これらの RAID モードにはコストの増加も伴います。ボリュームサ
イズとスピードが同じ 2 ボリュームの RAID 0 アレイの方が、コストが 2 倍の 4 ボリュームの
RAID 6 アレイよりも優れたパフォーマンスが得られる場合があります。
RAID 1 も、Amazon EBS での使用が推奨されません。RAID 1 ではデータが同時に複数のボ
リュームに書き込まれるため、非 RAID 構成と比較して、Amazon EC2 と Amazon EBS の間によ
り大きな帯域幅が必要となります。さらに、RAID 1 は書き込みパフォーマンスの向上をもたらし
ません。

Windows で RAID 0 アレイを作成するには
このドキュメントでは、RAID 0 のセットアップに関する基本的な例を紹介します。
この手順を実行する前に、構築する RAID 0 アレイのサイズと、プロビジョニングする IOPS 数を決定し
てください。
次の手順に従って RAID 0 アレイを作成します。Linux インスタンスに関する手順については、Amazon
EC2 Linux インスタンス用 ユーザーガイド の「Linux での RAID 0 アレイの作成」を参照してください。

Windows で RAID 0 アレイを作成するには
1.

アレイに Amazon EBS ボリュームを作成します。詳細については、「Amazon EBS ボリュームの作
成 (p. 1526)」を参照してください。

Important
アレイに作成するボリュームのサイズと IOPS パフォーマンス値は同一にしてくださ
い。EC2 インスタンスで利用可能な帯域幅を超えるアレイを作成しないよう注意してくださ
い。
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2.

アレイをホストするインスタンスに Amazon EBS ボリュームをアタッチします。詳細については、
「インスタンスへの Amazon EBS ボリュームのアタッチ (p. 1530)」を参照してください。

3.

Windows インスタンスに接続します。詳細については、「Windows インスタンスに接続す
る (p. 590)」を参照してください。

4.

コマンドプロンプトを開いて、diskpart コマンドを入力します。
diskpart
Microsoft DiskPart version 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
On computer: WIN-BM6QPPL51CO

5.

DISKPART プロンプトで、次のコマンドを使用して、利用できるディスクの一覧を表示できます。
DISKPART> list disk
Disk ###
-------Disk 0
Disk 1
Disk 2

Status
------------Online
Online
Online

Size
------30 GB
8 GB
8 GB

Free
------0 B
0 B
0 B

Dyn
---

Gpt
---

アレイで使用するディスクを確認し、ディスクの番号を書き留めます。
6.

アレイで使用する各ディスクは、既存のボリュームを含まないオンラインの動的なディスクである必
要があります。ベーシックディスクを動的なディスクに変換する手順と既存のボリュームを削除する
手順は以下のとおりです。
a.

次のコマンドを使用して、アレイで利用するディスクを選択します。n を利用するディスクの番
号に置き換えます。
DISKPART> select disk n
Disk n is now the selected disk.

b.

選択したディスクが Offline と表示されている場合は、online disk コマンドを実行してオンラ
インにします。

c.

選択したディスクにおいて、前述のlist disk コマンドの出力の Dyn 列にアスタリスクが付いてい
ない場合、動的なディスクに変換する必要があります。
DISKPART> convert dynamic

Note
ディスクが書き込み禁止であることを示すエラーが表示された場合は、ATTRIBUTE
DISK CLEAR READONLY コマンドを使って読み取り専用フラグをクリアしてから、動
的ディスク変換をもう一度試してください。
d.

detail disk コマンドを使用して、選択したディスクの既存のボリュームを確認します。
DISKPART> detail disk
XENSRC PVDISK SCSI Disk Device
Disk ID: 2D8BF659
Type
: SCSI
Status : Online
Path
: 0
Target : 1
LUN ID : 0
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Location Path : PCIROOT(0)#PCI(0300)#SCSI(P00T01L00)
Current Read-only State : No
Read-only : No
Boot Disk : No
Pagefile Disk : No
Hibernation File Disk : No
Crashdump Disk : No
Clustered Disk : No
Volume ###
---------Volume 2

Ltr
--D

Label
----------NEW VOLUME

Fs
----FAT32

Type
---------Simple

Size
------8189 MB

Status
--------Healthy

Info
--------

ディスクのボリュームの番号を書き留めます。この例では、ボリュームの番号は 2 です。ボ
リュームがない場合、次の手順は省略できます。
e.

(前の手順でボリュームの存在が確認された場合のみ) 前の手順で確認したディスクで既存のボ
リュームを選択して削除します。

Warning
この手順により、ボリュームの既存データがすべて失われます。
i.

ボリュームを選択します。n をボリュームの番号と置き換えてください。
DISKPART> select volume n
Volume n is the selected volume.

ii.

ボリュームを削除します。
DISKPART> delete volume
DiskPart successfully deleted the volume.

iii.
f.
7.

選択したディスクで削除する必要があるボリュームごとに以下の手順を繰り返します。

アレイで使用するディスクごとにStep 6 (p. 1770)を繰り返します。

使用するディスクが動的なディスクであるかどうかを確認します。このケースでは、ディスク 1 と 2
を RAID ボリュームのために使用しています。
DISKPART> list disk
Disk ###
-------Disk 0
Disk 1
Disk 2

8.

Status
------------Online
Online
Online

Size
------30 GB
8 GB
8 GB

Free
------0 B
0 B
0 B

Dyn
---

Gpt
---

*
*

RAID アレイを作成します。Windows では、RAID 0 ボリュームはストライプ化されたボリュームとし
て参照されます。
次のコマンドにより、ディスク 1 とディスク 2 上にストライプ化されたボリュームアレイを作成しま
す (アレイをストライプ化するには stripe オプションをメモしてください)。
DISKPART> create volume stripe disk=1,2
DiskPart successfully created the volume.

9.

新しいボリュームを確認します。
DISKPART> list volume
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DISKPART> list volume
Volume ###
---------Volume 0
Volume 1

Ltr
--C

Label
-----------

Fs
----NTFS
RAW

Type
---------Partition
Stripe

Size
------29 GB
15 GB

Status
--------Healthy
Healthy

Info
-------System

Type 列には、Volume 1 が stripe ボリュームであることが示されていることに注意してください。
10. ボリュームを選択してフォーマットし、ボリュームの使用を開始できるようにします。
a.

フォーマットするボリュームを選択します。n をボリュームの番号に置き換えます。
DISKPART> select volume n
Volume n is the selected volume.

b.

ボリュームをフォーマットします。

Note
完全フォーマットを実行するには、quick オプションを省略します。
DISKPART> format quick recommended label="My new volume"
100 percent completed
DiskPart successfully formatted the volume.

c.

ボリュームに使用可能な任意のドライブ文字を割り当てます。
DISKPART> assign letter f
DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

新しいボリュームを使用する準備ができました。

RAID アレイでのボリュームのスナップショットの作成
スナップショットを使用して、RAID 配列で EBS ボリュームのデータをバックアップする場合には、その
スナップショットが一貫していることを確認する必要があります。これは、ボリュームのスナップショッ
トが個別に作成されるためです。同期されていないスナップショットから RAID 配列の EBS ボリュームを
復元すると、配列の整合性は低下します。
RAID 配列の一貫性のあるスナップショットを作成するには、「EBS マルチボリュームスナップショッ
ト」を使用します。マルチボリュームスナップショットを使用すると、EC2 インスタンスにアタッチされ
ている複数の EBS ボリュームにわたって、ポイントインタイムで、データ調整済みの Crash-consistent ス
ナップショットを取得できます。スナップショットは複数の EBS ボリュームにわたって自動的に作成さ
れるため、一貫性を保証できるように、ボリューム間で調整してインスタンスを停止する必要はありませ
ん。詳細については、「Amazon EBS スナップショットの作成」のマルチボリュームスナップショットを
作成するステップを参照してください。

EBS ボリュームのベンチマーク
I/O ワークロードをシミュレートすることで、Amazon EBS ボリュームのパフォーマンスをテストできま
す。手順は次のとおりです。
1. EBS 最適化インスタンスを作成する.
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2. 新しい EBS ボリュームを作成します。
3.
4.
5.
6.
7.

EBS 最適化インスタンスにボリュームをアタッチする.
ブロックデバイスを設定およびマウントします。
ツールをインストールし、I/O パフォーマンスを評価する.
ボリュームの I/O パフォーマンスを評価する.
ボリュームを削除し、料金が発生しないようにインスタンスを終了する.

Important
手順の一部を実行すると、ベンチマークを実行する EBS ボリューム上の既存のデータが破壊され
ます。ベンチマーク手順は、本番ボリュームではなく、テスト目的で特別に作成されたボリュー
ムで使用するために用意されています。

インスタンスのセットアップ
EBS ボリュームで最適なパフォーマンスを実現するには、EBS 最適化インスタンスを使用することをお勧
めします。EBS 最適化インスタンスは、Amazon EC2 および Amazon EBS 間の専用スループットとイン
スタンスを提供します。EBS 最適化インスタンスは、Amazon EC2 と Amazon EBS の間で所定の帯域幅
を実現するものであり、インスタンスタイプに応じて仕様で選択できます。詳細については、「Amazon
EBS 最適化インスタンスを使用する (p. 1738)」を参照してください。
EBS 最適化インスタンスを作成するには、Amazon EC2 コンソールを使用してインスタンスを起動すると
きに [Launch as an EBS-Optimized instance (EBS 最適化インスタンスとして起動する)] を選択するか、コ
マンドラインを使用して --ebs-optimized を指定します。必ずこのオプションをサポートする現行世代の
インスタンスタイプを起動してください。詳細については、「Amazon EBS 最適化インスタンスを使用す
る (p. 1738)」を参照してください。

Provisioned IOPS SSD または 汎用 SSD ボリュームの設定
Amazon EC2 コンソールを使用して、プロビジョンド IOPS SSD (io1 および io2) または汎用 SSD (gp2
および gp3) ボリュームを作成するには、[ボリュームタイプ] で、[プロビジョンド IOPS SSD (io1)]、[プ
ロビジョンド IOPS SSD (io2)]、[汎用 SSD (gp2)]、または [汎用 SSD (gp3)] を選択します。コマンドラ
インの --volume-type パラメータには、io1、io2、gp2、または gp3 を指定します。io1、io2、および
gp3 ボリュームの場合は、--iops パラメータに、1 秒あたりの I/O オペレーション数 (IOPS) を指定しま
す。詳細については、「Amazon EBS ボリュームの種類 (p. 1506)」および「Amazon EBS ボリュームの
作成 (p. 1526)」を参照してください。

スループット最適化 HDD (st1) または Cold HDD (sc1) ボリュームをセットアップする
st1 ボリュームを作成するには、Amazon EC2 コンソールを使用してボリュームを作成するときに [ス
ループット最適化 HDD] を選択するか、コマンドラインを使用して --type st1 を指定します。sc1 ボ
リュームを作成するには、Amazon EC2 コンソールを使用してボリュームを作成するときに [Cold HDD]
を選択するか、コマンドラインを使用して --type sc1 を指定します。EBS ボリュームの作成の詳細につい
ては、「Amazon EBS ボリュームの作成 (p. 1526)」を参照してください。インスタンスへのこれらのボ
リュームのアタッチについては、「インスタンスへの Amazon EBS ボリュームのアタッチ (p. 1530)」を
参照してください。

ベンチマークツールのインストール
EBS ボリュームのパフォーマンスを評価するために使用できるツールの一部を、次の表に示します。
ツール

説明

DiskSpd

DiskSpd は、Microsoft の Windows、Windows Server、クラウドサーバーインフラ
ストラクチャエンジニアリングチームのストレージパフォーマンスツールです。こ
れは、次からダウンロードできます。https://github.com/Microsoft/diskspd/releases
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ツール

説明
diskspd.exe 実行可能ファイルをダウンロードした後、管理者権限でコマンドプ
ロンプトを開き (「管理者として実行」を選択)、diskspd.exe ファイルをコピー
したディレクトリに移動します。
適切な実行可能フォルダ (amd64fre、armfre または x86fre)) から目的の
diskspd.exe 実行可能ファイルを C:\DiskSpd などの短い、単純なパスにコ
ピーします。ほとんどの場合、amd64fre フォルダから 64 ビットバージョンの
DiskSpd を使用します。
DiskSpd のソースコードは、https://github.com/Microsoft/diskspd の GitHub でホス
トされています。

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark は、シンプルなディスクベンチマークソフトウェアです。https://
crystalmark.info/en/software/crystaldiskmark/ でダウンロードできます。

これらのベンチマークツールは、さまざまなテストパラメータをサポートしています。使用するのは、ボ
リュームがサポートするワークロードを見積もるためのコマンドです。評価に必要な基本的なコマンドの
例を以下に示します。

ボリュームキュー長の選択
ワークロードとボリュームタイプに基づいて最適なボリュームキュー長を選択します。

SSD-Backed ボリュームのキュー長
SSD-Backed ボリュームでワークロードに最適なキュー長を決定するには、使用可能な 1000 IOPS ごとに
キュー長 1 を指定するようにお勧めします (汎用 SSD ボリュームのベースライン、Provisioned IOPS SSD
ボリュームにプロビジョニングする値)。その後、アプリケーションのパフォーマンスを監視して、アプリ
ケーション要件に応じて値を調整することができます。
プロビジョニングした IOPS、スループット、または最適なシステムキュー長 (現在は 32 に設定) に達する
までは、キュー長を大きくする方が有益です。例えば、IOPS として 3,000 がプロビジョニングされたボ
リュームでは、キュー長 3 を設定します。アプリケーションに最適な値を確認するには、これらの値を増
減して調整してください。

HDD-Backed ボリュームのキュー長
HDD-Backed ボリュームのワークロードに対する最適なキュー長を決定するには、1 MiB のシーケンシャ
ル I/O の実行時に 4 以上のキュー長を設定しておくようお勧めします。その後、アプリケーションのパ
フォーマンスを監視して、アプリケーション要件に応じて値を調整することができます。例えば、2 TiB の
st1 ボリュームで、バーストスループットが 500 MiB/秒、IOPS が 500 の場合は、1,024 KiB、512 KiB、
または 256 KiB のシーケンシャル I/O を実行する際に、キュー長をそれぞれ 4、8、または 16 に設定しま
す。アプリケーションに最適な値を確認するには、これらの値を増減して調整してください。

C ステートの無効化
ベンチマークを実行する前に、プロセッサの C ステートを無効にする必要があります。サポートされて
いる CPU の一時的にアイドリング状態のコアは、電力を節約するために C ステートに入ることができま
す。コアが処理を再開するために呼び出されると、コアが再び完全に動作するまで一定の時間が経過しま
す。このレイテンシーは、プロセッサのベンチマークルーチンを妨げる可能性があります。C ステートと
その EC2 インスタンスタイプでサポートされるインスタンスの詳細については、「EC2 インスタンスタ
イプのプロセッサのステート制御」を参照してください。

Windows での C ステートの無効化
次のようにして、Windows システムで C ステートを無効にできます。
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1.

PowerShell で、現在のアクティブな電力スキームを取得します。
$current_scheme = powercfg /getactivescheme

2.

電力スキームの GUID を取得します。
(Get-WmiObject -class Win32_PowerPlan -Namespace "root\cimv2\power" -Filter
"ElementName='High performance'").InstanceID

3.

電力設定 GUID を取得します。
(Get-WmiObject -class Win32_PowerSetting -Namespace "root\cimv2\power" -Filter
"ElementName='Processor idle disable'").InstanceID

4.

電力設定サブグループの GUID を取得します。
(Get-WmiObject -class Win32_PowerSettingSubgroup -Namespace "root\cimv2\power" -Filter
"ElementName='Processor power management'").InstanceID

5.

インデックスの値を 1 に設定して、C ステートを無効にします。値 0 は、C ステートが無効であるこ
とを示します。
powercfg /
setacvalueindex <power_scheme_guid> <power_setting_subgroup_guid> <power_setting_guid>
1

6.

アクティブなスキームを設定して、設定が保存されるようにします。
powercfg /setactive <power_scheme_guid>

ベンチマークテストを実行する
次の手順では、さまざまな EBS ボリュームタイプに対するベンチマークコマンドについて説明します。
EBS ボリュームがアタッチされている EBS 最適化インスタンスで、次のコマンドを実行します。EBS ボ
リュームをスナップショットから作成した場合は、ベンチマークテストを実行する前に、必ず初期化して
ください。詳細については、「Amazon EBS ボリュームの初期化 (p. 1766)」を参照してください。
ボリュームのテストが完了したら、クリーンアップに関するトピック「Amazon EBS ボリュームの削
除 (p. 1554)」および「インスタンスの終了 (p. 579)」を参照してください。

Provisioned IOPS SSD ボリュームと 汎用 SSD ボリュームをベンチマークする
作成したボリュームで DiskSpd を実行します。
次のコマンドは、C: ドライブ上にある 20 GB のテストファイルを使用して、30 秒のランダム I/O テスト
を実行します。書き込み率 25%、読み取り率 75%、ブロックサイズは 8 K です。これは、それぞれ 4 つ
の未処理の I/O を持ち、1 GB の書き込みエントロピー値シードを持つ 8 つのワーカースレッドを使用しま
す。テストの結果は、DiskSpeedResults.txt というテキストファイルに保存されます。これらのパラ
メータは、SQL Server OLTP ワークロードをシミュレートします。
diskspd -b8K -d30 -o4 -t8 -h -r -w25 -L -Z1G -c20G C:\iotest.dat > DiskSpeedResults.txt

結果の読み方については、チュートリアル「DiskSPd のディスク IO パフォーマンスの確認」を参照して
ください。
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Amazon EBS の Amazon CloudWatch メトリクス
Amazon CloudWatch メトリクスは、ボリュームの実行動作を表示または分析したり、それらの実行動作
についてのアラームを設定したりするために使用できる統計データです。
データは自動的に 1 分間無料で取得できます。
CloudWatch からデータを取得したときに、Period リクエストパラメータを含めて、返されるデータの詳
細程度を指定できます。これは、データの収集に使用する期間 (1 分間) とは異なります。有効なデータが
確実に返されるようにするために、リクエストに指定する期間は、収集の期間以上に設定することをお勧
めします。
データは、CloudWatch API または Amazon EC2 コンソールのいずれかを使用して取得できます。コン
ソールは CloudWatch API から未加工データを取得し、そのデータに基づいて一連のグラフを表示しま
す。必要に応じて、API のデータまたはコンソールのグラフのいずれかを使用できます。
トピック
• Amazon EBS のメトリクス (p. 1776)
• Amazon EBS メトリクスのディメンション (p. 1781)
• Amazon EC2 コンソールのグラフ (p. 1781)

Amazon EBS のメトリクス
Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）は、複数のメトリクスのデータポイントを CloudWatch に送
信します。すべての Amazon EBS ボリュームタイプは、ボリュームがインスタンスにアタッチされている
場合にのみ、1 分間のメトリクスを自動的に CloudWatch に送信します。
メトリクス
• すべてのインスタンスタイプにアタッチされたボリュームの、ボリュームメトリクス (p. 1776)
• Nitro ベースのインスタンスタイプにアタッチされたボリュームの、ボリュームメトリクス (p. 1780)
• 高速スナップショット復元メトリクス (p. 1780)

すべてのインスタンスタイプにアタッチされたボリュームの、ボリュームメトリ
クス
AWS/EBS 名前空間には、すべてのインスタンスタイプにアタッチされている EBS ボリュームの、次のメ
トリクスが含まれます。インスタンスのオペレーティングシステムから使用可能なディスク領域に関する
情報を取得するには、「空きディスク容量の表示 (p. 1540)」を参照してください。

Note
• いくつかのメトリクスでは、Nitro System 上に構築されたインスタンスによって違いが生じ
ます。インスタンスタイプのリストについては、「Nitro System 上に構築されたインスタン
ス (p. 201)」を参照してください。
• AWS/EC2 名前空間には、ベアメタルインスタンスではない、Nitro ベースのインスタンスに
アタッチされているボリュームに関する、追加の Amazon EBS メトリクスが含まれます。こ
れらのメトリクスの詳細については、Nitro ベースのインスタンスの Amazon EBS メトリク
ス (p. 1126) をご参照ください。

メトリクス

説明

VolumeReadBytes

指定された期間の読み取りオペレーションに関する情報を提供し
ます。Sum 統計は、期間内に転送されたバイトの総数をレポート
します。Average 統計は、期間中の各読み取りオペレーション
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メトリクス

説明
の平均サイズを報告します。ただし、平均が指定された期間にわ
たる平均を表す Nitro ベースのインスタンスにアタッチされたボ
リュームを除きます。SampleCount 統計は期間中に読み取りオ
ペレーションの合計数を報告します。ただし、サンプル数が統計
的計算で使用されるデータポイントの数を表す、Nitro ベースのイ
ンスタンスにアタッチされたボリュームを除きます。Xen インス
タンスでは、ボリュームに読み取りアクティビティがある場合に
のみデータが報告されます。
このメトリクスの Minimum および Maximum 統計は、Nitro ベー
スのインスタンスにアタッチされたボリュームでのみサポートさ
れます。
単位: バイト

VolumeWriteBytes

指定された期間の書き込みオペレーションに関する情報を提供し
ます。Sum 統計は、期間内に転送されたバイトの総数をレポート
します。Average 統計は、期間中の各書き込みオペレーション
の平均サイズを報告します。ただし、平均が指定された期間にわ
たる平均を表す Nitro ベースのインスタンスにアタッチされたボ
リュームを除きます。SampleCount 統計は期間中に書き込みオ
ペレーションの合計数を報告します。ただし、サンプル数が統計
的計算で使用されるデータポイントの数を表す、Nitro ベースのイ
ンスタンスにアタッチされたボリュームを除きます。Xen インス
タンスでは、ボリュームに書き込みアクティビティがある場合に
のみデータが報告されます。
このメトリクスの Minimum および Maximum 統計は、Nitro ベー
スのインスタンスにアタッチされたボリュームでのみサポートさ
れます。
単位: バイト

VolumeReadOps

指定期間内の読み取りオペレーションの総数。注: 読み取り操作数
は、その完了時にカウントされます。
その期間の 1 秒あたりの読み込み I/O 操作回数 (読み取り IOPS)
の平均を算出するには、その期間の読み取りオペレーション回数
の合計をその期間の秒数で割ります。
このメトリクスの Minimum および Maximum 統計は、Nitro ベー
スのインスタンスにアタッチされたボリュームでのみサポートさ
れます。
単位: カウント
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メトリクス

説明

VolumeWriteOps

指定期間内の書き込みオペレーションの総数。注: 書き込み操作数
は、その完了時にカウントされます。
その期間の 1 秒あたりの書き込み I/O 操作回数 (書き込み IOPS)
の平均を算出するには、その期間の書き込みオペレーション回数
の合計をその期間の秒数で割ります。
このメトリクスの Minimum および Maximum 統計は、Nitro ベー
スのインスタンスにアタッチされたボリュームでのみサポートさ
れます。
単位: カウント

VolumeTotalReadTime

Note
このメトリクスは、マルチアタッチが有効なボリューム
ではサポートされません。
指定期間内に完了した操作すべての読み取りオペレーションに要
した時間 (秒) の合計。複数のリクエストが同時に送信された場
合は、この合計が期間の長さを超えることがあります。例えば、
期間が 1 分間 (60 秒) で、その期間内に完了した操作の数が 150
あり、1 つの操作に 1 秒かかるとすれば、この値は 150 秒となり
ます。Xen インスタンスでは、ボリュームに読み取りアクティビ
ティがある場合にのみデータが報告されます。
このメトリクスの Average 統計は、Nitro ベースのインスタンス
にアタッチされたボリュームには該当しません。
このメトリクスの Minimum および Maximum 統計は、Nitro ベー
スのインスタンスにアタッチされたボリュームでのみサポートさ
れます。
単位: 秒

VolumeTotalWriteTime

Note
このメトリクスは、マルチアタッチが有効なボリューム
ではサポートされません。
指定期間内に完了した操作すべての、書き込みオペレーションに
要した時間 (秒) の合計。複数のリクエストが同時に送信された場
合は、この合計が期間の長さを超えることがあります。例えば、
期間が 1 分間 (60 秒) で、その期間内に完了した操作の数が 150
あり、1 つの操作に 1 秒かかるとすれば、この値は 150 秒となり
ます。Xen インスタンスでは、ボリュームに書き込みアクティビ
ティがある場合にのみデータが報告されます。
このメトリクスの Average 統計は、Nitro ベースのインスタンス
にアタッチされたボリュームには該当しません。
このメトリクスの Minimum および Maximum 統計は、Nitro ベー
スのインスタンスにアタッチされたボリュームでのみサポートさ
れます。
単位: 秒
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メトリクス
VolumeIdleTime

説明

Note
このメトリクスは、マルチアタッチが有効なボリューム
ではサポートされません。
指定期間内に、読み取りと書き込みのどちらの操作も行われな
かった時間 (秒) の合計。
このメトリクスの Average 統計は、Nitro ベースのインスタンス
にアタッチされたボリュームには該当しません。
このメトリクスの Minimum および Maximum 統計は、Nitro ベー
スのインスタンスにアタッチされたボリュームでのみサポートさ
れます。
単位: 秒

VolumeQueueLength

指定期間内に完了を待っていた読み取りおよび書き込みの操作リ
クエストの数。
このメトリクスの Sum 統計は、Nitro ベースのインスタンスにア
タッチされたボリュームには該当しません。
このメトリクスの Minimum および Maximum 統計は、Nitro ベー
スのインスタンスにアタッチされたボリュームでのみサポートさ
れます。
単位: カウント

VolumeThroughputPercentage

Note
このメトリクスは、マルチアタッチが有効なボリューム
ではサポートされません。
Provisioned IOPS SSD ボリュームでのみ使用されます。Amazon
EBS ボリュームにプロビジョニングされた合計 IOPS (1 秒間あた
りの I/O 操作回数) に対する、配信された IOPS の割合 (パーセン
ト)。プロビジョンド IOPS SSD ボリュームは、期間の 99.9 パー
セントにわたり、プロビジョニングされたパフォーマンスを実現
します。
書き込みの間、他に保留中の I/O リクエストが 1 分以内になけれ
ば、メトリクス値は 100% となります。また、お客様が行ったア
クション (例えば使用率ピーク時にボリュームのスナップショット
を作成する、EBS 最適化インスタンス以外でボリュームを実行す
る、そのボリュームのデータに初めてアクセスするなど) によって
ボリュームの I/O 性能が一時的に低下する場合があります。
単位: パーセント
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メトリクス

説明

VolumeConsumedReadWriteOps

Provisioned IOPS SSD ボリュームでのみ使用されます。指定さ
れた期間内に消費された読み書き操作の合計数（256K キャパシ
ティーユニットに標準化）。
それぞれ 256K より小さい I/O 操作は、1 消費 IOPS とカウント
されます。256K より大きい I/O 操作は、256K キャパシティーユ
ニットでカウントされます。例えば、1024K I/O は 4 消費 IOPS
としてカウントされます。
単位: カウント

BurstBalance

汎用 SSD (gp2)、スループット最適化 HDD (st1)、および Cold
HDD (sc1) ボリュームにのみ使用されます。バーストバケットに
残っている I/O クレジット (gp2 用) またはスループットクレジッ
ト (st1 と sc1 用) の割合に関する情報を提供します。データは、
ボリュームがアクティブな場合にのみ CloudWatch に報告されま
す。ボリュームがアタッチされていない場合、データは報告され
ません。
このメトリクスの Sum 統計は、Nitro System に基づき構築された
インスタンスにアタッチされたボリュームには該当しません。
ボリュームのベースラインパフォーマンスが最大バーストパ
フォーマンスを超えない場合、クレジットは消費されません。ボ
リュームが Nitro System で構築されたインスタンスにアタッチさ
れている場合、バーストバランスは報告されません。その他のイ
ンスタンスの場合、報告されるバーストバランスは 100% です。
詳細については、「gp2 ボリュームのパフォーマンス (p. 1509)」
を参照してください。
単位: パーセント

Nitro ベースのインスタンスタイプにアタッチされたボリュームの、ボリュームメ
トリクス
AWS/EC2 名前空間には、ベアメタルインスタンスではない、Nitro ベースのインスタンスにアタッチされ
ているボリュームに関する、追加の Amazon EBS メトリクスが含まれます。これらのメトリクスの詳細に
ついては、Nitro ベースのインスタンスの Amazon EBS メトリクス (p. 1126) をご参照ください。

高速スナップショット復元メトリクス
AWS/EBS の名前空間には、高速スナップショット復元 (p. 1731)に関する次のメトリクスが含まれていま
す。
メトリクス

説明

蓄積できるボリューム作成クレジットの最大数。このメトリクス
FastSnapshotRestoreCreditsBucketSize
は、アベイラビリティーゾーンごとにスナップショット単位で報
告されます。
最も有益な統計は Average です。Minimum 統計と Maximum 統
計の結果は、Average と同じであり、代わりに使用できます。
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メトリクス

説明

使用可能なボリューム作成クレジットの数。このメトリクスは、
FastSnapshotRestoreCreditsBalance
アベイラビリティーゾーンごとにスナップショット単位で報告さ
れます。
最も有益な統計は Average です。Minimum 統計と Maximum 統
計の結果は、Average と同じであり、代わりに使用できます。

Amazon EBS メトリクスのディメンション
サポートされているディメンションはボリューム ID (VolumeId) です。すべての使用可能な統計がボ
リューム ID でフィルタリングされます。
ボリュームメトリクス (p. 1776)の場合、サポートされているディメンションはボリューム ID (VolumeId)
です。すべての使用可能な統計がボリューム ID でフィルタリングされます。
高速スナップショット復元メトリクス (p. 1780)の場合、サポートされているディメンションはスナップ
ショット ID (SnapshotId) とアベイラビリティーゾーン (AvailabilityZone) です。

Amazon EC2 コンソールのグラフ
ボリュームを作成したら、Amazon EC2 コンソールでボリュームのモニタリンググラフを確認できます。
コンソールの [Volumes] ページでボリュームを選択し、[Monitoring] を選択します。次の表は、表示される
グラフをまとめたものです。右側の欄は、各グラフを作成するために CloudWatch API の未加工データメ
トリクスがどのように使用されるかを示しています。すべてのグラフの期間は5分です。
グラフ

未加工メトリクスの使用に関する説明

読み込み帯域幅 (KiB/s)

Sum(VolumeReadBytes) / Period / 1024

書き込み帯域幅 (KiB/s)

Sum(VolumeWriteBytes) / Period / 1024

読み込みスループット (IOPS)

Sum(VolumeReadOps) / Period

書き込みスループット (IOPS)

Sum(VolumeWriteOps) / Period

平均キュー長 (ops) (オペレーション)

Avg(VolumeQueueLength)

% アイドル時間

Sum(VolumeIdleTime) / Period × 100

平均読み込みサイズ (KiB/オペレー
ション)

Avg(VolumeReadBytes) / 1024
Nitro ベースのインスタンスの場合、CloudWatch Metric Math で
次の公式を使用して平均読み込みサイズを算出します。
(Sum(VolumeReadBytes) / Sum(VolumeReadOps)) /
1024
VolumeReadBytes および VolumeReadOps メトリクスはEBS
CloudWatch コンソールで使用できます｡

平均書き込みサイズ (KiB/オペレー
ション)

Avg(VolumeWriteBytes) / 1024
Nitro ベースのインスタンスの場合、CloudWatch Metric Math で
次の公式を使用して平均書き込みサイズを算出します。

1781

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EBS EventBridge イベント

グラフ

未加工メトリクスの使用に関する説明
(Sum(VolumeWriteBytes) / Sum(VolumeWriteOps)) /
1024
VolumeWriteBytes および VolumeWriteOps メトリクスは
EBS CloudWatch コンソールで使用できます｡

平均読み込み待ち時間 (ms/オペレー
ション)

Avg(VolumeTotalReadTime) × 1000
Nitro ベースのインスタンスの場合、CloudWatch Metric Math で
次の公式を使用して平均レイテンシーを算出します。
(Sum(VolumeTotalReadTime) / Sum(VolumeReadOps))
× 1000
VolumeTotalReadTime および VolumeReadOps メトリクス
はEBS CloudWatch コンソールで使用できます｡

平均書き込み待ち時間 (ms/オペレー
ション)

Avg(VolumeTotalWriteTime) × 1000
Nitro ベースのインスタンスの場合、CloudWatch Metric Math で
次の公式を使用して平均書き込み待ち時間を算出します。
(Sum(VolumeTotalWriteTime) /
Sum(VolumeWriteOps)) * 1000
VolumeTotalWriteTime および VolumeWriteOps メトリク
スはEBS CloudWatch コンソールで使用できます｡

平均レイテンシーグラフおよび平均サイズグラフでは、期間中に完了したオペレーション (読み込みまた
は書き込みのうち、いずれかグラフに該当する方) の合計数に基づいて平均が計算されます。

EventBridge for Amazon EBS
Amazon EBS は、さまざまなボリューム、スナップショット、および暗号化ステータスの変更についての
イベントを Amazon EventBridge (旧称: Amazon CloudWatch Events) に送信します。EventBridge では、
ボリューム、スナップショット、または暗号化キーの状態の変化に応じてプログラムによるアクションを
トリガーするルールを設定できます。例えば、スナップショットが作成された場合、AWS Lambda 関数を
トリガーして、完成したスナップショットを他のアカウントと共有したり、それを災害対策の目的で別の
リージョンにコピーしたりできます。
EventBridge でのイベントは、JSON オブジェクトとして表されます。イベント固有のフィールド
は、JSON オブジェクトの「detail (詳細)」セクションに表示されます。"event" フィールドにはイベント
名が入ります。"result" フィールドには、イベントをトリガーしたアクションの完了したステータスが入り
ます。詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「Amazon EventBridge のイベントパ
ターン」を参照してください。
詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「Amazon EventBridge とは」を参照してく
ださい。
目次
• EBS ボリュームイベント (p. 1783)
• EBS ボリュームの変更イベント (p. 1786)
• EBS スナップショットイベント (p. 1786)
• EBS スナップショットのアーカイブイベント (p. 1790)
• EBS 高速スナップショット復元イベント (p. 1790)
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• EventBridge イベントを処理するための AWS Lambda の使用 (p. 1791)

EBS ボリュームイベント
Amazon EBS は、次のボリュームイベントが発生したときに、EventBridge にイベントを送信します。
イベント
• ボリュームの作成 (createVolume) (p. 1783)
• ボリュームの削除 (deleteVolume) (p. 1784)
• ボリュームのアタッチまたは再アタッチ (attachVolume、reattachVolume) (p. 1785)

ボリュームの作成 (createVolume)
createVolume イベントは、ボリュームを作成するアクションが完了したときに、AWS アカウントに送
信されます。ただし、保存、ログ作成、アーカイブはされません。このイベントの結果は、available
または failed のいずれかです。次の例に示すように無効な AWS KMS key が指定された場合、作成は失
敗します。
イベントデータ
以下に示すのは、createVolume イベントが正常に完了したときに EBS から出力される JSON オブジェ
クトの例です。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "EBS Volume Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "012345678901",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:012345678901:volume/vol-01234567"
],
"detail": {
"result": "available",
"cause": "",
"event": "createVolume",
"request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
}

以下に示すのは、createVolume が失敗したときに EBS から出力される JSON オブジェクトの例です。
失敗の原因は無効な KMS キー です。
{

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
"detail-type": "EBS Volume Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "012345678901",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "sa-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:sa-east-1:0123456789ab:volume/vol-01234567",
],
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"event": "createVolume",
"result": "failed",
"cause": "arn:aws:kms:sa-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab
is disabled.",
"request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
}

}

以下に示すのは、createVolume イベントが失敗した後で EBS から出力される JSON オブジェクトの例
です。失敗の原因は、KMS キー の保留中のインポートです。
{

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
"detail-type": "EBS Volume Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "012345678901",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "sa-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:sa-east-1:0123456789ab:volume/vol-01234567",
],
"detail": {
"event": "createVolume",
"result": "failed",
"cause": "arn:aws:kms:sa-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab
is pending import.",
"request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
}

}

ボリュームの削除 (deleteVolume)
deleteVolume イベントは、ボリュームを削除するアクションが完了したときに、AWS アカウントに
送信されます。ただし、保存、ログ作成、アーカイブはされません。このイベントの結果は deleted で
す。削除が完了しない場合、イベントは送信されません。
イベントデータ
以下に示すのは、deleteVolume イベントが正常に完了したときに EBS から出力される JSON オブジェ
クトの例です。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "EBS Volume Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "012345678901",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:012345678901:volume/vol-01234567"
],
"detail": {
"result": "deleted",
"cause": "",
"event": "deleteVolume",
"request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
}
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ボリュームのアタッチまたは再アタッチ (attachVolume、reattachVolume)
インスタンスにボリュームをアタッチまたは再アタッチできない場合、attachVolume または
reattachVolume イベントが AWS アカウントに送信されます。ただし、保存、ログ作成、アーカイブは
されません。次の例に示すように、KMS キー を使用して EBS ボリュームを暗号化し、KMS キー が無効
になった場合、インスタンスへのアタッチまたは再アタッチにその KMS キー が後で使用されると、EBS
はイベントを出力します。
イベントデータ
以下に示すのは、attachVolume が失敗したときに EBS から出力される JSON オブジェクトの例です。
失敗の原因は、KMS キー の保留中の削除です。

Note
AWS は、サーバーの定期メンテナンスの後でボリュームに再アタッチを試みる場合があります。
{

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
"detail-type": "EBS Volume Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "012345678901",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:0123456789ab:volume/vol-01234567",
"arn:aws:kms:us-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
],
"detail": {
"event": "attachVolume",
"result": "failed",
"cause": "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab
is pending deletion.",
"request-id": ""
}

}

以下に示すのは、reattachVolume が失敗したときに EBS から出力される JSON オブジェクトの例で
す。失敗の原因は、KMS キー の保留中の削除です。
{

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
"detail-type": "EBS Volume Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "012345678901",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:0123456789ab:volume/vol-01234567",
"arn:aws:kms:us-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
],
"detail": {
"event": "reattachVolume",
"result": "failed",
"cause": "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab
is pending deletion.",
"request-id": ""
}

}
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EBS ボリュームの変更イベント
Amazon EBS は、ボリュームが変更されると、EventBridge に modifyVolume イベントを送信します。
ただし、保存、ログ作成、アーカイブはされません。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "EBS Volume Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "012345678901",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:012345678901:volume/vol-03a55cf56513fa1b6"
],
"detail": {
"result": "optimizing",
"cause": "",
"event": "modifyVolume",
"request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
}

EBS スナップショットイベント
Amazon EBS は、次のボリュームイベントが発生したときに、EventBridge にイベントを送信します。
イベント
• スナップショットの作成 (createSnapshot) (p. 1786)
• スナップショットの作成 (createSnapshots) (p. 1787)
• スナップショットのコピー (copySnapshot) (p. 1788)
• スナップショットを共有 (shareSnapshot) (p. 1789)

スナップショットの作成 (createSnapshot)
createSnapshot イベントは、スナップショットを作成するアクションが完了したときに、AWS ア
カウントに送信されます。ただし、保存、ログ作成、アーカイブはされません。このイベントの結果
は、succeeded または failed のいずれかです。
イベントデータ
以下に示すのは、createSnapshot イベントが正常に完了したときに EBS から出力される JSON オブ
ジェクトの例です。detail セクションで、source フィールドにはソースボリュームの ARN が入りま
す。startTime フィールドと endTime フィールドは、スナップショット作成の開始時間と終了時間を示
します。
{

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "EBS Snapshot Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "012345678901",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": [
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}

"arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-01234567"
],
"detail": {
"event": "createSnapshot",
"result": "succeeded",
"cause": "",
"request-id": "",
"snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-01234567",
"source": "arn:aws:ec2:us-west-2::volume/vol-01234567",
"startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ" }

スナップショットの作成 (createSnapshots)
createSnapshots イベントは、マルチボリュームスナップショットを作成するアクションが完了したと
きに、AWS アカウントに送信されます。このイベントの結果は、succeeded または failed のいずれか
です。
イベントデータ
以下に示すのは、createSnapshots イベントが正常に完了したときに EBS から出力される JSON オブ
ジェクトの例です。detail セクションで、source フィールドには、マルチボリュームスナップショッ
トセットのソースボリュームの ARN が入ります。startTime フィールドと endTime フィールドは、ス
ナップショット作成の開始時間と終了時間を示します。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "EBS Multi-Volume Snapshots Completion Status",
"source": "aws.ec2",
"account": "012345678901",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234567",
"arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-012345678"
],
"detail": {
"event": "createSnapshots",
"result": "succeeded",
"cause": "",
"request-id": "",
"startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"snapshots": [
{
"snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234567",
"source": "arn:aws:ec2::us-east-1:volume/vol-01234567",
"status": "completed"
},
{
"snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-012345678",
"source": "arn:aws:ec2::us-east-1:volume/vol-012345678",
"status": "completed"
}
]
}

以下に示すのは、createSnapshots が失敗したときに EBS から出力される JSON オブジェクトの例で
す。失敗の原因は、マルチボリュームのスナップショットセットの 1 つ以上のスナップショットが完了
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しなかったことです。snapshot_id の値は、失敗したスナップショットの ARN です。startTime と
endTime は、スナップショットを作成するアクションの開始時間と終了時間を表します。
{

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "EBS Multi-Volume Snapshots Completion Status",
"source": "aws.ec2",
"account": "012345678901",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234567",
"arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-012345678"
],
"detail": {
"event": "createSnapshots",
"result": "failed",
"cause": "Snapshot snap-01234567 is in status error",
"request-id": "",
"startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"snapshots": [
{
"snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234567",
"source": "arn:aws:ec2::us-east-1:volume/vol-01234567",
"status": "error"
},
{
"snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-012345678",
"source": "arn:aws:ec2::us-east-1:volume/vol-012345678",
"status": "error"
}
]
}
}

スナップショットのコピー (copySnapshot)
copySnapshot イベントは、スナップショットをコピーするアクションが完了したときに、AWS ア
カウントに送信されます。ただし、保存、ログ作成、アーカイブはされません。このイベントの結果
は、succeeded または failed のいずれかです。
イベントデータ
以下に示すのは、copySnapshot イベントが成功したときに EBS から出力される JSON オブジェクト
の例です。snapshot_id の値は、新しく作成されたスナップショットの ARN です。detail セクショ
ンで、source の値は、ソーススナップショットの ARN です。startTime と endTime は、スナップ
ショットをコピーするアクションの開始時間と終了時間を示します。
{

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "EBS Snapshot Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "123456789012",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-01234567"
],
"detail": {
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}

}

"event": "copySnapshot",
"result": "succeeded",
"cause": "",
"request-id": "",
"snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-01234567",
"source": "arn:aws:ec2:eu-west-1::snapshot/snap-76543210",
"startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"Incremental": "true"

以下に示すのは、copySnapshot が失敗したときに EBS から出力される JSON オブジェクトの例で
す。失敗の原因は無効なソーススナップショット ID です。snapshot_id の値は、失敗したスナップ
ショットの ARN です。detail セクションで、source の値は、ソーススナップショットの ARN で
す。startTime と endTime は、スナップショットをコピーするアクションの開始時間と終了時間を示し
ます。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "EBS Snapshot Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "123456789012",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-01234567"
],
"detail": {
"event": "copySnapshot",
"result": "failed",
"cause": "Source snapshot ID is not valid",
"request-id": "",
"snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-01234567",
"source": "arn:aws:ec2:eu-west-1::snapshot/snap-76543210",
"startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
}

スナップショットを共有 (shareSnapshot)
shareSnapshot イベントは、別のアカウントがスナップショットを共有したときに、AWS アカウント
に送信されます。ただし、保存、ログ作成、アーカイブはされません。結果は常に succeeded です。
イベントデータ
shareSnapshot イベントが完了したときに EBS から出力される JSON オブジェクトの例を以下に示し
ます。detail セクションの source の値は、スナップショットを共有したユーザーの AWS アカウント
番号です。startTime と endTime は、スナップショットを共有するアクションの開始時間と終了時間を
示します。shareSnapshot イベントは、プライベートスナップショットが別のユーザーと共有された場
合にのみ出力されます。パブリックスナップショットを共有しても、イベントはトリガーされません。
{

"version": "0",
"id": "01234567-01234-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "EBS Snapshot Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "012345678901",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
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}

"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-01234567"
],
"detail": {
"event": "shareSnapshot",
"result": "succeeded",
"cause": "",
"request-id": "",
"snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-01234567",
"source": 012345678901,
"startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
}

EBS スナップショットのアーカイブイベント
Amazon EBS は、スナップショットアーカイブアクションに関連するイベントを発行します。詳細につい
ては、「スナップショットのアーカイブをモニタリングする (p. 1604)」を参照してください。

EBS 高速スナップショット復元イベント
スナップショットの高速スナップショット復元の状態が変わると、Amazon EBS はイベントを
EventBridge に送信します。イベントは、ベストエフォートベースで出力されます。
以下はこのイベントのサンプルデータです。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "EBS Fast Snapshot Restore State-change Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "123456789012",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-03a55cf56513fa1b6"
],
"detail": {
"snapshot-id": "snap-1234567890abcdef0",
"state": "optimizing",
"zone": "us-east-1a",
"message": "Client.UserInitiated - Lifecycle state transition",
}

state の想定される値は、enabling、optimizing、enabled、disabling、および disabled で
す。
message の有効な値は次のとおりです。
Client.InvalidSnapshot.InvalidState - The requested snapshot transitioned to an
invalid state (Error)
高速スナップショット復元を有効にするリクエストが失敗し、状態は disabling または disabled
に移行しました。このスナップショットに対しては、高速スナップショット復元を有効にすることが
できません。
Client.UserInitiated
状態は、正常に enabling または disabling に移行しました。
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Client.UserInitiated - Lifecycle state transition
状態は、正常に optimizing、enabled、または disabled に移行しました。
Server.InsufficientCapacity - There was insufficient capacity available to
satisfy the request
高速スナップショット復元を有効にするリクエストが容量不足のために失敗し、状態は disabling
または disabled に移行しました。しばらく待ってから、もう一度試してください。
Server.InternalError - An internal error caused the operation to fail
高速スナップショット復元を有効にするリクエストが内部エラーのために失敗し、状態は
disabling または disabled に移行しました。しばらく待ってから、もう一度試してください。
Client.InvalidSnapshot.InvalidState - The requested snapshot was deleted or
access permissions were revoked
スナップショットが削除されたか、スナップショット所有者によって共有解除されたため、スナップ
ショットに対する高速スナップショット復元の状態が disabling または disabled に移行しまし
た。削除されたか共有しなくなったスナップショットに対して、高速スナップショット復元を有効に
することはできません。

EventBridge イベントを処理するための AWS Lambda の使用
Amazon EBS と Amazon EventBridge を使用して、データのバックアップのワークフローを自動化できま
す。そのためには、IAM ポリシー、イベントを処理する AWS Lambda 関数、および受信イベントを照合
して Lambda 関数にルーティングする EventBridge ルールを作成する必要があります。
次の手順では、createSnapshot イベントを使用して完成したスナップショットを災害対策の目的で自
動的に別のリージョンにコピーします。

完了したスナップショットを別のリージョンにコピーするには
1.

次の例に示すような IAM ポリシーを作成し、CopySnapshot アクションを使用して EventBridge ロ
グに書き込むためのアクセス許可を提供します。このポリシーを EventBridge イベントを処理する
IAM ユーザーに割り当てます。
{

}

2.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CopySnapshot"
],
"Resource": "*"
}
]

EventBridge コンソールから利用できる関数を Lambda で定義します。以下の Lambda 関数
は、Node.js で記述したサンプルであり、該当する createSnapshot イベント (スナップショットの
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完成を示す) が Amazon EBS から出力されたときに EventBridge から呼び出されます。この関数は、
呼び出されると、スナップショットを us-east-2 から us-east-1 にコピーします。
// Sample Lambda function to copy an EBS snapshot to a different Region
var AWS = require('aws-sdk');
var ec2 = new AWS.EC2();
// define variables
var destinationRegion = 'us-east-1';
var sourceRegion = 'us-east-2';
console.log ('Loading function');
//main function
exports.handler = (event, context, callback) => {
// Get the EBS snapshot ID from the event details
var snapshotArn = event.detail.snapshot_id.split('/');
const snapshotId = snapshotArn[1];
const description = `Snapshot copy from ${snapshotId} in ${sourceRegion}.`;
console.log ("snapshotId:", snapshotId);
// Load EC2 class and update the configuration to use destination Region to
initiate the snapshot.
AWS.config.update({region: destinationRegion});
var ec2 = new AWS.EC2();
// Prepare variables for ec2.modifySnapshotAttribute call
const copySnapshotParams = {
Description: description,
DestinationRegion: destinationRegion,
SourceRegion: sourceRegion,
SourceSnapshotId: snapshotId
};
// Execute the copy snapshot and log any errors
ec2.copySnapshot(copySnapshotParams, (err, data) => {
if (err) {
const errorMessage = `Error copying snapshot ${snapshotId} to Region
${destinationRegion}.`;
console.log(errorMessage);
console.log(err);
callback(errorMessage);
} else {
const successMessage = `Successfully started copy of snapshot ${snapshotId}
to Region ${destinationRegion}.`;
console.log(successMessage);
console.log(data);
callback(null, successMessage);
}
});
};

Lambda 関数が EventBridge コンソールから確実に利用できるようにするため、EventBridge イベント
が発生するリージョンで作成します。詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」を参照
してください。
3.

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

4.

ナビゲーションペインで、[Rules (ルール)] を選択し、[Create rule (ルールの作成)] を選択します。

5.

[Step 1: Define rule detail] (ステップ 1: ルールの詳細を定義する) で、次の操作を行います。
a.

[Name] (名前) と [Description] (説明) の値を入力します。

b.

[Event bus] (イベントバス) は [default] (デフォルト) のままにします。
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6.

7.

8.
9.

c.

[Enable the rule on the selected event bus] (選択したイベントバスのルールを有効にする) がオン
になっているようにします。

d.

[Event type] (イベントタイプ) で、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを使用するルー
ル) を選択します。

e. [Next] を選択します。
[Step 2: Build event pattern] (ステップ 2: イベントパターンを作成する) で、次の操作を行います。
a.

[Event source] (イベントソース) で、[AWS events or EventBridge partner events] (AWS イベント
または EventBridge パートナーイベント) を選択します。

b.

[Event pattern] (イベントパターン) セクションにある [Event source] (イベントソース) で、[AWS
service] が選択されていることを確認し、[AWS service] で [EC2] を選択します。

c.

[Event type] (イベントタイプ) で、[EBS Snapshot Notification] (EBS スナップショット通知) を選
択し、[Specific event(s)] (特定のイベント) を選択してから、[createSnapshot] を選択します。

d.

[Specific result(s)] (特定の結果) を選択して、[succeeded] (成功) を選択します。

e. [Next] を選択します。
[Step 3: Select targets] (ステップ 3: ターゲットを選択する) で、次を実行します。
a.

[Target types] (ターゲットタイプ) では、AWS[services] (サービス) を選択します。

b.

[Select target] (ターゲットを選択) で [Lambda function] (Lambda 関数) を選択し、前に作成した
関数を [Function] (関数) で選択します。

c.

[Next] (次へ) を選択します。

[Step 4: Configure tags] (ステップ 4: タグを設定する) で、必要に応じてルールのタグを指定
し、[Next] (次へ) を選択します。
[Step 5: Review and create] (ステップ 5: 確認および作成する) でルールを確認し、[Create rule] (ルー
ルを作成) を選択します。

作成したルールが、[Rules] タブに表示されます。上の例で、設定したイベントは次回にスナップショット
をコピーすると EBS から出力されます。

Amazon EBS のクォータ
Amazon EBS リソースのクォータを確認するには、Service Quotas コンソール (https://
console.aws.amazon.com/servicequotas/) を開きます。ナビゲーションペインで、[AWS のサービス] を選
択し、[Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)] を選択します。
Amazon EBS Service Quotas のリストについては、AWS 全般のリファレンスの「Amazon Elastic Block
Store エンドポイントとクォータ」を参照してください。

Amazon EC2 インスタンスストア
インスタンスストアは、インスタンス用のブロックレベルの一時ストレージを提供します。このストレー
ジは、ホストコンピュータに物理的にアタッチされたディスク上にあります。インスタンスストアは、頻
繁に変更される情報 (バッファ、キャッシュ、スクラッチデータ、その他の一時コンテンツなど) の一時ス
トレージに最適です。また、インスタンスのフリート全体でレプリケートされるデータ (負荷分散された
ウェブサーバープールなど) にも適しています。
インスタンスストアは、ブロックデバイスとして表示される 1 つ以上のインスタンスストアボリュームで
構成されます。インスタンスストアのサイズと、利用可能なデバイスの数は、インスタンスタイプによっ
て異なります。
インスタンスストアボリュームの仮想デバイスは ephemeral[0-23] ] です。1 つのインスタンスストア
ボリュームをサポートするインスタンスタイプには、ephemeral0 があります。2 つのインスタンススト
アボリュームをサポートするインスタンスタイプは、ephemeral0、ephemeral1 などを持ちます。
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コンテンツ
• インスタンスストアの存続期間 (p. 1794)
• インスタンスストアボリューム (p. 1795)
• EC2 インスタンスにインスタンスストアボリュームを追加する (p. 1804)
• SSD インスタンスストアボリューム (p. 1808)

インスタンスストアの存続期間
インスタンスを起動する場合にのみ、インスタンス用にインスタンスストアボリュームを指定できます。1
つのインスタンスからインスタンスストアをデタッチして別のインスタンスにアタッチすることはできま
せん。
インスタンスストア上のデータは、関連付けられたインスタンスの運用中のみ維持されます。インスタン
スが再ブートされた場合、その再ブートが意図的なものでも、意図せずに行われたとしても、インスタン
スストアのデータは維持されます。ただし、次のいずれの状況でも、インスタンスストアのデータは失わ
れます。
• 基盤となるディスクドライブで障害が発生した
• インスタンスが停止した
• インスタンスが休止した
• インスタンスが終了した
したがって、長期的に使用する重要なデータがある場合は、インスタンスストアに頼りすぎないようにし
てください。代わりに、Amazon S3、Amazon EBS、または Amazon EFS などのより堅牢なデータスト
レージを使用してください。
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インスタンスを、停止、休止、または終了するとき、インスタンスストアのストレージの各ブロックはリ
セットされます。そのため、別のインスタンスのインスタンスストアを通じてデータにアクセスすること
はできません。
インスタンスから AMI を作成すると、そのインスタンスストアボリューム上のデータは保持されず、AMI
から起動するインスタンスのインスタンスストアボリュームに存在しません。
インスタンスタイプを変更すると、インスタンスストアは新しいインスタンスタイプにアタッチされませ
ん。詳細については、「インスタンスタイプを変更する (p. 306)」を参照してください。

インスタンスストアボリューム
インスタンスタイプにより、使用できるインスタンスストアのサイズ、およびインスタンスストアボ
リュームで使用されるハードウェアの種類が決まります。インスタンスストアボリュームは、インスタン
スの使用料に含まれます。インスタンス (デフォルトで利用可能な NVMe インスタンスストアボリューム
を除く) を起動するときに使用するインスタンスストアボリュームを指定する必要があります。指定した
インスタンスストアボリュームは、使用する前にフォーマットおよびマウントしておきます。インスタン
スの起動後に、インスタンスストアボリュームを使用できるようにすることはできません。詳細について
は、「EC2 インスタンスにインスタンスストアボリュームを追加する (p. 1804)」を参照してください。
インスタンスタイプの中には、NVMe または SATA ベースのソリッドステートドライブ (SSD) を使用し
て、高いランダム I/O パフォーマンスを実現するものがあります。レイテンシーが非常に短いストレージ
が必要だが、インスタンスの削除時にデータを保持する必要がない場合、または耐障害性を備えたアー
キテクチャーを使用できる場合は、このオプションを使用することをお勧めします。詳細については、
「SSD インスタンスストアボリューム (p. 1808)」を参照してください。
NVMe インスタンスストアボリューム、および一部の HDD インスタンスストアボリュームにあるデータ
は、その保存時に暗号化されます。詳細については、「Amazon EC2 でのデータ保護 (p. 1379)」を参照し
てください。
使用可能なインスタンスストアボリューム
次の表は、サポートされている各インスタンスタイプで使用できるインスタンスストアボリュームの数
量、サイズ、タイプ、パフォーマンス最適化を示しています。
インスタンスタ
イプ

インスタンスストアボ
リューム

タイプ

初期化が必要*

c1.medium

1 x 350 GB

HDD

✔

c1.xlarge

4 x 420 GB (1.6 TB)

HDD

✔

c3.large

2 x 16 GB (32 GB)

SSD

✔

c3.xlarge

2 x 40 GB (80 GB)

SSD

✔

c3.2xlarge

2 x 80 GB (160 GB)

SSD

✔

c3.4xlarge

2 x 160 GB (320 GB)

SSD

✔

c3.8xlarge

2 x 320 GB (640 GB)

SSD

✔

c5ad.large

1 x 75 GB

NVMe SSD

✔

c5ad.xlarge

1 x 150 GB

NVMe SSD

✔

c5ad.2xlarge

1 x 300 GB

NVMe SSD

✔

c5ad.4xlarge

2 x 300 GB (600 GB)

NVMe SSD

✔
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インスタンスタ
イプ

インスタンスストアボ
リューム

タイプ

初期化が必要*

TRIM サポート**

c5ad.8xlarge

2 x 600 GB (1.2 TB)

NVMe SSD

✔

c5ad.12xlarge 2 x 900 GB (1.8 TB)

NVMe SSD

✔

c5ad.16xlarge 2 x 1,200 GB (2.4 TB)

NVMe SSD

✔

c5ad.24xlarge 2 x 1,900 GB (3.8 TB)

NVMe SSD

✔

c5d.large

1 x 50 GB

NVMe SSD

✔

c5d.xlarge

1 x 100 GB

NVMe SSD

✔

c5d.2xlarge

1 x 200 GB

NVMe SSD

✔

c5d.4xlarge

1 x 400 GB

NVMe SSD

✔

c5d.9xlarge

1 x 900 GB

NVMe SSD

✔

c5d.12xlarge

2 x 900 GB (1.8 TB)

NVMe SSD

✔

c5d.18xlarge

2 x 900 GB (1.8 TB)

NVMe SSD

✔

c5d.24xlarge

4 x 900 GB (3.6 TB)

NVMe SSD

✔

c5d.metal

4 x 900 GB (3.6 TB)

NVMe SSD

✔

c6id.large

1 x 118 GB

NVMe SSD

✔

c6id.xlarge

1 x 237 GB

NVMe SSD

✔

c6id.2xlarge

1 x 474 GB

NVMe SSD

✔

c6id.4xlarge

1 x 950 GB

NVMe SSD

✔

c6id.8xlarge

1 x 1,900 GB

NVMe SSD

✔

c6id.12xlarge 2 x 1,425 GB (2.85 TB)

NVMe SSD

✔

c6id.16xlarge 2 x 1,900 GB (3.8 TB)

NVMe SSD

✔

c6id.24xlarge 4 x 1,425 GB (5.7 TB)

NVMe SSD

✔

c6id.32xlarge 4 x 1,900 GB (7.6 TB)

NVMe SSD

✔

c6id.metal

4 x 1,900 GB (7.6 TB)

NVMe SSD

✔

cc2.8xlarge

4 x 840 GB (3.36 TB)

HDD

✔

cr1.8xlarge

2 x 120 GB (240 GB)

SSD

✔

d2.xlarge

3 x 2,000 GB (6 TB)

HDD

d2.2xlarge

6 x 2,000 GB (12 TB)

HDD

d2.4xlarge

12 x 2,000 GB (24 TB)

HDD

d2.8xlarge

24 x 2,000 GB (48 TB)

HDD

d3.xlarge

3 x 1,980 GB

HDD
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インスタンスタ
イプ

インスタンスストアボ
リューム

タイプ

d3.2xlarge

6 x 1,980 GB

HDD

d3.4xlarge

12 x 1,980 GB

HDD

d3.8xlarge

24 x 1,980 GB

HDD

d3en.large

1 x 13,980 GB

HDD

d3en.xlarge

2 x 13,980 GB

HDD

d3en.2xlarge

4 x 13,980 GB

HDD

d3en.4xlarge

8 x 13,980 GB

HDD

d3en.6xlarge

12 x 13,980 GB

HDD

d3en.8xlarge

16 x 13,980 GB

HDD

d3en.12xlarge 24 x 13,980 GB

HDD

初期化が必要*

TRIM サポート**

f1.2xlarge

1 x 470 GB

NVMe SSD

✔

f1.4xlarge

1 x 940 GB

NVMe SSD

✔

f1.16xlarge

4 x 940 GB (3.76 TB)

NVMe SSD

✔

g2.2xlarge

1 x 60 GB

SSD

✔

g2.8xlarge

2 x 120 GB (240 GB)

SSD

✔

g4ad.xlarge

1 x 150 GB

NVMe SSD

✔

g4ad.2xlarge

1 x 300 GB

NVMe SSD

✔

g4ad.4xlarge

1 x 600 GB

NVMe SSD

✔

g4ad.8xlarge

1 x 1,200 GB

NVMe SSD

✔

NVMe SSD

✔

g4ad.16xlarge 2 x 1,200 GB (2.4 TB)
g4dn.xlarge

1 x 125 GB

NVMe SSD

✔

g4dn.2xlarge

1 x 225 GB

NVMe SSD

✔

g4dn.4xlarge

1 x 225 GB

NVMe SSD

✔

g4dn.8xlarge

1 x 900 GB

NVMe SSD

✔

g4dn.12xlarge 1 x 900 GB

NVMe SSD

✔

g4dn.16xlarge 1 x 900 GB

NVMe SSD

✔

g4dn.metal

2 x 900 GB (1.8 TB)

NVMe SSD

✔

g5.xlarge

1 x 250 GB

NVMe SSD

✔

g5.2xlarge

1 x 450 GB

NVMe SSD

✔

g5.4xlarge

1 x 600 GB

NVMe SSD

✔
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インスタンスタ
イプ

インスタンスストアボ
リューム

タイプ

g5.8xlarge

1 x 900 GB

NVMe SSD

✔

g5.12xlarge

1 x 3,800 GB (3.8 TB)

NVMe SSD

✔

g5.16xlarge

1 x 1,900 GB (1.9 TB)

NVMe SSD

✔

g5.24xlarge

1 x 3,800 GB (3.8 TB)

NVMe SSD

✔

g5.48xlarge

2 x 3,800 GB (7.6 TB)

NVMe SSD

✔

h1.2xlarge

1 x 2,000 GB (2 TB)

HDD

h1.4xlarge

2 x 2,000 GB (4 TB)

HDD

h1.8xlarge

4 x 2,000 GB (8 TB)

HDD

h1.16xlarge

8 x 2,000 GB (16 TB)

HDD

hs1.8xlarge

24 x 2,000 GB (48 TB)

HDD

i2.xlarge

1 x 800 GB

SSD

✔

i2.2xlarge

2 x 800 GB (1.6 TB)

SSD

✔

i2.4xlarge

4 x 800 GB (3.2 TB)

SSD

✔

i2.8xlarge

8 x 800 GB (6.4 TB)

SSD

✔

i3.large

1 x 475 GB

NVMe SSD

✔

i3.xlarge

1 x 950 GB

NVMe SSD

✔

i3.2xlarge

1 x 1,900 GB

NVMe SSD

✔

i3.4xlarge

2 x 1,900 GB (3.8 TB)

NVMe SSD

✔

i3.8xlarge

4 x 1,900 GB (7.6 TB)

NVMe SSD

✔

i3.16xlarge

8 x 1,900 GB (15.2 TB)

NVMe SSD

✔

i3.metal

8 x 1,900 GB (15.2 TB)

NVMe SSD

✔

i3en.large

1 x 1,250 GB

NVMe SSD

✔

i3en.xlarge

1 x 2,500 GB

NVMe SSD

✔

i3en.2xlarge

2 x 2,500 GB (5 TB)

NVMe SSD

✔

i3en.3xlarge

1 x 7,500 GB

NVMe SSD

✔

i3en.6xlarge

2 x 7,500 GB (15 TB)

NVMe SSD

✔

i3en.12xlarge 4 x 7,500 GB (30 TB)

NVMe SSD

✔

i3en.24xlarge 8 x 7,500 GB (60 TB)

NVMe SSD

✔

i3en.metal

8 x 7,500 GB (60 TB)

NVMe SSD

✔

i4i.large

1 × 468 GB

NVMe SSD

✔
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i4i.xlarge

1 × 937 GB

NVMe SSD

✔

i4i.2xlarge

1 × 1,875 GB

NVMe SSD

✔

i4i.4xlarge

1 × 3,750 GB

NVMe SSD

✔

i4i.8xlarge

2 × 3,750 GB (7.5 TB)

NVMe SSD

✔

i4i.16xlarge

4 × 3,750 GB (15 TB)

NVMe SSD

✔

i4i.32xlarge

8 × 3,750 GB (30 TB)

NVMe SSD

✔

i4i.metal

8 × 3,750 GB (30 TB)

NVMe SSD

✔

m1.small

1 x 160 GB

HDD

✔

m1.medium

1 x 410 GB

HDD

✔

m1.large

2 x 420 GB (840 GB)

HDD

✔

m1.xlarge

4 x 420 GB (1.6 TB)

HDD

✔

m2.xlarge

1 x 420 GB

HDD

✔

m2.2xlarge

1 x 850 GB

HDD

✔

m2.4xlarge

2 x 840 GB (1.68 TB)

HDD

✔

m3.medium

1 x 4 GB

SSD

✔

m3.large

1 x 32 GB

SSD

✔

m3.xlarge

2 x 40 GB (80 GB)

SSD

✔

m3.2xlarge

2 x 80 GB (160 GB)

SSD

✔

m5ad.large

1 x 75 GB

NVMe SSD

✔

m5ad.xlarge

1 x 150 GB

NVMe SSD

✔

m5ad.2xlarge

1 x 300 GB

NVMe SSD

✔

m5ad.4xlarge

2 x 300 GB (600 GB)

NVMe SSD

✔

m5ad.8xlarge

2 x 600 GB (1.2 TB)

NVMe SSD

✔

m5ad.12xlarge 2 x 900 GB (1.8 TB)

NVMe SSD

✔

m5ad.16xlarge 4 x 600 GB (2.4 TB)

NVMe SSD

✔

m5ad.24xlarge 4 x 900 GB (3.6 TB)

NVMe SSD

✔

m5d.large

1 x 75 GB

NVMe SSD

✔

m5d.xlarge

1 x 150 GB

NVMe SSD

✔

m5d.2xlarge

1 x 300 GB

NVMe SSD

✔

m5d.4xlarge

2 x 300 GB (600 GB)

NVMe SSD

✔
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m5d.8xlarge

2 x 600 GB (1.2 TB)

NVMe SSD

✔

m5d.12xlarge

2 x 900 GB (1.8 TB)

NVMe SSD

✔

m5d.16xlarge

4 x 600 GB (2.4 TB)

NVMe SSD

✔

m5d.24xlarge

4 x 900 GB (3.6 TB)

NVMe SSD

✔

m5d.metal

4 x 900 GB (3.6 TB)

NVMe SSD

✔

m5dn.large

1 x 75 GB

NVMe SSD

✔

m5dn.xlarge

1 x 150 GB

NVMe SSD

✔

m5dn.2xlarge

1 x 300 GB

NVMe SSD

✔

m5dn.4xlarge

2 x 300 GB (600 GB)

NVMe SSD

✔

m5dn.8xlarge

2 x 600 GB (1.2 TB)

NVMe SSD

✔

m5dn.12xlarge 2 x 900 GB (1.8 TB)

NVMe SSD

✔

m5dn.16xlarge 4 x 600 GB (2.4 TB)

NVMe SSD

✔

m5dn.24xlarge 4 x 900 GB (3.6 TB)

NVMe SSD

✔

m5dn.metal

4 x 900 GB (3.6 TB)

NVMe SSD

✔

m6id.large

1 x 118 GB

NVMe SSD

✔

m6id.xlarge

1 x 237 GB

NVMe SSD

✔

m6id.2xlarge

1 x 474 GB

NVMe SSD

✔

m6id.4xlarge

1 x 950 GB

NVMe SSD

✔

m6id.8xlarge

1 x 1,900 GB

NVMe SSD

✔

m6id.12xlarge 2 x 1,425 GB (2.85 TB)

NVMe SSD

✔

m6id.16xlarge 2 x 1,900 GB (3.8 TB)

NVMe SSD

✔

m6id.24xlarge 4 x 1,425 GB (5.7 TB)

NVMe SSD

✔

m6id.32xlarge 4 x 1,900 GB (7.6 TB)

NVMe SSD

✔

4 x 1,900 GB (7.6 TB)

NVMe SSD

✔

NVMe SSD

✔

m6id.metal

p3dn.24xlarge 2 x 900 GB (1.8 TB)

初期化が必要*
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r3.large

1 x 32 GB

SSD

✔

r3.xlarge

1 x 80 GB

SSD

✔

r3.2xlarge

1 x 160 GB

SSD

✔

r3.4xlarge

1 x 320 GB

SSD

✔

r3.8xlarge

2 x 320 GB (640 GB)

SSD

✔
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r5ad.large

1 x 75 GB

NVMe SSD

✔

r5ad.xlarge

1 x 150 GB

NVMe SSD

✔

r5ad.2xlarge

1 x 300 GB

NVMe SSD

✔

r5ad.4xlarge

2 x 300 GB (600 GB)

NVMe SSD

✔

r5ad.8xlarge

2 x 600 GB (1.2 TB)

NVMe SSD

✔

r5ad.12xlarge 2 x 900 GB (1.8 TB)

NVMe SSD

✔

r5ad.16xlarge 4 x 600 GB (2.4 TB)

NVMe SSD

✔

r5ad.24xlarge 4 x 900 GB (3.6 TB)

NVMe SSD

✔

r5d.large

1 x 75 GB

NVMe SSD

✔

r5d.xlarge

1 x 150 GB

NVMe SSD

✔

r5d.2xlarge

1 x 300 GB

NVMe SSD

✔

r5d.4xlarge

2 x 300 GB (600 GB)

NVMe SSD

✔

r5d.8xlarge

2 x 600 GB (1.2 TB)

NVMe SSD

✔

r5d.12xlarge

2 x 900 GB (1.8 TB)

NVMe SSD

✔

r5d.16xlarge

4 x 600 GB (2.4 TB)

NVMe SSD

✔

r5d.24xlarge

4 x 900 GB (3.6 TB)

NVMe SSD

✔

r5d.metal

4 x 900 GB (3.6 TB)

NVMe SSD

✔

r5dn.large

1 x 75 GB

NVMe SSD

✔

r5dn.xlarge

1 x 150 GB

NVMe SSD

✔

r5dn.2xlarge

1 x 300 GB

NVMe SSD

✔

r5dn.4xlarge

2 x 300 GB (600 GB)

NVMe SSD

✔

r5dn.8xlarge

2 x 600 GB (1.2 TB)

NVMe SSD

✔

r5dn.12xlarge 2 x 900 GB (1.8 TB)

NVMe SSD

✔

r5dn.16xlarge 4 x 600 GB (2.4 TB)

NVMe SSD

✔

r5dn.24xlarge 4 x 900 GB (3.6 TB)

NVMe SSD

✔

r5dn.metal

4 x 900 GB (3.6 TB)

NVMe SSD

✔

r6id.large

1 x 118 GB

NVMe SSD

✔

r6id.xlarge

1 x 237 GB

NVMe SSD

✔

r6id.2xlarge

1 x 474 GB

NVMe SSD

✔

r6id.4xlarge

1 x 950 GB

NVMe SSD

✔
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r6id.8xlarge

1 x 1,900 GB

NVMe SSD

✔

r6id.12xlarge 2 x 1,425 GB (2.85 TB)

NVMe SSD

✔

r6id.16xlarge 2 x 1,900 GB (3.8 TB)

NVMe SSD

✔

r6id.24xlarge 4 x 1,425 GB (5.7 TB)

NVMe SSD

✔

r6id.32xlarge 4 x 1,900 GB (7.6 TB)

NVMe SSD

✔

r6id.metal

4 x 1,900 GB (7.6 TB)

NVMe SSD

✔

trn1.2xlarge

1 x 474 GB

SSD

✔

trn1.32xlarge 4 x 1900 GB

SSD

✔

x1.16xlarge

1 x 1,920 GB

SSD

x1.32xlarge

2 x 1,920 GB (3.84 TB)

SSD

x1e.xlarge

1 x 120 GB

SSD

x1e.2xlarge

1 x 240 GB

SSD

x1e.4xlarge

1 x 480 GB

SSD

x1e.8xlarge

1 x 960 GB

SSD

x1e.16xlarge

1 x 1,920 GB

SSD

x1e.32xlarge

2 x 1,920 GB (3.84 TB)

SSD

x2idn.16xlarge 1 x 1,900 GB

NVMe SSD

✔

x2idn.24xlarge 2 x 1,425 GB (2.85 TB)

NVMe SSD

✔

x2idn.32xlarge 2 x 1,900 GB (3.8 TB)

NVMe SSD

✔

2 x 1,900 GB (3.8 TB)

NVMe SSD

✔

x2iedn.xlarge 1 x 118 GB

NVMe SSD

✔

x2iedn.2xlarge 1 x 237 GB

NVMe SSD

✔

x2iedn.4xlarge 1 x 475 GB

NVMe SSD

✔

x2iedn.8xlarge 1 x 950 GB

NVMe SSD

✔

x2iedn.16xlarge1 x 1,900 GB

NVMe SSD

✔

x2iedn.24xlarge2 x 1,425 GB (2.85 TB)

NVMe SSD

✔

x2iedn.32xlarge2 x 1,900 GB (3.8 TB)

NVMe SSD

✔

x2iedn.metal

2 x 1,900 GB (3.8 TB)

NVMe SSD

✔

z1d.large

1 x 75 GB

NVMe SSD

✔

z1d.xlarge

1 x 150 GB

NVMe SSD

✔

x2idn.metal
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z1d.2xlarge

1 x 300 GB

NVMe SSD

✔

z1d.3xlarge

1 x 450 GB

NVMe SSD

✔

z1d.6xlarge

1 x 900 GB

NVMe SSD

✔

z1d.12xlarge

2 x 900 GB (1.8 TB)

NVMe SSD

✔

z1d.metal

2 x 900 GB (1.8 TB)

NVMe SSD

✔

* 特定のインスタンスにアタッチされたボリュームは、初期化されないと初回書き込み時のパフォーマン
スが低下します。
** 詳細については、「インスタンスストアボリュームの TRIM のサポート (p. 1808)」を参照してくださ
い。

インスタンスストアボリュームのパフォーマンス
次のドキュメントは、インスタンスストアボリュームの I/O パフォーマンスについて説明します。
• 汎用インスタンス (p. 215)
• コンピュート最適化インスタンス (p. 260)
• メモリ最適化インスタンス (p. 273)
• ストレージ最適化インスタンス (p. 282)
• 高速コンピューティングインスタンス (p. 290)
AWS CLI を使用してインスタンスストアボリューム情報をクエリするには
describe-instance-types AWS CLI コマンドを使用して、インスタンスストアボリュームなど、インスタン
スタイプに関する情報を表示できます。次の例では、インスタンスストアボリュームを持つすべての R5
インスタンスのインスタンスストレージの合計サイズを表示します。
aws ec2 describe-instance-types \
--filters "Name=instance-type,Values=r5*" "Name=instance-storage-supported,Values=true"
\
--query "InstanceTypes[].[InstanceType, InstanceStorageInfo.TotalSizeInGB]" \
--output table

出力例
--------------------------| DescribeInstanceTypes |
+----------------+--------+
| r5ad.24xlarge | 3600 |
| r5ad.12xlarge | 1800 |
| r5dn.8xlarge | 1200 |
| r5ad.8xlarge | 1200 |
| r5ad.large
| 75
|
| r5d.4xlarge
| 600
|
. . .
| r5dn.2xlarge | 300
|
| r5d.12xlarge | 1800 |
+----------------+--------+

次の例では、指定されたインスタンスタイプの完全なインスタンスストレージの詳細を表示します。
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aws ec2 describe-instance-types \
--filters "Name=instance-type,Values=r5d.4xlarge" \
--query "InstanceTypes[].InstanceStorageInfo"

出力例は、このインスタンスタイプに 300 GB の NVMe SSD ボリュームが 2 つあり、合計 600 GB のイ
ンスタンスストレージがあることを示しています。
[

]

{

}

"TotalSizeInGB": 600,
"Disks": [
{
"SizeInGB": 300,
"Count": 2,
"Type": "ssd"
}
],
"NvmeSupport": "required"

EC2 インスタンスにインスタンスストアボリュームを
追加する
ブロックデバイスマッピングを使用して、インスタンスの EBS ボリュームとインスタンスストアボリュー
ムを指定します。ブロックデバイスマッピングの各エントリには、デバイス名とそれがマッピングされた
ボリュームが含まれます。デフォルトのブロックデバイスマッピングは、使用する AMI によって指定され
ます。または、起動するときにインスタンスのブロックデバイスマッピングを指定できます。
インスタンスタイプによってサポートされるすべての NVMe インスタンスストアボリュームが自動的に列
挙され、インスタンスの起動時にデバイス名が割り当てられます。それらを AMI のブロックデバイスマッ
ピングに含めます。含めないとインスタンスは効果がありません。詳細については、「ブロックデバイス
マッピング (p. 1822)」を参照してください。
ブロックデバイスマッピングでは、常にインスタンスのルートボリュームを指定します。ルートボリュー
ムは自動的にマウントされます。Windows インスタンスの場合、ルートボリュームは Amazon EBS ボ
リュームであることが必要です。インスタンスストアはルートボリュームではサポートされません。
インスタンスを実行するときに、ブロックデバイスマッピングを使用して追加の EBS ボリュームを指定す
るか、インスタンスの実行後に追加の EBS ボリュームをアタッチすることができます。詳細については、
「Amazon EBS ボリューム (p. 1503)」を参照してください。
インスタンスを起動する場合にのみ、インスタンスのインスタンスストアボリュームを指定できます。ま
た、起動後のインスタンスにインスタンスストアボリュームをアタッチすることはできません。
インスタンスタイプを変更すると、インスタンスストアは新しいインスタンスタイプにアタッチされませ
ん。詳細については、「インスタンスタイプを変更する (p. 306)」を参照してください。
インスタンスで使用できるインスタンスストアボリュームの数とサイズは、インスタンスタイプによって
異なります。インスタンスタイプによっては、インスタンスストアボリュームをサポートしていないもの
があります。ブロックデバイスマッピングのインスタンスストアボリュームの数が、インスタンスに利用
できるインスタンスストアボリュームの数を超える場合は、追加のボリュームは無視されます。各インス
タンスタイプによりサポートされるインスタンスストアボリュームの詳細については、「インスタンスス
トアボリューム (p. 1795)」を参照してください。
インスタンスに選択するインスタンスタイプが非 NVMe のインスタンスストアボリュームをサポート
している場合は、起動するときにインスタンスのブロックデバイスマッピングに追加する必要がありま
す。NVMe インスタンスストアボリュームは、デフォルトで利用できます。インスタンスを起動したら、
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使用する前に、インスタンスのインスタンスストアボリュームがフォーマットされ、マウントされている
ことを確認する必要があります。instance store-backed インスタンスのルートボリュームは自動的にマウ
ントされます。
コンテンツ
• AMI へのインスタンスストアボリュームの追加 (p. 1805)
• インスタンスへのインスタンスストアボリュームの追加 (p. 1806)
• インスタンスでインスタンスストアボリュームを使用できるようにする (p. 1807)

AMI へのインスタンスストアボリュームの追加
インスタンスストアボリュームが含まれる、ブロックデバイスマッピングを持つ AMI を作成できます。イ
ンスタンスストアボリュームをサポートするインスタンスタイプと、ブロックデバイスマッピングでイン
スタンスストアボリュームを指定する AMI を持つインスタンスを起動する場合、インスタンスには、これ
らのインスタンスストアボリュームが含まれます。ブロックデバイスマッピングのインスタンスストアボ
リュームの数がインスタンスに利用できるインスタンスストアボリュームの数を超える場合、追加のイン
スタンスストアボリュームは無視されます。

考慮事項
• M3 インスタンスの場合は、AMI ではなく、インスタンスのブロックデバイスマッピングにあるインス
タンスストアボリュームを指定します。Amazon EC2 は、AMI のブロックデバイスマッピングでのみ指
定されている、インスタンスストアボリュームを無視することがあります。
• インスタンスを起動する際に、AMI ブロックデバイスマッピングで指定された 非 NVMe インスタンス
ストアボリュームを省略したり、インスタンスストアボリュームを追加したりできます。
New console

コンソールを使用して Amazon EBS-backed AMI にインスタンスストアボリュームを追加す
るには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで [Instances] を選択し、インスタンスを選択します。

3.

[アクション]、[Image and templates (イメージとテンプレート)]、[イメージの作成] の順に選択し
ます。

4.
5.

[イメージの作成] ページで、イメージの意味のある名前と説明を追加します。
追加する各インスタンスストアボリュームについて、[ボリュームの追加] を選択し、[ボリューム
タイプ] からインスタンスストアボリュームを選択して、[デバイス] からデバイス名を選択しま
す。(詳しくは、Windows インスタンスでのデバイス名 (p. 1820) を参照してください。) 使用で
きるインスタンスストアボリュームの数は、インスタンスタイプによって異なります。NVMe イ
ンスタンスストアボリュームを持つインスタンスの場合、これらのボリュームのデバイスマッピ
ングは、オペレーティングシステムがこれらのボリュームを列挙する順序によって決まります。
[イメージを作成] を選択します。

6.

Old console

コンソールを使用して Amazon EBS-backed AMI にインスタンスストアボリュームを追加す
るには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで [Instances] を選択し、インスタンスを選択します。
[Actions]、[Image]、[Create Image] の順に選択します。
[Create Image] ダイアログボックスで、イメージの意味のある名前と説明を入力します。

1805

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスストアボリュームを追加する

5.

追加する各インスタンスストアボリュームについて、[Add New Volume] を選択し、[Volume
Type] からインスタンスストアボリュームを選択して、[Device] からデバイス名を選択します。
(詳しくは、Windows インスタンスでのデバイス名 (p. 1820) を参照してください。) 使用できる
インスタンスストアボリュームの数は、インスタンスタイプによって異なります。NVMe インス
タンスストアボリュームを持つインスタンスの場合、これらのボリュームのデバイスマッピング
は、オペレーティングシステムがこれらのボリュームを列挙する順序によって決まります。

6.

[Create Image] を選択します。

コマンドラインを使用して AMI にインスタンスストアボリュームを追加するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• create-image または register-image (AWS CLI)
• New-EC2Image および Register-EC2Image (AWS Tools for Windows PowerShell)

インスタンスへのインスタンスストアボリュームの追加
インスタンスを起動するときに、デフォルトのブロックデバイスマッピングが、指定した AMI によって提
供されます。追加のインスタンスストアボリュームが必要な場合は、起動時にインスタンスに追加する必
要があります。AMI ブロックデバイスマッピングで指定されたデバイスを省略することもできます。

考慮事項
• M3 インスタンスの場合は、インスタンスのブロックデバイスマッピングで指定しなくても、インスタ
ンスストアボリュームを受け取る可能性があります。
• HS1 インスタンスの場合は、AMI のブロックデバイスマッピングで指定するインスタンスストアボ
リュームの数にかかわらず、AMI から起動されるインスタンスのブロックデバイスマッピングには、サ
ポートされたインスタンスストアボリュームの最大数が自動的に含まれます。起動する前に、インスタ
ンスのブロックデバイスマッピングから、必要としないインスタンスストアボリュームを明示的に削除
する必要があります。

コンソールを使用して、インスタンスのブロックデバイスマッピングを更新するには
1.

Amazon EC2 コンソールを開きます。

2.

ダッシュボードから、[インスタンスの作成] を選択します。

3.

[Step 1: Choose an Amazon Machine Image (AMI)] で、使用する AMI を選択し、[Select] を選択しま
す。

4.

ウィザードに従って [Step 1: Choose an Amazon Machine Image (AMI)]、[Step 2: Choose an Instance
Type]、および [Step 3: Configure Instance Details] を完了します。

5.

[Step 4: Add Storage] で、必要に応じて既存のエントリを変更します。追加する各インスタンスス
トアボリュームについて、[Add New Volume] を選択し、[Volume Type] からインスタンスストア
ボリュームを選択して、[Device] からデバイス名を選択します。使用できるインスタンスストアボ
リュームの数は、インスタンスタイプによって異なります。

6.

ウィザードを終了してインスタンスを起動します。

7.

(オプション) インスタンスで利用可能なインスタンスストアボリュームを表示するには、Windows
Disk Management を開きます。

コマンドラインを使用してインスタンスのブロックデバイスマッピングを更新するには
次のいずれかのオプションコマンドを対応するコマンドで使用できます。これらのコマンドラインイン
ターフェイスの詳細については、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
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• --block-device-mappings と run-instances (AWS CLI)
• -BlockDeviceMapping と New-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell)

インスタンスでインスタンスストアボリュームを使用できるよう
にする
インスタンスの起動後に、インスタンスストアボリュームはインスタンスで使用できますが、ボリューム
がマウントされるまでアクセスすることはできません。Linux インスタンスの場合は、インスタンスタイ
プによって、どのインスタンスストアボリュームがマウントされるのか、またご自分でマウントできるイ
ンスタンスが何かが決まります。Windows インスタンスの場合は、EC2Config サービスが、インスタンス
用にインスタンスストアボリュームをマウントします。インスタンスのブロックデバイスドライバーは、
ボリュームのマウント時に実際のボリューム名を割り当てますが、この割り当てられた名前は、Amazon
EC2 が推奨する名前とは異なる可能性があります。
多くのインスタンスストアボリュームは ext3 ファイルシステムを使用して事前にフォーマットされて
います。TRIM コマンドをサポートする SSD ベースのインスタンスストアボリュームは、ファイルシス
テムを使用して事前にフォーマットされていません。ただし、インスタンスを起動してから、選択した
ファイルシステムでボリュームをフォーマットすることもできます。詳細については、「インスタンス
ストアボリュームの TRIM のサポート (p. 1808)」を参照してください。Windows インスタンスの場合
は、EC2Config サービスが NTFS ファイルシステムでインスタンスストアボリュームをフォーマットしま
す。
インスタンスストアデバイスが使用できるかどうかは、インスタンスメタデータを使用してインスタンス
の内部から確認できます。詳細については、「インスタンスストアボリュームのインスタンスブロックデ
バイスマッピングの表示 (p. 1831)」を参照してください。
Windows インスタンスの場合は、Windows Disk Management を使用してインスタンスストアボリュー
ムを表示することもできます。詳細については、「Disk Management を使用したディスクの一覧表
示 (p. 1836)」を参照してください。

インスタンスストアボリュームを手動でマウントするには
1.

[スタート] ボタンをクリックし、「コンピュータの管理」と入力して、Enterキーを押します。

2.

左側のパネルで、[ディスクの管理] を選択します。

3.

ボリュームを初期化するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、初期化するボリュームを選
択し、ユースケースに応じて必要なパーティションタイプを選択して、[OK] を選択します。

4.

ボリュームの一覧で、マウントするボリュームを右クリックし、[新しいシンプルボリューム] を選択
します。

5.

ウィザードで、[次へ] を選択します。

6.

[ボリュームサイズの指定] 画面で、[次へ] を選択して最大ボリュームサイズを使用します。または、
最小ディスク容量と最大ディスク容量の間のボリュームサイズを選択します。

7.

[ドライブ文字またはパスの割り当て] 画面で、次のいずれかの操作を行い、[次へ] を選択します。
• ドライブ文字を使用してボリュームをマウントするには、[次のドライブ文字を割り当てる] を選択
し、使用するドライブ文字を選択します。
• ボリュームをフォルダとしてマウントするには、[次の空の NTFS フォルダーにマウントする] を選
択し、[参照] を選択して、使用するフォルダを作成または選択します。
• ドライブ文字またはパスを使用せずにボリュームをマウントするには、[ドライブ文字またはドライ
ブパスを割り当てない] を選択します。

8.

[パーティションのフォーマット] 画面で、ボリュームをフォーマットするかどうかを指定します。ボ
リュームをフォーマットする場合は、必要なファイルシステムとユニットサイズを選択し、ボリュー
ムラベルを指定します。

9.

[次へ]、[完了] の順に選択します。
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SSD インスタンスストアボリューム
他のインスタンスストアボリュームと同様に、インスタンスの SSD インスタンスストアボリュームを起動
するときにマップする必要があります。SSD インスタンスボリューム上のデータは、関連するインスタン
スの存続期間中のみ維持されます。詳細については、「EC2 インスタンスにインスタンスストアボリュー
ムを追加する (p. 1804)」を参照してください。

NVMe SSD ボリューム
インスタンスによっては、Non-Volatile Memory Express (NVMe) ソリッドステートドライブ (SSD) インス
タンスストアボリュームを提供するものもあります。各インスタンスタイプによりサポートされるインス
タンスストアボリュームのタイプの詳細については、「インスタンスストアボリューム (p. 1795)」を参照
してください。
以下のオペレーティングシステムの最新の AWS Windows AMI には、AWS NVMe ドライバーが含まれて
います。これらは、パフォーマンス向上のために NVMe ブロックデバイスとして公開される SSD インス
タンスストアボリュームを操作するために使用します。
• Windows Server 2019
• Windows Server 2016
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2008 R2
インスタンスに接続したら、ディスクマネージャーで NVMe ボリュームが表示されることを確認できま
す。タスクバーで、Windows ロゴのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Disk Management] を選
択します。Windows Server 2008 R2 では、[スタート]、[管理ツール]、[コンピューターの管理]、[ディスク
の管理] の順に選択します。
Amazon が提供する AWS Windows AMI には、AWS NVMe ドライバーが含まれています。最新の AWS
Windows AMI を使用していない場合は、現行の AWS NVMe ドライバーをインストール (p. 750)できま
す。
NVMe インスタンスストレージのデータは、インスタンスのハードウェアモジュールに実装されている
XTS-AES-256 ブロック暗号を使用して暗号化されます。暗号化キーは、ハードウェアモジュールで作成さ
れ、NVMe インスタンスストレージデバイスごとに固有です。すべての暗号化キーは、インスタンスが停
止または終了して復元できないときに破棄されます。この暗号化を無効にしたり、独自の暗号キーを指定
したりすることはできません。

非 NVMe SSD ボリューム
C3、G2、I2、M3、R3、および X1 の各インスタンスは、非 NVMe SSD を使用するインスタンスストア
ボリュームをサポートすることで、高いランダム I/O パフォーマンスを実現しています。各インスタンス
タイプによりサポートされるインスタンスストアボリュームの詳細については、「インスタンスストアボ
リューム (p. 1795)」を参照してください。

インスタンスストアボリュームの TRIM のサポート
一部のインスタンスタイプでは、TRIM を持つ SSD ボリュームがサポートされます。詳細については、
「インスタンスストアボリューム (p. 1795)」を参照してください。
Windows Server 2012 R2 を実行するインスタンスは、AWS PV ドライバーバージョン 7.3.0 以降の TRIM
をサポートします。以前のバージョンの Windows Server を実行しているインスタンスは TRIM をサポー
トしていません。
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TRIM をサポートしているインスタンスストアボリュームは、インスタンスに割り当てられる前に完全
に TRIM が実行されます。これらのボリュームは、インスタンスの起動時にファイルシステムを使用して
フォーマットされないため、マウントして使用する前にボリュームをフォーマットする必要があります。
これらのボリュームを迅速に使用できるようにするには、ボリュームをフォーマットするときに、TRIM
操作をスキップします。Windows で、初期フォーマット中に TRIM のサポートを一時的に無効化するに
は、fsutil behavior set DisableDeleteNotify 1 コマンドを使用します。フォーマットが完了
したら、fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0 を使用して TRIM のサポートを再度有効
にします。
TRIM をサポートするインスタンスストアボリュームでは、TRIM コマンドを使用して、書き込んだデータ
が不要になったときに SSD コントローラーに通知することができます。これにより、より多くの空き領
域がコントローラーに与えられ、その結果書き込み増幅が減り、パフォーマンスが向上します。Windows
では、fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0 コマンドを使用して、通常の操作中に TRIM
のサポートが有効になっていることを確認します。

ファイルストレージ
クラウドファイルストレージは、クラウド上にデータを保存する方法で、サーバーとアプリケーションは
共有ファイルシステムを通してデータにアクセスできます。クラウドファイルストレージが持つこの互換
性は共有ファイルシステムに依存するワークロードに最適で、コードを変更することなく統合を容易に行
えます。
スケーラビリティを持たない、またはデータを保護するための冗長性がほとんどないブロックストレージ
を基盤として使用する、コンピューティングインスタンス上の単一ノードのファイルサーバーから、独自
のクラスター化されたソリューション、完全マネージド型のソリューションまで、さまざまなファイルス
トレージソリューションがあります。次のコンテンツでは、Windows で使用するために AWS から提供さ
れているストレージサービスの一部を紹介しています。
コンテンツ
• Amazon EC2 での Amazon S3 の使用 (p. 1809)
• Amazon EC2 での Amazon EFS の使用 (p. 1811)
• Amazon EC2 での Amazon FSx の使用 (p. 1811)

Amazon EC2 での Amazon S3 の使用
Amazon S3 は、インターネットデータ用のリポジトリです。Amazon S3 により、低コストで信頼性に優
れ、高速なデータストレージインフラストラクチャにアクセスできます。ウェブスケールのコンピュー
ティングをさらに簡単に行えるように設計されており、Amazon EC2 内から、またはウェブ上のどこから
でも、いつでも必要な量だけデータを格納および取得できます。Amazon S3 では、複数の施設にまたがる
複数のデバイスにデータオブジェクトが冗長的に格納されるので、多数のさまざまなクライアントやアプ
リケーションスレッドからデータオブジェクトに対する読み込み/書き込みの同時アクセスが可能になりま
す。Amazon S3 に格納された冗長データを使用すれば、インスタンスまたはアプリケーションの障害から
迅速かつ確実に復旧できます。
Amazon EC2 は Amazon マシンイメージ (AMI) を格納するために Amazon S3 を使用します。AMI は EC2
インスタンスを起動するために使用します。インスタンスに障害が発生した場合は、格納済みの AMI を使
用して別のインスタンスを即座に起動できるので、高速復旧と事業継続が可能になります。
Amazon EC2 はデータボリュームのスナップショット (バックアップコピー) の格納にも Amazon S3 を
使用します。アプリケーションまたはシステムで障害が発生した場合、スナップショットを使用すれば、
データをすばやく確実に回復できます。またスナップショットは、複数の新しいデータボリュームの作
成、既存のデータボリュームのサイズ拡張、アベイラビリティーゾーン間でのデータボリュームの移動
を行うためのベースラインとして使用することもできます。このような機能により、データの使い方を
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大幅に拡張できます。データボリュームとスナップショットの使用については、「Amazon Elastic Block
Store (p. 1501)」を参照してください。
オブジェクトとは、Amazon S3 に格納される基本エンティティです。Amazon S3 に格納されるすべて
のオブジェクトは、バケットに保管されます。バケットは Amazon S3 名前空間の最上位レベルを構成
し、個々のストレージを所有するアカウントを識別します。Amazon S3 のバケットはインターネット
のドメイン名に似ています。バケットに格納されたオブジェクトは一意のキー値を持ち、URL を使用し
て取得されます。例えば、キー値 (/photos/mygarden.jpg) を持つオブジェクトが DOC-EXAMPLEBUCKET1 バケットに格納されている場合、このオブジェクトは URL (https://DOC-EXAMPLEBUCKET1.s3.amazonaws.com/photos/mygarden.jpg) を使用してアドレス解決できます。
Amazon S3 の機能の詳細については、「Amazon S3 の製品ページ」を参照してください。

使用例
Amazon S3 にはストレージとしての利点があるため、場合によっては、このサービスを使用して、EC2
インスタンス用にファイルとデータセットを保存してもかまいません。Amazon S3 とインスタンスとの間
でデータを移動するには、いくつかの方法があります。以下に説明する例以外にも、コンピュータやイン
スタンスから Amazon S3 のデータにアクセスできるさまざまなツールが、他のユーザーによって作成さ
れています。一般的な一部のツールについては、AWS フォーラムで取り上げられています。
アクセス許可がある場合は、以下の方法を使用して、Amazon S3 とインスタンスとの間でファイルをコ
ピーできます。
AWS Tools for Windows PowerShell
Windows インスタンスには、Amazon S3 コンソールに直接アクセスするために使用できるグラフィカル
ブラウザであるという利点があります。ただし、Windows ユーザーは、スクリプティング目的で AWS
Tools for Windows PowerShell を使用して、Amazon S3 との間でオブジェクトを移動することもできま
す。
Amazon S3 オブジェクトを Windows インスタンスにコピーするには、次のコマンドを使用します。
PS C:\> Copy-S3Object -BucketName my_bucket -Key path-to-file -LocalFile my_copied_file.ext

AWS Command Line Interface
AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、AWS サービスを管理するための統合ツールです。AWS CLI
を使用すると、ユーザーは自分自身を認証し、限定された項目を Simple Storage Service (Amazon S3) か
らダウンロードしたり、項目をアップロードしたりできます。ツールのインストールおよび設定方法など
の詳細については、「AWS Command Line Interface の詳細ページ」を参照してください。
aws s3 cp コマンドは、Unix cp コマンドと似ています。ファイルを Amazon S3 からインスタンスにコ
ピーしたり、ファイルをインスタンスから Amazon S3 にコピーしたりできるほか、ファイルを Amazon
S3 の 1 つの場所から別の場所にコピーすることもできます。
オブジェクトを Amazon S3 からインスタンスにコピーするには、次のコマンドを使用します。
aws s3 cp s3://my_bucket/my_folder/my_file.ext my_copied_file.ext

オブジェクトをインスタンスから Amazon S3 にコピーして戻すには、次のコマンドを使用します。
aws s3 cp my_copied_file.ext s3://my_bucket/my_folder/my_file.ext

aws s3 sync コマンドは、Amazon S3 バケット全体をローカルディレクトリの場所に同期できます。この
機能は、データセットをダウンロードし、リモートセットでローカルコピーを最新の状態に保つ際に役立
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ちます。Amazon S3 バケットに対して適切なアクセス許可がある場合は、コマンドで送信元と送信先の場
所を入れ替えることで、終了時にローカルディレクトリバックアップをクラウドにプッシュできます。
Amazon S3 バケット全体をインスタンスのローカルディレクトリにダウンロードするには、次のコマンド
を使用します。
aws s3 sync s3://remote_S3_bucket local_directory

Amazon S3 API
デベロッパーは API を使用して、Amazon S3 のデータにアクセスできます。詳細については、Amazon
Simple Storage Serviceユーザーガイドを参照してください。この API およびその例を使用すると、アプリ
ケーションを開発し、boto Python インターフェイスなどのその他の API および SDK と統合するのに役立
ちます。

Amazon EC2 での Amazon EFS の使用
Amazon EFS は、Amazon EC2 と併用できるスケーラブルなファイルストレージを提供します。複数のイ
ンスタンスで実行している作業負荷やアプリケーションの一般的なデータソースとしてEFSファイルシス
テムを使用できます。詳細については、Amazon Elastic File System 製品ページを参照してください。

Important
Amazon EFS は Windows インスタンスではサポートされていません。Linux インスタンス
で Amazon EFS を使用するには、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の
「Amazon Elastic File System (Amazon EFS)」を参照してください。

Amazon EC2 での Amazon FSx の使用
Amazon FSx ファミリーのサービスにより、人気のある市販のファイルシステムやオープンソースのファ
イルシステムで動作する共有ストレージを簡単に起動、実行、スケーリングできます。新しいインスタン
ス起動ウィザードを使用すると、起動時に Amazon EC2 インスタンスに次のタイプの Amazon FSx ファ
イルシステムを自動的にアタッチできます。
• Amazon FSx for NetApp ONTAP により、AWS クラウドのフルマネージド共有ストレージで NetApp
ONTAP の人気のあるデータアクセス機能と管理機能を利用できます。
• Amazon FSx for OpenZFS により、人気のある OpenZFS ファイルシステムでフルマネージドの費用対
効果の高い共有ストレージを利用できます。

Note
• この機能は、新しいインスタンス起動ウィザードでのみ使用できます。詳細については、「新
しいインスタンス起動ウィザードを使用してインスタンスを起動する (p. 517)」を参照してく
ださい。
• Amazon FSx for Windows File Server と Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを起動時にマ
ウントすることはできません。これらのファイルシステムは、起動後に手動でマウントする必
要があります。
以前に作成した既存のファイルシステムをマウントすることも、起動時にインスタンスにマウントする新
しいファイルシステムを作成することもできます。
トピック
• セキュリティグループとユーザーデータスクリプト (p. 1812)
• 起動時に Amazon FSx ファイルシステムをマウントする (p. 1814)
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セキュリティグループとユーザーデータスクリプト
インスタンス起動ウィザードを使用して Amazon FSx ファイルシステムをインスタンスにマウントする場
合、ファイルシステムへのアクセスを有効にするために必要なセキュリティグループを自動的に作成して
アタッチするかどうかを選択できます。また、ファイルシステムをマウントして使用可能にするために必
要なユーザーデータスクリプトを自動的に含めるかどうかを選択できます。
トピック
• セキュリティグループ (p. 1812)
• ユーザーデータスクリプト (p. 1814)

セキュリティグループ
ファイルシステムへのアクセスを有効にするために必要なセキュリティグループを自動的に作成する場合
は、インスタンス起動ウィザードが 2 つのセキュリティグループを作成してアタッチします。1 つはイン
スタンスにアタッチされ、もう 1 つはファイルシステムにアタッチされます。セキュリティグループの要
件の詳細については、「FSx for ONTAP file system access control with Amazon VPC」(Amazon VPC での
FSx for ONTAP ファイルシステムアクセスコントロール) と「FSx for OpenZFS file system access control
with Amazon VPC」(Amazon VPC での FSx for OpenZFS ファイルシステムアクセスコントロール) を参
照してください。
セキュリティグループを作成してインスタンスにアタッチすると、そのグループには Name=instancesg-1 というタグが付けられ、次のインバウンドルールおよびアウトバウンドルールが含まれるようにな
ります。

Note
インスタンス起動ウィザードが Amazon FSx ファイルシステム用に新しいセキュリティグループ
を作成するたびに、Name タグの値が自動的に増分されます。
インバウンドルール
No inbound rules
アウトバウンドルール
プロトコルのタイプ

ポート番号

送信先

UDP

111

File system security group (fsxsg-1)

UDP

20001 - 20003

File system security group (fsxsg-1)

UDP

4049

File system security group (fsxsg-1)

UDP

2049

File system security group (fsxsg-1)

UDP

635

File system security group (fsxsg-1)

UDP

4045 - 4046

File system security group (fsxsg-1)

TCP

4049

File system security group (fsxsg-1)
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TCP

635

File system security group (fsxsg-1)

TCP

2049

File system security group (fsxsg-1)

TCP

111

File system security group (fsxsg-1)

TCP

4045 - 4046

File system security group (fsxsg-1)

TCP

20001 - 20003

File system security group (fsxsg-1)

All

All

File system security group (fsxsg-1)

セキュリティグループを作成してファイルシステムにアタッチすると、そのグループには Name=fsxsg-1 というタグが付けられ、次のインバウンドルールおよびアウトバウンドルールが含まれるようにな
ります。

Note
インスタンス起動ウィザードが Amazon FSx ファイルシステム用に新しいセキュリティグループ
を作成するたびに、Name タグの値が自動的に増分されます。
インバウンドルール
プロトコルのタイプ

ポート番号

ソース

UDP

2049

Instance security group
(instance-sg-1)

UDP

20001 - 20003

Instance security group
(instance-sg-1)

UDP

4049

Instance security group
(instance-sg-1)

UDP

111

Instance security group
(instance-sg-1)

UDP

635

Instance security group
(instance-sg-1)

UDP

4045 - 4046

Instance security group
(instance-sg-1)

TCP

4045 - 4046

Instance security group
(instance-sg-1)

TCP

635

Instance security group
(instance-sg-1)

TCP

2049

Instance security group
(instance-sg-1)

TCP

4049

Instance security group
(instance-sg-1)
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TCP

20001 - 20003

Instance security group
(instance-sg-1)

TCP

111

Instance security group
(instance-sg-1)

プロトコルのタイプ

ポート番号

送信先

All

All

0.0.0.0/0

アウトバウンドルール

ユーザーデータスクリプト
ユーザーデータスクリプトを自動的にアタッチする場合は、インスタンス起動ウィザードが次のユーザー
データをインスタンスに追加します。このスクリプトは、必要なパッケージをインストールし、ファイル
システムをマウントします。また、インスタンスが再起動されるたびにファイルシステムが自動的に再マ
ウントされるようにインスタンスの設定を更新します。
#cloud-config
package_update: true
package_upgrade: true
runcmd:
- yum install -y nfs-utils
- apt-get -y install nfs-common
- svm_id_1=svm_id
- file_system_id_1=file_system_id
- vol_path_1=/vol1
- fsx_mount_point_1=/mnt/fsx/fs1
- mkdir -p "${fsx_mount_point_1}"
- if [ -z "$svm_id_1" ]; then printf "\n${file_system_id_1}.fsx.eunorth-1.amazonaws.com:/${vol_path_1} ${fsx_mount_point_1} nfs4
nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport,_netdev
0 0\n" >> /etc/fstab; else printf "\n${svm_id_1}.${file_system_id_1}.fsx.eunorth-1.amazonaws.com:/${vol_path_1} ${fsx_mount_point_1} nfs4
nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport,_netdev 0 0\n"
>> /etc/fstab; fi
- retryCnt=15; waitTime=30; while true; do mount -a -t nfs4 defaults; if [ $? = 0 ] ||
[ $retryCnt -lt 1 ]; then echo File system mounted successfully; break; fi; echo File
system not available, retrying to mount.; ((retryCnt--)); sleep $waitTime; done;

起動時に Amazon FSx ファイルシステムをマウントする
起動時に新規または既存の Amazon FSx ファイルシステムをマウントするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Instances] (インスタンス) を選択し、[Launch instance] (インスタンスの起
動) を選択して、インスタンス起動ウィザードを開きます。

3.

[Application and OS Images] (アプリケーションと OS イメージ) セクションで、使用する AMI を選択
します。

4.

[Instance type] (インスタンスタイプ) セクションで、インスタンスタイプを選択します。

5.

[Key pair] (キーペア) セクションで、既存のキーペアを選択するか、新規にキーペアを作成します。

6.

[Network settings] (ネットワーク設定) セクションで、以下の操作を行います。
a.

[Edit] を選択します。
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b.

既存のファイルシステムをマウントする場合は、[Subnet] (サブネット) でファイルシステムの優
先サブネットを選択します。パフォーマンスを最適化するため、ファイルシステムの優先サブ
ネットと同じアベイラビリティーゾーンでインスタンスを起動することをお勧めします。
インスタンスにマウントするファイルシステムを新規に作成する場合は、[Subnet] (サブネット)
で、インスタンスを起動するサブネットを選択します。

Important
新しいインスタンス起動ウィザードで Amazon FSx の機能を有効にするサブネットを選
択する必要があります。サブネットを選択しないと、既存のファイルシステムをマウン
トすることも、新規にファイルシステムを作成することもできなくなります。
7.

[Storage] (ストレージ) セクションで、以下の操作を行います。
a.

必要に応じてボリュームを設定します。

b.

[File systems] (ファイルシステム) セクションを展開し、[FSx] を選択します。

c.

[Add shared file system] (共有ファイルシステムの追加) を選択します。

d.

[File system] (ファイルシステム) で、マウントするファイルシステムを選択します。

Note
選択したリージョンのアカウントにあるすべての Amazon FSx for NetApp ONTAP ファ
イルシステムと Amazon FSx for OpenZFS ファイルシステムがすべてリストに表示され
ます。
e.

ファイルシステムへのアクセスを有効にするために必要なセキュリティグループを自動的に作
成してアタッチするには、[Automatically create and attach security groups] (セキュリティグ
ループを自動的に作成してアタッチする) を選択します。セキュリティグループを手動で作成
する場合は、このチェックボックスをオフにします。詳細については、「セキュリティグルー
プ (p. 1812)」を参照してください。

f.

ファイルシステムをマウントするために必要なユーザーデータスクリプトを自動的にアタッチす
るには、[Automatically mount shared file system by attaching required user data script] (必要な
ユーザーデータスクリプトをアタッチして、共有ファイルシステムを自動的にマウントする) を
選択します。ユーザーデータスクリプトを手動で指定する場合は、このチェックボックスをオフ
にします。詳細については、「ユーザーデータスクリプト (p. 1814)」を参照してください。

8.

[Advanced] (詳細) セクションで、必要に応じて追加でインスタンスの設定を行います。

9.

[Launch] (起動する) を選択します。

インスタンスボリューム数の制限
インスタンスで使用できるボリュームの最大数は、オペレーティングシステムやインスタンスタイプに
よって異なります。インスタンスに追加するボリューム数を検討する際の考慮事項は、I/O 帯域幅の増加と
ストレージ容量の増加のどちらが必要かという点です。
コンテンツ
• Nitro System のボリューム制限 (p. 1815)
• Windows 固有のボリュームの制限 (p. 1816)
• 帯域幅と容量 (p. 1816)

Nitro System のボリューム制限
Nitro System (p. 201) 上に構築されたインスタンスは、ネットワークインターフェイス、EBS ボリュー
ム、および NVMe インスタンスストアボリューム間で共有されるアタッチメントの最大数をサポー
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トします。インスタンスごとに 1 つ以上のネットワークインターフェイスのアタッチメントがありま
す。NVMe インスタンスストアボリュームは自動的にアタッチされます。詳細については、「Elastic
Network Interface (p. 1236)」および「インスタンスストアボリューム (p. 1795)」を参照してください。
これらのインスタンスのほとんどは、最大 28 のアタッチメントをサポートします。例えば、EBS のみの
インスタンスに追加のネットワークインターフェイスのアタッチがない場合は、そのインスタンスに最大
27 個の EBS ボリュームをアタッチできます。2 つの NVMe インスタンスストアボリュームを持つインス
タンスに追加の 1 つのネットワークインターフェイスがある場合、そのインスタンスには 24 の EBS ボ
リュームをアタッチできます。
その他のインスタンスには、次の制限が適用されます。
• d3.8xlarge および d3en.12xlarge インスタンスは、最大 3 の EBS ボリュームをサポートしていま
す。
• ほとんどのベアメタルインスタンスは、最大 31 の EBS ボリュームをサポートします。
• ハイメモリ仮想化インスタンスは、最大 27 の EBS ボリュームをサポートします。
• ハイメモリベアメタルインスタンスは、最大 19 の EBS ボリュームをサポートします。

Windows 固有のボリュームの制限
次の表は、使用中のドライバーに基づく Windows インスタンスのボリュームの制限を示しています。これ
らの数値には、ルートボリュームと、アタッチされたインスタンスストアボリュームや EBS ボリュームが
含まれます。

Important
Windows インスタンスに次の数よりも多くのボリュームをアタッチすることは、ベストエフォー
トベースでのみサポートされ、保証されません。
ドライバー

ボリュームの制限

AWS PV

26

Citrix PV

26

Red Hat PV

17

パフォーマンスに問題が発生する可能性が高いため、Windows インスタンスに AWS PV または Citrix PV
ドライバーを持つ 26 を超えるボリュームを設定することはお勧めしません。
インスタンスで使用する PV ドライバーを決定する場合、または Windows インスタンスで Red Hat PV ド
ライバーから Citrix PV ドライバーにアップグレードする場合は、「Windows インスタンスでの PV ドラ
イバーのアップグレード (p. 735)」を参照してください。
デバイス名とボリュームの関連の詳細については、『』の「Windows インスタンスでのディスクとボ
リュームのマッピング (p. 1832)」を参照してください。

帯域幅と容量
整合性がとれており予測可能な帯域幅のユースケースでは、EBS 最適化インスタンスまたは 10 ギガビッ
トのネットワーク接続インスタンスと、汎用 SSD ボリュームまたは Provisioned IOPS SSD ボリュームを
使用します。「Amazon EBS 最適化インスタンスを使用する (p. 1738)」のガイダンスに従い、最大のパ
フォーマンスを引き出すために、ボリュームに対してプロビジョニングした IOPS とインスタンスから利
用できる帯域幅を一致させてください。RAID 構成では、多くの管理者は、8 つのボリュームよりも大きな
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アレイでパフォーマンスが低下したことを確認します。これは、I/O オーバーヘッドの増加が原因です。
個々のアプリケーションのパフォーマンスをテストし、必要に応じて調整してください。

Amazon EC2 インスタンスのルートデバイスボ
リューム
インスタンスを起動するときは、ルートデバイスボリュームに格納されているイメージを使用してインス
タンスがブートされます。Windows インスタンスを起動すると、その EBS スナップショットからルート
EBS ボリュームが作成され、インスタンスにアタッチされます。
トピック
• 永続化するようにルートボリュームを設定する (p. 1817)
• ルートボリュームが永続化するように設定されていることの確認 (p. 1819)
• ルートボリュームの初期サイズの変更 (p. 1820)

永続化するようにルートボリュームを設定する
デフォルトでは、インスタンスを終了するとルートボリュームは削除されます
(DeleteOnTermination属性は true)。コンソールを使用して、インスタンスの起動時に
DeleteOnTermination を変更できます。既存のインスタンスのこの属性を変更するには、コマンドラ
インを使用する必要があります。
トピック
• インスタンスの起動時に永続化するためのルートボリュームの設定 (p. 1817)
• 既存のインスタンスで永続化するためのルートボリュームの設定 (p. 1818)

インスタンスの起動時に永続化するためのルートボリュームの設
定
Amazon EC2 コンソールまたはコマンドラインツールを使用して、インスタンスの起動時に永続化するよ
うにルートボリュームを設定できます。
Console

コンソールを使用してインスタンスの起動時に永続化するようにルートボリュームを設定する
には
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [インスタンス]、[インスタンスの作成] の順に選択します。

3.

[Choose an Amazon Machine Image (AMI)] ページで、使用する AMI を選択し、[Select] を選択し
ます。
ウィザードにしたがって [Choose an Instance Type] ページと [Configure Instance Details] ページ
を設定します。
[Add Storage] ページで、ルートボリュームの [Delete On Termination] の選択を解除します。
ウィザードの残りのページを完了した後、[Launch] を選択します。

4.
5.
6.

AWS CLI
AWS CLI を使用してインスタンスの起動時に永続化するようにルートボリュームを設定するには
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run-instances コマンドを使用して、DeleteOnTermination 属性を false に設定するブロックデバ
イスマッピングを含めます。
C:\> aws ec2 run-instances --block-device-mappings file://mapping.json ...other
parameters...

mapping.json で、以下を指定します。
[

]

{

}

"DeviceName": "/dev/sda1",
"Ebs": {
"DeleteOnTermination": false
}

Tools for Windows PowerShell
Tools for Windows PowerShell を使用してインスタンスの起動時に永続化するようにルートボリュー
ムを設定するには
New-EC2Instance コマンドを使用して、DeleteOnTermination 属性を false に設定するブロック
デバイスマッピングを含めます。
C:\> $ebs = New-Object Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
C:\> $ebs.DeleteOnTermination = $false
C:\> $bdm = New-Object Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
C:\> $bdm.DeviceName = "dev/xvda"
C:\> $bdm.Ebs = $ebs
C:\> New-EC2Instance -ImageId ami-0abcdef1234567890 -BlockDeviceMapping $bdm ...other
parameters...

既存のインスタンスで永続化するためのルートボリュームの設定
コマンドラインツールのみを使用して、実行中のインスタンスで永続化するようにルートボリュームを設
定できます。
AWS CLI
AWS CLI を使用して、既存のインスタンスで永続化するようにルートボリュームを設定するには
DeleteOnTermination 属性を false に設定するブロックデバイスマッピングを指定して modifyinstance-attribute コマンドを使用します。
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --block-devicemappings file://mapping.json

mapping.json で、以下を指定します。
[

]

{

}

"DeviceName": "/dev/xvda",
"Ebs": {
"DeleteOnTermination": false
}
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Tools for Windows PowerShell

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、既存のインスタンスで永続化するようにルートボ
リュームを設定するには
DeleteOnTermination 属性を false に設定するブロックデバイスマッピングを指定して EditEC2InstanceAttribute コマンドを使用します。
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>

$ebs = New-Object Amazon.EC2.Model.EbsInstanceBlockDeviceSpecification
$ebs.DeleteOnTermination = $false
$bdm = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceBlockDeviceMappingSpecification
$bdm.DeviceName = "/dev/xvda"
$bdm.Ebs = $ebs
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-1234567890abcdef0 -BlockDeviceMapping $bdm

ルートボリュームが永続化するように設定されている
ことの確認
Amazon EC2 コンソールまたはコマンドラインツールを使用して、ルートボリュームが永続化するように
設定されていることを確認できます。
New console

Amazon EC2 コンソールを使用してルートボリュームが永続化するように設定されているこ
とを確認するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで [インスタンス] を選択してから、インスタンスを選択します。

3.

[ストレージ] タブの [ブロックデバイス] で、ルートボリュームのエントリを見つけます。[合わせ
て削除] が No の場合、ボリュームは永続化するように設定されます。

Old console

Amazon EC2 コンソールを使用してルートボリュームが永続化するように設定されているこ
とを確認するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで [インスタンス] を選択してから、インスタンスを選択します。

3.

[説明] タブで、[ルートデバイス] のエントリを選択します。[Delete on termination (合わせて削
除)] が False の場合、ボリュームは永続化するように設定されます。

AWS CLI
AWS CLI を使用してルートボリュームが永続化するように設定されていることを確認するには
describe-instances コマンドを使用して、DeleteOnTermination レスポンス要素の
BlockDeviceMappings 属性が false に設定されていることを確認します。
C:\> aws ec2 describe-instances --instance-id i-1234567890abcdef0
...
"BlockDeviceMappings": [
{
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}
...

"DeviceName": "/dev/sda1",
"Ebs": {
"Status": "attached",
"DeleteOnTermination": false,
"VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
"AttachTime": "2013-07-19T02:42:39.000Z"
}

Tools for Windows PowerShell
AWS Tools for Windows PowerShell を使用してルートボリュームが永続化するように設定されている
ことを確認するには
Get-EC2Instance コマンドを使用して、DeleteOnTermination レスポンス要素の
BlockDeviceMappings 属性が false に設定されていることを確認します。
C:\> (Get-EC2Instance -InstanceId ii-1234567890abcdef0).Instances.BlockDeviceMappings.Ebs

ルートボリュームの初期サイズの変更
デフォルトでは、ルートボリュームのサイズはスナップショットのサイズによって決まります。次のよう
にインスタンスのブロックデバイスマッピングを使用して、ルートボリュームの初期サイズを増やすこと
ができます。
1. AMI ブロックデバイスマッピングの EBS ボリュームの表示 (p. 1827) の説明に従って、AMI で指定さ
れているルートボリュームのデバイス名を決定します。
2. Amazon EBS スナップショットに関する情報の表示 (p. 1607) の説明に従って、AMI ブロックデバイス
マッピングで指定されたスナップショットのサイズを確認します。
3. インスタンス起動時のブロックデバイスマッピングの更新 (p. 1828) の説明に従って、インスタンスブ
ロックデバイスマッピングを使用してルートボリュームのサイズを上書きし、スナップショットサイズ
よりも大きいボリュームサイズを指定します。
例えば、インスタンスブロックデバイスマッピングの次のエントリは、ルートボリュームのサイズ /dev/
xvda を 100 GiB に増やします。スナップショット ID は AMI ブロックデバイスマッピングで既に指定さ
れているため、インスタンスブロックデバイスマッピングでスナップショット ID を省略できます。
{

}

"DeviceName": "/dev/xvda",
"Ebs": {
"VolumeSize": 100
}

詳細については、「ブロックデバイスマッピング (p. 1822)」を参照してください。

Windows インスタンスでのデバイス名
インスタンスにボリュームをアタッチする場合は、ボリュームのデバイス名を含めます。このデバイス名
は Amazon EC2 によって使用されます。インスタンスのブロックデバイスドライバーは、ボリュームのマ
ウント時に実際のボリューム名を割り当てますが、この割り当てられた名前は、Amazon EC2 が使用する
名前とは異なる可能性があります。
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インスタンスがサポートできるボリュームの数は、オペレーティングシステムによって決まります。詳細
については、「インスタンスボリューム数の制限 (p. 1815)」を参照してください。
コンテンツ
• 使用できるデバイス名 (p. 1821)
• デバイス名に関する考慮事項 (p. 1821)
Linux インスタンスのデバイス名の詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド
の「Linux インスタンスでのデバイスの名前付け」を参照してください。

使用できるデバイス名
Windows AMI は、仮想化ハードウェアへのアクセスを許可するために、AWS PV、Citrix PV、および
RedHat PV のいずれかのドライバーセットを使用します。詳細については、「Windows インスタンス用
Paravirtual ドライバー (p. 729)」を参照してください。
次の表に、ブロックデバイスマッピングまたは EBS ボリュームの接続時に指定できる使用可能なデバイス
名を示します。
ドライバータイプ

使用可能

ルート用に予約済
み

EBS ボリュームと
して推奨

インスタンススト
アボリューム

AWS PV、Citrix
PV

xvd[b-z]

/dev/sda1

xvd[f-z] *

xvdc[a-x]

xvd[b-c][a-z]

xvd[a-e]

/dev/sda1

**

/dev/sd[b-e]
Red Hat PV

xvd[a-z]

/dev/sda1

xvd[f-p]

xvd[b-c][a-z]

xvdc[a-x]
xvd[a-e]

/dev/sda1
/dev/sd[b-e]
* Citrix PV および Red Hat PV の場合、EBS ボリュームを xvda という名前でマップすると、Windows は
そのボリュームを認識しません (このボリュームは AWS PV または AWS NVMe に表示されます)。
** NVMe インスタンスストアボリュームは自動的に列挙され、Windows のドライブ文字が割り当てられま
す。
インスタンスストアボリュームの詳細については、Amazon EC2 インスタンスストア (p. 1793) を参照し
てください。EBS デバイスの識別方法を含む、NVMe EBS ボリューム (Nitro ベースのインスタンス) の詳
細については、「Windows インスタンスの Amazon EBS および NVMe (p. 1736)」を参照してください。

デバイス名に関する考慮事項
デバイス名を選択するときは、以下の点を常に考慮する必要があります。
• インスタンスストアボリュームをアタッチするために使用されたデバイス名を使用して EBS ボリューム
をアタッチすることはできますが、動作を予測できない場合があるため、この方法は使用しないことを
強くお勧めします。
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• インスタンスの NVMe インスタンスストアボリュームの数は、インスタンスのサイズによって異なりま
す。NVMe インスタンスストアボリュームは自動的に列挙され、に Windows ドライブ文字が割り当て
られます。
• AWS Windows AMI には、最初に起動したときにインスタンスを準備する追加のソフトウェアが含まれ
ています。これは EC2Config サービス (Windows Server 2016 以前の Windows AMI) または EC2Launch
(Windows Server 2016 以降) です。デバイスがドライブにマッピングされると、初期化され、マウン
トされます。ルートドライブは C:\ として初期化およびマウントされます。デフォルトでは、EBS ボ
リュームが Windows インスタンスにアタッチされている場合、インスタンスではいずれかのドライブ
文字で表示されます。設定を変更して、独自の指定によってボリュームのドライブ文字を設定できま
す。インスタンスストアボリュームの場合、デフォルトはドライバーにより異なります。AWSPV ドラ
イバーと Citrix PV ドライバーは、インスタンスストアボリュームに Z: から A: の順番でドライブ文字を
割り当てます。Red Hat ドライバーは、インスタンスストアボリュームに D: から Z: の順番でドライブ
文字を割り当てます。詳細については、「EC2Config サービスを使用した Windows インスタンスの設
定 (p. 700)」、「EC2Launch を使用した Windows インスタンスの設定 (p. 690)」、および「Windows
インスタンスでのディスクとボリュームのマッピング (p. 1832)」を参照してください。

ブロックデバイスマッピング
起動する各インスタンスには、Amazon EBS ボリューム、またはインスタンスストアボリュームのどちら
かのルートデバイスボリュームが関連付けられています。ブロックデバイスマッピングを使用すると、イ
ンスタンスの起動時にそのインスタンスにアタッチする追加の EBS ボリュームまたはインスタンススト
アボリュームを指定できます。追加する EBS ボリュームは、実行中のインスタンスにアタッチすることも
できます。「インスタンスへの Amazon EBS ボリュームのアタッチ (p. 1530)」をご参照ください。ただ
し、インスタンスストアボリュームについては、ブロックデバイスマッピングを使用して、インスタンス
の起動時にアタッチする以外方法はありません。
ルートデバイスボリュームの詳細については、Amazon EC2 インスタンスのルートデバイスボリュー
ム (p. 1817) を参照してください。
コンテンツ
• ブロックデバイスマッピングの概念 (p. 1822)
• AMI ブロックデバイスマッピング (p. 1825)
• インスタンスブロックデバイスマッピング (p. 1828)

ブロックデバイスマッピングの概念
ブロックデバイスは、一連のバイトまたはビット (ブロック) でデータを移動するストレージデバイスで
す。これらのデバイスはランダムアクセスをサポートし、バッファ付き I/O を使用します。例にはハー
ドディスク、CD-ROM ドライブ、フラッシュドライブが含まれます。ブロックデバイスは物理的にコン
ピュータにアタッチできます。また、コンピュータに物理的にアタッチされているかのように、リモート
でアクセスすることもできます。
Amazon EC2 は、2 種類のブロックデバイスをサポートしています。
• インスタンスストアボリューム (基盤となるハードウェアがインスタンスのホストコンピュータに物理
的にアタッチされている仮想デバイス)
• EBS ボリューム (リモートストレージデバイス)
ブロックデバイスマッピングでは、インスタンスにアタッチするブロックデバイス (インスタンスストア
ボリュームと EBS ボリューム) を定義します。ブロックデバイスマッピングは、AMI 作成プロセスの一
環として、AMI から起動されるすべてのインスタンスによって使用されるように指定できます。また、イ
ンスタンスの起動時にブロックデバイスマッピングを指定することもできます。起動したインスタンスの
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AMI ですでに指定されているマッピングは、このマッピングによって上書きされます。インスタンスタイ
プによってサポートされるすべての NVMe インスタンスストアボリュームが自動的に列挙され、インスタ
ンスの起動時にデバイス名が割り当てられることに注意してください。それらをブロックデバイスマッピ
ングに含めます。含めないとインスタンスは効果がありません。
コンテンツ
• ブロックデバイスマッピングのエントリ (p. 1823)
• ブロックデバイスマッピングのインスタンスストアの注意事項 (p. 1823)
• ブロックデバイスマッピングの例 (p. 1824)
• オペレーティングシステムでデバイスを使用できるようにする方法 (p. 1825)

ブロックデバイスマッピングのエントリ
ブロックデバイスマッピングを作成するとき、インスタンスにアタッチする必要があるブロックデバイス
ごとに以下の情報を指定します。
• Amazon EC2 内で使用されるデバイス名。インスタンスのブロックデバイスドライバーは、ボリューム
をマウントするときに実際のボリューム名を割り当てます。この割り当てられた名前は、Amazon EC2
が推奨する名前とは異なる可能性があります。詳細については、「Windows インスタンスでのデバイス
名 (p. 1820)」を参照してください。
インスタンスストアボリュームの場合は、次の情報も指定します。
• 仮想デバイスの名前: ephemeral[0-23]。インスタンスで使用できるインスタンスストアボリュームの
数とサイズは、インスタンスタイプによって異なります。
NVMe インスタンスストアボリュームの場合は、次の情報も適用されます。
• これらのボリュームが自動的に列挙され、デバイス名が割り当てられます。それらをブロックデバイス
マッピングに含めます。含めないとインスタンスは効果がありません。
EBS ボリュームの場合は、次の情報も指定します。
• ブロックデバイスを作成するときに使用するスナップショットの ID (snap-xxxxxxxx)。ボリュームサイ
ズを指定する場合、この値はオプションです。
• ボリュームのサイズ（GiB 単位）. 指定されたサイズは、指定されたスナップショットのサイズ以上であ
る必要があります。
• インスタンス終了時にボリュームを削除するかどうか (true または false) デフォルト値は、ルートデ
バイスボリュームでは true、アタッチされたボリュームでは false です。AMI を作成するときは、そ
のブロックデバイスマッピングがインスタンスからこの設定を継承します。インスタンスを起動すると
きに、AMI からこの設定を継承します。
• ボリュームタイプ。汎用 SSD の場合は gp2 および gp3、プロビジョンド IOPS SSD の場合は io1
および io2、スループット最適化 HDD の場合は st1、Cold HDD の場合は sc1、磁気の場合は
standard です。デフォルト値は gp2 です。
• ボリュームがサポートする 1 秒あたりの入力/出力オペレーションの数 (IOPS) (io1 および io2 ボ
リュームでのみ使用)

ブロックデバイスマッピングのインスタンスストアの注意事項
ブロックデバイスマッピングでインスタンスストアボリュームがある場合は、インスタンスを AMIs から
起動すると、いくつかの警告が表示されます。
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• インスタンスタイプによって中に含まれるインスタンスストアボリューム数が異なり、インスタンス
ストアボリュームがまったく含まれないインスタンスタイプもあります。単一インスタンスストアボ
リュームのみをサポートするインスタンスタイプで、AMI が 2 つのインスタンスストアボリュームに
マッピングされている場合、インスタンスは単一のインスタンスストアボリュームのみで起動します。
• インスタンスストアボリュームをマッピングできるのは、起動時のみに限られます。インスタンススト
アボリュームのないインスタンスを停止することはできません (t2.micro など)。インスタンスストア
ボリュームをサポートするインスタンスに変更し、インスタンスストアボリュームを含めて再起動しま
す。ただし、AMI をインスタンスから作成し、インスタンスストアボリュームをサポートするインスタ
ンスタイプで起動して、インスタンスストアボリュームをインスタンスにマッピングすることは可能で
す。
• インスタンスストアボリュームをマッピングしたインスタンスを起動し、インスタンスを停止して、イ
ンスタンスストアボリュームの少ないインスタンスタイプに変更して再開すれば、最初の起動からマッ
ピングしたインスタンスストアボリュームもインスタンスのメタデータに表示されます。ただし、イ
ンスタンスに使用できるのは、そのインスタンスタイプでサポートされているインスタンスストアボ
リュームの最大数までです。

Note
インスタンスが停止されると、インスタンスストアボリュームのデータはすべて失われます。
• 起動時のインスタンスストア容量によっては、M3 インスタンスが AMI インスタンスストアブロック
デバイスのマッピングを (起動時に指定されていない限り) 無視します。インスタンスの起動時にイン
スタンスストアボリュームを使用するには、起動する AMI ボリュームに AMI でインスタンスストアボ
リュームがマッピングされていたとしても、起動時にインスタンスストアブロックデバイスのマッピン
グを指定する必要があります。

ブロックデバイスマッピングの例
この図は、EBS-backed インスタンスのブロックデバイスマッピングの例を示しています。この例では、/
dev/sdb を ephemeral0 にマッピングし、2 つの EBS ボリュームを 1 つは /dev/sdh に、もう 1 つは
/dev/sdj にマッピングします。また、ルートデバイスボリュームである EBS ボリューム、/dev/sda1
も示しています。
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このブロックデバイスマッピングの例は、このトピックのコマンドおよび API の例で使用されていま
す。ブロックデバイスマッピングを作成するコマンドおよび API の例については、「AMI 用のブロック
デバイスマッピングの指定 (p. 1826)」および「インスタンス起動時のブロックデバイスマッピングの更
新 (p. 1828)」を参照してください。

オペレーティングシステムでデバイスを使用できるようにする方
法
Amazon EC2 では、ブロックデバイスの記述に、/dev/sdh や xvdh などのデバイス名が使われます。ま
た、Amazon EC2 では、EC2 インスタンスにアタッチするブロックデバイスを、ブロックデバイスマッピ
ングで指定します。ストレージデバイスにアクセスするには、インスタンスにアタッチしたブロックデバ
イスが、オペレーティングシステムによって事前にマウントされていなければなりません。ブロックデバ
イスがインスタンスからデタッチされると、そのデバイスはオペレーティングシステムによってアンマウ
ントされ、ストレージデバイスにアクセスできなくなります。
Windows インスタンスの場合、ブロックデバイスマッピングで指定されたデバイス名は、インスタンスの
初回起動時に対応するブロックデバイスにマッピングされ、Ec2Config サービスによってドライブが初期
化されマウントされます。ルートデバイスボリュームは、C:\ :\ としてマウントされます。インスタンス
ストアボリュームは、Z:\、Y:\ などとしてマウントされます。EBS ボリュームについては、使用可能な
任意のドライブ文字を使用してマウントできます。ただし、Ec がドライブ文字を EBS ボリュームに割り
当てる方法を構成することができます。詳細については、EC2Config サービスを使用した Windows イン
スタンスの設定 (p. 700)2Config Service を参照してください。

AMI ブロックデバイスマッピング
各 AMI にブロックデバイスマッピングがあります。このブロックデバイスマッピングは、AMI からのイン
スタンスの起動時にそのインスタンスにアタッチするブロックデバイスを指定します。Amazon が提供す
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る AMI には、ルートデバイスのみが含まれます。追加のブロックデバイスを AMI に追加するには、独自
の AMI を作成する必要があります。
コンテンツ
• AMI 用のブロックデバイスマッピングの指定 (p. 1826)
• AMI ブロックデバイスマッピングの EBS ボリュームの表示 (p. 1827)

AMI 用のブロックデバイスマッピングの指定
AMI を作成する場合に、ルートボリュームに加えて、ボリュームを指定するには、2 つの方法がありま
す。インスタンスから AMI を作成する前に、実行中のインスタンスにすでにボリュームをアタッチしてい
る場合、AMI のブロックデバイスマッピングにそれらの同じボリュームが含まれます。EBS ボリュームの
場合、既存のデータが新しいスナップショットに保存され、それがブロックデバイスマッピングで指定さ
れる新しいスナップショットになります。インスタンスストアボリュームの場合、データは維持されませ
ん。
EBS-backed AMI の場合、ブロックデバイスマッピングを使用して、EBS ボリュームとインスタンススト
アボリュームを追加できます。instance store-backed AMI の場合、イメージの登録時にイメージマニフェ
ストファイルでブロックデバイスマッピングエントリを変更して、インスタンスストアボリュームのみを
追加できます。

Note
M3 インスタンスの場合、インスタンスのブロックデバイスマッピングで起動時にインスタンスス
トアボリュームを指定する必要があります。AMI のブロックデバイスマッピングで指定したイン
スタンスストアボリュームは、インスタンスブロックデバイスマッピングの一部として指定され
ていない場合、M3 インスタンスを起動した際に無視される可能性があります。

コンソールを使用してボリュームを AMI に追加するには
1.

Amazon EC2 コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[アクション]、[イメージとテンプレート]、[イメージの作成] の順に選択しま
す。

4.

イメージの名前と説明を入力します。

5.

インスタンスボリュームが [インスタンスボリューム] の下に表示されます。別のボリュームを追加す
るには、[ボリュームの追加] を選択します。

6.

[Volume type] で、ボリュームタイプを選択します。[Device] で、デバイス名を選択します。EBS ボ
リュームでは、スナップショット、ボリュームサイズ、ボリュームタイプ、IOPS、暗号化状態などの
追加の詳細を指定できます。

7.

[イメージを作成] を選択します。

コマンドラインを使用して AMI にボリュームを追加するには
EBS-Backed AMI のブロックデバイスマッピングを指定するには、create-image AWS CLI コマンドを使用
します。Instance Store-Backed AMI のブロックデバイスマッピングを指定するには、register-image AWS
CLI コマンドを使用します。
--block-device-mappings パラメータを使用してブロックデバイスマッピングを指定します。JSON
でエンコードされた引数は、コマンドラインで直接指定することも、ファイルを参照して指定することも
できます。
--block-device-mappings [mapping, ...]
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--block-device-mappings [file://mapping.json]

インスタンスストアボリュームを追加するには、次のマッピングを使用します。
{
}

"DeviceName": "xvdb",
"VirtualName": "ephemeral0"

空の 100 GiB gp2 ボリュームを追加するには、次のマッピングを使用します。
{

}

"DeviceName": "xvdg",
"Ebs": {
"VolumeSize": 100
}

スナップショットに基づいた EBS ボリュームを追加するには、次のマッピングを使用します。
{

}

"DeviceName": "xvdh",
"Ebs": {
"SnapshotId": "snap-xxxxxxxx"
}

デバイスのマッピングを省略するには、次のマッピングを使用します。
{
}

"DeviceName": "xvdj",
"NoDevice": ""

または、次のコマンド (AWS Tools for Windows PowerShell) で -BlockDeviceMapping パラメータを使
用することもできます。
• New-EC2Image
• Register-EC2Image

AMI ブロックデバイスマッピングの EBS ボリュームの表示
AMI のブロックデバイスマッピングの EBS ボリュームを簡単に列挙できます。

コンソールを使用して AMI の EBS ボリュームを表示するには
1.
2.
3.
4.

Amazon EC2 コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで [AMIs] を選択します。
[Filter] リストから [EBS images] を選択して、EBS-Backed AMI のリストを取得します。
ご希望の AMI を選択し、[Details] タブを確認します。少なくとも、ルートデバイスでは次の情報を使
用できます。
• ルートデバイスタイプ (ebs)
• [ルートデバイス名] (例: /dev/sda1)
• [Block Devices] (例: /dev/sda1=snap-1234567890abcdef0:8:true)
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AMI がブロックデバイスマッピングを使用して追加の EBS ボリュームで作成された場合、[Block
Devices] フィールドには、その追加の EBS ボリュームのマッピングも表示されます。(この画面に
は、インスタンスストアボリュームは表示されません。)
コマンドラインを使用して AMI の EBS ボリュームを表示するには
describe-images (AWS CLI) コマンドまたは Get-EC2Image (AWS Tools for Windows PowerShell) コマン
ドを使用して、AMI のブロックデバイスマッピング内の EBS ボリュームを列挙します。

インスタンスブロックデバイスマッピング
デフォルトでは、起動するインスタンスには、そのインスタンスを起動した AMI のブロックデバイスマッ
ピングで指定されたストレージデバイスが含まれます。インスタンスを起動するときに、インスタンスの
ブロックデバイスマッピングへの変更を指定できます。この変更は AMI のブロックデバイスマッピングを
上書きするか、このブロックデバイスマッピングに統合されます。

制約事項
• ルートボリュームの場合、変更できるのはボリュームサイズ、ボリュームタイプ、および [合わせて削
除] フラグのみです。
• EBS ボリュームを変更する場合、そのサイズを小さくすることはできません。そのため、指定するス
ナップショットのサイズは、AMI のブロックデバイスマッピングで指定されたスナップショットのサイ
ズ以上であることが必要です。
コンテンツ
• インスタンス起動時のブロックデバイスマッピングの更新 (p. 1828)
• 実行中のインスタンスのブロックデバイスマッピングの更新 (p. 1830)
• インスタンスブロックデバイスマッピングの EBS ボリュームの表示 (p. 1830)
• インスタンスストアボリュームのインスタンスブロックデバイスマッピングの表示 (p. 1831)

インスタンス起動時のブロックデバイスマッピングの更新
インスタンスの起動時に、EBS ボリュームとインスタンスストアボリュームをインスタンスに追加できま
す。インスタンスのブロックデバイスマッピングを更新しても、そのインスタンスが起動された AMI のブ
ロックデバイスマッピングは完全には変更されないことに注意してください。

コンソールを使用してボリュームをインスタンスに追加するには
1.
2.
3.
4.
5.

Amazon EC2 コンソールを開きます。
ダッシュボードから、[Launch Instance] を選択します。
[Choose an Amazon Machine Image (AMI)] ページで、使用する AMI を選択し、[Select] を選択しま
す。
ウィザードにしたがって [Choose an Instance Type] ページと [Configure Instance Details] ページを設
定します。
[Add Storage] ページで、以下のようにルートボリューム、EBS ボリューム、およびインスタンスス
トアボリュームを変更できます。
• ルートボリュームのサイズを変更するには、[Type] 列で [Root] ボリュームを見つけて、[Size]
フィールドを変更します。
• インスタンスの起動に使用された AMI のブロックデバイスマッピングで指定された EBS ボリュー
ムを削除するには、ボリュームを見つけて、[Delete] アイコンをクリックします。
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• EBS ボリュームを追加するには、[Add New Volume] (新しいボリュームの追加) をクリックし
た後に、[Type] (タイプ) リストから [EBS] を選択した上で、各フィールド ([Device] (デバイ
ス)、[Snapshot] (スナップショット) その他) を入力します。
• インスタンスの起動に使用された AMI のブロックデバイスマッピングで指定されたインスタンスス
トアボリュームを削除するには、ボリュームを見つけて、[Delete] アイコンを選択します。
• インスタンスストアボリュームを追加するには、[新しいボリュームの追加] を選択し、[Type] リス
トから [インスタンスストア] を選択して、[Device] からデバイス名を選択します。
6.

ウィザードの残りのページを完了した後、[起動] を選択します。

AWS CLI を使用してボリュームをインスタンスに追加するには
起動時に run-instances AWS CLI コマンドを --block-device-mappings オプションと共に使用し、イ
ンスタンスのブロックデバイスマッピングを指定します。
例えば、EBS-backed AMI が、次のブロックデバイスマッピングを指定するとします。
• xvdb=ephemeral0
• xvdh=snap-1234567890abcdef0
• xvdj=:100
この AMI から起動したインスタンスに xvdj がアタッチされないようにするには、次のマッピングを使用
します。
{
}

"DeviceName": "xvdj",
"NoDevice": ""

xvdh のサイズを 300 GiB に増やすには、次のマッピングを指定します。デバイス名を指定することでボ
リュームを特定できるため、xvdh のスナップショット ID を指定する必要はありません。
{

}

"DeviceName": "xvdh",
"Ebs": {
"VolumeSize": 300
}

インスタンスの起動時にルートボリュームのサイズを増やすには、最初に AMI の ID を指定して describeimages を呼び出し、ルートボリュームのデバイス名を確認します。例えば、"RootDeviceName": "/
dev/xvda" です。ルートボリュームのサイズを上書きするには、AMI が使用しているルートデバイスの
デバイス名と、新しいボリュームサイズを指定します。
{

}

"DeviceName": "/dev/xvda",
"Ebs": {
"VolumeSize": 100
}

追加インスタンスストアボリューム xvdc をアタッチするには、次のマッピングを指定します。インスタ
ンスタイプが複数のインスタンスストアボリュームをサポートしていない場合、このマッピングは効果が
ありません。インスタンスが NVMe インスタンスストアボリュームをサポートしている場合、これらのボ
リュームは自動的に列挙され、NVMe デバイス名が割り当てられます。
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{

"DeviceName": "xvdc",
"VirtualName": "ephemeral1"

}

AWS Tools for Windows PowerShell を使用してボリュームをインスタンスに追加するには
New-EC2Instance コマンド (-BlockDeviceMapping) で AWS Tools for Windows PowerShell パラメータ
を使用します。

実行中のインスタンスのブロックデバイスマッピングの更新
modify-instance-attribute AWS CLI コマンドを使用して、実行中のインスタンスのブロックデバイスマッピ
ングを更新できます。この属性を変更する前に、インスタンスを停止する必要はありません。
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1a2b3c4d --block-device-mappings file://
mapping.json

例えば、インスタンスの終了時にルートボリュームを保持するには、mapping.json で以下を指定しま
す。
[

]

{

}

"DeviceName": "/dev/sda1",
"Ebs": {
"DeleteOnTermination": false
}

または、Edit-EC2InstanceAttribute コマンド (-BlockDeviceMapping) で AWS Tools for Windows
PowerShell パラメータを使用することもできます。

インスタンスブロックデバイスマッピングの EBS ボリュームの
表示
インスタンスにマッピングされた EBS ボリュームを簡単に列挙できます。

Note
2009 年 10 月 31 日 API のリリースよりも前に起動されたインスタンスについては、AWS では、
ブロックデバイスマッピングを表示できません。AWS がブロックデバイスマッピングを表示でき
るようにするには、ボリュームをデタッチしてから再アタッチする必要があります。

コンソールを使用してインスタンスの EBS ボリュームを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

検索ボックスに「ルートデバイスタイプ」と入力し、[EBS] を選択します。これにより、EBS-backed
インスタンスのリストが表示されます。

4.

目的のインスタンスを選択し、[ストレージ] タブに表示された詳細を確認します。少なくとも、ルー
トデバイスでは次の情報を使用できます。
• ルートデバイスタイプ (例: EBS)
• [ルートデバイス名] (例: /dev/xvda)
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• [ブロックデバイス] (例: /dev/xvda、xvdf、xvdj)
インスタンスがブロックデバイスマッピングを使用して追加の EBS ボリュームで起動した場合は、
[ブロックデバイス] の下に表示されます。このタブには、インスタンスストアボリュームは表示され
ません。
5.

EBS ボリュームに関する追加情報を表示するには、そのボリューム ID を選択して [ボリューム] ペー
ジに移動します。詳細については、「Amazon EBS ボリュームに関する情報の表示 (p. 1538)」を参
照してください。

コマンドラインを使用してインスタンスの EBS ボリュームを表示するには
describe-instances (AWS CLI) コマンドまたは Get-EC2Instance (AWS Tools for Windows PowerShell) コ
マンドを使用して、インスタンスのブロックデバイスマッピングで EBS ボリュームを列挙します。

インスタンスストアボリュームのインスタンスブロックデバイス
マッピングの表示
インスタンスのブロックデバイスマッピングを表示した場合、EBS ボリュームのみが表示され、インスタ
ンスストアボリュームは表示されません。インスタンスのインスタンスストアボリュームを表示する方法
は、ボリュームタイプによって異なります。
NVMe インスタンスストアボリューム
Disk Management または PowerShell を使用して、EBS とインスタンスストアの NVMe ボリュームの両方
を一覧表示できます。詳細については、「the section called “NVMe ボリュームの一覧表示” (p. 1832)」を
参照してください。
HDD もしくは SSD のインスタンスストアボリューム
ブロックデバイスマッピングで HDD もしくは SSD のインスタンスストアボリュームをクエリするには、
インスタンスメタデータを使用します。NVMe インスタンスストアボリュームは含まれていません。
インスタンスメタデータのすべてのリクエストの基本 URI は http://169.254.169.254/latest/ で
す。詳細については、「インスタンスメタデータとユーザーデータ (p. 794)」を参照してください。
まず、実行中にインスタンスに接続します。インスタンスからこのクエリを使用して、そのブロックデバ
イスマッピングを取得します。
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/block-devicemapping/

レスポンスには、インスタンスのブロックデバイスの名前が含まれます。例えば、instance store Backed
m1.small インスタンスの出力は次のようになります。
ami
ephemeral0
root
swap

ami デバイスは、インスタンスによって判断されるルートデバイスです。インスタンスストアボリューム
の名前は ephemeral[0-23] です。swap デバイスはページファイル用です。EBS ボリュームもマップし
た場合、そのボリュームは、ebs1、ebs2 のように表示されます。
ブロックデバイスマッピングの個別のブロックデバイスの詳細を確認するには、ここで示すように、前の
クエリにブロックデバイスの名前を追加します。
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PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/block-devicemapping/ephemeral0

インスタンスタイプは、インスタンスに利用できるインスタンスストアボリュームの数を決定します。ブ
ロックデバイスマッピングのインスタンスストアボリュームの数が、インスタンスに利用できるインスタ
ンスストアボリュームの数を超える場合は、追加のボリュームは無視されます。インスタンスにインスタ
ンスストアボリュームを表示するには、Windows Disk Management を開きます。各インスタンスタイプ
がサポートするインスタンスストアボリュームの数は、「インスタンスストアボリューム (p. 1795)」を参
照してください。

Windows インスタンスでのディスクとボリューム
のマッピング
EBS ボリュームを持つ Windows インスタンスは、ルートボリュームとして機能します。Windows インス
タンスが AWS PV または Citrix PV ドライバーを使用している場合、オプションで最大 25 個のボリューム
を追加し、合計 26 個のボリュームを作成できます。詳細については、「インスタンスボリューム数の制
限 (p. 1815)」を参照してください。
インスタンスのインスタンスタイプによって、0 から 24 のインスタンスストアボリュームをインスタ
ンスに使用できます。インスタンスで使用できる任意のインスタンスストアボリュームを使用するに
は、AMI の作成時またはインスタンスの起動時にそれらを指定する必要があります。インスタンスが実行
中は、AMI の作成時、またはインスタンスの起動時に EBS ボリュームを追加するか、アタッチすることも
できます。詳細については、「Windows で Amazon EBS ボリュームを使用できるようにする (p. 1531)」
を参照してください。
インスタンスにボリュームを追加するときに、Amazon EC2 が使用するデバイス名を指定します。詳細
については、「Windows インスタンスでのデバイス名 (p. 1820)」を参照してください。AWSWindows
Amazon マシンイメージ (AMI) には、Amazon EC2 でインスタンスストアおよび EBS ボリュームを
Windows ディスクおよびドライブ文字にマップするのに使用するドライバー一式が含まれています。AWS
PV または Citrix PV ドライバーを使用する Windows AMI からインスタンスを起動した場合、このページ
記載された関係を使用して、Windows ディスクをインスタンスストアおよび EBS ボリュームにマップで
きます。Windows AMI で Red Hat PV ドライバーを使用している場合、Citrix ドライバーを使用するよう
にインスタンスを更新できます。詳細については、「Windows インスタンスでの PV ドライバーのアップ
グレード (p. 735)」を参照してください。
目次
• NVMe ボリュームの一覧表示 (p. 1832)
• Disk Management を使用した NVMe ディスクの一覧表示 (p. 1833)
• PowerShell を使用した NVMe ディスクの一覧表示 (p. 1833)
• NVMe EBS ボリュームのマッピング (p. 1835)
• ボリュームの一覧表示 (p. 1836)
• Disk Management を使用したディスクの一覧表示 (p. 1836)
• ディスクデバイスをデバイス名にマッピングする (p. 1838)
• インスタンスストアボリューム (p. 1838)
• EBS ボリューム (p. 1838)
• PowerShell を使用したディスクの一覧表示 (p. 1839)

NVMe ボリュームの一覧表示
Disk Management または Powershell を使用して Windows インスタンス上のディスクを検索できます。
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Disk Management を使用した NVMe ディスクの一覧表示
Disk Management を使用して Windows インスタンス上のディスクを検索できます。

Windows インスタンス上のディスクを見つけるには
1.

リモートデスクトップを使用して Windows インスタンスにログインします。詳細については、
「Windows インスタンスに接続する (p. 590)」を参照してください。

2.

[Disk Management] ユーティリティを起動します。

3.

ディスクを確認します。ルートボリュームは、C:\ としてマウントされた EBS ボリュームです。他
に表示されているディスクがない場合は、AMI を作成したとき、またはインスタンスを起動したとき
に追加のボリュームを指定しませんでした。
以下は、2 つの追加の EBS ボリュームで、r5d.4xlarge インスタンスを起動した場合に使用可能な
ディスクの例です。

PowerShell を使用した NVMe ディスクの一覧表示
次の PowerShell スクリプトでは、各ディスクと対応するデバイス名およびボリュームを一覧表示できま
す。これは、NVMe EBS とインスタンスストアボリュームを使用する Nitro System (p. 201) 上に構築され
たインスタンスで使用することを意図しています。
Windows インスタンスに接続し、次のコマンドを実行して PowerShell スクリプトの実行を有効にしま
す。
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Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

次のスクリプトをコピーし、Windows インスタンスに mapping.ps1 として保存します。
# List the disks for NVMe volumes
function Get-EC2InstanceMetadata {
param([string]$Path)
(Invoke-WebRequest -Uri "http://169.254.169.254/latest/$Path").Content
}
function GetEBSVolumeId {
param($Path)
$SerialNumber = (Get-Disk -Path $Path).SerialNumber
if($SerialNumber -clike 'vol*'){
$EbsVolumeId = $SerialNumber.Substring(0,20).Replace("vol","vol-")
}
else {
$EbsVolumeId = $SerialNumber.Substring(0,20).Replace("AWS","AWS-")
}
return $EbsVolumeId
}
function GetDeviceName{
param($EbsVolumeId)
if($EbsVolumeId -clike 'vol*'){

}

$Device = ((Get-EC2Volume -VolumeId $EbsVolumeId ).Attachment).Device
$VolumeName = ""
else {
$Device = "Ephemeral"
$VolumeName = "Temporary Storage"

}

}
Return $Device,$VolumeName

function GetDriveLetter{
param($Path)
$DiskNumber = (Get-Disk -Path $Path).Number
if($DiskNumber -eq 0){
$VirtualDevice = "root"
$DriveLetter = "C"
$PartitionNumber = (Get-Partition -DriveLetter C).PartitionNumber
}
else
{
$VirtualDevice = "N/A"
$DriveLetter = (Get-Partition -DiskNumber $DiskNumber).DriveLetter
if(!$DriveLetter)
{
$DriveLetter = ((Get-Partition -DiskId $Path).AccessPaths).Split(",")[0]
}
$PartitionNumber = (Get-Partition -DiskId $Path).PartitionNumber
}
return $DriveLetter,$VirtualDevice,$PartitionNumber
}
$Report = @()
foreach($Path in (Get-Disk).Path)
{
$Disk_ID = ( Get-Partition -DiskId $Path).DiskId
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$Disk = ( Get-Disk -Path $Path).Number
$EbsVolumeId = GetEBSVolumeId($Path)
$Size =(Get-Disk -Path $Path).Size
$DriveLetter,$VirtualDevice, $Partition = (GetDriveLetter($Path))
$Device,$VolumeName = GetDeviceName($EbsVolumeId)
$Disk = New-Object PSObject -Property @{
Disk
= $Disk
Partitions
= $Partition
DriveLetter
= $DriveLetter
EbsVolumeId
= $EbsVolumeId
Device
= $Device
VirtualDevice = $VirtualDevice
VolumeName= $VolumeName
}
$Report += $Disk

}

$Report | Sort-Object Disk | Format-Table -AutoSize -Property Disk, Partitions,
DriveLetter, EbsVolumeId, Device, VirtualDevice, VolumeName

スクリプトを次のように実行します。
PS C:\> .\mapping.ps1

次に、ルートボリューム、2 つの EBS ボリューム、および 2 つのインスタンスストアボリュームを持つイ
ンスタンスの出力例を示します。
Disk Partitions DriveLetter EbsVolumeId
Device
---- ---------- ----------- ---------------0
1 C
vol-03683f1d861744bc7 /dev/sda1
1
1 D
vol-082b07051043174b9 xvdb
2
1 E
vol-0a4064b39e5f534a2 xvdc
3
1 F
AWS-6AAD8C2AEEE1193F0 Ephemeral
4
1 G
AWS-13E7299C2BD031A28 Ephemeral

VirtualDevice
------------root
N/A
N/A
N/A
N/A

VolumeName
----------

Temporary Storage
Temporary Storage

Windows インスタンスで認証情報を指定しなかった場合、スクリプトは EBS ボリューム ID を取得でき
ず、EbsVolumeId 列で N/A を使用します。

NVMe EBS ボリュームのマッピング
Nitro System (p. 201)上に構築されたインスタンスでは、EBS ボリュームは NVMe デバイスとして公開さ
れます。Get-Disk コマンドを使用して､Windows ディスク番号を EBS ボリューム ID にマップできます。
詳細については、「EBS デバイスの特定 (p. 1737)」を参照してください。
PS C:\> Get-Disk
Number Friendly Name Serial Number
OperationalStatus
Total Size Partition
Style
------ ------------- -------------------------------------- ---------3
NVMe Amazo... AWS6AAD8C2AEEE1193F0_00000001.
279.4 GB MBR
4
NVMe Amazo... AWS13E7299C2BD031A28_00000001.
279.4 GB MBR
2
NVMe Amazo... vol0a4064b39e5f534a2_00000001.
8 GB MBR
0
NVMe Amazo... vol03683f1d861744bc7_00000001.
30 GB MBR
1
NVMe Amazo... vol082b07051043174b9_00000001.
8 GB MBR
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ebsnvme-id コマンドを実行して、NVMe ディスク番号を EBS ボリューム ID およびデバイス名にマッピン
グすることもできます。
PS C:\> C:\PROGRAMDATA\Amazon\Tools\ebsnvme-id.exe
Disk Number: 0
Volume ID: vol-03683f1d861744bc7
Device Name: sda1
Disk Number: 1
Volume ID: vol-082b07051043174b9
Device Name: xvdb
Disk Number: 2
Volume ID: vol-0a4064b39e5f534a2
Device Name: xvdc

ボリュームの一覧表示
Disk Management または Powershell を使用して Windows インスタンス上のディスクを検索できます。

Disk Management を使用したディスクの一覧表示
Disk Management を使用して Windows インスタンス上のディスクを検索できます。

Windows インスタンス上のディスクを見つけるには
1.

リモートデスクトップを使用して Windows インスタンスにログインします。詳細については、
「Windows インスタンスに接続する (p. 590)」を参照してください。

2.

[Disk Management] ユーティリティを起動します。
Windows Server 2012 以降のタスクバーで、Windows ロゴを右クリックし、[Disk Management (ディ
スクの管理)] を選択します。Windows Server 2008 では、[Start]、[Administrative Tools]、[Computer
Management]、[Disk Management] の順に選択します。

3.

ディスクを確認します。ルートボリュームは、C:\ としてマウントされた EBS ボリュームです。他
に表示されているディスクがない場合は、AMI を作成したとき、またはインスタンスを起動したとき
に追加のボリュームを指定しませんでした。
以下は、インスタンスストアボリューム (ディスク 2) と追加の EBS ボリューム (ディスク 1)
で、m3.medium インスタンスを起動した場合に使用可能なディスクの例です。
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4.

[Disk 1] というラベルが付けられた灰色のペインを右クリックし、[Properties] を選択します。
[Location] の値を書き留め、ディスクデバイスをデバイス名にマッピングする (p. 1838) のテーブル
で調べます。例えば、次のディスクに Bus Number 0, Target Id 9, LUN 0 という場所があるとしま
す。EBS のテーブルから、この場所のデバイス名は xvdj であることがわかります。
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ディスクデバイスをデバイス名にマッピングする
インスタンスのブロックデバイスドライバーは、ボリュームをマウントするときに実際のボリューム名を
割り当てます。
Mappings
• インスタンスストアボリューム (p. 1838)
• EBS ボリューム (p. 1838)

インスタンスストアボリューム
次の表は、Citrix PV および AWS PV ドライバーが non-NVMe インスタンスストアボリュームを Windows
ボリュームにどのようにマップするかを示しています。使用できるインスタンスストアボリューム
の数は、インスタンスタイプによって決まります。詳細については、「インスタンスストアボリュー
ム (p. 1795)」を参照してください。
場所

デバイス名

Bus Number 0, Target ID 78, LUN 0

xvdca

Bus Number 0, Target ID 79, LUN 0

xvdcb

Bus Number 0, Target ID 80, LUN 0

xvdcc

Bus Number 0, Target ID 81, LUN 0

xvdcd

Bus Number 0, Target ID 82, LUN 0

xvdce

Bus Number 0, Target ID 83, LUN 0

xvdcf

Bus Number 0, Target ID 84, LUN 0

xvdcg

Bus Number 0, Target ID 85, LUN 0

xvdch

Bus Number 0, Target ID 86, LUN 0

xvdci

Bus Number 0, Target ID 87, LUN 0

xvdcj

Bus Number 0, Target ID 88, LUN 0

xvdck

Bus Number 0, Target ID 89, LUN 0

xvdcl

EBS ボリューム
次の表は、Citrix PV および AWS PV ドライバーが非 NVME EBS ボリュームを Windows ボリュームにど
のようにマップするかを示しています。
場所

デバイス名

Bus Number 0, Target ID 0, LUN 0

/dev/sda1

Bus Number 0, Target ID 1, LUN 0

xvdb

Bus Number 0, Target ID 2, LUN 0

xvdc

Bus Number 0, Target ID 3, LUN 0

xvdd

1838

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
ボリュームの一覧表示

場所

デバイス名

Bus Number 0, Target ID 4, LUN 0

xvde

Bus Number 0, Target ID 5, LUN 0

xvdf

Bus Number 0, Target ID 6, LUN 0

xvdg

Bus Number 0, Target ID 7, LUN 0

xvdh

Bus Number 0, Target ID 8, LUN 0

xvdi

Bus Number 0, Target ID 9, LUN 0

xvdj

Bus Number 0, Target ID 10, LUN 0

xvdk

Bus Number 0, Target ID 11, LUN 0

xvdl

Bus Number 0, Target ID 12, LUN 0

xvdm

Bus Number 0, Target ID 13, LUN 0

xvdn

Bus Number 0, Target ID 14, LUN 0

xvdo

Bus Number 0, Target ID 15, LUN 0

xvdp

Bus Number 0, Target ID 16, LUN 0

xvdq

Bus Number 0, Target ID 17, LUN 0

xvdr

Bus Number 0, Target ID 18, LUN 0

xvds

Bus Number 0, Target ID 19, LUN 0

xvdt

Bus Number 0, Target ID 20, LUN 0

xvdu

Bus Number 0, Target ID 21, LUN 0

xvdv

Bus Number 0, Target ID 22, LUN 0

xvdw

Bus Number 0, Target ID 23, LUN 0

xvdx

Bus Number 0, Target ID 24, LUN 0

xvdy

Bus Number 0, Target ID 25, LUN 0

xvdz

PowerShell を使用したディスクの一覧表示
次の PowerShell スクリプトでは、各ディスクと対応するデバイス名およびボリュームを一覧表示できま
す。

要件と制限
• Windows Server 2012 以降が必要です。
• EBS ボリューム ID を取得するには認証情報が必要です。Tools for PowerShell を使用してプロファイル
を設定するか、インスタンスに IAM ロールをアタッチできます。
• NVMe ボリュームをサポートしません。
• ダイナミックディスクはサポートしません。
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Windows インスタンスに接続し、次のコマンドを実行して PowerShell スクリプトの実行を有効にしま
す。
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

次のスクリプトをコピーし、Windows インスタンスに mapping.ps1 として保存します。
# List the disks
function Convert-SCSITargetIdToDeviceName {
param([int]$SCSITargetId)
If ($SCSITargetId -eq 0) {
return "sda1"
}
$deviceName = "xvd"
If ($SCSITargetId -gt 25) {
$deviceName += [char](0x60 + [int]($SCSITargetId / 26))
}
$deviceName += [char](0x61 + $SCSITargetId % 26)
return $deviceName
}
[string[]]$array1
[string[]]$array2
[string[]]$array3
[string[]]$array4

=
=
=
=

@()
@()
@()
@()

Get-WmiObject Win32_Volume | Select-Object Name, DeviceID | ForEach-Object {
$array1 += $_.Name
$array2 += $_.DeviceID
}
$i = 0
While ($i -ne ($array2.Count)) {
$array3 += ((Get-Volume -Path $array2[$i] | Get-Partition | Get-Disk).SerialNumber) replace "_[^ ]*$" -replace "vol", "vol-"
$array4 += ((Get-Volume -Path $array2[$i] | Get-Partition | Get-Disk).FriendlyName)
$i ++
}
[array[]]$array = $array1, $array2, $array3, $array4
Try {
$InstanceId = Get-EC2InstanceMetadata -Category "InstanceId"
$Region = Get-EC2InstanceMetadata -Category "Region" | Select-Object -ExpandProperty
SystemName
}
Catch {
Write-Host "Could not access the instance Metadata using AWS Get-EC2InstanceMetadata
CMDLet.
Verify you have AWSPowershell SDK version '3.1.73.0' or greater installed and Metadata is
enabled for this instance." -ForegroundColor Yellow
}
Try {
$BlockDeviceMappings = (Get-EC2Instance -Region $Region -Instance
$InstanceId).Instances.BlockDeviceMappings
$VirtualDeviceMap = (Get-EC2InstanceMetadata -Category
"BlockDeviceMapping").GetEnumerator() | Where-Object { $_.Key -ne "ami" }
}
Catch {
Write-Host "Could not access the AWS API, therefore, VolumeId is not available.
Verify that you provided your access keys or assigned an IAM role with adequate
permissions." -ForegroundColor Yellow
}
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Get-disk | ForEach-Object {
$DriveLetter = $null
$VolumeName = $null
$VirtualDevice = $null
$DeviceName = $_.FriendlyName
$DiskDrive = $_
$Disk = $_.Number
$Partitions = $_.NumberOfPartitions
$EbsVolumeID = $_.SerialNumber -replace "_[^ ]*$" -replace "vol", "vol-"
if ($Partitions -ge 1) {
$PartitionsData = Get-Partition -DiskId $_.Path
$DriveLetter = $PartitionsData.DriveLetter | Where-object { $_ -notin @("", $null) }
$VolumeName = (Get-PSDrive | Where-Object { $_.Name -in @($DriveLetter) }).Description
| Where-object { $_ -notin @("", $null) }
}
If ($DiskDrive.path -like "*PROD_PVDISK*") {
$BlockDeviceName = Convert-SCSITargetIdToDeviceName((Get-WmiObject -Class
Win32_Diskdrive | Where-Object { $_.DeviceID -eq ("\\.\PHYSICALDRIVE" +
$DiskDrive.Number) }).SCSITargetId)
$BlockDeviceName = "/dev/" + $BlockDeviceName
$BlockDevice = $BlockDeviceMappings | Where-Object { $BlockDeviceName -like "*" +
$_.DeviceName + "*" }
$EbsVolumeID = $BlockDevice.Ebs.VolumeId
$VirtualDevice = ($VirtualDeviceMap.GetEnumerator() | Where-Object { $_.Value -eq
$BlockDeviceName }).Key | Select-Object -First 1
}
ElseIf ($DiskDrive.path -like "*PROD_AMAZON_EC2_NVME*") {
$BlockDeviceName = (Get-EC2InstanceMetadata -Category
"BlockDeviceMapping").ephemeral((Get-WmiObject -Class Win32_Diskdrive | Where-Object
{ $_.DeviceID -eq ("\\.\PHYSICALDRIVE" + $DiskDrive.Number) }).SCSIPort - 2)
$BlockDevice = $null
$VirtualDevice = ($VirtualDeviceMap.GetEnumerator() | Where-Object { $_.Value -eq
$BlockDeviceName }).Key | Select-Object -First 1
}
ElseIf ($DiskDrive.path -like "*PROD_AMAZON*") {
if ($DriveLetter -match '[^a-zA-Z0-9]') {
$i = 0
While ($i -ne ($array3.Count)) {
if ($array[2][$i] -eq $EbsVolumeID) {
$DriveLetter = $array[0][$i]
$DeviceName = $array[3][$i]
}
$i ++
}
}
$BlockDevice = ""
$BlockDeviceName = ($BlockDeviceMappings | Where-Object { $_.ebs.VolumeId -eq
$EbsVolumeID }).DeviceName
}
ElseIf ($DiskDrive.path -like "*NETAPP*") {
if ($DriveLetter -match '[^a-zA-Z0-9]') {
$i = 0
While ($i -ne ($array3.Count)) {
if ($array[2][$i] -eq $EbsVolumeID) {
$DriveLetter = $array[0][$i]
$DeviceName = $array[3][$i]
}
$i ++
}
}
$EbsVolumeID = "FSxN Volume"
$BlockDevice = ""
$BlockDeviceName = ($BlockDeviceMappings | Where-Object { $_.ebs.VolumeId -eq
$EbsVolumeID }).DeviceName
}
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Else {
$BlockDeviceName = $null
$BlockDevice = $null
}
New-Object PSObject -Property @{
Disk
= $Disk;
Partitions
= $Partitions;
DriveLetter
= If ($DriveLetter -eq $null) { "N/A" } Else { $DriveLetter };
EbsVolumeId
= If ($EbsVolumeID -eq $null) { "N/A" } Else { $EbsVolumeID };
Device
= If ($BlockDeviceName -eq $null) { "N/A" } Else { $BlockDeviceName };
VirtualDevice = If ($VirtualDevice -eq $null) { "N/A" } Else { $VirtualDevice };
VolumeName
= If ($VolumeName -eq $null) { "N/A" } Else { $VolumeName };
DeviceName
= If ($DeviceName -eq $null) { "N/A" } Else { $DeviceName };
}
} | Sort-Object Disk | Format-Table -AutoSize -Property Disk, Partitions, DriveLetter,
EbsVolumeId, Device, VirtualDevice, DeviceName, VolumeName

スクリプトを次のように実行します。
PS C:\> .\mapping.ps1

出力例を次に示します。
Disk Partitions DriveLetter
EbsVolumeId
DeviceName
VolumeName
---- ---------- --------------------------------------0
1
C
vol-0561f1783298efedd
Amazon Elastic B
N/A
1
1
D
vol-002a9488504c5e35a
Amazon Elastic B
N/A
2
1
E
vol-0de9d46fcc907925d
Amazon Elastic B
N/A

Device

VirtualDevice

------

-------------

/dev/sda1

N/A

NVMe

xvdb

N/A

NVMe

xvdc

N/A

NVMe

Windows インスタンスで認証情報を指定しなかった場合、スクリプトは EBS ボリューム ID を取得でき
ず、EbsVolumeId 列で N/A を使用します。
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リソースとタグ
Amazon EC2 にはさまざまなリソースが用意されており、それらを作成して利用することができます。こ
れらのリソースには、イメージ、インスタンス、ボリューム、スナップショットなどがあります。リソー
スを作成すると、リソースに一意のリソース ID が割り当てられます。
一部のリソースには、それらの整理と識別に役立つように、ユーザーが定義できる値で値にタグを付ける
ことができます。
以下のトピックでは、リソースとタグ、およびそれらの使用方法について説明します。
目次
• ごみ箱 (p. 1843)
• リソースの場所 (p. 1865)
• リソース ID (p. 1866)
• リソースの一覧表示およびフィルタリング (p. 1866)
• Amazon EC2 リソースのタグ付け (p. 1874)
• Amazon EC2 の Service Quotas (p. 1889)
• Amazon EC2 使用状況レポート (p. 1891)

ごみ箱
ごみ箱は、誤って削除された Amazon EBS スナップショットと EBS-backed AMI を復元することを可能
にするデータ復旧機能です。ごみ箱を使用する場合、リソースが削除されると、リソースは、完全に削除
されるまでの時間として指定した期間、ごみ箱に保持されます。
リソースは、保持期間が終了する前であればいつでもごみ箱から復元できます。ごみ箱からリソースを復
元すると、そのリソースはごみ箱から削除され、アカウント内の他のそのタイプのリソースと同じ方法
で使用できます。保持期間が終了し、リソースが復元されない場合、リソースはごみ箱から完全に削除さ
れ、復旧できなくなります。
ごみ箱は、ビジネスクリティカルなデータを誤って削除しないように保護することで、ビジネス継続性を
確保するのに役立ちます。
トピック
• 仕組み (p. 1843)
• サポートされるリソース (p. 1844)
• 考慮事項 (p. 1844)
•
•
•
•

クォータ (p. 1846)
関連サービス (p. 1846)
料金 (p. 1846)
必要な IAM 許可 (p. 1847)

• 保持ルールの操作 (p. 1850)
• ごみ箱内のリソースを使用する (p. 1856)
• AWS CloudTrail を使用してごみ箱をモニタリングする (p. 1857)

仕組み
ごみ箱を有効にして使用するには、リソースを保護する AWS リージョンに保持ルールを作成する必要が
あります。保持ルールでは、以下を指定します。
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• 保護するリソースタイプ。
• 削除時にごみ箱に保持するリソース。
• リソースが完全に削除される前に、リソースをごみ箱に保持する保持期間。
ごみ箱では、2 種類の保持ルールを作成できます。
• タグレベルの保持ルール — タグレベルの保持ルールは、リソースタグを使用して、ごみ箱に保持される
リソースを識別します。保持ルールごとに、1 つまたは複数のタグのキーと値のペアを指定します。保
持ルールで指定されたタグのキーと値のペアの少なくとも 1 つでタグ付けされた指定タイプのリソース
は、削除時に自動的にごみ箱に保持されます。タグに基づいてアカウント内の特定のリソースを保護す
る場合は、このタイプの保持ルールを使用します。
• リージョンレベルの保持ルール — リージョンレベルの保持ルールでは、リソースタグは指定されませ
ん。リソースにタグが付いていなくても、ルールが作成されるリージョンにある指定タイプのすべての
リソースに適用されます。特定のリージョン内のすべての指定タイプのリソースを保護する場合は、こ
のタイプの保持ルールを使用します。
リソースがごみ箱に入っている間は、いつでもそのリソースを復元して使用できます。
リソースは、次のいずれかの結果になるまで、ごみ箱に残ります。
• 手動で復元して使用する場合。ごみ箱からリソースを復元すると、そのリソースはごみ箱から削除さ
れ、直ちに使用できるようになります。復旧されたリソースは、アカウント内のそのタイプの他のリ
ソースと同じ方法で使用できます。
• 保持期間が終了した場合。保存期間が終了し、リソースがごみ箱から復元されていない場合、リソース
はごみ箱から完全に削除され、表示や復元はできなくなります。

サポートされるリソース
ごみ箱は、次のリソースタイプをサポートしています。
• Amazon EBS スナップショット
• Amazon EBS-backed Amazon マシンイメージ (AMI)

考慮事項
ごみ箱および保持ルールを使用する場合は、次の考慮事項が適用されます。

一般的な考慮事項
•

Important

最初の保持ルールを作成すると、ルールがアクティブになり、リソースの保持が開始されるま
でに 30 分ほどかかる場合があります。最初の保持ルールを作成すると、後続の保持ルールがア
クティブになり、リソースの保持がほぼ即時に開始されます。
• 削除時にリソースが複数のタグレベルの保持ルールと一致する場合は、保持期間が最も長い保持ルール
が優先されます。
• リソースがリージョンレベルのルールとタグレベルのルールに一致する場合は、タグレベルのルールが
優先されます。
• リソースをごみ箱から手動で削除することはできません。リソースは、保持期間が終了すると自動的に
削除されます。
• リソースがごみ箱に入っている間は、そのリソースを表示したり、復元したり、タグを変更することし
かできません。リソースを使用するには、まずリソースを復元する必要があります。

1844

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
考慮事項

• AWS のサービス Backup や Amazon Data Lifecycle Manager などの、任意の AWS が保持ルールと一致
するリソースを削除した場合、そのリソースは自動的にごみ箱に保持されます。
• リソースをごみ箱に送信すると、次のシステム生成タグがリソースに割り当てられます。
• タグキー — aws:recycle-bin:resource-in-bin
• タグ値 — true
このタグを手動で編集または削除することはできません。リソースをごみ箱から復元すると、タグは自
動的に削除されます。

スナップショットに関する考慮事項
•

Important
AMI および関連するスナップショットの保持ルールがある場合は、スナップショットの保持期
間を AMI の保持期間と同等以上にしてください。これにより、AMI 自体を削除する前に AMI
に関連付けられたスナップショットがごみ箱で削除されないようになります。これは、このよ
うなスナップショットを削除すると、AMI が復旧不能になるためです。

• スナップショットが削除されたときにスナップショットの高速復元が有効になっている場合、スナップ
ショットがごみ箱に移動された直後に、スナップショットの高速復元は自動的に無効になります。
• スナップショットで高速復元が無効になる前にそのスナップショットを復元した場合、高速復元は有
効なままになります。
• スナップショットの高速復元が無効になった後にスナップショットを復元すると、無効のままになり
ます。必要に応じて、スナップショットの高速復元を手動で再度有効にする必要があります。
• 削除時に共有されていたスナップショットは、ごみ箱に移動されると自動的に共有が解除されます。ス
ナップショットを復元すると、以前の共有許可がすべて自動的に復元されます。
• AWS Backupなど、別のAWSのサービスによって作成されたスナップショットがごみ箱に移動され、後
でそのスナップショットをごみ箱から復旧する場合、それを作成したAWSサービスによって管理されな
くなります。スナップショットが不要になった場合は、手動で削除する必要があります。

AMI に関する考慮事項
• Amazon EBS-backed AMI のみがサポートされます。
•

Important
AMI および関連するスナップショットの保持ルールがある場合は、スナップショットの保持期
間を AMI の保持期間と同等以上にしてください。これにより、AMI 自体を削除する前に AMI
に関連付けられたスナップショットがごみ箱で削除されないようになります。これは、このよ
うなスナップショットを削除すると、AMI が復旧不能になるためです。

• 削除時に共有されていた AMI は、ごみ箱に移動されると自動的に共有が解除されます。AMI を復元する
と、以前の共有許可がすべて自動的に復元されます。
• ごみ箱から AMI を復元する前に、まずごみ箱から関連するすべてのスナップショットを復旧し、それら
が available 状態になっているようにする必要があります。
• AMI に関連付けられているスナップショットをごみ箱から削除すると、AMI は復旧できなくなりま
す。AMI は、保持期間が経過すると削除されます。
• AWS Backup などの別の AWS のサービスによって作成された AMI がごみ箱に送信され、後でその AMI
をごみ箱から復旧すると、それを作成した AWS のサービスによって管理されなくなります。AMI が不
要になった場合は、手動で削除する必要があります。

Amazon Data Lifecycle Manager スナップショットポリシーに関する考慮事項:
• Amazon Data Lifecycle Manager がポリシーの保持しきい値に達したときにスナップショットを削除し
てごみ箱に移動し、そのスナップショットをごみ箱から手動で復元した場合は、スナップショットが不
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要になったら手動で削除する必要があります。Amazon Data Lifecycle Manager は、スナップショット
を管理しなくなります。
• ポリシーによって作成されたスナップショットを手動で削除し、ポリシーの保持しきい値に達したと
きにそのスナップショットがごみ箱にある場合、Amazon Data Lifecycle Manager はスナップショット
を削除しません。Amazon Data Lifecycle Manager は、スナップショットがごみ箱に保存されている間
は、スナップショットを管理しません。
ポリシーの保持しきい値に達する前にスナップショットがごみ箱から復元された場合、Amazon Data
Lifecycle Manager は、ポリシーの保持しきい値に達したときにスナップショットを削除します。
ポリシーの保持しきい値に達した後にスナップショットがごみ箱から復元された場合、Amazon Data
Lifecycle Manager はそのスナップショットを削除しません。スナップショットが不要になった場合は、
手動で削除する必要があります。

AWS Backup の考慮事項
• AWS Backup が保持ルールと一致するスナップショットを削除すると、そのスナップショットは自動的
にごみ箱に保持されます。

クォータ
ごみ箱には、以下のクォータが適用されます。
クォータ

デフォルトのクォータ

リージョンあた 250
りの保持ルール
数
保持ルールごと 50
にキーと値のペ
アをタグ付けす
る

関連サービス
ごみ箱では以下のサービスが使用されます。
• AWS CloudTrail - ごみ箱で発生したイベントを記録できます。詳細については、AWS CloudTrail を使用
してごみ箱をモニタリングする (p. 1857)を参照してください。

料金
ごみ箱内のリソースは、標準料金で請求されます。ごみ箱および保持ルールの使用には、追加料金はかか
りません。詳細については、「Amazon EBS の料金表」を参照してください。

Note
一部のリソースは、保持期間が終了して完全に削除された後も、ごみ箱コンソールや AWS CLI お
よび API 出力に短期間表示される場合があります。これらのリソースの料金は請求されません。
請求は、保持期間が終了するとすぐに停止されます。
以下の AWS で生成されるコスト割り当てタグは、AWS Billing and Cost Management を使用する際のコ
ストの追跡と割り当ての目的で使用できます。

1846

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
必要な IAM 許可

• キー: aws:recycle-bin:resource-in-bin
• 値: true
詳細については、AWS Billing and Cost Management ユーザーガイドの「AWS 生成コスト配分タグ」を参
照してください。

必要な IAM 許可
デフォルトでは、AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーには、ごみ箱、保持ルール、ま
たはごみ箱にあるリソースを操作する許可はありません。IAM ユーザーがこれらのリソースを利用するに
は、特定のリソースと API アクションを使用する許可を付与する IAM ポリシーを作成する必要がありま
す。その後に、許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーをアタッチします。
トピック
• ごみ箱および保持ルールを操作するための許可 (p. 1847)
• ごみ箱内のリソースを操作するための許可 (p. 1848)
• [Condition keys for Recycle Bin] (ごみ箱の条件キー) (p. 1848)

ごみ箱および保持ルールを操作するための許可
ごみ箱と保持ルールを使用するには、次の許可を IAM ユーザーに付与する必要があります。
• rbin:CreateRule
• rbin:UpdateRule
• rbin:GetRule
• rbin:ListRules
• rbin:DeleteRule
• rbin:TagResource
• rbin:UntagResource
• rbin:ListTagsForResource
ごみ箱コンソールを使用するには、IAM ユーザーに tag:GetResources 許可が必要です。
IAM ポリシーの例を次に示します。これには、コンソールユーザーの tag:GetResources 許可が含まれ
ます。許可が必要ない場合は、ポリシーから削除できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"rbin:CreateRule",
"rbin:UpdateRule",
"rbin:GetRule",
"rbin:ListRules",
"rbin:DeleteRule",
"rbin:TagResource",
"rbin:UntagResource",
"rbin:ListTagsForResource",
"tag:GetResources"
],
"Resource": "*"
}]
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ごみ箱内のリソースを操作するための許可
ごみ箱内のリソースを操作するために必要な IAM 許可の詳細については、次を参照してください。
• ごみ箱内のスナップショットを操作するための許可 (p. 1613)
• ごみ箱内の AMI を操作するための許可 (p. 173)

[Condition keys for Recycle Bin] (ごみ箱の条件キー)
ごみ箱は、IAM ポリシーのCondition要素に使用できる次の条件キーを定義し、ポリシーステートメント
が適用される条件を制御します。詳細については、[IAM User Guide] (IAM ユーザーガイド) の [IAM JSON
policy elements: Condition] (IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。
トピック
• rbin:Request/ResourceType 条件キー (p. 1848)
• rbin:Attribute/ResourceType 条件キー (p. 1849)

rbin:Request/ResourceType 条件キー
このrbin:Request/ResourceType条件キーを使用して、ResourceTypeリクエストパラメータで指定
された値に基づいて[CreateRule]と[ListRules]リクエストのアクセスをフィルタリングするために使用する
ことができます。
例 1 - CreateRule
次のサンプルの IAM ポリシーは、ResourceTypeリクエストパラメーターに指定された値
がEBS_SNAPSHOTまたはEC2_IMAGEである場合のみ IAM プリンシパルに [CreateRule] リクエストを行う
ことを許可します。これにより、プリンシパルはスナップショットと AMI に対してのみ新しい保存ルール
を作成できます。
{

}

"Version" : "2012-10-17",
"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"Action" :[
"rbin:CreateRule"
],
"Resource" : "*",
"Condition" : {
"StringEquals" : {
"rbin:Request/ResourceType" : ["EBS_SNAPSHOT", "EC2_IMAGE"]
}
}
}
]

例 2 - ListRules
次のサンプル IAM ポリシーは、ResourceTypeリクエストパラメーターに指定した値
がEBS_SNAPSHOTの場合にのみ、IAM プリンシパルが ListRules に要求を行うことを許可します。これに
より、プリンシパルはスナップショットの保存ルールのみを一覧表示でき、他のリソースタイプの保存
ルールを一覧表示できなくなります。
{

"Version" : "2012-10-17",
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}

"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"Action" :[
"rbin:ListRules"
],
"Resource" : "*",
"Condition" : {
"StringEquals" : {
"rbin:Request/ResourceType" : "EBS_SNAPSHOT"
}
}
}
]

rbin:Attribute/ResourceType 条件キー
rbin:Attribute/ResourceType条件キーを使用し、保存ルールのResourceType属性の値に基づいた
DeleteRule、GetRule、UpdateRule、TagResource、UntagResource、ListTagsForResource リクエスト
へのアクセスをフィルタリングできます。
例 1 - UpdateRule
次のサンプル IAM ポリシーは、ResourceType要求されたリテンションルールの属性
がEBS_SNAPSHOTまたはEC2_IMAGEの場合にのみ、IAM プリンシパルが UpdateRule に要求を行うことを
許可します。これにより、プリンシパルはスナップショットと AMI の保持ルールのみを更新できます。
{

}

"Version" : "2012-10-17",
"Statement" : [
{
"Effect" : "Allow",
"Action" :[
"rbin:UpdateRule"
],
"Resource" : "*",
"Condition" : {
"StringEquals" : {
"rbin:Attribute/ResourceType" : ["EBS_SNAPSHOT", "EC2_IMAGE"]
}
}
}
]

例 2 - DeleteRule
次のサンプル IAM ポリシーは、ResourceType要求されたリテンションルールの属性
がEBS_SNAPSHOTの場合にのみ、IAM プリンシパルが DeleteRule に要求を行うことを許可します。これ
により、プリンシパルはスナップショットの保存ルールのみを削除できます。
{

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

]

}

}

"StringEquals" : {
"rbin:Attribute/ResourceType" : "EBS_SNAPSHOT"
}

保持ルールの操作
ごみ箱を有効にして使用するには、リソースを保護する AWS リージョンに保持ルールを作成する必要が
あります。保持ルールでは、以下を指定します。
• 保護するリソースタイプ。
• 削除時にごみ箱に保持するリソース。
• リソースが完全に削除される前に、リソースをごみ箱に保持する保持期間。
ごみ箱では、2 種類の保持ルールを作成できます。
• タグレベルの保持ルール — タグレベルの保持ルールは、リソースタグを使用して、ごみ箱に保持される
リソースを識別します。保持ルールごとに、1 つまたは複数のタグのキーと値のペアを指定します。保
持ルールで指定されたタグのキーと値のペアの少なくとも 1 つでタグ付けされた指定タイプのリソース
は、削除時に自動的にごみ箱に保持されます。タグに基づいてアカウント内の特定のリソースを保護す
る場合は、このタイプの保持ルールを使用します。
• リージョンレベルの保持ルール — リージョンレベルの保持ルールでは、リソースタグは指定されませ
ん。リソースにタグが付いていなくても、ルールが作成されるリージョンにある指定タイプのすべての
リソースに適用されます。特定のリージョン内のすべての指定タイプのリソースを保護する場合は、こ
のタイプの保持ルールを使用します。
保持ルールを作成すると、条件に合致したリソースが削除された後に、指定された保持期間自動的にごみ
箱に保持されます。
トピック
• 保持ルールを作成する (p. 1850)
• ごみ箱の保持ルールの表示 (p. 1852)
• 保持ルールの更新 (p. 1853)
• 保持ルールのタグ付け (p. 1854)
• 保持ルールのタグを表示する (p. 1855)
• 保持ルールからタグを削除する (p. 1855)
• ごみ箱の保持ルールの削除 (p. 1856)

保持ルールを作成する
保持ルールを作成するには、以下を指定する必要があります。
• 保持ルールの名前 (オプション)。名前の長さは最大 255 文字です。
• 保持ルールのオプション説明 説明の長さは最大 255 文字です。

Note
保持ルールの説明には、個人を特定する情報、機密情報、または機密情報を含めないことをお
勧めします。
• 保持ルールで保護されるリソースタイプ。
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• ごみ箱に保持されるリソースを識別するためのリソースタグ。ルールごとに最大 50 個のタグを指定で
きます。ただし、同じタグのキーと値のペアを追加できるのは、最大 5 つの保持ルールのみです。
• タグレベルの保持ルールを作成するには、少なくとも 1 つのタグのキーと値のペアを指定します。
• リージョンレベルの保持ルールを作成する場合は、タグのキーと値のペアを指定しません。
• リソースが削除後にごみ箱に保持される期間。期間は、最大 1 年 (365 日) です。
• 保持ルールの識別と整理に役立つ保持ルールタグ (オプション)。ルールごとに最大 50 個のタグを割り当
てることができます。
保持ルールは、ルールが作成されたリージョンでのみ機能します。他のリージョンでごみ箱を使用する場
合は、そのリージョンに追加の保持ルールを作成する必要があります。
ごみ箱の保持ルールは、次のいずれかの方法で作成できます。
Recycle Bin console

保持ルールを作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/rbin/home/ でごみ箱コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Retention rules] (保持ルール)、[Create retention rule] (保持ルールの作
成) の順に選択します。

3.

[Rule details] (ルール詳細) セクションで、次の操作を行います。

4.

a.

(オプション) [Retention rule name] (保持ルール名) に、保持ルールのわかりやすい名前を入
力します。

b.

(オプション) [Retention rule description] (保持ルールの説明) に、保持ルールの簡単な説明を
入力します。

[Rule settings] (ルールの設定) セクションで、以下の操作を行います。
a.

[Resource type] (リソースの種類) で、保護する保持ルールのリソースの種類を選択します。
保持ルールは、このタイプのリソースのみをごみ箱に保持します。

b.

次のいずれかを実行します。
• リージョン内の削除されたすべての指定タイプのリソースに対応するリージョンレベルの
保持ルールを作成するには、[Apply to all resources] (すべてのリソースに適用する) を選択
します。この保持ルールは、リソースにタグがない場合でも、削除時に指定リソースをす
べてごみ箱に保持します。
• タグレベルの保持ルールを作成するには、[Resource tags to match] (照合するリソースタ
グ) に、ごみ箱に保持される指定タイプのリソースの識別に使用するタグのキーと値のペア
を入力します。保持ルールでは、指定されたタグのキーと値のペアが少なくとも 1 つ含ま
れている指定タイプのリソースのみが保持されます。

c.
5.

(オプション) [Tags] (タグ) セクションで、以下の操作を行います。
•

6.

[Retention period] (保持期間) に、保持ルールによってリソースをごみ箱に保持する日数を入
力します。
ルールにカスタムタグをタグ付けするには、[Add tag] (タグの追加) を選択し、タグのキーと
値のペアを入力します。

[Create retention rule] (保持ルールの作成) を選択します。

AWS CLI
保持ルールを作成するには
create-rule AWS CLI コマンドを使用します。--retention-period で、削除されたスナップ
ショットをごみ箱に保持する日数を指定します。[--resource-type] で、スナップショットに
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[EBS_SNAPSHOT]、または AMI に [EC2_IMAGE] を指定します。タグレベルの保持ルールを作成する
には、--resource-tags で、保持するスナップショットの識別に使用するタグを指定します。リー
ジョンレベルの保存ルールを作成するには、--resource-tags を省略します。
C:\> aws rbin create-rule \
--retention-period RetentionPeriodValue=number_of_days,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_SNAPSHOT|EC2_IMAGE \
--description "rule_description" \
--resource-tags ResourceTagKey=tag_key,ResourceTagValue=tag_value

例1
次のコマンド例では、削除されたすべてのスナップショットを 8 日間保持するリージョンレベルの保
持ルールを作成しています。
C:\> aws rbin create-rule \
--retention-period RetentionPeriodValue=8,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_SNAPSHOT \
--description "Match all snapshots"

例2
次のコマンド例では、purpose=production でタグ付けされた削除済みのスナップショットを 14
日間保持するタグレベルのルールを作成します。
C:\> aws rbin create-rule \
--retention-period RetentionPeriodValue=14,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_SNAPSHOT \
--description "Match snapshots with a specific tag" \
--resource-tags ResourceTagKey=purpose,ResourceTagValue=production

ごみ箱の保持ルールの表示
ごみ箱の保持ルールは、次のいずれかの方法で表示できます。
Recycle Bin console

保持ルールを表示するには
1.

https://console.aws.amazon.com/rbin/home/ でごみ箱コンソールを開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[Retention rules] (保持ルール) を選択します。
グリッドには、選択したリージョンのすべての保持ルールが一覧表示されます。特定の保持ルー
ルに関する詳細情報を表示するには、グリッドでその保持ルールを選択します。

AWS CLI
すべての保持ルールを表示するには
list-rules AWS CLI コマンドを使用し、--resource-type で、スナップショットには
EBS_SNAPSHOT、または AMI には EC2_IMAGE を指定します。
C:\> aws rbin list-rules --resource-type EBS_SNAPSHOT|EC2_IMAGE

例
次のサンプルコマンドは、スナップショットを保持するすべての保持ルールを一覧表示します。
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C:\> aws rbin list-rules --resource-type EBS_SNAPSHOT

特定の保持ルールの情報を表示するには
get-rule AWS CLI コマンドを使用します。
C:\> aws rbin get-rule --identifier rule_ID

例
次のコマンド例は、保持ルール pwxIkFcvge4 に関する情報を表示します。
C:\> aws rbin get-rule --identifier pwxIkFcvge4

保持ルールの更新
保持ルールの説明、リソースタグ、保持期間は、作成後にいつでも更新できます。ルールのリソースタイ
プは、作成後に更新できません。

Note
保持ルールの説明には、個人を特定する情報、機密情報、または機密情報を含めないことをお勧
めします。
保持ルールを更新すると、その変更は保持される新しいリソースにのみ適用されます。この変更は、ごみ
箱に移動済みのリソースには影響しません。例えば、保持ルールの保持期間を更新すると、更新後に削
除されたスナップショットのみが新しい保持期間、保持されます。更新前にごみ箱に移動されたスナップ
ショットは、以前の (古い) 保持期間にわたって保持されます。
保持ルールの更新は、次のいずれかの方法で行うことができます。
Recycle Bin console

保持ルールを更新するには
1.

https://console.aws.amazon.com/rbin/home/ でごみ箱コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Retention rules] (保持ルール) を選択します。

3.

グリッドで更新する保持ルールを選択し、[Actions] (アクション)、[Edit retention rule] (保持ルー
ルの編集) の順に選択します。

4.

[Rule details] (ルールの詳細) セクションで、[Retention rule name] (保持ルール名) と [Retention
rule description] (保持ルールの説明) を必要に応じて更新します。

5.

[Rule settings] (ルール設定) セクションで、[Resource type] (リソースタイプ)、[Resource tags to
match] (照合するリソースタグ)、[Retention period] (保持期間) を必要に応じて更新します。

6.

[Tags] (タグ) セクションで、必要に応じて保持ルールタグを追加または削除します。

7.

[Save retention rule] (保持ルールの保存) を選択します。

AWS CLI
保持ルールを更新するには
update-rule AWS CLI コマンドを使用します。[--identifier] で、更新する保持ルールの ID を
指定します。[--resource-types] で、スナップショットに [EBS_SNAPSHOT]、または AMI に
[EC2_IMAGE] を指定します。
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C:\> aws rbin update-rule \
--identifier rule_ID \
--retention-period RetentionPeriodValue=number_of_days,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_SNAPSHOT|EC2_IMAGE \
--description "rule_description"

例
次の例では、保持ルール 6lsJ2Fa9nh9 を更新して、すべてのスナップショットを 21 日間保持する
ようにし、その説明を更新しています。
C:\> aws rbin update-rule \
--identifier 6lsJ2Fa9nh9 \
--retention-period RetentionPeriodValue=21,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_SNAPSHOT \
--description "Retain for three weeks"

保持ルールのタグ付け
保持ルールにカスタムタグを割り当てて、目的、所有者、環境など、さまざまな方法で分類できます。こ
れにより、割り当てたカスタムタグに基づいて特定の保持ルールを効率的に見つけることができます。
保持ルールにタグを割り当てるには、次のいずれかの方法を使用します。
Recycle Bin console

保持ルールにタグ付けするには
1.

https://console.aws.amazon.com/rbin/home/ でごみ箱コンソールを開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[Retention rules] (保持ルール) を選択します。
タグ付けする保持ルールを選択し、[Tags] (タグ) タブで、[Manage tags] (タグの管理) を選択しま
す。
[Add tag] (タグを追加) を選択します。[Key] (キー) に、タグのキーを入力します。[Value] (値)
に、タグの値を入力します。
[Save] (保存) を選択します。

4.
5.

AWS CLI
保持ルールにタグ付けするには
tag-resource AWS CLI コマンドを使用します。--resource-arn で、タグ付けする保持ルールの
Amazon リソースネーム (ARN) を指定し、--tags で、タグのキーと値のペアを指定します。
C:\> aws rbin tag-resource \
--resource-arn retention_rule_arn \
--tags key=tag_key,value=tag_value

例
次のコマンド例では、保持ルール arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/
nOoSBBtItF3 に purpose=production をタグ付けします。
C:\> aws rbin tag-resource \
--resource-arn arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/nOoSBBtItF3 \
--tags key=purpose,value=production
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保持ルールのタグを表示する
保持ルールに割り当てられたタグは、次のいずれかの方法で表示できます。
Recycle Bin console

保持ルールのタグを表示するには
1.

https://console.aws.amazon.com/rbin/home/ でごみ箱コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Retention rules] (保持ルール) を選択します。

3.

タグを表示する保持ルールを選択し、[Tags] (タグ) タブを選択します。

AWS CLI
保持ルールに割り当てられたタグを表示するには
list-tags-for-resource AWS CLI コマンドを使用します。--resource-arn で、保持ルールの ARN を
指定します。
C:\> aws rbin list-tags-for-resource \
--resource-arn retention_rule_arn

例
次のコマンド例では、保持ルール arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/
nOoSBBtItF3 のタグを一覧表示します。
C:\> aws rbin list-tags-for-resource \
--resource-arn arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/nOoSBBtItF3

保持ルールからタグを削除する
タグは、次のいずれかの方法で保持ルールから削除できます。
Recycle Bin console

保持ルールからタグを削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/rbin/home/ でごみ箱コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Retention rules] (保持ルール) を選択します。

3.

タグを削除する保持ルールを選択し、[Tags] (タグ) タブで、[Manage tags] (タグの管理) を選択し
ます。

4.

削除するタグの横にある [Remove] (削除) を選択します。

5.

[Save] (保存) を選択します。

AWS CLI
保持ルールからタグを削除するには
untag-resource AWS CLI コマンドを使用します。--resource-arn で、保持ルールの ARN を指定
します。--tagkeys で、削除するタグのタグキーを指定します。
C:\> aws rbin untag-resource \
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--resource-arn retention_rule_arn \
--tagkeys tag_key

例
次のコマンド例では、キーが purpose のタグを保持ルール arn:aws:rbin:useast-1:123456789012:rule/nOoSBBtItF3 から削除します。
C:\> aws rbin untag-resource \
--resource-arn arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/nOoSBBtItF3 \
--tagkeys purpose

ごみ箱の保持ルールの削除
保持ルールはいつでも削除できます。保持ルールを削除すると、削除後にゴミ箱で新しいリソースが保持
されなくなります。保持ルールが削除される前にごみ箱に移動されたリソースは、保持ルールで定義され
ている保持期間に従って、引き続きごみ箱に保持されます。期間が終了すると、リソースはごみ箱から完
全に削除されます。
次のいずれかの方法を使用して、保持ルールを削除できます。
Recycle Bin console

保持ルールを削除するには
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/rbin/home/ でごみ箱コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで、[Retention rules] (保持ルール) を選択します。

3.

グリッドで削除する保持ルールを選択し、[Actions] (アクション)、[Delete retention rule] (保持
ルールの削除) の順に選択します。

4.

プロンプトが表示されたら、確認メッセージを入力し、[Delete retention rule] (保持ルールの削除)
を選択します。

AWS CLI
保持ルールを削除するには
delete-rule AWS CLI コマンドを使用します。--identifier で、削除するリテンションルールの ID
を指定します。
C:\> aws rbin delete-rule --identifier rule_ID

例
次のコマンド例では、保持ルール 6lsJ2Fa9nh9 を削除します。
C:\> aws rbin delete-rule --identifier 6lsJ2Fa9nh9

ごみ箱内のリソースを使用する
ごみ箱は、次のリソースタイプをサポートしています。
• Amazon EBS スナップショット
• Amazon EBS-backed Amazon マシンイメージ (AMI)
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トピック
• ごみ箱内のスナップショットを操作する (p. 1857)
• ごみ箱内の AMI を操作する (p. 1857)
このセクションでは、サポートされているリソースタイプの使用方法を説明するトピックへのリンクが含
まれています。

ごみ箱内のスナップショットを操作する
ごみ箱におけるスナップショットの操作の詳細については、「ごみ箱からスナップショットを復元す
る (p. 1613)」を参照してください。

ごみ箱内の AMI を操作する
ごみ箱における AMI の操作の詳細については、「ごみ箱から AMI を復旧する (p. 172)」を参照してくださ
い。

AWS CloudTrail を使用してごみ箱をモニタリングす
る
ごみ箱サービスは AWS CloudTrail と統合されています。CloudTrail は、ユーザー、ロール、または AWS
のサービスによって実行されたアクションを記録するサービスです。CloudTrail は、ごみ箱で実行され
るすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。証跡を作成する場合は、Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) バケットへの CloudTrail イベントの継続的な配信を有効にすることができま
す。証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event history] (イベント履歴) で最新の管理イ
ベントを表示できます。CloudTrail で収集された情報を使用して、ごみ箱に対するリクエスト、リクエス
ト元の IP アドレス、リクエストの実行者、リクエスト日時などの詳細を把握できます。
CloudTrail の詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」を参照してください。

CloudTrail でのごみ箱情報
AWS アカウントを作成すると、そのアカウントに対して CloudTrail が有効になります。サポートされて
いるイベントアクティビティがごみ箱で発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴)
の他の AWS サービスのイベントとともに、CloudTrail イベントに記録されます。AWS アカウントで最近
のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「CloudTrail イベント履歴でのイベ
ントの表示」を参照してください。
ごみ箱のイベントなど、AWS アカウントのイベントの継続的な記録については、証跡を作成しま
す。[trail] (証跡)より、CloudTrail はログファイルを S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コン
ソールで証跡を作成するときに、証跡がすべての AWS リージョンに適用されます。証跡では、AWS パー
ティションのすべてのリージョンからのイベントがログに記録され、指定した S3 バケットにログファイ
ルが配信されます。さらに、CloudTrail・ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに基
づく対応するためにその他の AWS のサービスを設定できます。詳細については、「AWS CloudTrail ユー
ザーガイド」の「証跡作成の概要」を参照してください。

サポートされている API アクション
ごみ箱の場合、CloudTrail を使用して次の API アクションを管理イベントとして記録できます。
•
•
•
•
•

CreateRule
UpdateRule
GetRules
ListRule
DeleteRule
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• TagResource
• UntagResource
• ListTagsForResource
管理イベントの記録については、「CloudTrail ユーザーガイド」の「証跡での管理イベントの記録」を参
照してください。

アイデンティティ情報
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。
• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか.
• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。
詳細については、「 CloudTrail userIdentityElement」を参照してください。

ごみ箱ログファイルエントリについて
証跡は、指定した S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できます。CloudTrail
ログファイルには、1 つ以上のログエントリがあります。イベントはあらゆるソースからの単一のリクエ
ストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラメータなどの情報が含
まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースではな
いため、特定の順序では表示されません。
以下に CloudTrail ログエントリの例を示します。
CreateRule
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
"accountId": "123456789012",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
}
}
},
"eventTime": "2021-08-02T21:45:22Z",
"eventSource": "rbin.amazonaws.com",
"eventName": "CreateRule",
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"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.9",
"requestParameters": {
"retentionPeriod": {
"retentionPeriodValue": 8,
"retentionPeriodUnit": "DAYS"
},
"description": "Match all snapshots",
"resourceType": "EBS_SNAPSHOT"
},
"responseElements": {
"identifier": "jkrnexample"
},
"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
"clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}

}

GetRule
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
"accountId": "123456789012",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
}
}
},
"eventTime": "2021-08-02T21:45:33Z",
"eventSource": "rbin.amazonaws.com",
"eventName": "GetRule",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.9",
"requestParameters": {
"identifier": "jkrnexample"
},
"responseElements": null,
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}

"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
"clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}

ListRules
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
"accountId": "123456789012",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
}
}
},
"eventTime": "2021-08-02T21:44:37Z",
"eventSource": "rbin.amazonaws.com",
"eventName": "ListRules",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.9",
"requestParameters": {
"resourceTags": [
{
"resourceTagKey": "test",
"resourceTagValue": "test"
}
]
},
"responseElements": null,
"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
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}

}

"clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"

UpdateRule
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
"accountId": "123456789012",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
}
}
},
"eventTime": "2021-08-02T21:46:03Z",
"eventSource": "rbin.amazonaws.com",
"eventName": "UpdateRule",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.9",
"requestParameters": {
"identifier": "jkrnexample",
"retentionPeriod": {
"retentionPeriodValue": 365,
"retentionPeriodUnit": "DAYS"
},
"description": "Match all snapshots",
"resourceType": "EBS_SNAPSHOT"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
"clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}

}

DeleteRule
{

"eventVersion": "1.08",
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"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
"accountId": "123456789012",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
}
}
},
"eventTime": "2021-08-02T21:46:25Z",
"eventSource": "rbin.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteRule",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.9",
"requestParameters": {
"identifier": "jkrnexample"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
"clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}

}

TagResource
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "123456789012:cheluyao-Isengard",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
"accountId": "123456789012",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
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"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2021-10-22T21:38:34Z"
}

}
},
"eventTime": "2021-10-22T21:43:15Z",
"eventSource": "rbin.amazonaws.com",
"eventName": "TagResource",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "aws-cli/1.20.26 Python/3.6.14
Linux/4.9.273-0.1.ac.226.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.26",
"requestParameters": {
"resourceArn": "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/ABCDEF01234",
"tags": [
{
"key": "purpose",
"value": "production"
}
]
},
"responseElements": null,
"requestID": "examplee-7962-49ec-8633-795efexample",
"eventID": "example4-6826-4c0a-bdec-0bab1example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
"clientProvidedHostHeader": "beta.us-west-2.api.rbs.aws.dev"
}

}

UntagResource
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "123456789012:cheluyao-Isengard",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
"accountId": "123456789012",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2021-10-22T21:38:34Z"
}
}
},
"eventTime": "2021-10-22T21:44:16Z",
"eventSource": "rbin.amazonaws.com",
"eventName": "UntagResource",
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"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "aws-cli/1.20.26 Python/3.6.14
Linux/4.9.273-0.1.ac.226.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.26",
"requestParameters": {
"resourceArn": "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/ABCDEF01234",
"tagKeys": [
"purpose"
]
},
"responseElements": null,
"requestID": "example7-6c1e-4f09-9e46-bb957example",
"eventID": "example6-75ff-4c94-a1cd-4d5f5example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
"clientProvidedHostHeader": "beta.us-west-2.api.rbs.aws.dev"
}

}

ListTagsForResource
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "123456789012:cheluyao-Isengard",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
"accountId": "123456789012",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2021-10-22T21:38:34Z"
}
}
},
"eventTime": "2021-10-22T21:42:31Z",
"eventSource": "rbin.amazonaws.com",
"eventName": "ListTagsForResource",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "aws-cli/1.20.26 Python/3.6.14
Linux/4.9.273-0.1.ac.226.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.26",
"requestParameters": {
"resourceArn": "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/ABCDEF01234"
},
"responseElements": null,
"requestID": "example8-10c7-43d4-b147-3d9d9example",
"eventID": "example2-24fc-4da7-a479-c9748example",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
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}

"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
"clientProvidedHostHeader": "beta.us-west-2.api.rbs.aws.dev"
}

リソースの場所
Amazon EC2 リソースはAWSそのリソースが存在するリージョンまたはアベイラビリティーゾーンに固有
のものです。
リソース

タイプ

説明

Amazon EC2 リソース識
別子

リージョン別

各リソース識別子 (AMI ID、インスタンス ID、EBS ボ
リューム ID、EBS スナップショット ID など) はリー
ジョンに固定され、そのリソースを作成したリージョン
でのみ使用できます。

ユーザーが指定したリソー リージョン別
ス名

各リソース名 (セキュリティグループ名前、キーペア名
など) はリージョンに固定され、そのリソースを作成し
たリージョンでのみ使用できます。複数のリージョンで
同じ名前のリソースを作成することはできますが、相互
に関連付けられてはいません。

AMI

リージョン別

AMI は、Amazon S3 内でそのファイルが置かれて
いるリージョンに固定されます。AMI は、別のリー
ジョンにコピーできます。詳細については、AMI のコ
ピー (p. 150)を参照してください。

EBS スナップショット

リージョン別

EBS スナップショットはリージョンに固定されてお
り、同じリージョン内のボリュームの作成にのみ使用で
きます。スナップショットは、別のリージョンにコピー
できます。詳細については、「Amazon EBS スナップ
ショットのコピー (p. 1580)」を参照してください。

EBS ボリューム

アベイラビリ
ティーゾーン

Amazon EBS ボリュームはアベイラビリティーゾーン
に固定されており、同じアベイラビリティーゾーンのイ
ンスタンスにのみアタッチできます。

Elastic IP アドレス

リージョン別

Elastic IP アドレスはリージョンに固定されており、同
じリージョンのインスタンスにのみ関連付けることがで
きます。

インスタンス

アベイラビリ
ティーゾーン

インスタンスは、そのインスタンスを起動したアベイラ
ビリティーゾーンに固定されています。ただし、インス
タンス ID はリージョンに固定されています。

キーペア

グローバルまた
はリージョン別

Amazon EC2 を使用して作成したキーペアは、そのペ
アを作成したリージョンに関連付けられます。独自の
RSA キーペアを作成し、それを使用するリージョンに
アップロードできます。したがって、各リージョンに
アップロードすることで、キーペアをグローバルに利用
可能にすることができます。
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リソース

タイプ

説明
詳細については、Amazon EC2 のキーペアと Windows
インスタンス (p. 1457)を参照してください。

セキュリティグループ

リージョン別

セキュリティグループはリージョンに固定されており、
同じリージョンのインスタンスにのみ割り当てることが
できます。インスタンスが、セキュリティグループルー
ルを使用するリージョン以外のインスタンスと通信でき
るようにすることはできません。別のリージョン内のイ
ンスタンスからのトラフィックは、WAN 帯域幅とみな
されます。

リソース ID
リソースが作成されると、各リソースに一意のリソース ID が割り当てられます。リソース ID は、リソー
ス ID (スナップショットの snap など) にハイフンと英数字の一意の組み合わせが続く形式です。
各リソース識別子 (AMI ID、インスタンス ID、EBS ボリューム ID、EBS スナップショット ID など) は
リージョンに固定され、そのリソースを作成したリージョンでのみ使用できます。
リソース ID を使用して、Amazon EC2 コンソールでリソースを見つけることができます。コマンドライ
ンツールまたは Amazon EC2 API を使用して Amazon EC2 を操作している場合、特定のコマンドにはリ
ソース ID が必要になります。例えば、インスタンスを停止するために stop-instances AWS CLI コマンド
を使用している場合、コマンドでインスタンス ID を指定する必要があります。
リソース ID の長さ
2016 年 1 月以前に新規作成された特定のリソースタイプのリソースに割り当てられた ID には、ハ
イフンの後に 8 文字が使用されていました (例: i-1a2b3c4d)。2016 年 1 月から 2018 年 6 月にかけ
て、これらのリソースタイプの ID は、ハイフンの後に 17 文字を使用するように変更されました (例:
i-1234567890abcdef0)。アカウントが作成された時期によっては、短い ID を持つ既存のリソースがい
くつかある場合がありますが、すべての新しいリソースは長い ID を受け取ります。

リソースの一覧表示およびフィルタリング
Amazon EC2 コンソールを使用して、一部のタイプのリソースのリストを取得できます。対応するコマン
ドまたは API アクションを使用して、各タイプのリソースのリストを取得できます。リソースが多い場合
は、所定の条件に一致するリソースのみを表示、または非表示にするように結果をフィルタリングするこ
とができます。
コンテンツ
• コンソールを使用したリソースの一覧表示およびフィルタリング (p. 1866)
• CLI と API を使用した一覧表示およびフィルタリング (p. 1871)
• Amazon EC2 Global View を使用して、リージョン間のリソースを一覧表示およびフィルターをかけま
す (p. 1873)

コンソールを使用したリソースの一覧表示およびフィ
ルタリング
目次
• コンソールを使用したリソースの一覧表示 (p. 1867)
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• コンソールを使用したリソースのフィルタリング (p. 1867)

コンソールを使用したリソースの一覧表示
コンソールを使用して、最も一般的に使用される Amazon EC2 リソースタイプを表示できます。その他の
リソースを表示するには、コマンドラインインターフェイスまたは API アクションを使用します。

コンソールを使用して EC2 リソースをリスト表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、リソースタイプに対応するオプションを選択します。例えば、インスタン
スを一覧表示するには、[インスタンス] を選択します。
このページには、選択したリソースタイプのすべてのリソースが表示されます。

コンソールを使用したリソースのフィルタリング
リソースリストをフィルタリングするには
1.

ナビゲーションペインで、リソースタイプを選択します ([Instances] など)。

2.

検索フィールドを選択します。

3.
4.

リストからフィルターを選択します。
= (等しい))、などの演算子を選択します。一部の属性では、他の演算子を選択することもできます。
すべての画面で演算子が選択できるわけではないことに注意してください。
フィルター値を選択します。

5.
6.

選択したフィルタを編集するには、フィルタートークン (青いボックス) を選択し、必要な編集を行っ
た上で [Apply] (適用) をクリックします。すべての画面で、選択したフィルターの編集がサポートされ
ているわけではないことに注意してください。

7.

完了したら、フィルターを削除します。

検索とフィルター機能は、Amazon EC2 の古い コンソールと新しいコンソールで若干異なります。

New console
新しいコンソールでは、2 種類のフィルタリングがサポートされています。
• API フィルタリングはサーバー側で行われます。このフィルタリングは API コールに適用され、サー
バーから返されるリソースの数が減少します。これにより、大量のリソースにわたる迅速なフィルタ
リングが可能になり、サーバーとブラウザ間のデータ転送時間とコストを削減できます。API に関する
フィルタリングでは、[=] (等しい) および [:] (含む) の演算子が使用できます。また、常に大文字と小文
字が区別されます。
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• クライアントのフィルタリング は、クライアント側で行われます。これにより、ブラウザで既に使用可
能なデータ (つまり、APIによって既に返されたデータ) をフィルタリングできます。クライアントフィ
ルタリングは、ブラウザ内の小さなデータセットまでフィルタリングするために、API フィルタと併用
してうまく機能します。[=] (等しい) および [:] (含む) の演算子に加え、クライアントフィルタリングで
は、[>=] (以上) のような範囲演算子や、[! =] (等しくない) などの否定 (反転) 演算子も使用することがで
きます。

新しい Amazon EC2 コンソールでは、次のタイプの検索がサポートされます。
キーワードによる検索
キーワードによる検索は、検索する属性やタグキーを指定せずに、リソースの属性とタグの全体から
値を検索できる、フリーテキスト検索です。

Note
すべてのキーワード検索では、クライアントフィルタリングが使用されます。
キーワードで検索するには、検索フィールドに検索したいキーワードを入力するか貼り付けて、Enter
を選択します。例えば 123 を検索すると、IP アドレス、インスタンス ID、VPC ID、AMI ID などの属
性の中、あるいは Name などのタグの中に 123 が含まれる、すべてのインスタンスが一致します。フ
リーテキスト検索で予期しない一致が返された場合は、追加のフィルタを適用します。
属性による検索
属性による検索では、すべてのリソースで特定の属性を検索できます。

Note
属性検索では、選択した属性に応じて、API フィルタリングまたはクライアントフィルタリ
ングが使用されます。属性検索を実行すると、属性はそれに応じてグループ化されます。
例えば、すべてのインスタンスの [インスタンスの状態] 属性を検索して、stopped 状態にあるインス
タンスのみを取得することができます。目的:
1. インスタンス画面の検索フィールドで、「Instance state」の入力を開始します。文字を入力す
ると、[Instance state (インスタンスの状態)] には、[API filters (API フィルター)] と [Client filters (ク
ライアントフィルター)] の 2 種類のフィルターが表示されます 。
2. サーバー側で検索するには、[API filters (API フィルター)] で [Instance state (インスタンスの状
態)] を選択します。クライアント側で検索するには、[Client filters (クライアントフィルター)] で
[Instance state (client) (インスタンスの状態 (クライアント))] を選択します。
選択した属性に使用可能な演算子のリストが表示されます。
3. [=] (等しい) 演算子をクリックします。
選択された属性と演算子に適合する可能性のある、値のリストが表示されます。
4. リストから [停止] を選択します。
タグによる検索
タグによる検索では、現在表示されているテーブル内のリソースを、タグキーまたはタグ値でフィル
タリングできます。
タグ検索では、[Preferences] (設定) ウィンドウの設定に応じて、API フィルタリングまたはクライア
ントフィルタリングのどちらかが使用されます。

タグに対し API フィルタリングが使用されるようにするには
1.

[Preferences] (設定) ウインドウを開きます。

2.

[Use regular expression matching] (正規表現で検索する) チェックボックスをオフにします。この
チェックボックスがオンの場合、クライアントのフィルタリングが実行されます。
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[Use case sensitive matching] (大文字と小文字を区別する) チェックボックスをオンにします。こ
のチェックボックスがオフの場合、クライアントのフィルタリングが実行されます。

[Confirm] (確認) を選択します。

タグに関する検索では以下の値を使用できます。
• [(empty)] ((空)) – 指定したタグキーを持ち、かつタグ値を持たないすべてのリソースを検索します。
• [All values] (すべての値) – 指定したタグキーと任意のタグ値を持つすべてのリソースを検索しま
す。
• [Not tagged] (タグ付けなし) – 指定したタグキーを持たないすべてのリソースを検索します。
• [The displayed value] (表示された値) – 指定したタグキーと指定したタグ値を持つすべてのリソース
を検索します。
次のテクニックを使用して、検索の精度を高めたり、絞り込んだりできます。
逆順検索
逆検索では、指定した値に一致しないリソースを検索できます。[Instances] (インスタンス) 画面およ
び [AMIs] 画面で逆検索を実行するには、[!=] (等しくない) または [!:] (含まない) 演算子を選択した上
で、値を選択します。他の場面では、検索キーワードの先頭に感嘆符 (!) を付けることによって逆検索
が実行されます。

Note
逆検索は、クライアントフィルタのキーワード検索および属性検索でのみサポートされま
す。API フィルタの属性検索ではサポートされていません。
例えば、すべてのインスタンスの [インスタンスの状態] 属性を検索して、terminated 状態にあるイ
ンスタンスをすべて除外することができます。目的:
1. インスタンス画面の検索フィールドで、「Instance state」の入力を開始します。文字を入力す
ると、[Instance state (インスタンスの状態)] には、[API filters (API フィルター)] と [Client filters (ク
ライアントフィルター)] の 2 種類のフィルターが表示されます 。
2. [Client filters] (クライアントフィルター) で、[Instance state (client)] (インスタンスの状態 (クライア
ント)) を選択します。逆検索は、クライアントフィルタでのみサポートされます。
選択した属性に使用可能な演算子のリストが表示されます。
3. [! =] (等しくない) を選択した上で、[terminated] (終了) をクリックします。
インスタンス状態の属性に基づいてインスタンスをフィルタリング
するには、[Instance state (インスタンスの状態)] 列の検索アイコン
(
)
を使用することもできます。プラス記号 (+) が付いた検索アイコンは、その属性に一致するすべての
インスタンスを表示します。マイナス記号 (-) が付いた検索アイコンは、その属性に一致するすべての
インスタンスを除外します。
もう 1 つ逆検索の例を挙げます。launch-wizard-1 という名前のセキュリティグループが割り当
てられていないすべてのインスタンスを一覧表示するには、[Client filters] (クライアントフィルター)
で、[!=] を選択した上で検索バーに launch-wizard-1 と入力し、[Security group name] (セキュリ
ティグループ名) 属性による検索を行います。
部分検索
部分検索では、部分文字列値を検索できます。部分検索を実行するには、検索するキーワードの一部
だけを入力します。[Instances] (インスタンス) 画面、および [AMIs] 画面では、[:] (含む) 演算子を使
用する場合のみ部分検索ができます。他の画面では、クライアントフィルター属性を選択して、キー
ワードの一部だけを直接入力して検索できます。例えば、[Instance type] (インスタンスタイプ) 画面
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で t2.micro、t2.small、t2.medium のすべてのインスタンスを検索するには、キーワードに t2
を入力し、[Instance Type] (インスタンスタイプ) 属性で検索します。

正規表現検索
正規表現検索を使用するには、[Preferences ] (設定) ウィンドウで、 [Use regular expression
matching] (正規表現で検索する) をオンにする必要があります。
フィールド内の値を特定のパターンと一致させる場合、正規表現が役立ちます。例えば、s で始まる
値を検索するには、^s を検索します。xyz で終わる値を検索するには、xyz$ を検索します。また
は、1 つ以上の文字が続く数字で始まる値を検索するには、[0-9]+.* を検索します。

Note
正規表現検索は、クライアントフィルタでのキーワード検索および属性検索でのみサポート
されます。API フィルタの属性検索ではサポートされていません。
大文字と小文字を区別する検索
大文字と小文字を区別する検索を使用するには、[Preferences] (設定) ウィンドウで、[Use case
sensitive matching] (大文字と小文字を区別する) のチェックボックスをオンにする必要があります。
大文字と小文字を区別する設定は、クライアントフィルタとタグフィルタにのみ適用されます。

Note
API フィルターでは、常に大文字と小文字が区別されます。
ワイルドカード検索
0 文字以上の文字に一致させるには、* ワイルドカードを使用します。0 文字または 1 文字に一致さ
せるには、? ワイルドカードを使用します。例えば、prod、prods、および production の値を含
むデータセットの場合、prod* での検索はすべての値と一致しますが、prod? での検索は prod と
prods にのみ一致します。リテラル値を使用するには、バックスラッシュ (\) でエスケープします。
例えば、「prod\*」 は「prod*」と一致します。

Note
ワイルドカード検索は、API フィルタの属性およびタグ検索でのみサポートされます。これ
は、キーワード検索、ならびに、クライアントフィルタでの属性とタグによる検索では使用
できません。
検索を組み合わせる
一般に、同じ属性を持つ複数のフィルタは、OR で自動的に結合されます。例えば、Instance
State : Running および Instance State : Stopped を検索すると、実行中または停止中のす
べてのインスタンスが返されます。AND で検索を結合するには、さまざまな属性を検索します。例え
ば、Instance State : Running および Instance Type : c4.large を検索すると、タイプが
c4.large で、かつ実行状態のインスタンスだけが返されます。

Old console
以前の Amazon EC2 コンソールでは、次のタイプの検索がサポートされています。
キーワードによる検索
キーワードによる検索は、すべてのリソースの属性で値を検索できるフリーテキスト検索です。キー
ワードで検索するには、検索フィールドに検索したいキーワードを入力するか貼り付けて、Enter を
選択します。例えば、123 を検索すると、IP アドレス、インスタンス ID、VPC ID、AMI ID など、い
ずれかの属性に 123 を持つすべてのインスタンスが一致します。フリーテキスト検索で予期しない一
致が返された場合は、追加のフィルタを適用します。
属性による検索
属性による検索では、すべてのリソースで特定の属性を検索できます。例えば、すべてのインスタン
スの [状態] 属性を検索して、stopped 状態にあるインスタンスのみを取得することができます。目
的:
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1. インスタンス画面の検索フィールドで、「Instance State」の入力を開始します。文字の入力中
に、一致する属性のリストが表示されます。
2. リストから [Instance State ] を選択します。選択した属性に使用可能な値のリストが表示されま
す。
3. リストから [停止] を選択します。
次のテクニックを使用して、検索の精度を高めたり、絞り込んだりできます。
逆順検索
逆検索では、指定した値に一致しないリソースを検索できます。逆検索は、検索キーワードの先頭に
感嘆符 (!) を付けることによって実行されます。例えば、終了していないすべてのインスタンスを一覧
表示するには、[インスタンスの状態] 属性で検索し、キーワードに「!Terminated」と入力します。
部分検索
部分検索では、部分文字列値を検索できます。部分検索を実行するには、検索するキーワードの一部
だけを入力します。例えば、t2.micro、t2.small、t2.medium のすべてのインスタンスを検索す
るには、[インスタンスタイプ] 属性で検索し、キーワードに「t2」と入力します。
正規表現検索
フィールド内の値を特定のパターンと一致させる場合、正規表現が役立ちます。例えば、s で始まる
属性値を持つすべてのインスタンスを検索するには、^s を検索します。または、xyz で終わる属性値
を持つすべてのインスタンスを検索するには、xyz$ を検索します。正規表現の検索には、大文字と
小文字は区別されません。
検索を組み合わせる
一般に、同じ属性を持つ複数のフィルタは、OR で自動的に結合されます。例えば、Instance
State : Running および Instance State : Stopped を検索すると、実行中または停止中の
すべてのインスタンスが返されます。AND で検索を結合するには、さまざまな属性を検索します。例
えば、Instance State : Running および Instance Type : c4.large を検索すると、型が
c4.large で、かつ停止状態のインスタンスだけが返されます。

CLI と API を使用した一覧表示およびフィルタリング
リソースタイプごとに、そのタイプのリソースの一覧表示に使用する CLI コマンドまたは API アクション
が用意されています。結果として得られるリソースのリストは長くなる場合があるため、特定の条件に一
致するリソースのみを含めるように結果をフィルタリングする方がより速く、より便利です。

フィルタリングの考慮事項
• 1 つのリクエストで複数のフィルターと複数のフィルタの値を指定できます。
• フィルタの値には、ワイルドカードを使用することもできます。アスタリスク (*) は 0 個以上の文字、
クエスチョンマーク (?) は 0 文字または 1 文字にマッチングします。
• フィルタの値は大文字と小文字が区別されます。
• 検索には、ワイルドカード文字のリテラル値を含めることができます。ただ、文字の前にバックスラッ
シュを使用してエスケープする必要があります。例えば、\*amazon\?\\ という値では、リテラル文字
列 *amazon?\ が検索されます。

サポートされているフィルタ
各 Amazon EC2 リソースでサポートされているフィルタを確認するには、次のドキュメントを参照してく
ださい。
• AWS CLI: AWS CLI Command Reference-Amazon EC2 の describe コマンド。
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• Tools for Windows PowerShell: AWS Tools for PowerShell Cmdlet Reference-Amazon EC2 の Get コマ
ンド。
• Query API: Amazon EC2 API Reference の Describe API アクション。

Example 例: 単一のフィルタを指定する
describe-instances を使用して Amazon EC2 インスタンスを一覧表示できます。フィルタを使用しない
と、レスポンスには、すべてのリソースに関する情報が含まれます。次のコマンドを使用して、実行中の
インスタンスのみを出力に含めることができます。
aws ec2 describe-instances --filters Name=instance-state-name,Values=running

実行中のインスタンスのインスタンス ID のみを一覧表示するには、次のように --query パラメータを追
加します。
aws ec2 describe-instances --filters Name=instance-state-name,Values=running --query
"Reservations[*].Instances[*].InstanceId" --output text

出力例を次に示します。
i-0ef1f57f78d4775a4
i-0626d4edd54f1286d
i-04a636d18e83cfacb

Example 例: 複数のフィルタまたはフィルタ値の指定
複数のフィルタまたは複数のフィルタ値を指定する場合、リソースはすべてのフィルタに一致して結果に
含める必要があります。
次のコマンドを使用すると、タイプが m5.large または m5d.large のいずれかであるすべてのインスタ
ンスを一覧表示できます。
aws ec2 describe-instances --filters Name=instance-type,Values=m5.large,m5d.large

次のコマンドを使用して、タイプが t2.micro であるすべての停止したインスタンスを一覧表示できま
す。
aws ec2 describe-instances --filters Name=instance-state-name,Values=stopped Name=instancetype,Values=t2.micro

Example 例: フィルタ値でのワイルドカードの使用
describe-snapshots を使用して EBS スナップショットを記述するときに、database フィルタのフィルタ
値として description を指定した場合、コマンドは記述が「database」であるスナップショットのみを
返します。
aws ec2 describe-snapshots --filters Name=description,Values=database

ワイルドカード * は、ゼロ文字以上と一致します。フィルタ値として *database* を指定すると、このコ
マンドは記述に database という単語を含むスナップショットのみを返します。
aws ec2 describe-snapshots --filters Name=description,Values=*database*

ワイルドカード ? は厳密に 1 文字に一致します。database? をフィルタ値に指定した場合、コマンド
は、記述が「database」または「database」の後に 1 文字続くスナップショットのみを返します。

1872

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
Amazon EC2 Global View を使用して、リージョン
間のリソースを一覧表示およびフィルターをかけます
aws ec2 describe-snapshots --filters Name=description,Values=database?

database???? を指定すると、コマンドは、記述が「database」の後に最大 4 文字続くスナップショッ
トだけを返します。「database」の後に 5 文字以上続く記述は除外されます。
aws ec2 describe-snapshots --filters Name=description,Values=database????

Example 例: 日付に基づくフィルタリング
AWS CLI では、JMesPath を使用して、式を使用した結果をフィルタリングできます。例えば、次の
describe-snapshots コマンドは、指定された日付 (2020-03-31 で表記) より前に AWS アカウントによっ
て作成されたすべてのスナップショット (123456789012 で表記) の ID を表示します。所有者を指定しな
い場合、結果にはすべてのパブリックスナップショットが含まれます。
aws ec2 describe-snapshots --filters Name=owner-id,Values=123456789012 --query "Snapshots[?
(StartTime<='2020-03-31')].[SnapshotId]" --output text

次のコマンドは、指定した日付範囲で作成されたすべてのスナップショットの ID を表示します。
aws ec2 describe-snapshots --filters Name=owner-id,Values=123456789012 --query "Snapshots[?
(StartTime>='2019-01-01') && (StartTime<='2019-12-31')].[SnapshotId]" --output text

タグに基づくフィルタリング
タグに従ってリソースのリストをフィルタリングする方法の例については、「コマンドラインによるタグ
の使用 (p. 1883)」を参照してください。

Amazon EC2 Global View を使用して、リージョン間
のリソースを一覧表示およびフィルターをかけます
Amazon EC2 Global View では、Amazon EC2 および Amazon VPC リソースの一部を、単一のAWSリー
ジョン、または単一のコンソールで複数のリージョンにまたがって表示できます。Amazon EC2 Global
View を使用して、AWS アカウントが有効になっているすべてのリージョンで、すべての VPC、サブネッ
ト、インスタンス、セキュリティグループ、ボリューム、および Auto Scaling グループの概要を表示でき
ます。またAmazon EC2 Global View では、グローバル検索機能を使用して、特定のリソースまたは特定
のリソースタイプを複数のリージョンにまたがって同時に検索できます。
Amazon EC2 Global View グローバルビューでは、いかなる方法でもリソースを変更することはできませ
ん。
必要なアクセス許可
IAM ユーザーが Amazon EC2 Global View を使用するには、次のアクセス許可が必要です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeRegions",
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
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}

],
"Resource": "*"
}]

Amazon EC2 Global Viewを使用するには
Amazon EC2 Global Viewコンソール https://console.aws.amazon.com/ec2globalview/homeを開きます。

Important
Firefox のプライベートウィンドウを使用して Amazon EC2 Global View にアクセスすることはで
きません。
コンソールは、次の 2 つのタブで構成されています。
• リージョンエクスプローラー—このタブには、次のセクションがあります。
• リソースの概要—すべてのリージョンにわたって、リソースのハイレベルな概要を提供します。
有効なリージョンはAWSアカウントが有効になっているリージョンの数を示します。残りのフィール
ドは、それらのリージョンに現在あるリソースの数を示します。いずれかのリンクを選択すると、す
べてのリージョンでそのタイプのリソースを表示します。たとえば、インスタンスラベルの下のリン
クが10リージョンで29の場合は、現在リージョン29間のインスタンス10が存在しているということ
を示しています。リンクを選択して、29すべてのインスタンスのリストを表示します。
• リージョンごとのリソース数— すべてのAWSリージョン (アカウントが有効になっていないリージョ
ンを含む) を一覧に表示し、各リージョンのリソースタイプの合計を表示します。
リージョン名を選択すると、特定のリージョンのすべてのタイプのリソースを表示します。例え
ば、アフリカ (ケープタウン) af-south-1 を選択すると、そのリージョン内の VPC、サブネット、イン
スタンス、セキュリティグループ、ボリューム、および Auto Scaling グループをすべて表示します。
または、リージョンを選択し、選択したリージョンのリソースの表示を選びます。
特定のリージョン内の特定のリソースタイプの値を選択して、そのリージョン内のタイプのリソース
のみを表示します。たとえば、アフリカ (ケープタウン) af-south-1のInstancesの値を選択して、その
リージョンのインスタンスのみを表示します。
• グローバル検索-このタブで、1 つのリージョンまたは複数のリージョンにわたって、特定のリソースま
たは特定のリソースタイプを検索できます。また、特定のリソースの詳細を表示できます。
リソースを検索するには、グリッドの前のフィールドに検索条件を入力します。リージョン、リソース
タイプ、およびリソースに割り当てられたタグにより検索できます。
特定のリソースの詳細を表示するには、グリッドでそのリソースを選択します。またリソースのリソー
ス ID を選択して、それぞれのコンソールで開くこともできます。たとえば、インスタンス ID を選択し
て Amazon EC2 コンソールでインスタンスを開く、またはサブネット ID を選択して Amazon VPC コン
ソールでサブネットを開きます。

Amazon EC2 リソースのタグ付け
インスタンスやイメージなどの Amazon EC2 リソースを管理しやすくするために、独自のメタデータをタ
グとして各リソースに割り当てることができます。タグを使用すると、AWS リソースを用途、所有者、環
境などのさまざまな方法で分類できます。これは、同じタイプのリソースが多数ある場合に役立ちます。
割り当てたタグに基づいて、特定のリソースをすばやく識別できます。ここでは、タグとその作成方法に
ついて説明します。

Warning
タグのキーと値は、多くの異なる API コールから返されます。DescribeTags へのアクセスを
拒否しても、他の API から返されるタグへのアクセスは自動的に拒否されません。ベストプラク
ティスとして、機密データをタグに含めないようお勧めします。
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コンテンツ
• タグの基本 (p. 1875)
• リソースのタグ付け (p. 1876)
• タグの制限 (p. 1879)
• タグとアクセス管理 (p. 1879)
• 請求用のリソースのタグ付け (p. 1880)
• コンソールでのタグの使用 (p. 1880)
• コマンドラインによるタグの使用 (p. 1883)
• インスタンスメタデータ内のインスタンスタグの使用 (p. 1886)
• CloudFormation を使用したリソースへのタグの追加 (p. 1888)

タグの基本
タグとは、AWS リソースに付けるラベルです。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で構
成されており、どちらもお客様側が定義します。
タグを使用すると、AWS リソースを用途、所有者、環境などのさまざまな方法で分類できます。例えば、
アカウントの各インスタンスの所有者とスタックレベルを追跡しやすくするため、Amazon EC2 インスタ
ンスに対して一連のタグを定義できます。
次の図は、タグの機能を示しています。図の中では、インスタンスのそれぞれに 2 つのタグを割り当てて
います。1 つは Owner のキーを使用、もう 1 つは Stack キーを使用します。各タグには値も関連付けら
れています。

ニーズを満たす一連のタグキーをリソースタイプごとに考案されることをお勧めします。一貫性のある一
連のタグキーを使用することで、リソースの管理が容易になります。追加したタグに基づいてリソース
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を検索およびフィルタリングできます。効果的なリソースのタグ付け戦略を実装する方法の詳細について
は、AWS ホワイトペーパーの「タグ付けのベストプラクティス」を参照してください。
タグには、Amazon EC2 に関連する意味はなく、完全に文字列として解釈されます。また、タグは自動
的にリソースに割り当てられます。タグのキーと値は編集でき、タグはリソースからいつでも削除できま
す。タグの値を空の文字列に設定することはできますが、タグの値を null に設定することはできません。
特定のリソースについて既存のタグと同じキーを持つタグを追加した場合、以前の値は新しい値によって
上書きされます。リソースを削除すると、リソースのタグも削除されます。

Note
リソースを削除した後も、そのタグがコンソール、API、および CLI の出力にしばらく表示され
たままになる場合があります。これらのタグは徐々にリソースから切り離され、完全に削除され
ます。

リソースのタグ付け
アカウントにすでに存在するほとんどの Amazon EC2 リソースにタグ付けできます。以下
の表 (p. 1876)に、タグ付けをサポートするリソースを示します。
Amazon EC2 コンソールを使用している場合、関連するリソース画面の [タグ] タブを使用してリソースに
タグを適用するか、[タグ] 画面を使用することができます。一部のリソースの画面では、リソースの作成
時にリソースのタグを指定できます。例えば、Name のキーと指定した値をタグ付けします。ほとんどの
場合、リソースの作成後すぐに (リソースの作成時ではなく) コンソールによりタグが適用されます。コン
ソールではリソースを Name タグに応じて整理できますが、このタグには Amazon EC2 サービスに対する
意味論的意味はありません。
Amazon EC2 API、AWS CLI、または AWS SDK を使用している場合、CreateTags EC2 API アクション
を使用してタグを既存のリソースに適用できます。さらに、リソース作成アクションによっては、リソー
スの作成時にリソースのタグを指定できます。リソースの作成時にタグを適用できない場合は、リソー
ス作成プロセスがロールバックされます。これにより、リソースがタグ付きで作成されるか、まったく作
成されないようになるため、タグ付けされていないリソースが存在することがなくなります。作成時にリ
ソースにタグ付けすることで、リソース作成後にカスタムタグ付けスクリプティングを実行する必要がな
くなります。作成時にユーザーがリソースにタグ付けできるようにする方法については、「リソース作成
時にタグ付けするアクセス許可の付与 (p. 1391)」を参照してください。
次の表では、タグ付け可能な Amazon EC2 リソースと、Amazon EC2 API、AWS CLI、または AWS SDK
を使用した作成時にタグ付け可能なリソースについて説明します。

Amazon EC2 リソースのタグ付けのサポート
リソース

タグをサポート

作成時のタグ付けをサポート

AFI

はい

はい

AMI

はい

はい

バンドルタスク

いいえ

いいえ

Capacity Reservation

はい

はい

キャリアゲートウェイ

はい

はい

クライアント VPN エンドポイン
ト

はい

はい

クライアント VPN ルート

いいえ

いいえ

カスタマーゲートウェイ

はい

はい

Dedicated Host

はい

はい
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リソース

タグをサポート

作成時のタグ付けをサポート

Dedicated Host 予約

はい

はい

DHCP オプション

はい

はい

EBS スナップショット

はい

はい

EBS ボリューム

はい

はい

EC2 Fleet

はい

はい

Egress-only インターネットゲー
トウェイ

はい

はい

Elastic IP アドレス

はい

はい

Elastic Graphics アクセラレー
ター

はい

いいえ

インスタンス

はい

はい

インスタンスイベントウィンド
ウ

はい

はい

インスタンスストアボリューム

該当なし

該当なし

インターネットゲートウェイ

はい

はい

IP アドレスプール (BYOIP)

はい

はい

キーペア

はい

はい

起動テンプレート

はい

はい

起動テンプレートのバージョン

いいえ

いいえ

ローカルゲートウェイ

はい

いいえ

ローカルゲートウェイルート
テーブル

はい

いいえ

ローカルゲートウェイ仮想イン
ターフェイス

はい

いいえ

ローカルゲートウェイ仮想イン
ターフェイスグループ

はい

いいえ

ローカルゲートウェイルート
テーブル VPC の関連付け

はい

はい

ローカルゲートウェイルート
テーブル仮想インターフェイス
グループの関連付け

はい

いいえ

NAT ゲートウェイ

はい

はい

ネットワーク ACL

はい

はい

ネットワークインターフェイス

はい

はい

配置グループ

はい

はい
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リソース

タグをサポート

作成時のタグ付けをサポート

プレフィックスリスト

はい

はい

Reserved Instance

はい

いいえ

リザーブドインスタンス出品

いいえ

いいえ

ルートテーブル

はい

はい

スポットフリートのリクエスト

はい

はい

スポットインスタンスリクエス
ト

はい

はい

セキュリティグループ

はい

はい

セキュリティグループルール

はい

いいえ

サブネット

はい

はい

Traffic Mirror フィルタ

はい

はい

Traffic Mirror セッション

はい

はい

Traffic Mirror ターゲット

はい

はい

トランジットゲートウェイ

はい

はい

Transit Gateway のマルチキャス
トドメイン

はい

はい

トランジットゲートウェイルー
トテーブル

はい

はい

トランジットゲートウェイ VPC
アタッチメント

はい

はい

仮想プライベートゲートウェイ

はい

はい

VPC

はい

はい

VPC エンドポイント

はい

はい

VPC エンドポイントサービス

はい

はい

VPC エンドポイントサービス設
定

はい

はい

VPC フローログ

はい

はい

VPC ピア接続

はい

はい

VPN 接続

はい

はい

作成時に、Amazon EC2 コンソールの Amazon EC2 インスタンス起動ウィザード (p. 520)を使用して、イ
ンスタンス、ボリューム、Elastic Graphics、ネットワークインターフェイス、スポットインスタンスリク
エストにタグを付けることができます。ボリューム画面を使用して作成時に EBS ボリュームにタグを付け
たり、スナップショット画面を使用して EBS スナップショットにタグを付けたりすることができます。ま
たは、リソースを作成するときに、リソース作成 Amazon EC2 API (RunInstances など) を使用してタグ
を適用することもできます。
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IAM ポリシーでタグベースのリソースレベルアクセス許可を、作成時のタグ付けをサポートする Amazon
EC2 API アクションに適用し、作成時にリソースにタグ付けできるユーザーとグループを細かく制御でき
ます。リソースは、作成時から適切に保護されます。タグはリソースに即座に適用されるため、リソース
の使用を制御するタグベースのリソースレベルアクセス権限がただちに有効になります。リソースは、よ
り正確に追跡および報告されます。新しいリソースにタグ付けの使用を適用し、リソースで設定されるタ
グキーと値を制御できます。
さらに、リソースレベルのアクセス許可を IAM ポリシーの CreateTags および DeleteTags Amazon
EC2 API アクションに適用し、既存のリソースで設定されるタグキーと値を制御することもできます。詳
細については、「例: リソースのタグ付け (p. 1424)」を参照してください。
請求用リソースへのタグ付けの詳細については、AWS Billing ユーザーガイドの「コスト配分タグの使用」
を参照してください。

タグの制限
タグには以下のような基本制限があります。
• リソースあたりのタグの最大数 - 50 件
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる値は
1 つのみです。
• キーの最大長 - UTF-8 の 128 Unicode 文字
• 値の最大長 - UTF-8 の 256 Unicode 文字
• 使用できる文字
• EC2 ではタグ内に任意の文字を使用できますが、他のサービスでは制限があります。すべてのサービ
スで使用できる文字は、UTF-8 で表現できる文字 (a-z、A-Z)、数字 (0-9)、スペース、および次の文
字です: + - = . _ : / @
• インスタンスメタデータでインスタンスタグを有効にすると、インスタンスタグキーは文字 (az、A-Z)、数字 (0-9)、および次の文字のみを使用できます: + - = . , _ : @。インスタンスタ
グキーは、スペースまたは / を含めることはできず、. (1 つのピリオド)、.. (2 つのピリオド)、また
は _index のみを含めることはできません。詳細については、インスタンスメタデータ内のインスタ
ンスタグの使用 (p. 1886)を参照してください。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• aws: プレフィックスは AWS 用に限定されています。タグにこのプレフィックスが付いたタグキーが
ある場合、タグのキーまたは値を編集、削除することはできません。aws: プレフィックスを持つタグ
は、リソースあたりのタグ数の制限時には計算されません。
タグのみに基づいてリソースを終了、停止、終了することはできません。リソース識別子を指定す
る必要があります。例えば、DeleteMe というタグキーを使用してタグ付けしたスナップショッ
トを削除するには、DeleteSnapshots のようなスナップショットのリソース識別子を指定して
snap-1234567890abcdef0 アクションを使用する必要があります。
パブリックリソースまたは共有リソースにタグを付けると、割り当てたタグは、タグ付けを行った AWS
アカウントだけが使用できます。他の AWS アカウントはそれらのタグにアクセスできません。共有リ
ソースへのタグベースのアクセス制御では、リソースへのアクセスを制御するために、各 AWS アカウン
トに独自のタグセットを割り当てる必要があります。
すべてのリソースにタグ付けすることはできません。詳細については、「Amazon EC2 リソースのタグ付
けのサポート (p. 1876)」を参照してください。

タグとアクセス管理
AWS Identity and Access Management (IAM) を使用している場合は、タグを作成、編集、削除する許可を
持つ AWS アカウントのユーザーを制御できます。詳細については、「リソース作成時にタグ付けするア
クセス許可の付与 (p. 1391)」を参照してください。
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リソースタグを使用して、属性ベースの制御 (ABAC) を実装することもできます。リソースのタグに基づ
いてオペレーションを許可する IAM ポリシーを作成できます。詳細については、「リソースタグを使用し
た EC2 リソースへのアクセスの制御 (p. 1393)」を参照してください。

請求用のリソースのタグ付け
タグを使用して AWS 請求書を整理し、自分のコスト構造を反映できます。そのためには、サインアップ
して、タグキー値が含まれた AWS アカウントの請求書を取得する必要があります。タグによるコスト配
分レポートの設定の詳細については、『AWS Billing ユーザーガイド』の「コスト配分月次レポート」を参
照してください。リソースを組み合わせたコストを確認するには、同じタグキー値を持つリソースに基づ
いて、請求情報を整理します。例えば、複数のリソースに特定のアプリケーション名のタグを付け、請求
情報を整理することで、複数のサービスを利用しているアプリケーションの合計コストを確認することが
できます。詳細については、AWS Billing ユーザーガイド の「コスト配分タグの使用」を参照してくださ
い。

Note
レポートを有効にすると、約 24 時間後に、今月のデータを表示できるようになります。
コスト割り当てタグは、どのリソースがコストに貢献しているかを示すことができますが、リソースを削
除または非アクティブ化にしてもコストは必ずしも削減されるわけではありません。例えば、元のデー
タを含むスナップショットが削除された場合でも、別のスナップショットによって参照されるスナップ
ショットデータは維持されます。詳細については、AWS Billing ユーザーガイドの「Amazon Elastic Block
Store のボリュームとスナップショット」を参照してください。

Note
タグされている Elastic IP アドレスは、コスト配分レポートには表示されません。

コンソールでのタグの使用
Amazon EC2 コンソールを使用して、同じリージョン内のすべての Amazon EC2 リソースで使用されてい
るタグを表示できます。タグは、リソース別およびリソースタイプ別で表示し、指定したタグに関連付け
られている各リソースタイプの項目数を表示することができます。また、Amazon EC2 コンソールを使用
して、同時に 1 つまたは複数のリソースについてタグの適用またはタグの削除を行うことができます。
リソースをリスト表示するときのフィルタの使い方については、「リソースの一覧表示およびフィルタリ
ング (p. 1866)」を参照してください。
使いやすさと最適な結果を実現するために、AWS Management Consoleで Tag Editor を使用してくだ
さい。統一された方法で一元的にタグを作成および管理できます。詳細については、AWS Management
Console の開始の「タグエディタ」を参照してください。
タスク
• タグの表示 (p. 1880)
• 個々のリソースのタグの追加および削除 (p. 1881)
• リソースグループへのタグの追加および削除 (p. 1882)
• インスタンスを起動するときのタグの追加 (p. 1883)
• タグによるリソースリストのフィルタリング (p. 1883)

タグの表示
Amazon EC2 コンソールでは、2 種類の方法でタグを表示できます。個々のリソースまたはすべてのリ
ソースについて、タグを表示できます。
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個々のリソースのタグの表示
Amazon EC2 コンソールでリソース固有のページを選択すると、リソースリストが表示されます。例え
ば、ナビゲーションペインの [Instances (インスタンス)] を選択すると、コンソールに Amazon EC2 イン
スタンスが表示されます。このようなリスト (インスタンスなど) からリソースを選択し、リソースがタ
グをサポートしている場合、タグを表示し、管理することができます。ほとんどのリソースページでは、
[Tags] (タグ) タブを選択してタグを表示できます。
リソースリストには、キーが同じタグのすべての値を表示する列を追加できます。この列を使用して、タ
グによるリソースリストの並べ替えやフィルタリングを行うことができます。
New console
• 画面右上にある歯車の形をした [Preferences] (設定) アイコンを選択します。[Preferences] (設定) ダ
イアログボックスの [Tag columns] (タグ列) で、1 つ以上のタグキーを選択し、[Confirm] (確認) を
選択します。
Old console
新しい列をリソースリストに追加してタグを表示するには、2 つの方法があります。
• [Tags] タブで、[Show Column] を選択します。新しい列がコンソールに追加されます。
• [Show/Hide Columns] (歯車型のアイコン) を選択し、[Show/Hide Columns] ダイアログボックスの
[Your Tag Keys] のタグキーを選択します。
すべてのリソースのタグ表示
Amazon EC2 コンソールのナビゲーションペインの [Tags] を選択して、すべてのリソースのタグを表示で
きます。次の図は、リソースタイプごとに使用中のすべてのタグが表示された [Tags] ペインです。

個々のリソースのタグの追加および削除
リソースのページから、個々のリソースのタグを直接管理できます。

個々のリソースにタグを追加するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

ナビゲーションバーから、ニーズに合ったリージョンを選択します。一部の Amazon EC2 リソー
スはリージョン間で共有できるため、この選択は重要です。詳細については、「リソースの場
所 (p. 1865)」を参照してください。

3.

ナビゲーションペインで、リソースタイプを選択します ([Instances] など)。

4.

リソースリストからリソースを選択し、[Tags (タグ)] タブを選択します｡

5.

[Manage tags (タグの管理)]、[Add tag (タグの追加)] の順に選択します。タグのキーと値を入力しま
す。タグの追加を完了したら、[Save (保存)] を選択します。

個々のリソースからタグを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーから、ニーズに合ったリージョンを選択します。一部の Amazon EC2 リソー
スはリージョン間で共有できるため、この選択は重要です。詳細については、「リソースの場
所 (p. 1865)」を参照してください。

3.

ナビゲーションペインで、リソースタイプを選択します ([Instances] など)。

4.

リソースリストからリソースを選択し、[Tags (タグ)] タブを選択します｡

5.

[Manage tags (タグの管理)] を選択します。タグごとに、[Remove (削除)] を選択します。タグの削除
を完了したら、[Save (保存)] を選択します。

リソースグループへのタグの追加および削除
リソースグループにタグを追加するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーから、ニーズに合ったリージョンを選択します。一部の Amazon EC2 リソー
スはリージョン間で共有できるため、この選択は重要です。詳細については、「リソースの場
所 (p. 1865)」を参照してください。

3.

ナビゲーションペインで、[ Tags] を選択します。

4.

コンテンツペインの上部にある [Manage Tags] を選択します。

5.

[Filter (フィルター)] で、リソースのタイプ (インスタンスなど) を選択します。

6.

リソースリストで、各リソースの横にあるチェックボックスをオンにします。

7.

[Add Tag (タグの追加)] で、タグのキーと値を入力し、[Add Tag (タグの追加)] を選択します。

Note
既存のタグとタグキーが同じ新しいタグを追加すると、既存のタグは新しいタグで上書きさ
れます。

リソースグループからタグを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーから、ニーズに合ったリージョンを選択します。一部の Amazon EC2 リソー
スはリージョン間で共有できるため、この選択は重要です。詳細については、「リソースの場
所 (p. 1865)」を参照してください。

3.

ナビゲーションペインで、[Tags]、[Manage Tags] を選択します。

4.

使用中のタグを表示するには、[Show/Hide Columns] (歯車型のアイコン) を選択し、[Show/Hide
Columns] ダイアログボックスで、表示するタグキーを選択して [Close] を選択します。

5.

[Filter (フィルター)] で、リソースのタイプ (インスタンスなど) を選択します。

6.

リソースリストで、各リソースの横にあるチェックボックスをオンにします。

7.

[Remove Tag (タグの削除)] で、タグキーを入力し、[Remove Tag (タグの削除)] を選択します。
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インスタンスを起動するときのタグの追加
[Launch Wizard] を使用してタグを追加するには
1.

ナビゲーションバーで、インスタンスを起動するリージョンを選択します。一部の Amazon EC2 リ
ソースはリージョン間で共有できるため、この選択は重要です。ニーズに合ったリージョンを選択し
ます。詳細については、「リソースの場所 (p. 1865)」を参照してください。

2.

[インスタンスの作成] を選択します。

3.

[Choose an Amazon Machine Image (AMI)] ページには、Amazon マシンイメージ (AMI) と呼ばれる
基本設定リストが表示されます。使用する AMI を選択し、[Select] を選択します。詳細については、
「Windows AMI の検索 (p. 107)」を参照してください。

4.

[Configure Instance Details] ページで、必要に応じてインスタンスの設定を行い、[Next: Add Storage]
を選択します。

5.

[Add Storage] ページで、インスタンスに追加のストレージボリュームを指定できます。完了したら、
[Next: Add Tags] を選択します。

6.

[Add Tags] ページで、インスタンス、ボリューム、またはその両方のタグを指定します。インスタン
スに複数のタグを追加するには、[Add another tag] を選択します。完了したら、[次の手順: セキュリ
ティグループの設定] を選択します。

7.

[Configure Security Group] ページで、所有する既存のセキュリティグループから選択するか、ウィ
ザードで新しいセキュリティグループを作成します。完了したら、[Review and Launch] を選択しま
す。

8.

設定を確認します。選択した内容でよければ、[Launch] を選択します。既存のキーペアを選択する
か、新しいキーペアを作成し、確認のチェックボックスを選択して、[Launch Instances] を選択しま
す。

タグによるリソースリストのフィルタリング
1 つまたは複数のタグキーとタグ値に基づいて、リソースリストをフィルタリングできます。

タグを使用してリソースリストをフィルタリングするには
1.

ナビゲーションペインで、リソースタイプを選択します ([Instances] など)。

2.

検索フィールドを選択します。

3.

リストからタグキーを選択します。

4.

リストから対応するタグ値を選択します。

5.

完了したら、フィルターを削除します。

フィルタについての詳細は、「リソースの一覧表示およびフィルタリング (p. 1866)」を参照してくださ
い。

コマンドラインによるタグの使用
作成時に、create コマンドのタグ仕様パラメータを使用して、多くの EC2 リソースにタグを追加できま
す。リソースの describe コマンドを使用して、リソースのタグを表示できます。次のコマンドを使用し
て、既存のリソースのタグを追加、更新、または削除することもできます。
タスク

AWS CLI

AWS Tools for Windows
PowerShell

1 つ以上のタグを追加、または上書きします

create-tags

New-EC2Tag
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タスク

AWS CLI

AWS Tools for Windows
PowerShell

1 つ以上のタグを削除します

delete-tags

Remove-EC2Tag

1 つ以上のタグを記述します

describe-tags

Get-EC2Tag

タスク
• リソース作成時のタグの追加 (p. 1884)
• 既存のリソースへのタグの追加 (p. 1885)
• タグ付きリソースの説明 (p. 1886)

リソース作成時のタグの追加
次の例は、リソースの作成時にタグを適用する方法を示しています。

Note
コマンドラインで JSON 形式のパラメータを入力する方法はオペレーティングシステムによって
異なります。
• Linux、macOS、または Unix と Windows PowerShell - 一重引用符 (') を使用して JSON データ
構造を囲みます。
• Windows - Windows コマンドラインでコマンドを使用するときは一重引用符を省略します。
詳細については、「AWS CLI のパラメータ値の指定」を参照してください。

Example 例: インスタンスを起動し、インスタンスおよびボリュームにタグを適用する
次の run-instances コマンドは、インスタンスを起動し、キー webserver と値 production を含むタ
グをインスタンスに適用します。さらに、cost-center キーと cc123 の値を持つタグを、作成された
EBS ボリューム (この場合はルートボリューム) に適用します。
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-abc12345 \
--count 1 \
--instance-type t2.micro \
--key-name MyKeyPair \
--subnet-id subnet-6e7f829e \
--tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=webserver,Value=production}]'
'ResourceType=volume,Tags=[{Key=cost-center,Value=cc123}]'

起動時にインスタンスとボリュームの両方に同じタグキーと値を適用できます。次のコマンドは、インス
タンスを起動し、cost-center のキーと cc123 の値を持つタグを、作成されたインスタンスとすべての
EBS ボリュームに適用します。
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-abc12345 \
--count 1 \
--instance-type t2.micro \
--key-name MyKeyPair \
--subnet-id subnet-6e7f829e \
--tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=cost-center,Value=cc123}]'
'ResourceType=volume,Tags=[{Key=cost-center,Value=cc123}]'
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Example 例: ボリュームを作成してタグを適用する
次の create-volume コマンドは、ボリュームを作成し、2 つのタグ purpose=production および costcenter=cc123 を適用します。
aws ec2 create-volume \
--availability-zone us-east-1a \
--volume-type gp2 \
--size 80 \
--tag-specifications 'ResourceType=volume,Tags=[{Key=purpose,Value=production},
{Key=cost-center,Value=cc123}]'

既存のリソースへのタグの追加
次の例は、create-tags コマンドを使用して既存のリソースにタグを追加する方法を示しています。

Example 例: リソースにタグを追加する
次のコマンドでは、タグ (Stack=production) を指定されたイメージに追加するか、タグキーが Stack
の AMI 用に既存のタグを上書きします。コマンドが成功した場合、出力は返りません。
aws ec2 create-tags \
--resources ami-78a54011 \
--tags Key=Stack,Value=production

Example 例: タグを複数のリソースに追加する
この例では、2 つのタグを AMI とインスタンス用に追加 (または上書き) します。一方のタグにはキー
(webserver) のみ含まれており、値は設定されていません (値を空の文字列に設定)。もう 1 つのタグは
キー (stack) と値 (Production) で構成されます。コマンドが成功した場合、出力は返りません。
aws ec2 create-tags \
--resources ami-1a2b3c4d i-1234567890abcdef0 \
--tags Key=webserver,Value= Key=stack,Value=Production

Example 例: 特殊文字のタグを追加する
この例では、タグ ([Group]=test) をインスタンスに追加します。角括弧 ([ および ]) は特殊文字であ
り、エスケープする必要があります。
Linux または OS X を使用している場合、特殊文字をエスケープするには、特殊文字を含む要素を二重引用
符 (") で囲んでから、キーと値の構造全体を一重引用符 (') で囲みます。
aws ec2 create-tags \
--resources i-1234567890abcdef0 \
--tags 'Key="[Group]",Value=test'

Windows を使用している場合、特殊文字をエスケープするには、特殊文字を含む要素を二重引用符 (") で
囲み、各二重引用符の前にバックスラッシュ (\) を付けます。
aws ec2 create-tags ^
--resources i-1234567890abcdef0 ^
--tags Key=\"[Group]\",Value=test

Windows PowerShell を使用している場合、特殊文字をエスケープするには、次のように特殊文字を含む
値を二重引用符 (") で囲み、各二重引用符の前にバックスラッシュ (\) を付けてから、キーと値の構造全
体を一重引用符 (') で囲みます。

1885

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスメタデータ内のインスタンスタグの使用
aws ec2 create-tags `
--resources i-1234567890abcdef0 `
--tags 'Key=\"[Group]\",Value=test'

タグ付きリソースの説明
次の例は、describe-instances でフィルターを使用して、特定のタグを持つインスタンスを表示する方法
を示しています。すべての EC2 describe コマンドは、この構文を使用して、1 つのリソースタイプ全体で
タグに基づいてフィルタリングします。または、describe-tags コマンドを使用して、EC2 リソースタイプ
間でタグに基づいてフィルタリングすることもできます。

Example 例: 特定のタグキーでインスタンスの詳細を示します。
次のコマンドは、タグの値にかかわらず Stack タグでインスタンスの詳細を示します。
aws ec2 describe-instances \
--filters Name=tag-key,Values=Stack

Example 例: 特定のタグでインスタンスの詳細を示します。
次のコマンドは、Stack=production タグでインスタンスの詳細を示します。
aws ec2 describe-instances \
--filters Name=tag:Stack,Values=production

Example 例: 特定のタグの値でインスタンスの詳細を示します。
次のコマンドは、タグキーにかかわらず値 production を持つタグでインスタンスの詳細を示します。
aws ec2 describe-instances \
--filters Name=tag-value,Values=production

Example 例: 指定したタグを持つすべての EC2 リソースの詳細を示す
次のコマンドは、タグ Stack=Test を持つすべての EC2 リソースの詳細を示します。
aws ec2 describe-tags \
--filters Name=key,Values=Stack Name=value,Values=Test

インスタンスメタデータ内のインスタンスタグの使用
インスタンスのメタデータからインスタンスのタグにアクセスできます。インスタンスメタデータからタ
グにアクセスすると、DescribeInstances または DescribeTags API コールを使用してタグ情報を
取得する必要がなくなります。これにより、1 秒あたりの API トランザクションが削減され、制御するイ
ンスタンスの数に応じてタグ取得をスケーリングできるようになります。さらに、インスタンスで実行さ
れているローカルプロセスは、インスタンスのメタデータからインスタンスのタグ情報を直接表示できま
す。
デフォルトでは、インスタンスメタデータからタグは使用できません。アクセスを明示的に許可する必要
があります。インスタンスの起動時、または実行中または停止したインスタンスでの起動後にアクセス
を許可できます。起動テンプレートでこれを指定することで、タグへのアクセスを許可することもできま
す。テンプレートを使用してインスタンスが起動されると、インスタンスメタデータ内のタグへのアクセ
スが許可されます。
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インスタンスタグを追加または削除すると、Nitro System 上に構築されたインスタンス (p. 201)に対して
インスタンスの実行中にインスタンスのメタデータが更新されます。インスタンスを停止して起動した
りする必要はありません。他のすべてのインスタンスでは、インスタンスメタデータのタグを更新するに
は、インスタンスを停止してから起動する必要があります。
トピック
• インスタンスメタデータのタグへのアクセスを許可する (p. 1887)
• インスタンスメタデータのタグへのアクセスを無効にする (p. 1887)
• インスタンスメタデータからタグを取得する (p. 1888)

インスタンスメタデータのタグへのアクセスを許可する
デフォルトでは、インスタンスメタデータ内のインスタンスタグへのアクセス権はありません。インスタ
ンスごとに、次のいずれかの方法を使用してアクセスを明示的に許可する必要があります。

コンソールを使用してインスタンスメタデータのタグへのアクセスを許可するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

左のナビゲーションペインで、[Instances] (インスタンス) をクリックします。
インスタンスを選択し、[Actions] (アクション)、[Instance settings] (インスタンス設定)、[Allow tags
in instance metadata] (インスタンスメタデータ内のタグを許可する) の順に選択します。

4.

インスタンスメタデータ内のタグへのアクセスを許可するには、[Allow] (許可) チェックボックスをオ
ンにします。
[Save] を選択します。

5.

AWS CLI を使用して起動時にインスタンスメタデータのタグへのアクセスを許可するには
run-instances コマンドを使用して、InstanceMetadataTags を enabled に設定します。
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--instance-type c3.large \
...
--metadata-options "InstanceMetadataTags=enabled"

AWS CLI を使用して実行中または停止中のインスタンス上のインスタンスメタデータ内のタグへのアクセ
スを許可するには
modify-instance-metadata-options コマンドを使用して、--instance-metadata-tags を enabled に
設定します。
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
--instance-id i-123456789example \
--instance-metadata-tags enabled

インスタンスメタデータのタグへのアクセスを無効にする
インスタンスメタデータ内のインスタンスタグへのアクセスを無効にするには、次のいずれかの方法を使
用します。インスタンスメタデータのインスタンスタグへのアクセスは、デフォルトでオフになっている
ため、起動時にインスタンスタグへのアクセスをオフにする必要はありません。

コンソールを使用してインスタンスメタデータのタグへのアクセスを無効にするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

左のナビゲーションペインで、[Instances] (インスタンス) をクリックします。

3.

インスタンスを選択し、[Actions] (アクション)、[Instance settings] (インスタンス設定)、[Allow tags
in instance metadata] (インスタンスメタデータ内のタグを許可する) の順に選択します。

4.

インスタンスメタデータ内のタグへのアクセスを無効にするには、[Allow] (許可) チェックボックスを
オフにします。

5.

[Save] を選択します。

AWS CLI を使用してインスタンスメタデータのタグへのアクセスを無効にするには
modify-instance-metadata-options コマンドを使用して、--instance-metadata-tags を disabled に
設定します。
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
--instance-id i-123456789example \
--instance-metadata-tags disabled

インスタンスメタデータからタグを取得する
インスタンスメタデータでインスタンスタグが許可されている場合、tags/instance カテゴリはインス
タンスのメタデータからアクセスできます。インスタンスメタデータからタグを取得する方法の例につい
ては、インスタンスのインスタンスタグを取得する (p. 811)を参照してください。

CloudFormation を使用したリソースへのタグの追加
Amazon EC2 リソースタイプでは、Tags または TagSpecifications プロパティを使用してタグを指定
します。
次の例では、Stack=Production プロパティを使用して AWS::EC2::Instance にタグ Tags を追加しま
す。

Example 例: YAML のタグ
Tags:
- Key: "Stack"
Value: "Production"

Example 例: JSON のタグ
"Tags": [
{
"Key": "Stack",
"Value": "Production"
}
]

次の例では、Stack=Production プロパティを使用して AWS::EC2::LaunchTemplate
LaunchTemplateData にタグ TagSpecifications を追加します。

Example 例: YAML のタグ仕様
TagSpecifications:
- ResourceType: "instance"
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Tags:
- Key: "Stack"
Value: "Production"

Example 例: JSON のタグ仕様
"TagSpecifications": [
{
"ResourceType": "instance",
"Tags": [
{
"Key": "Stack",
"Value": "Production"
}
]
}
]

Amazon EC2 の Service Quotas
Amazon EC2 にはさまざまなリソースが用意されており、それらを利用することができます。リソースに
はイメージ、インスタンス、ボリューム、スナップショットなどがあります。AWS アカウントを作成す
るときに、リージョンごとにこれらのリソースに対してデフォルトのクォータ (制限とも呼ばれます) が設
定されます。例えば、リージョンで起動できるインスタンスの最大数があります。したがって、米国西部
(オレゴン) リージョンでインスタンスを起動するときなどは、リクエストによってインスタンスの使用数
がそのリージョンでのインスタンスの最大数を超えないようにしてください。
Amazon EC2 コンソールでは、Amazon EC2 および Amazon VPC コンソールで管理されるリソースにつ
いて、制限とに関する情報が提供されます。これらの制限の多くは、リクエストによって引き上げること
ができます。提供される制限とに関する情報を利用して、AWS インフラストラクチャを管理します。制限
の引き上げに対するリクエストは、制限の引き上げが必要となる前に計画してください。
詳細については、Amazon Web Services 全般的なリファレンスの「Amazon EC2 エンドポイントと
クォータ」を参照してください。Amazon EBS クォータの詳細については、「Amazon EBS のクォー
タ (p. 1793)」を参照してください。

現在の制限を表示するには
Amazon EC2 コンソールの [Limits (制限)] ページを使用して、Amazon EC2 や Amazon VPC から提供され
るリソースに対するリージョンごとの現在の制限を表示できます。

現在の制限を表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーから、リージョンを選択します。
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3.

ナビゲーションペインで、[Limits] を選択します。

4.

リストでリソースを探します。検索フィールドを使用して、リソース名またはリソースグループでリ
ストをフィルタリングできます。[Current Limit (現在の制限)] 列には、アカウントにおけるリソースの
現在の最大値が表示されます。

引き上げのリクエスト
Amazon EC2 コンソールの [Limits (制限)] ページを使用して、リージョンごとに Amazon EC2 または
Amazon VPC リソースの増加をリクエストします。
または、Service Quotas を使用して増加をリクエストします。詳細については、Service Quotas ユーザー
ガイドの「クォータの引き上げのリクエスト」を参照してください。

Amazon EC2 コンソールを使用して増加をリクエストするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーから、リージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[Limits] を選択します。

4.

リストでリソースを選択し、リクエスト制限の引き上げを選択します。

5.

制限の引き上げのフォームにある必須フィールドを入力し、[送信] を選択します。指定した連絡方法
を使用して、お客様に応答が返されます。

ポート 25 を使用した E メール送信の制限
すべてのインスタンスで、Amazon EC2 はデフォルトでポート 25 を介したパブリック IP アドレスへのア
ウトバウンドトラフィックを制限します。この制限の解除をリクエストできます。詳細については、AWS
ナレッジセンターの 「EC2 インスタンスからポート 25 の制限を解除する方法を教えてください」を参照
してください。
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Note
この制限は、ポート 25 経由で次の宛先に送信されるアウトバウンドトラフィックには適用されま
せん。
• 発信元のネットワークインターフェイスが存在する VPC のプライマリ CIDR ブロック内の IP
アドレス。
• RFC 1918、RFC 6598、および RFC 4193 で定義されている CIDR 内の IP アドレス。

Amazon EC2 使用状況レポート
AWS は、EC2 インスタンスのコストと使用状況、およびリザーブドインスタンスの使用状況を分析でき
る AWS Cost Explorer という無料レポートツールを提供します。過去 13 か月までのデータを表示でき、
また次の 3 か月間にどのくらい使用する可能性があるかを予測します。時間の経過に伴う AWS リソース
の使用量パターンを確認して、さらに照会が必要な分野を識別し、コストの把握に役立つ傾向を確認する
には、Cost Explorer を使用します。データの時間範囲を指定したり、時間データを日または月ごとに表示
することもできます。
以下に、Cost Explorer を使用すると回答を得られるいくつかの質問の例を示します。
• 各インスタンスタイプのインスタンスには、どのくらいのコストがかかりますか?
• 特定の部門でどのくらいのインスタンス時間が使用されていますか?
• 自分のインスタンスの使用は、複数のアベイラビリティーゾーンにわたってどのように分散されていま
すか?
• 自分のインスタンスの使用は、複数の AWS アカウントにわたってどのように分散されていますか?
• 自分は リザーブドインスタンス をどのくらい適切に使用しているのでしょうか?
• リザーブドインスタンス によってコストを削減できているのでしょうか?
レポートの保存を含め、Cost Explorer でのレポートの使用の詳細については、「Cost Explorer によるコ
ストの分析」を参照してください。
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EC2 Windows インスタンスのトラブ
ルシューティング
次の手順とヒントは、Amazon EC2 Windows インスタンスの問題のトラブルシューティングに役立ちま
す。
コンテンツ
• Windows インスタンスに関する一般的な問題 (p. 1892)
• Windows インスタンスのトラブルシューティングの一般的なメッセージ (p. 1897)
• インスタンスの起動に関する問題のトラブルシューティング (p. 1904)
• Windows インスタンスへの接続に関するトラブルシューティング (p. 1908)
• 接続できないインスタンスのトラブルシューティング (p. 1916)
• 紛失したか、期限切れとなった Windows 管理者パスワードのリセット (p. 1924)
• インスタンスの停止に関するトラブルシューティング (p. 1935)
• インスタンスの終了 (シャットダウン) のトラブルシューティング (p. 1938)
• Sysprep のトラブルシューティング (p. 1939)
• Elastic Network Adapter (ENA) Windows ドライバーのトラブルシューティング (p. 1940)
• 使用アイテム EC2Rescue for Windows Server (p. 1950)
• Windows インスタンス用 EC2 シリアルコンソール (p. 1962)
• 診断割り込みの送信 (上級ユーザーのみ) (p. 1978)
インスタンスの問題のトラブルシューティングの詳細については、「使用アイテム EC2Rescue for
Windows Server (p. 1950)」を参照してください。PV ドライバーに関する問題のトラブルシューティング
の詳細については、「PV ドライバーのトラブルシューティング (p. 741)」を参照してください。

Windows インスタンスに関する一般的な問題
次は、Windows Server を実行する EC2 インスタンスの一般的な問題の解決に役立つトラブルシューティ
ングのヒントです。
問題点
• EBS ボリュームが Windows Server 2016 以降で初期化されない (p. 1892)
• ディレクトリサービス復元モード (DSRM) で EC2 Windows インスタンスを起動する (p. 1893)
• インスタンスのネットワーク接続が失われる、または、スケジュールされたタスクが予定通りに実行
されない (p. 1895)
• コンソールの出力を取得できない (p. 1896)
• Windows Server 2012 R2 をネットワークで使用できない (p. 1896)
• ディスク署名の衝突 (p. 1896)

EBS ボリュームが Windows Server 2016 以降で初期
化されない
Windows Server 2016 以降用の Amazon マシンイメージ (AMI) から作成されたインスタンスでは、さま
ざまなスタートアップタスク (例: EBS ボリュームの初期化) に EC2Launch サービスが使用されます。デ
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フォルトでは、EC2Launch はセカンダリボリュームを初期化しません。これらのディスクを自動的に初期
化するには、EC2Launch を設定します。

ドライブ文字をボリュームにマッピングするには
1.

設定するインスタンスに接続し、C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config
\DriveLetterMappingConfig.json ファイルをテキストエディタで開きます。

2.

次の形式を使用してボリューム設定を指定します。
{
"driveLetterMapping": [
{
"volumeName": "sample volume",
"driveLetter": "H"
}
]
}

3.

変更内容を保存し、ファイルを閉じます。

4.

Windows PowerShell を開き、次のコマンドを使用して、ディスクを初期化する EC2Launch スクリプ
トを実行します。
PS C:\>

C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeDisks.ps1

インスタンスが起動するたびにディスクを初期化するには、-Schedule フラグを次のように追加し
ます。
PS C:\>

C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeDisks.ps1 -Schedule

Note
EC2Launch スクリプトがボリュームを初期化しない場合は、ボリュームがオンラインとなっ
ていることを確認します。ボリュームがオフラインの場合は、次のコマンドを実行してすべ
てのディスクをオンラインにします。
PS C:\> Get-Disk | Where-Object IsOffline -Eq $True | Set-Disk -IsOffline
$False

ディレクトリサービス復元モード (DSRM) で EC2
Windows インスタンスを起動する
Microsoft Active Directory を実行するインスタンスでシステム障害やその他の重要な問題が発生した場
合、ディレクトリサービス復元モード (DSRM) と呼ばれる特殊なバージョンのセーフモードで起動するこ
とで、インスタンスをトラブルシューティングできます。DSRM では、Active Directory を修復または復元
できます。

DSRM のドライバーサポート
DSRM を有効にしてインスタンスで起動する方法は、インスタンスが実行されているドライバーによって
異なります。EC2 コンソールで、システムログからインスタンスのドライバーバージョンの詳細を表示で
きます。次の表に、DSRM でサポートされるドライバーを示します。
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ドライバーのバー
ジョン

サポートされる
DSRM

次のステップ

Citrix PV 5.9

いいえ

バックアップからインスタンスを復元します。DSRM を有効
にすることはできません。

AWS PV 7.2.0

いいえ

このドライバーでは DSRM がサポートされていませんが、イ
ンスタンスからルートボリュームをデタッチして、ボリュー
ムのスナップショットを取得するか AMI を作成し、同じアベ
イラビリティーゾーン内の別のインスタンスにセカンダリボ
リュームとしてアタッチできます。その後、DSRM を有効に
することができます (このセクションで説明します)。

AWS PV 7.2.2 以
降

はい

ルートボリュームのデタッチ、別のインスタンスへの接
続、DSRM の有効化 (このセクションで説明しています)。

拡張ネットワーキ
ング

はい

ルートボリュームのデタッチ、別のインスタンスへの接
続、DSRM の有効化 (このセクションで説明しています)。

拡張ネットワーキングを有効にする方法については、「VPC 内の Windows インスタンスで拡張ネット
ワーキングを有効化する」を参照してください。AWS PV ドライバーのアップグレードの詳細について
は、Windows インスタンスでの PV ドライバーのアップグレード (p. 735) をご参照ください。

DSRM で起動するインスタンスを設定する
オペレーティング システムを実行する前に、EC2 Windows インスタンスでネットワーク接続は行われま
せん。このため、キーボードの F8 ボタンを押して起動オプションを選択することはできません。次のい
ずれかの手順を使用して、DSRM で EC2 Windows Server インスタンスを起動する必要があります。
Active Directory が破損していて、インスタンスがまだ実行されていることが疑われる場合、[System
Configuration] ダイアログボックスまたはコマンドプロンプトを使用して、DSRM で起動するようインス
タンスを設定できます。

[System Configuration] ダイアログボックスを使用して DSRM でオンラインインスタンスを起動
するには
1.

[Run] ダイアログボックスで、「msconfig」と入力して Enter キーを押します。

2.

[Boot] タブを選択します。

3.

[Boot options] で、[Safe boot] を選択します。

4.

[Active Directory repair] を選択し、[OK] を選択します。サーバーを再起動するよう求められます。

コマンドラインを使用して DSRM でオンラインインスタンスを起動するには
コマンドプロンプトウィンドウから次のコマンドを実行します。
bcdedit /set safeboot dsrepair

インスタンスがオフラインで到達不可能な場合は、ルートボリュームをデタッチし、別のインスタンスに
アタッチして DSRM モードを有効にする必要があります。

DSRM でオフラインインスタンスを起動するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
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インスタンスのネットワーク接続が失われる、または、
スケジュールされたタスクが予定通りに実行されない
影響を受けるインスタンスを探して選択します。[Instance state (インスタンスの状態)]、[Stop
instance (インスタンスの停止)] の順に選択します。

[Launch instances (インスタンスの起動)] を選択し、影響のあるインスタンスと同じアベイラビリ
ティーゾーンに一時インスタンスを作成します。別のバージョンの Windows を使用するインスタンス
タイプを選択します。たとえば、インスタンスが Windows Server 2008 である場合、Windows Server
2008 R2 インスタンスを選択します。

Important
影響のあるインスタンスと同じアベイラビリティーゾーンにインスタンスを作成しない場
合、影響のあるインスタンスのルートボリュームを新しいインスタンスにアタッチできませ
ん。
5.

ナビゲーションペインの [Volumes] を選択します。

6.

影響のあるインスタンスのルートボリュームを見つけます。ボリュームをデタッチし、先ほど作成し
た一時インスタンスにアタッチします。デフォルトのデバイス名 (xvdf) でアタッチしてください。

7.

リモートデスクトップを使用して一時インスタンスに接続したら、Disk Management ユーティリティ
を使用してボリュームを有効にします。

8.

コマンドプロンプトを開き、次のコマンドを入力します。D を、アタッチしたセカンダリボリューム
の実際のドライブ文字と置き換えます。
bcdedit /store D:\Boot\BCD /set {default} safeboot dsrepair

9.

Disk Management ユーティリティで、先ほどアタッチしたドライブを選択し、右クリックコンテキス
トメニューを開いて、[オフライン] を選択します。

10. EC2 コンソールで、影響のあるボリュームを一時インスタンスからデタッチし、/dev/sda1 という
デバイス名で元のインスタンスに再アタッチします。ボリュームをルートボリュームとして指定する
には、このデバイス名を指定する必要があります。
11. インスタンスを起動します。
12. インスタンスが EC2 コンソールでヘルスチェックに合格したら、リモートデスクトップを使用してイ
ンスタンスに接続し、DSRM モードで起動することを確認します。
13. (オプション) この手順で作成した一時インスタンスを削除するか停止します。

インスタンスのネットワーク接続が失われる、また
は、スケジュールされたタスクが予定通りに実行され
ない
インスタンスを再起動するとネットワーク接続が失われる場合は、インスタンスの時刻設定が間違ってい
る可能性があります。
デフォルトで、Windows インスタンスは協定世界時 (UTC) を使用します。別のタイムゾーンにインスタン
スの時刻を設定して再起動すると、時刻がずれて、インスタンスの IP アドレスが一時的に失われます。最
終的にインスタンスのネットワーク接続は復旧されますが、これには数時間かかることがあります。イン
スタンスがネットワーク接続を復旧するのにかかる時間は、UTC と他のタイムゾーンとの時差に左右され
ます。
時刻に関するこの同じ問題によって、スケジュールされたタスクが予定通りに実行されないことがありま
す。この場合、インスタンスの時刻が正しくないため、スケジュールされたタスクは予定通りに実行され
ません。
UTC 以外のタイムゾーンを永続的に使用するには、RealTimeIsUniversal レジストリキーを設定する必要
があります。このキーがない場合、インスタンスは再起動後、UTC を使用します。
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ネットワーク接続を失う原因となる時刻の問題を解決するには
1.

推奨 PV ドライバーを実行していることを確認します。詳細については、「Windows インスタンスで
の PV ドライバーのアップグレード (p. 735)」を参照してください。

2.

次のレジストリキーが存在し、1 に設定されていることを確認します: HKEY_LOCAL_MACHINE
\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation\RealTimeIsUniversal。

コンソールの出力を取得できない
Windows インスタンスの場合は、インスタンスコンソールに Windows 起動プロセス中に実行されたタス
クの出力が表示されます。Windows が正常に起動した場合、記録される最後のメッセージは Windows is
Ready to use です。コンソールにはイベントログメッセージも表示できますが、この機能はデフォルト
では有効になっていない点に注意してください。詳細については、「EC2 サービスプロパティ (p. 704)」
を参照してください。
Amazon EC2 コンソールを使用してインスタンスのコンソール出力を取得するには、インスタンスを選択
してから、[アクション]、[モニタリングおよびトラブルシューティング]、[システムログの取得] の順に選
択します。コマンドラインを使用してコンソール出力を取得するには、get-console-output (AWS CLI) コマ
ンド、または Get-EC2ConsoleOutput (AWS Tools for Windows PowerShell) コマンドを使用します。
Windows Server 2012 R2 以前を実行しているインスタンスで、コンソール出力が空の場合は、設定ファイ
ルが正しく設定されていない、Windows が正しく起動しなかったなど、EC2Config サービスの問題を示し
ている可能性があります。問題を修正するには、EC2Config の最新バージョンをダウンロードしてインス
トールします。詳細については、「EC2Config の最新バージョンのインストール (p. 701)」を参照してく
ださい。

Windows Server 2012 R2 をネットワークで使用でき
ない
ネットワークで使用できない Windows Server 2012 R2 インスタンスをトラブルシューティングする方法
の詳細については、「Windows Server 2012 R2 でインスタンスの再起動後にネットワークおよびストレー
ジとの接続が失われる (p. 741)」を参照してください。

ディスク署名の衝突
ディスク署名の衝突をチェックして解決するには、EC2Rescue for Windows Server (p. 1950) を使用しま
す。または、次の手順を実行して、ディスク署名の問題を手動で解決できます。

Warning
以下の手順では、レジストリエディタを使用して Windows レジストリを編集する方法を説明しま
す。Windows レジストリに慣れていない場合や、レジストリエディターを使用して安全に変更す
る方法については、「レジストリを構成する」を参照してください。
1.
2.
3.

コマンドプロンプトを開き、「regedit.exe」と入力して、[Enter] を押します。
[レジストリエディタ] で、コンテキストメニュー (右クリック) から [HKEY_LOCAL_MACHINE] を選
択し、[検索] を選択します。
[Windows Boot Manager] を入力して、[次を検索] を選択します。

4.

11000001 というキーを選択します。このキーは、前の手順で検索したキーの兄弟です。

5.

右のペインで [Element] を選択し、コンテキストメニュー (右クリック) から[変更] を選択します。
データのオフセット 0x38 で 4 バイトのディスク署名を見つけます。これは、ブート構成データベー
ス署名 (BCD) です。バイトの順序を逆にしてディスク署名を作成し、書き留めます。例えば、次の
データで表されるディスク署名は E9EB3AA5 です。

6.
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...
0030
0038
0040
...

7.

00 00 00 00 01 00 00 00
A5 3A EB E9 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00

コマンドプロンプトウィンドウで、次のコマンドを実行して Microsoft DiskPart を起動します。
diskpart

8.

次の DiskPart コマンドを実行して、ボリュームを選択します。(ディスク番号が 1 であることを確認
するには、ディスク管理ユーティリティを使用します。)
DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk.

9.

次の DiskPart コマンドを実行して、ディスク署名を取得します。
DISKPART>

uniqueid disk

Disk ID: 0C764FA8

10. 前の手順で表示されたディスク署名が、以前に書き留めた BCD のディスク署名と一致しない場合
は、次の DiskPart コマンドを使用してディスク署名を変更して一致させます。
DISKPART> uniqueid disk id=E9EB3AA5

Windows インスタンスのトラブルシューティング
の一般的なメッセージ
このセクションには、一般的なメッセージに基づいて問題をトラブルシューティングするのに役立つヒン
トが含まれています。
トピック
• "パスワードは使用できません" (p. 1897)
• "パスワードはまだ使用できません" (p. 1898)
• "Windows パスワードを取得できません" (p. 1898)
• "メタデータサービスを待っています" (p. 1899)
• "Windows のライセンス認証ができません" (p. 1901)
• "Windows が正規品ではありません (0x80070005) " (p. 1903)
• "ライセンスを発行できるターミナルサーバーライセンスサーバーがありません" (p. 1903)
• 「一部の設定は当組織によって管理されています」 (p. 1903)

"パスワードは使用できません"
リモートデスクトップを使用して Windows インスタンスに接続するには、アカウントとパスワードを指
定する必要があります。提供されるアカウントとパスワードは、インスタンスを起動するときに使用した
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AMI に基づいています。管理者アカウント用に自動生成されたパスワードを取得することも、AMI が作成
された元のインスタンスで使われていたアカウントとパスワードを使用することもできます。
ランダムなパスワードを生成するように Windows インスタンスが設定されていない場合、コンソールを使
用して自動生成パスワードを取得しようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。
Password is not available.
The instance was launched from a custom AMI, or the default password has changed. A
password cannot be retrieved for this instance. If you have forgotten your password, you
can
reset it using the Amazon EC2 configuration service. For more information, see Passwords
for a
Windows Server instance.

インスタンスのコンソール出力を確認して、インスタンスを起動するのに使用した AMI がパスワード生成
を無効にして作成されたかどうかを調べます。パスワード生成が無効になっている場合、コンソール出力
には次の表示が含まれます。
Ec2SetPassword: Disabled

パスワード生成が無効で、元のインスタンスのパスワードを覚えていない場合は、このインスタンスのパ
スワードをリセットできます。詳細については、「紛失したか、期限切れとなった Windows 管理者パス
ワードのリセット (p. 1924)」を参照してください。

"パスワードはまだ使用できません"
リモートデスクトップを使用して Windows インスタンスに接続するには、アカウントとパスワードを指
定する必要があります。提供されるアカウントとパスワードは、インスタンスを起動するときに使用した
AMI に基づいています。管理者アカウント用に自動生成されたパスワードを取得することも、AMI が作成
された元のインスタンスで使われていたアカウントとパスワードを使用することもできます。
パスワードは数分以内に使用可能となります。パスワードが使用できない場合、コンソールを使用して自
動生成パスワードを取得すると、次のエラーメッセージが表示されます。
Password not available yet.
Please wait at least 4 minutes after launching an instance before trying to retrieve the
auto-generated password.

4 分以上たってもまだパスワードを取得できない場合、EC2Config が無効になっている可能性がありま
す。これは、コンソール出力が空であるかチェックすることで、確認できます。詳細については、「コン
ソールの出力を取得できない (p. 1896)」を参照してください。
Management Portal へのアクセスに使用されている AWS Identity and Access Management (IAM) アカウン
トで、ec2:GetPasswordData アクションが許可されていることも確認します。IAM のアクセス許可の
詳細については、「IAM とは」を参照してください。

"Windows パスワードを取得できません"
管理者アカウントの自動生成パスワードを取得するには、インスタンスの起動時に指定したキーペアのプ
ライベートキーを指定する必要があります。インスタンスの起動時にキーペアを指定しなかった場合、次
のメッセージが表示されます。
Cannot retrieve Windows password

このインスタンスを終了し、同じ AMI を使用して新しいインスタンスを起動して、キーペアを指定するこ
とができます。
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"メタデータサービスを待っています"
Windows インスタンスは、インスタンスメタデータから情報を取得した後、起動します。デフォルトで
は、WaitForMetaDataAvailable 設定により、必ず EC2Config サービスがインスタンスメタデータ
にアクセスできるようになってから起動プロセスが続行されます。詳細については、「インスタンスメタ
データとユーザーデータ (p. 794)」を参照してください。
インスタンスがインスタンスの接続性テストに合格しない場合は、この問題を解決するため、次の操作を
試してください。
• VPC の CIDR ブロックを確認します。Windows インスタンスは、IP アドレス範囲が 224.0.0.0 か
ら 255.255.255.255 (クラス D とクラス E の IP アドレス範囲) の VPC で起動された場合、正しく起
動できません。これらの IP アドレス範囲は予約済みで、ホストデバイスに割り当てることはできませ
ん。RFC 1918 に指定されているように、プライベート (パブリックにルーティングできない) IP アドレ
ス範囲からの CIDR ブロックを持つ VPC を作成することをお勧めします。
• システムが静的 IP アドレスで設定されている可能性があります。ネットワークインターフェイスを作
成 (p. 1255)して、インスタンスにアタッチ (p. 1257)します。
• 接続できない Windows インスタンスで DHCP を有効にするには
1.

影響のあるインスタンスを停止し、ルートボリュームをデタッチします。

2.

影響のあるインスタンスと同じアベイラビリティーゾーンで一時インスタンスを起動します。

Warning
一時インスタンスが元のインスタンスと同じ AMI に基づいている場合、追加の手順を完
了する必要があります。この手順を実行しない場合、ディスク署名の競合によって、ルー
トボリュームを復元した後、元のインスタンスを起動できなくなります。または、一時イ
ンスタンスとして別の AMI を選択します。例えば、元のインスタンスが Windows Server
2008 R2 用の AWS Windows AMI を使用している場合、Windows Server 2012 用の AWS
Windows AMI を使用して一時インスタンスを起動します。
3.

影響のあるインスタンスから一時インスタンスにルートボリュームをアタッチします。一時インス
タンスに接続し、[Disk Management] ユーティリティを開いて、ドライブをオンラインにします。

4.

一時インスタンスから [Regedit] を開き、[HKEY_LOCAL_MACHINE] を選択します。[File] メニュー
の [Load Hive] を選択します。ドライブを選択して、ファイル [Windows\System32\config
\SYSTEM] を開き、プロンプトが表示されたらキー名を指定します (任意の名前を使用できます)。

5.

ロードしたキーを選択し、ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces
に移動します。GUID ごとに、それぞれのネットワークインターフェイスが表示されて
います。適切なネットワークインターフェイスを選択します。DHCP が無効で、静的 IP
アドレスが割り当てられている場合、EnableDHCP は 0 に設定されています。DHCP を
有効にするには、EnableDHCP を 1 に設定し、次のキーが存在する場合は削除します:
NameServer、SubnetMask、IPAddress、DefaultGateway。再度キーを選択し、[File] メ
ニューの [Unload Hive] を選択します。

Note
複数のネットワークインターフェイスがある場合、DHCP を有効にするに正しいインター
フェイスを指定する必要があります。正しいネットワークインターフェイスを特定するに
は、次のキー値 NameServer、SubnetMask、IPAddress、DefaultGateway を確認し
ます。これらの値は、前のインスタンスの静的設定を表示します。
6.

(オプション) DHCP がすでに有効な場合、メタデータサービスへのルーティングがない可能性があ
ります。EC2Config を更新すると、この問題を解決できます。
a.

EC2Config サービスの最新バージョンをダウンロードしてインストールします。このサービ
スをインストールする方法の詳細については、「EC2Config の最新バージョンのインストー
ル (p. 701)」を参照してください。

b.

.zip ファイルを、アタッチしたドライブの Temp ディレクトリに展開します。
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7.

c.

[Regedit] を開き、[HKEY_LOCAL_MACHINE] を選択します。[File] メニューの [Load Hive] を
選択します。ドライブを選択して、ファイル [Windows\System32\config\SOFTWARE] を開
き、プロンプトが表示されたらキー名を指定します (任意の名前を使用できます)。

d.

ロードしたキーを選択し、Microsoft\Windows\CurrentVersion に移動しま
す。RunOnce キーを選択します。(このキーが存在しない場合、[CurrentVersion] を右
クリックし、[New] をポイントし、[Key] を選択して、キーに RunOnce という名前をつけ
てください。) 右クリックして [New] をポイントし、[tring Value] を選択します。名前に
Ec2Install、データに C:\Temp\Ec2Install.exe -q と入力します。

e.

再度キーを選択し、[File] メニューの [Unload Hive] を選択します。

(オプション) 一時インスタンスが元のインスタンスと同じ AMI に基づいている場合、以下の手順を
完了する必要があります。この手順を実行しない場合、ディスク署名の競合のためルートボリュー
ムを復元した後、元のインスタンスを起動できなくなります。

Warning
以下の手順では、レジストリエディタを使用して Windows レジストリを編集する方法を説
明します。Windows レジストリに慣れていない場合や、レジストリエディターを使用して
安全に変更する方法については、「レジストリを構成する」を参照してください。
a.

コマンドプロンプトを開き、「regedit.exe」と入力して、[Enter] を押します。

b.

[レジストリエディタ] で、コンテキストメニュー (右クリック) から [HKEY_LOCAL_MACHINE]
を選択し、[検索] を選択します。

c.

[Windows Boot Manager] を入力して、[次を検索] を選択します。

d.

11000001 というキーを選択します。このキーは、前の手順で検索したキーの兄弟です。

e.

右のペインで [Element] を選択し、コンテキストメニュー (右クリック) から[変更] を選択しま
す。

f.

データのオフセット 0x38 で 4 バイトのディスク署名を見つけます。バイトの順序を逆にし
てディスク署名を作成し、書き留めます。例えば、次のデータで表されるディスク署名は
E9EB3AA5 です。
...
0030
0038
0040
...

g.

00 00 00 00 01 00 00 00
A5 3A EB E9 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00

コマンドプロンプトウィンドウで、次のコマンドを実行して Microsoft DiskPart を起動しま
す。
diskpart

h.

次の DiskPart コマンドを実行して、ボリュームを選択します。(ディスク番号が 1 であること
を確認するには、ディスク管理ユーティリティを使用します。)
DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk.

i.

次の DiskPart コマンドを実行して、ディスク署名を取得します。
DISKPART>

uniqueid disk

Disk ID: 0C764FA8

j.

前の手順で表示されたディスク署名が、以前に書き留めた BCD のディスク署名と一致しない
場合は、次の DiskPart コマンドを使用してディスク署名を変更して一致させます。
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DISKPART> uniqueid disk id=E9EB3AA5

8.

[ディスク管理] ユーティリティを使用して、ドライブをオフラインにします。

Note
一時インスタンスが影響を受けるインスタンスと同じ OS を実行している場合、ドライブ
は自動的にオフラインになるため、手動でオフラインにする必要はありません。
9.

ボリュームを一時インスタンスからデタッチします。一時インスタンスをそれ以上使用しない場合
は、終了しても構いません。

10. /dev/sda1 としてボリュームをアタッチして、影響のあるインスタンスのルートボリュームを復
元します。
11. 影響のあるインスタンスを開始します。
インスタンスに接続されたら、インスタンスからインターネットブラウザを開いて、次のメタデータサー
バーの URL を入力します。
http://169.254.169.254/latest/meta-data/

メタデータサーバーに接続できない場合は、問題解決のために以下を試してください。
• EC2Config サービスの最新バージョンをダウンロードしてインストールします。このサービスをインス
トールする方法の詳細については、「EC2Config の最新バージョンのインストール (p. 701)」を参照し
てください。
• Windows インスタンスが RedHat PV ドライバーを実行しているかどうかを確認します。実行いている
場合、Citrix PV ドライバーに更新してください。詳細については、「Windows インスタンスでの PV ド
ライバーのアップグレード (p. 735)」を参照してください。
• ファイアウォール、IPSec、およびプロキシ設定により、メタデータサービス (169.254.169.254)
または AWS KMS サーバーへの送信トラフィックがブロックされていないことを確認します (アド
レスは、TargetKMSServer の C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Settings
\ActivationSettings.xml 要素で指定されています)。
• 次のコマンドを使用して、メタデータサービス (169.254.169.254) にルーティングされていることを
確認します。
route print

• インスタンスのアベイラビリティーゾーンに影響を与える可能性があるネットワークの問題を確認しま
す。http://status.aws.amazon.com/ に移動します。

"Windows のライセンス認証ができません"
Windows インスタンスは、Windows AWS KMS のアクティブ化を使用します。インスタンスから A
problem occurred when Windows tried to activate. Error Code 0xC004F074 サーバーに
アクセスできない場合、AWS KMS というメッセージが表示される可能性があります。Windows は 180 日
ごとにライセンス認証を行う必要があります。EC2Config では、確実に、引き続き Windows でアクティ
ブ化されるように、アクティブ化の期限が切れる前に AWS KMS サーバーに接続します。
Windows のライセンス認証の問題が発生した場合は、この問題を解決するため、次の手順に従います。
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EC2Config の場合 (Windows Server 2012 R2 AMI 以前)
1.

EC2Config サービスの最新バージョンをダウンロードしてインストールします。このサービスをイン
ストールする方法の詳細については、「EC2Config の最新バージョンのインストール (p. 701)」を参
照してください。

2.

インスタンスにログインして、C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Settings
\config.xml のファイルを開きます。

3.

config.xml ファイルで Ec2WindowsActivate プラグインを見つけます。状態を [Enabled] に変更
し、変更を保存します。

4.

[Windows Services snap-in] で、EC2Config サービスを再開するか、インスタンスを再起動します。

これによってライセンス認証の問題が解決しない場合は、追加の手順に従います。
1.

AWS KMS ターゲットを設定: C:\> slmgr.vbs /skms 169.254.169.250:1688

2.

Windows を有効化: C:\> slmgr.vbs /ato

EC2Launch の場合 (Windows Server 2016 AMI 以降)
1.

管理者権限を持つ PowerShell プロンプトから、EC2Launch モジュールをインポートします。
PS C:\> Import-Module "C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Module\Ec2Launch.psd1"

2.

Add-Routes 関数を呼び出して、新しいルートのリストを表示します。
PS C:\> Add-Routes

3.

Set-ActivationSettings 関数を呼び出します。
PS C:\> Set-Activationsettings

4.

次のスクリプトを実行して、Windows のライセンス認証を行います。
PS C:\> cscript "${env:SYSTEMROOT}\system32\slmgr.vbs" /ato

EC2Config と EC2Launch の両方で、それでもまだライセンス認証エラーを受け取る場合は、次の情報を
確認します。
• AWS KMS サーバーにルーティングされていることを確認します。C:\Program Files\Amazon
\Ec2ConfigService\Settings\ActivationSettings.xml を開き、TargetKMSServer エレメ
ントを配置します。以下のコマンドを実行し、これらの AWS KMS サーバーのアドレスが表示されるか
どうかを確認します。
route print

• AWS KMS クライアントのキーが設定されていることを確認します。次のコマンドを実行し、出力を確
認します。
C:\Windows\System32\slmgr.vbs /dlv

出力に Error: product key not found が含まれる場合、AWS KMS クライアントのキーは設定されていま
せん。AWS KMS クライアントのキーが設定されていない場合は、Microsoft の記事 (AWS KMS クライ
アントセットアップキー) の説明に従ってクライアントのキーを検索し、次のコマンドを実行して AWS
KMS クライアントのキーを設定します。
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C:\Windows\System32\slmgr.vbs /ipk client_key

• システムの時刻とタイムゾーンが正しいことを確認します。Windows Server 2008 以降を使用して
いて、UTC 以外のタイムゾーンを使用している場合は、次のレジストリキーを追加し、1 に設定し
て、時刻を正しく設定します: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
\TimeZoneInformation\RealTimeIsUniversal。
• Windows ファイアウォールが有効な場合、次のコマンドを使用して一時的に無効にします。
netsh advfirewall set allprofiles state off

"Windows が正規品ではありません (0x80070005) "
Windows インスタンスは、Windows AWS KMS のアクティブ化を使用します。インスタンスでライセン
ス認証のプロセスを完了できない場合、Windows が正規品でないことを示しています。
"Windows のライセンス認証ができません" (p. 1901) をお試しください。

"ライセンスを発行できるターミナルサーバーライセ
ンスサーバーがありません"
Windows Server ではデフォルトで、同時に 2 人のリモートデスクトップ接続のユーザーにライセンスが
付与されます。2 人を超えるユーザーに、Windows インスタンスへのリモートデスクトップ接続による
同時接続を提供する必要がある場合は、リモートデスクトップサービスクライアントアクセスライセン
ス (CAL) を購入し、リモートデスクトップセッションホストおよびリモートデスクトップライセンスサー
バーの役割をインストールします。
次の点を確認します。
• 最大同時 RDP セッション数を超えている。
• Windows のリモートデスクトップサービスの役割をインストールした。
• ライセンスの有効期限が切れている。ライセンスの有効期限が切れている場合、Windows インスタンス
にユーザーとして接続できません。以下を試すことができます。
• /admin パラメータを使用して、コマンドラインから、たとえば次のようにインスタンスに接続しま
す。
mstsc /v:instance /admin

詳細については、Microsoft の記事の「Access Remote Desktop Via Command Line」を参照してくだ
さい。
• データを回復するには、インスタンスを停止し、Amazon EBS ボリュームをデタッチして、同じアベ
イラビリティーゾーンにある別のインスタンスにアタッチします。

「一部の設定は当組織によって管理されています」
最新の Windows Server AMI から起動したインスタンスには、「Some settings are managed by your
organization (一部の設定は当組織によって管理されています)」で始まる Windows Update ダイアログメッ
セージが表示される場合があります。このメッセージは Windows Server 内の変更の結果として表示さ
れ、Windows Update の動作やお客様による更新設定管理能力には影響を及ぼしません。
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警告を削除するには
1.

gpedit.msc を開き、[コンピュータの構成]、[管理用テンプレート]、[Windows コンポーネント]、
[Windows Update] の順に移動します。[Configure Automatic Update (自動更新の設定)] を編集し、
[enabled (有効)] に設定します。

2.

コマンドプロンプトで、gpupdate /force を使用してグループポリシーを更新します。

3.

Windows Update の設定を閉じて再度開きます。設定が組織によって管理されていることを示す上記
のメッセージが表示され、その後に次のように表示されます。"計測対象の接続 (料金がかかる場合が
あります) を除き、アップデートは自動的にダウンロードされます。その場合、Windows が正常に動
作するために必要なアップデートが自動的にダウンロードされます。"

4.

gpedit.msc に戻り、グループポリシーを [not configured (設定されていません)] に戻しま
す。gpupdate /force をもう一度実行します。

5.

コマンドプロンプトを閉じ、数分待ちます。

6.

Windows Update の設定を再度開きます。「一部の設定は当組織によって管理されています。」とい
うメッセージは表示されません。

インスタンスの起動に関する問題のトラブルシュー
ティング
以下の問題が発生すると、インスタンスを起動できなくなります。
起動に関する問題
• 無効なデバイス名 (p. 1904)
• インスタンス制限の超過 (p. 1905)
• インスタンス容量の不足 (p. 1905)
• リクエストされた設定は現在サポートされていません。サポートされている設定については、ドキュ
メントを参照してください。 (p. 1906)
• インスタンスがすぐに終了する (p. 1906)
• Windows の起動後すぐに高い CPU 使用率を実現します (p. 1907)

無効なデバイス名
説明
新しいインスタンスを起動しようとすると、Invalid device name device_name エラーが発生しま
す。

原因
インスタンスを起動しようとしたときにこのエラーが発生した場合、リクエストの 1 つ以上のボリューム
のために指定されたデバイス名に無効なデバイス名が含まれています。エラーの原因として以下が考えら
れます。
• デバイス名は、選択した AMI によって使用されている可能性があります。
• デバイス名は、ルートボリューム用に予約されている可能性があります。
• デバイス名は、リクエスト内の別のボリュームのために使用される可能性があります。
• デバイス名は、オペレーティングシステム向けに有効でない可能性があります。
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解決策
問題を解決するには:
• デバイス名が、選択した AMI で使用されていないことを確認します。次のコマンドを実行して、AMI に
よって使用されるデバイス名を表示します。
C:\> aws ec2 describe-images --image-id ami_id --query
'Images[*].BlockDeviceMappings[].DeviceName'

• ルートボリューム用に予約されているデバイス名を使用していないことを確認します。詳細について
は、「使用できるデバイス名 (p. 1821)」を参照してください。
• リクエストで指定されている各ボリュームのデバイス名が一意であることを確認します。
• 指定したデバイス名が正しい形式となっていることを確認します。詳細については、「使用できるデバ
イス名 (p. 1821)」を参照してください。

インスタンス制限の超過
説明
新しいインスタンスを起動するか、停止したインスタンスを再起動しようとする
と、InstanceLimitExceeded エラーが発生する。

原因
新しいインスタンスを起動するか、停止したインスタンスを再起動しようとすると
InstanceLimitExceeded エラーが発生する場合、リージョンで起動できるインスタンス数の制限に達
しています。AWS アカウントを作成するときに、リージョンごとに、実行できるインスタンスの数につい
てデフォルトの制限が設定されます。

解決策
インスタンス制限の引き上げは、リージョンごとにリクエストできます。詳細については、「Amazon
EC2 の Service Quotas (p. 1889)」を参照してください。

インスタンス容量の不足
説明
新しいインスタンスを起動するか、停止したインスタンスを再起動しようとする
と、InsufficientInstanceCapacity エラーが発生する。

原因
インスタンスを起動したり、停止したインスタンスを再起動したりする際にこのエラーが発生する場合、
現在 AWS にはリクエストに対応するために必要とされる十分なオンデマンドキャパシティーがありませ
ん。

解決策
この問題を解決するには、以下の手順を実行します。
• 数分間待ってからリクエストを再度送信します。容量は頻繁に変化します。
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• インスタンス数を減らして新しいリクエストを送信します。たとえば、15
インスタンスを起動する 1
つのリクエストを行っている場合、代わりに 5 つのインスタンスに対する 3 つのリクエストを作成する
か、1 つのインスタンスに対する 15 のリクエストを作成してみてください。

• インスタンスを起動する場合は、アベイラビリティーゾーンを指定しないで新しいリクエストを送信し
ます。
• インスタンスを起動する場合は、別のインスタンスタイプを使用して新しいリクエストを送信します
(これは後でサイズを変更できます)。詳細については、「インスタンスタイプを変更する (p. 306)」を参
照してください。
• クラスタープレイスメントグループにインスタンスを起動すると、容量不足エラーが発生する場合があ
ります。詳細については、「プレイスメントグループのルールと制限 (p. 1289)」を参照してください。

リクエストされた設定は現在サポートされていませ
ん。サポートされている設定については、ドキュメン
トを参照してください。
説明
インスタンス設定がサポートされていないため、新しいインスタンスを起動しようとする
と、Unsupported エラーが表示されます。

原因
エラーメッセージには、詳細が記載されています。例えば、インスタンスタイプまたはインスタンス購入
オプションは、指定されたリージョンまたはアベイラビリティーゾーンではサポートされていない可能性
があります。

解決策
別のインスタンス設定を試してください。要件を満たすインスタンスタイプを検索するには、「Amazon
EC2 インスタンスタイプの検索 (p. 301)」を参照してください。

インスタンスがすぐに終了する
説明
インスタンスは pending 状態から terminated 状態に移行します。

原因
インスタンスがすぐに終了する理由を次にいくつか示します。
• EBS ボリュームの制限を超えた。詳細については、「インスタンスボリューム数の制限 (p. 1815)」を参
照してください。
• EBS スナップショットが破損している。
• ルート EBS ボリュームは暗号化されていて、復号用の KMS キー にアクセスする権限がない。
• AMI のブロックデバイスマッピングで指定されたスナップショットは暗号化されていて、復号するため
の KMS キー へのアクセス権限がないか、復元されたボリュームを暗号化するための KMS キー へのア
クセス権限がありません。
• インスタンスを起動するために使用した Instance Store-Backed AMI で、必要な部分 (image.part.xx ファ
イル)。
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詳細については、次のいずれかの方法を使用して、削除された理由を確認します。

Amazon EC2 コンソールを使用して、削除された理由を確認するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで [Instances] を選択し、インスタンスを選択します。

3.

最初のタブで、[State transition reason (状態遷移の理由)] の横にある理由を見つけます。

AWS Command Line Interface を使用して、削除された理由を確認するには
1.

describe-instances コマンドを使用して、インスタンス ID を指定します。
aws ec2 describe-instances --instance-id instance_id

2.

コマンドによって返された JSON レスポンスで、StateReason レスポンス要素の値を確認します。
次のコードブロックは StateReason レスポンス要素の例を示しています。
"StateReason": {
"Message": "Client.VolumeLimitExceeded: Volume limit exceeded",
"Code": "Server.InternalError"
},

AWS CloudTrail を使用して、削除された理由を確認するには
詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドの「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参
照してください。

解決策
削除の理由に応じて、次のアクションの 1 つを実行します。
• Client.VolumeLimitExceeded: Volume limit exceeded — 未使用のボリュームを削除しま
す。ボリューム制限を引き上げるリクエストを送信できます。
• Client.InternalError: Client error on launch - ボリュームの復号と暗号化に使用す
る AWS KMS keys への必要なアクセス権限があることを確認します。詳細については、AWS Key
Management Service デベロッパーガイドの「AWS KMS でのキーポリシーの使用」を参照してくださ
い。

Windows の起動後すぐに高い CPU 使用率を実現しま
す
Windows Update が、[更新プログラムを確認するが、ダウンロードとインストールを行うかどうかは選択
する] (デフォルトのインスタンス設定) に設定されている場合は、この確認によってインスタンスの CPU
の 50 ～ 99% が消費される可能性があります。この CPU の消費によってアプリケーションの問題が発生
する場合は、[コントロールパネル] で Windows Update の設定を手動で変更するか、または Amazon EC2
ユーザーデータフィールドで以下のスクリプトを使用できます。
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update" /v
AUOptions /t REG_DWORD /d 3 /f net stop wuauserv net start wuauserv

このスクリプトを実行するときに /d の値を指定します。デフォルト値は 3 です。以下に示しているのは、
可能な値です。
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1. 更新プログラムを確認しない
2. 更新プログラムを確認するが、ダウンロードとインストールを行うかどうかは選択する
3. 更新プログラムをダウンロードするが、インストールを行うかどうかは選択する
4. 更新プログラムを自動的にインストールする
インスタンスのユーザーデータを変更したら、そのインスタンスを実行できます。詳細については、「イ
ンスタンスユーザーデータの表示と更新 (p. 791)」および「ユーザーデータの実行 (p. 788)」を参照してく
ださい。

Windows インスタンスへの接続に関するトラブル
シューティング
以下では、Windows インスタンスへの接続時に発生する可能性のある問題と表示される可能性のあるエ
ラーメッセージを示します。
目次
• リモートデスクトップからリモートコンピュータに接続できません (p. 1908)
• macOS RDP クライアントの使用中にエラーが発生する (p. 1911)
• RDP にデスクトップではなく黒い画面が表示される (p. 1911)
• 管理者ではないユーザーアカウントでインスタンスにリモートでログインできない (p. 1911)
• AWS Systems Manager を使用したリモートデスクトップ問題のトラブルシューティング (p. 1912)
• リモートレジストリを使用して EC2 インスタンスでリモートデスクトップを有効にする (p. 1914)
• プライベートキーを紛失しました。Windows インスタンスに接続するにはどうすればよいです
か? (p. 1915)

リモートデスクトップからリモートコンピュータに接
続できません
インスタンスへの接続関連の問題を解決するには、以下を実行します。
• 正しいパブリック DNS ホスト名を使用していることを確認します (Amazon EC2 コンソールでは、イン
スタンスを選択し、詳細ペインの [Public DNS (IPv4) (パブリック DNS (IPv4))] を確認します)。インス
タンスが VPC 内にあり、パブリック DNS 名が表示されない場合は、DNS ホスト名を有効にする必要
があります。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「DNS attributes for your VPC」(VPC の
DNS 属性) を参照してください。
• インスタンスにパブリック IPv4 アドレスがあることを確認します。そうでない場合は、Elastic IP アド
レスをインスタンスに関連付けることができます。詳細については、「Elastic IP アドレス (p. 1223)」
を参照してください。
• IPv6 アドレスを使用してインスタンスに接続するには、ローカルコンピュータに IPv6 があり、IPv6 ア
ドレスを使用するように設定されていることを確認します。Windows Server 2008 SP2 AMI 以前からイ
ンスタンスを起動した場合は、インスタンスに割り当てられている IPv6 アドレスを自動的に認識するよ
うにインスタンスは設定されていません。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「イン
スタンスに IPv6 を設定する」を参照してください。
• セキュリティグループに、RDP アクセスを許可するルールがあることを確認します。詳細については、
「セキュリティグループの作成 (p. 6)」を参照してください。
• パスワードをコピーしたがエラー Your credentials did not work が発生した場合、プロンプト
が表示されたら手動で入力してください。パスワードをコピーしたときに、1 文字欠けていたり、余分
な空白文字が含まれている可能性があります。
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• インスタンスのステータスチェックが成功していることを確認します。詳細については、「インスタン
スのステータスチェック (p. 1086)」および「ステータスチェックに失敗したインスタンスのトラブル
シューティング」(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) を参照してください。

• サブネットのルートテーブルに、VPC 外へのすべてのトラフィックを VPC のインターネットゲート
ウェイに送信するルートがあることを確認します。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド の
「カスタムルートテーブルを作成する」 (インターネットゲートウェイ) を参照してください。
• Windows ファイアウォール、または他のファイアウォールのソフトウェアによって、インスタンスへ
の RDP トラフィックがブロックされていないことを確認します。Windows ファイアウォールを無効に
し、セキュリティグループのルールを使用してインスタンスへのアクセスを制御することをお勧めしま
す。AWSSupport-TroubleshootRDP (p. 1912) を使用して disable the Windows Firewall profiles using
SSM Agent を行うことができます。AWS Systems Manager 用に設定されていない Windows インスタ
ンスで Windows ファイアウォールを無効にするには、AWSSupport-ExecuteEC2Rescue (p. 1914) を使
用するか、以下の手動ステップを使用します。

手動ステップ
1.

影響のあるインスタンスを停止し、ルートボリュームをデタッチします。

2.

影響のあるインスタンスと同じアベイラビリティーゾーンで一時インスタンスを起動します。

Warning
一時インスタンスが元のインスタンスと同じ AMI に基づいている場合、追加の手順を完了
する必要があります。この手順を実行しない場合、ディスク署名の競合によって、ルートボ
リュームを復元した後、元のインスタンスを起動できなくなります。または、一時インスタ
ンスとして別の AMI を選択します。例えば、元のインスタンスが Windows Server 2008 R2
用の AWS Windows AMI を使用している場合、Windows Server 2012 用の AWS Windows
AMI を使用して一時インスタンスを起動します。
3.

影響のあるインスタンスから一時インスタンスにルートボリュームをアタッチします。一時インスタ
ンスに接続し、[Disk Management] ユーティリティを開いて、ドライブをオンラインにします。

4.

[Regedit] を開き、[HKEY_LOCAL_MACHINE] を選択します。[File] メニューの [Load Hive] を選択し
ます。ドライブを選択して、ファイル [Windows\System32\config\SYSTEM] を開き、プロンプト
が表示されたらキー名を指定します (任意の名前を使用できます)。

5.

ロードしたキーを選択し、ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters
\FirewallPolicy に移動します。xxxxProfile というフォームの名前のキーをそれぞれ選択
し、EnableFirewall の値を 1 から 0 に変更します。再度キーを選択し、[File] メニューの [Unload
Hive] を選択します。

6.

(オプション) 一時インスタンスが元のインスタンスと同じ AMI に基づいている場合、以下の手順を完
了する必要があります。この手順を実行しない場合、ディスク署名の競合のためルートボリュームを
復元した後、元のインスタンスを起動できなくなります。

Warning
以下の手順では、レジストリエディタを使用して Windows レジストリを編集する方法を説明
します。Windows レジストリに慣れていない場合や、レジストリエディターを使用して安全
に変更する方法については、「レジストリを構成する」を参照してください。
a.

コマンドプロンプトを開き、「regedit.exe」と入力して、[Enter] を押します。

b.

[レジストリエディタ] で、コンテキストメニュー (右クリック) から [HKEY_LOCAL_MACHINE]
を選択し、[検索] を選択します。

c.

[Windows Boot Manager] を入力して、[次を検索] を選択します。

d.

11000001 というキーを選択します。このキーは、前の手順で検索したキーの兄弟です。

e.

右のペインで [Element] を選択し、コンテキストメニュー (右クリック) から[変更] を選択しま
す。
1909

f.

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
リモートデスクトップからリモー
トコンピュータに接続できません
データのオフセット 0x38 で 4 バイトのディスク署名を見つけます。バイトの順序を逆にし
てディスク署名を作成し、書き留めます。例えば、次のデータで表されるディスク署名は
E9EB3AA5 です。
...
0030
0038
0040
...

g.

00 00 00 00 01 00 00 00
A5 3A EB E9 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00

コマンドプロンプトウィンドウで、次のコマンドを実行して Microsoft DiskPart を起動します。
diskpart

h.

次の DiskPart コマンドを実行して、ボリュームを選択します。(ディスク番号が 1 であることを
確認するには、ディスク管理ユーティリティを使用します。)
DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk.

i.

次の DiskPart コマンドを実行して、ディスク署名を取得します。
DISKPART>

uniqueid disk

Disk ID: 0C764FA8

j.

前の手順で表示されたディスク署名が、以前に書き留めた BCD のディスク署名と一致しない場
合は、次の DiskPart コマンドを使用してディスク署名を変更して一致させます。
DISKPART> uniqueid disk id=E9EB3AA5

7.

[ディスク管理] ユーティリティを使用して、ドライブをオフラインにします。

Note
一時インスタンスが影響を受けるインスタンスと同じ OS を実行している場合、ドライブは
自動的にオフラインになるため、手動でオフラインにする必要はありません。
8.

ボリュームを一時インスタンスからデタッチします。一時インスタンスをそれ以上使用しない場合
は、終了しても構いません。

9.

/dev/sda1 としてアタッチして、影響のあるインスタンスのルートボリュームを復元します。

10. インスタンスを起動します。
• Active Directory ドメインの一部ではないインスタンスでネットワークレベル認証が無効になっているこ
とを確認します (AWSSupport-TroubleshootRDP (p. 1912) を使用して disable NLA を行います)。
• リモートデスクトップサービス (TermService) のスタートアップタイプが自動であり、サービスが開始
されていることを確認します (AWSSupport-TroubleshootRDP (p. 1912) を使用して enable and start the
RDP service を行います)。
• 正しいリモートデスクトッププロトコルポート (デフォルトは 3389) に接続していることを確認します
(AWSSupport-TroubleshootRDP (p. 1912) を使用してread the current RDP port および change it back
to 3389 を行います)。
• インスタンスでリモートデスクトップ接続が許可されていることを確認します (AWSSupportTroubleshootRDP (p. 1912) を使用して enable Remote Desktop connections を行います)。
• パスワードの有効期限が切れていないことを確認します。パスワードの有効期限が切れている場合、リ
セットできます。詳細については、「紛失したか、期限切れとなった Windows 管理者パスワードのリ
セット (p. 1924)」を参照してください。
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• インスタンスで作成したユーザーアカウントを使用して接続しようとすると、エラー "The user
cannot connect to the server due to insufficient access privileges" が表示される
場合、そのユーザーにローカルでログオンする権限が付与されていることを確認してください。詳細に
ついては、「メンバーにローカルでログオンする権利を付与する」を参照してください。
• 許可されている最大の同時 RDP セッション数より多くのセッションを使用しようとすると、セッショ
ンは終了され、「Your Remote Desktop Services session has ended. Another user
connected to the remote computer, so your connection was lost.」というメッセージ
が表示されます。デフォルトでは、インスタンスに許可される同時 RDP セッション数は 2 です。

macOS RDP クライアントの使用中にエラーが発生す
る
Microsoft ウェブサイトのリモートデスクトップ接続クライアントを使用して Windows Server 2012 R2 イ
ンスタンスに接続する場合は、次のエラーが発生する可能性があります。
Remote Desktop Connection cannot verify the identity of the computer that you want to
connect to.

Mac App Store から Microsoft リモートデスクトップアプリをダウンロードし、そのアプリを使用して、イ
ンスタンスに接続します。

RDP にデスクトップではなく黒い画面が表示される
この問題を解決するには、以下の手順を実行します。
• コンソール出力に追加情報がないか、確認します。Amazon EC2 コンソールを使用してインスタンスの
コンソール出力を取得するには、インスタンスを選択してから、[アクション]、[モニタリングおよびト
ラブルシューティング]、[システムログの取得] の順に選択します。
• 最新バージョンの RDP クライアントを実行していることを確認します。
• RDP クライアントのデフォルト設定を使用してください。詳細については、「Remote Session
Environment」を参照してください。
• リモートデスクトップ接続を使用している場合、次のように /admin オプションを使用して開始してみ
てください。
mstsc /v:instance /admin

• サーバーで全画面アプリケーションが実行されている場合、応答を停止する可能性があります。Ctrl
+Shift+Esc キーを使用して Windows タスクマネージャーを起動し、アプリケーションを閉じます。
• サーバーの使用率が高すぎる場合、応答を停止する可能性があります。Amazon EC2 コンソールを使用
してインスタンスを監視するには、インスタンスを選択し、[Monitoring] をクリックします。サイズの大
きいインスタンスタイプに変更する必要がある場合は、「インスタンスタイプを変更する (p. 306)」を
参照してください。

管理者ではないユーザーアカウントでインスタンスに
リモートでログインできない
管理者アカウントではないユーザーアカウントを使用して、Windows インスタンスにリモートでログイ
ンできない場合、ローカルでログオンする権限がユーザーに付与されていることを確認してください。
「ユーザーまたはグループにドメインのドメインコントローラーにローカルでログオンする権限を付与す
る」を参照してください。
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AWS Systems Manager を使用したリモートデスク
トップ問題のトラブルシューティング
AWS Systems Manager では、RDP を使用して Windows インスタンスに接続する際の問題のトラブル
シューティングを行うことができます。

AWSSupport-TroubleshootRDP
AWSSupport-TroubleshootRDP 自動化ドキュメントでは、リモートデスクトッププロトコル (RDP) の接
続に影響する可能性があるターゲットインスタンスの一般設定 (RDP ポート、ネットワークレイヤー認証
(NLA)、Windows ファイアウォールプロファイルなど) を確認または修正できます。デフォルトでは、この
ドキュメントは以上の設定の値を読み取って出力します。
AWSSupport-TroubleshootRDP オートメーションドキュメントは、EC2 インスタンス、オンプレミスイ
ンスタンス、および AWS Systems Manager (マネージドインスタンス) との使用が有効になっている仮
想マシン (VM) で使用できます。また、Systems Manager との使用が有効になっていない EC2 Windows
Server インスタンスでも使用できます。AWS Systems Manager で使用するのインスタンスを有効にする
方法については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「マネージドノード」を参照してくださ
い。

AWSSupport-TroubleshootRDP ドキュメントの使用に関するトラブルシューティングを行うには
1.

Systems Manager コンソールにログインします。

2.

障害が発生した インスタンスと同じリージョンで操作していることを確認します。

3.

左側のナビゲーションペインから [Documents] (ドキュメント) を選択します。

4.

[Owned by Amazon] (Amazon が所有) タブで、検索フィールドに AWSSupport-TroubleshootRDP
と入力します。AWSSupport-TroubleshootRDP ドキュメントが表示されたら、それを選択しま
す。

5.

[Execute automation] を選択します。

6.

[Execution Mode (実行モード)] で、[Simple execution (シンプルな実行)] を選択します。

7.

[入力パラメーター] の [InstanceId] フィールドで、[Show interactive instance picker (インタラクティ
ブなインスタンスピッカーを表示)] を有効にします。

8.

Amazon EC2 インスタンスを選択します。

9.

例 (p. 1912)を確認し、[Execute (実行)] を選択します。

10. 実行の進行状況をモニタリングするには、[Execution status (実行ステータス)] で、ステータスが [保
留中] から [成功] に変わるのを待ちます。[出力] を展開して結果を表示します。個別のステップの出力
を表示するには、[Executed Steps (実行済みのステップ)] で [Step ID (ステップ ID)] から項目を選択し
ます。

AWSSupport-TroubleshootRDP の例
以下の例では、AWSSupport-TroubleshootRDP を使用して一般的なトラブルシューティングタスクを実行
する方法を示します。AWS CLI start-automation-execution コマンドの例を使用するか、提供されている
AWS Management Console へのリンクを使用できます。

Example 例: 現在の RDP のステータスを確認する
AWS CLI:
aws ssm start-automation-execution --document-name "AWSSupport-TroubleshootRDP" -parameters "InstanceId=instance_id, Action=Custom" --region region_code
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AWS Systems Manager コンソール:
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/automation/execute/AWSSupportTroubleshootRDP?region=region#documentVersion=$LATEST

Example 例: Windows ファイアウォールを無効にする
AWS CLI:
aws ssm start-automation-execution --document-name "AWSSupport-TroubleshootRDP" -parameters "InstanceId=instance_id, Action=Custom, Firewall=Disable" --region region_code

AWS Systems Manager コンソール:
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/automation/execute/AWSSupportTroubleshootRDP?region=region_code#documentVersion=$LATEST&Firewall=Disable

Example 例: ネットワークレベル認証を無効にする
AWS CLI:
aws ssm start-automation-execution --document-name "AWSSupport-TroubleshootRDP"
--parameters "InstanceId=instance_id, Action=Custom, NLASettingAction=Disable" -region region_code

AWS Systems Manager コンソール:
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/automation/execute/AWSSupportTroubleshootRDP?region=region_code#documentVersion

Example 例: RDP サービスのスタートアップタイプを [自動] に設定して RDP サービスを開始す
る
AWS CLI:
aws ssm start-automation-execution --document-name "AWSSupport-TroubleshootRDP"
--parameters "InstanceId=instance_id, Action=Custom, RDPServiceStartupType=Auto,
RDPServiceAction=Start" --region region_code

AWS Systems Manager コンソール:
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/automation/execute/
AWSSupport-TroubleshootRDP?region=region_code#documentVersion=
$LATEST&RDPServiceStartupType=Auto&RDPServiceAction=Start

Example 例: デフォルトの RDP ポート (3389) を復元する
AWS CLI:
aws ssm start-automation-execution --document-name "AWSSupport-TroubleshootRDP"
--parameters "InstanceId=instance_id, Action=Custom, RDPPortAction=Modify" -region region_code

AWS Systems Manager コンソール:
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https://console.aws.amazon.com/systems-manager/automation/execute/AWSSupportTroubleshootRDP?region=region_code#documentVersion=$LATEST&RDPPortAction=Modify

Example 例: リモート接続を許可する
AWS CLI:
aws ssm start-automation-execution --document-name "AWSSupport-TroubleshootRDP"
--parameters "InstanceId=instance_id, Action=Custom, RemoteConnections=Enable" -region region_code

AWS Systems Manager コンソール:
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/automation/execute/AWSSupportTroubleshootRDP?region=region_code#documentVersion=$LATEST&RemoteConnections=Enable

AWSSupport-ExecuteEC2Rescue
AWSSupport-ExecuteEC2Rescue 自動化ドキュメントでは、使用アイテム EC2Rescue for Windows
Server (p. 1950) を使用して EC2 インスタンスの接続と RDP 問題の自動的なトラブルシューティングと
復元を行います。詳細については、「到達不可能なインスタンスでの EC2Rescue ツールの実行」を参照
してください。
AWSSupport-ExecuteEC2Rescue 自動化ドキュメントは、インスタンスの停止と再起動を必要としま
す。Systems Manager Automation は、インスタンスを停止して Amazon マシンイメージ (AMI) を作成し
ます。インスタンスストアボリュームに保存されているデータは失われます。Elastic IP アドレスを使用し
ていない場合は、パブリック IP アドレスが変わります。詳細については、「AWS Systems Manager ユー
ザーガイド」の「到達不可能なインスタンスでの EC2Rescue ツールの実行」を参照してください。

AWSSupport-ExecuteEC2Rescue ドキュメントの使用に関するトラブルシューティングを行うに
は
1.

Systems Manager コンソールを開きます。

2.

障害が発生した Amazon EC2 インスタンスと同じリージョンで操作していることを確認します。

3.

AWSSupport-ExecuteEC2Rescue ドキュメントを開きます。

4.

[Execution Mode (実行モード)] で、[Simple execution (シンプルな実行)] を選択します。

5.

[入力パラメーター] セクションの [UnreachableInstanceId] に、到達不可能なインスタンスの Amazon
EC2 インスタンス ID を入力します。

6.

(オプション) Amazon EC2 インスタンスのトラブルシューティング用にオペレーティングシステムレ
ベルのログを収集する場合は、[LogDestination] に Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケット名を入力します。ログは、指定したバケットに自動的にアップロードされます。

7.

[Execute (実行)] を選択します。

8.

実行の進行状況をモニタリングするには、[Execution status (実行ステータス)] で、ステータスが [保
留中] から [成功] に変わるのを待ちます。[出力] を展開して結果を表示します。個別のステップの出力
を表示するには、[Executed Steps (実行済みのステップ)] で [Step ID (ステップ ID)] を選択します。

リモートレジストリを使用して EC2 インスタンスで
リモートデスクトップを有効にする
到達不能なインスタンスが AWS Systems Manager Session Manager で管理されていない場合は、リモー
トレジストリを使用してリモートデスクトップを有効にできます。
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プライベートキーを紛失しました。Windows イ
ンスタンスに接続するにはどうすればよいですか?
EC2 コンソールから、到達不能なインスタンスを停止します。

2.

到達不能なインスタンスのルートボリュームを、同じアベイラビリティーゾーン内の別のインスタン
スにアタッチします。

3.

ルートボリュームをアタッチしたインスタンスで、[Disk Management (ディスクの管理)] を開きま
す。ディスクの管理を開くには、以下を実行します
diskmgmt.msc

4.

影響を受けるインスタンスのルートボリュームを右クリックし、[Online (オンライン)] を選択しま
す。

5.

次のコマンドを実行して、Windows レジストリエディターを開きます。
regedit

6.

レジストリエディターのコンソールツリーで、[HKEY_LOCAL_MACHINE] を選択し、[File] (ファイル)
> [Load Hive] (Hive の読み込み) を選択します。

7.

接続されているボリュームのドライブを選択し、\Windows\System32\config\ に移動
し、SYSTEM を選択して、[開く] を選択します。

8.

[キー名] にハイブの一意の名前を入力し、[OK] を選択します。

9.

レジストリに変更を加える前に、レジストリ Hive をバックアップします。
a.

レジストリエディターのコンソールツリーで、読み込んだハイブ: HKEY_LOCAL_MACHINE\your
key name を選択します。

b.

[File (ファイル)]、[Export (エクスポート)] の順に選択します。

c.

[Export Registry File (レジストリファイルのエクスポート)] ダイアログボックスで、バックアップ
コピーを保存する場所を選択し、[File name (ファイル名)] フィールドにバックアップファイルの
名前を入力します。

d.

[Save] を選択します。

10. レジストリエディターのコンソールツリーで、HKEY_LOCAL_MACHINE\your key
name\ControlSet001\Control\Terminal Server に移動し、詳細ペインで
[fDenyTSConnections] をダブルクリックします。
11. [Edit DWORD (DWORD の編集)] 値ボックスで、[Value data (値のデータ)] フィールドに 0 と入力しま
す。
12. [OK] を選択します。

Note
[Value data](値のデータ) フィールドの値が 1 の場合、インスタンスはリモートデスクトップ
接続を拒否します。0 の値は、リモートデスクトップ接続を許可します。
13. レジストリエディターとディスクの管理コンソールを閉じます。
14. EC2 コンソールから、ルートボリュームをアタッチしたインスタンスからデタッチし、到達不能な
インスタンスに再アタッチします。到達不能なインスタンスにボリュームをアタッチする場合は、
[device (デバイス)] フィールドに /dev/sda1 を入力します。
15. 到達できないインスタンスを停止します。

プライベートキーを紛失しました。Windows インスタ
ンスに接続するにはどうすればよいですか?
新しく起動した Windows インスタンスに接続する際、インスタンスの起動時に指定したキーペアのプライ
ベートキーを使用して、管理者アカウントのパスワードを復号します。
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管理者パスワードを紛失し、プライベートキーを使用できなくなった場合は、パスワードをリセットする
か、新しいインスタンスを作成する必要があります。詳細については、「紛失したか、期限切れとなっ
た Windows 管理者パスワードのリセット (p. 1924)」を参照してください。Systems Manager ドキュメ
ントを使用してパスワードをリセットするステップについては、「AWS Systems Manager ユーザーガイ
ド」の「チュートリアル: EC2 インスタンスで、パスワードと SSH キーをリセットする」を参照してくだ
さい。

接続できないインスタンスのトラブルシューティン
グ
SSH または RDP を介して Windows インスタンスに接続できない場合、インスタンスのスクリーンショッ
トをキャプチャし、これをイメージとして使用できます。これにより、インスタンスのステータスが可視
化されるため、トラブルシューティングを迅速に行うことができます。Windows Server 2008 以降を実行
しているインスタンスで EC2 Rescue (p. 1950) を使用すると、オフラインインスタンスからデータを収
集し分析することもできます。
トピック
• 接続できないインスタンスのスクリーンショットの取得 (p. 1916)
• 一般的なスクリーンショット (p. 1917)
Linux インスタンスに接続できない場合のトラブルシューティングについては、「接続できないインスタ
ンスのトラブルシューティング」。

接続できないインスタンスのスクリーンショットの取
得
インスタンスの実行中またはクラッシュ後にインスタンスのスクリーンショットを取得できます。スク
リーンショットにはデータ転送コストがかかりません。イメージは JPG 形式で生成され、100 KB 未満で
す。インスタンスが NVIDIA GRID ドライバーを使用している場合や、ベアメタルインスタンス (*.metal
タイプのインスタンス) 上にある場合、または ARM ベースの Graviton または Graviton 2 プロセッサを利
用している場合、この機能はサポートされません。この機能は以下のリージョンで利用できます。
• アジアパシフィック (香港) リージョン
• Asia Pacific (Tokyo) Region
• Asia Pacific (Seoul) Region
• アジアパシフィック (シンガポール) リージョン
• Asia Pacific (Sydney) Region
• Asia Pacific (Mumbai) Region
• US East (N. Virginia) Region
• 米国東部 (オハイオ) リージョン
• 米国西部 (オレゴン) リージョン
• US West (N. California) Region
• Europe (Ireland) Region
• Europe (Frankfurt) Region
• 欧州 (ミラノ) リージョン
• Europe (London) Region
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• 欧州 (パリ) リージョン
• 欧州 (ストックホルム) リージョン
• 欧州 (パリ) リージョン
• South America (São Paulo) Region
• Canada (Central) Region
• 中東 (バーレーン) リージョン
• アフリカ（ケープタウン）リージョン
• 中国 (北京) リージョン
• 中国 (寧夏) リージョン

コンソールを使用して実行中のインスタンスのスクリーンショットを取得するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

左のナビゲーションペインの [インスタンス] を選択します。

3.

キャプチャするインスタンスを選択します。

4.

[アクション]、[モニタリングとトラブルシューティン]、[インスタンスのスクリーンショットの取得]
の順に選択します。

5.

[ダウンロード] を選択するか、イメージを右クリックしてダウンロードして保存します。

コマンドラインを使用して実行中のインスタンスのスクリーンショットを取得するには
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Amazon EC2 へのアクセス (p. 3) を参照してください。
• get-console-screenshot (AWS CLI)
• GetConsoleScreenshot (Amazon EC2 クエリ API)
API 呼び出しの場合、返される出力は base64 でエンコードされます。コマンドラインツールでは、復号
化は自動的に行われます。

一般的なスクリーンショット
次の情報は、接続できないインスタンスを、サービスにより返されたスクリーンショットに基づいてトラ
ブルシューティングするのに役立ちます。
• ログイン画面 (Ctrl+Alt+Delete) (p. 1917)
• リカバリコンソール画面 (p. 1920)
• Windows Boot Manager 画面 (p. 1921)
• Sysprep 画面 (p. 1921)
• Getting Ready 画面 (p. 1922)
• Windows Update 画面 (p. 1923)
• Chkdsk (p. 1923)

ログイン画面 (Ctrl+Alt+Delete)
コンソールスクリーンショットサービスにより以下の内容が返されました。
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インスタンスがログイン時に到達不可能になった場合は、ネットワーク設定または Windows リモートデス
クトップサービスに問題がある可能性があります。プロセスが大量の CPU を使用している場合、インス
タンスも応答しない可能性があります。

ネットワーク構成
次の情報を使用して、AWS、Microsoft Windows、およびローカル (またはオンプレミス) ネットワーク設
定がインスタンスへのアクセスをブロックしていないことを確認します。

AWS ネットワーク設定
設定

検証

セキュリティグループの構成

ポート 3389 がセキュリティグループに対して開
かれていることを確認します。適切なパブリック
IP アドレスに接続していることを確認します。イ
ンスタンスが Elastic IP に関連付けられていない
場合、パブリック IP アドレスはインスタンスが停
止/起動した後に変更されます。詳細については、
「リモートデスクトップからリモートコンピュー
タに接続できません (p. 1908)」を参照してくださ
い。

VPC 設定 (ネットワーク ACL)

Amazon VPC のアクセスコントロールリスト
(ACL) がアクセスをブロックしていないことを確
認します。詳細については、Amazon VPC ユー
ザーガイドの「ネットワーク ACL」を参照してく
ださい。

VPN の設定

仮想プライベートネットワーク (VPN) を使用して
VPC に接続している場合、VPN トンネル接続を
確認します。詳細については、「Amazon VPC へ
の VPN トンネル接続のトラブルシューティング方
法」を参照してください。

Windows ネットワーク設定
設定

検証

Windows ファイアウォール

Windows ファイアウォールがインスタンスへの
接続をブロックしていないことを確認します。
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設定

検証
リモートデスクトップのトラブルシューティン
グセクション「リモートデスクトップからリモー
トコンピュータに接続できません (p. 1908)」に
ある 7 番目の項目で説明されている手順に従っ
て、Windows ファイアウォールを無効にします。

高度な TCP/IP の設定 (静的 IP を使用)

静的 IP アドレスを設定したため、インスタンスが
応答しない可能性があります。VPC の場合、ネッ
トワークインターフェイスを作成 (p. 1255)し
て、インスタンスにアタッチ (p. 1257)しま
す。EC2 Classic の場合、DHCP を有効にします。

ローカルまたはオンプレミスのネットワーク設定
ローカルネットワーク設定がアクセスをブロックしていないことを確認します。インスタンスが到達不可
能なため、同じ VPC 内の別のインスタンスに接続を試みます。別のインスタンスにアクセスできない場
合、ローカルポリシーでアクセスが制限されていないかどうかをローカルネットワーク管理者に確認して
ください。

リモートデスクトップサービスの問題
ログイン時にインスタンスに接続できない場合は、インスタンスのリモートデスクトップサービス (RDS)
に問題が存在する可能性があります。

リモートデスクトップサービスの設定
設定

検証

RDS が実行されている

インスタンスで RDS が実行中であることを確認します。Microsoft
管理コンソール (MMC) サービススナップイン (services.msc) を
使用してインスタンスに接続します。サービスのリストで、[リモー
トデスクトップサービス] が [実行中] であることを確認します。そ
うでない場合は、サービスを開始し、スタートアップの種類を [自
動] に設定します。サービススナップインを使用してインスタンス
に接続できない場合は、ルートボリュームをインスタンスからデ
タッチして、ボリュームのスナップショットを取得するか AMI を作
成し、元のボリュームを同じアベイラビリティーゾーンの別のイン
スタンスにセカンダリボリュームとしてアタッチして、Start レジ
ストリキーを変更します。完了したら、元のインスタンスにルート
ボリュームを再アタッチします。ボリュームのデタッチ方法につい
ては、「Windows インスタンスから Amazon EBS ボリュームをデ
タッチします。 (p. 1552)」を参照してください。

RDS が有効である

サービスが開始された場合でも、無効になることがあります。ルー
トボリュームをインスタンスからデタッチして、ボリュームから
スナップショットを取得するか AMI を作成し、元のボリュームを
同じアベイラビリティーゾーンの別のインスタンスにセカンダリボ
リュームとしてアタッチして、「リモートレジストリを使用して
EC2 インスタンスでリモートデスクトップを有効にする (p. 1914)」
で説明されているように [Terminal Server (ターミナルサーバー)] レ
ジストリキーを変更してサービスを有効にします。
完了したら、元のインスタンスにルートボリュームを再アタッチし
ます。詳細については、「Windows インスタンスから Amazon EBS
ボリュームをデタッチします。 (p. 1552)」を参照してください。
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高い CPU 使用率
Amazon CloudWatch を使用して [CPUUtilization (Maximum)] メトリクスを確認します。[CPUUtilization
(Maximum)] の数値が大きい場合、CPU 使用率が低下するまで待ってから再度接続してみてくださ
い。CPU 使用率が高い理由として考えられるものを以下に示します。
• Windows Update
• セキュリティソフトウェアによるスキャン
• カスタム起動スクリプト
• タスクスケジューラ
詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「特定のリソースの統計を取得する」を参照し
てください。トラブルシューティングのヒントについては、「Windows の起動後すぐに高い CPU 使用率
を実現します (p. 1907)」を参照してください。

リカバリコンソール画面
コンソールスクリーンショットサービスにより以下の内容が返されました。

bootstatuspolicy が ignoreallfailures に設定されていない場合、オペレーティングシステムが
リカバリコンソールで起動し、この状態でスタックする可能性があります。bootstatuspolicy 設定を
ignoreallfailures に変更するには、次の手順を使用します。
デフォルトでは、AWS が提供するパブリック Windows AMI のポリシー設定は ignoreallfailures に
設定されています。
1.

接続できないインスタンスを停止します。

2.

ルートボリュームのスナップショットを作成します。ルートボリュームが /dev/sda1 としてインス
タンスにアタッチされます。
接続できないインスタンスからルートボリュームをデタッチして、ボリュームのスナップショット
を取得するか AMI を作成し、同じアベイラビリティーゾーン内の別のインスタンスにセカンダリボ
リュームとしてアタッチします。詳細については、「Windows インスタンスから Amazon EBS ボ
リュームをデタッチします。 (p. 1552)」を参照してください。
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Warning
一時インスタンスと元のインスタンスが同じ AMI を使用して起動された場合、追加の手順を
完了する必要があります。この手順を実行しないと、ディスク署名の競合によって、ルート
ボリュームを復元した後、元のインスタンスを起動できなくなります。同じ AMI を使用して
一時インスタンスを作成する必要がある場合は、ディスク署名の競合を回避するため、ディ
スク署名の衝突 (p. 1896) の手順を完了します。
または、一時インスタンスとして別の AMI を選択します。たとえば、元のインスタンスが
Windows Server 2008 R2 用の AMI を使用している場合、Windows Server 2012 用の AMI を
使用して一時インスタンスを起動します。
3.

インスタンスにログインし、コマンドプロンプトから次のコマンドを実行して bootstatuspolicy
設定を ignoreallfailures に変更します。
bcdedit /store Drive Letter:\boot\bcd /set {default} bootstatuspolicy ignoreallfailures

4.

ボリュームを接続できないインスタンスに再アタッチし、インスタンスを再起動します。

Windows Boot Manager 画面
コンソールスクリーンショットサービスにより以下の内容が返されました。

オペレーティングシステムのファイルシステムやレジストリで致命的な破損が発生しました。インスタン
スがこの状態でスタックした場合、最新のバックアップ AMI からインスタンスを復旧するか、代わりのイ
ンスタンスを起動する必要があります。インスタンスのデータにアクセスする必要がある場合、接続でき
ないインスタンスからルートボリュームをデタッチして、それらのボリュームからスナップショットを取
得するか AMI を作成し、同じアベイラビリティーゾーン内の別のインスタンスにセカンダリボリュームと
してアタッチします。詳細については、「Windows インスタンスから Amazon EBS ボリュームをデタッ
チします。 (p. 1552)」を参照してください。

Sysprep 画面
コンソールスクリーンショットサービスにより以下の内容が返されました。
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この画面は、Sysprep の呼び出しに EC2Config サービスを使用していない場合、または Sysprep の実
行中にオペレーティングシステムでエラーが発生した場合に表示されることがあります。パスワード
は、EC2Rescue (p. 1950) を使用してリセットすることが可能です。・ そうでない場合は、Sysprep を使
用して標準化された Amazon マシンイメージ (AMI) を作成する (p. 139) です。

Getting Ready 画面
コンソールスクリーンショットサービスにより以下の内容が返されました。

インスタンスコンソールスクリーンショットサービスを繰り返し更新し、進捗状況のリングが回って
いることを確認します。リングが回っている場合、オペレーティングシステムが起動するまで待ちま
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す。Amazon CloudWatch を使用してオペレーティングシステムがアクティブであるかどうかを確認する
ことにより、インスタンスの [CPUUtilization (Maximum)] メトリクスも確認します。進行状況のリングが
回っていない場合、インスタンスは起動プロセス中にスタックしている可能性があります。インスタンス
を再起動します。再起動で問題を解決できない場合は、インスタンスを最新のバックアップ AMI から復旧
するか、代わりのインスタンスを起動します。インスタンス上のデータにアクセスする必要がある場合、
ルートボリュームを接続できないインスタンスからデタッチし、ボリュームのスナップショットを取得す
るか、AMI を作成します。その後、同じアベイラビリティーゾーン内の別のインスタンスにセカンダリボ
リュームとしてアタッチします。

Windows Update 画面
コンソールスクリーンショットサービスにより以下の内容が返されました。

Windows Update プロセスがレジストリを更新中です。更新が終了するまで待機してください。更新時に
データが破損する可能性があるため、インスタンスを再起動したり停止したりしないでください。

Note
Windows Update プロセスは、更新中のサーバーのリソースを消費することがあります。この問
題が頻繁に発生する場合、高速なインスタンスタイプと高速な EBS ボリュームを使用することを
検討します。

Chkdsk
コンソールスクリーンショットサービスにより以下の内容が返されました。

Windows がドライブで chkdsk ツールを実行し、ファイルシステムの完全性を確認し、論理的なファイル
システムのエラーを修正しています。プロセスが完了するまで待ちます。
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紛失したか、期限切れとなった Windows 管理者パ
スワードのリセット
Windows 管理者パスワードを紛失したり、パスワードが期限切れになったため、Windows Amazon EC2
インスタンスにアクセスできなくなった場合、パスワードをリセットできます。

Note
ローカル管理者パスワードのリセットに必要な手動の手順を自動的に適用する AWS Systems
Manager のオートメーションドキュメントがあります。詳細については、AWS Systems
Manager ユーザーガイドの「Amazon EC2 インスタンスでのパスワードと SSH キーのリセッ
ト」を参照してください。
管理者パスワードを手動でリセットする場合は、EC2Launch v2、EC2Config、EC2Launch のいずれかを
使用します。
• すべてのサポートされている Windows AMI (EC2Launch v2 サービスを含む) の場合は、EC2Launch v2
を使用します。
• Windows Server 2016 より前の Windows AMI の場合は、EC2Config サービスを使用します。
• Windows Server 2016 以降の AMI の場合は、EC2Launch サービスを使用します。
これらの手順では、インスタンスの作成に使用したキーペアを紛失した場合に、インスタンスに接続す
る方法についても示します。Amazon EC2 では、パブリックキーを使用してパスワードなどのデータを
暗号化し、プライベートキーを使用してそのデータを復号します。パブリックキーとプライベートキー
は、キーペアと呼ばれます。Windows インスタンスでは、キーペアを使用して管理者パスワードを取得し
てから、RDP を使用してログインします。

Note
インスタンスでローカル管理者アカウントを無効にし、インスタンスが Systems Manager 用に設
定されている場合は、EC2Rescue および Run Command を使用してローカル管理者パスワード
を再度有効にしたり、リセットすることもできます。詳細については、「Systems Manager Run
Command での EC2Rescue for Windows Server の使用」を参照してください。
コンテンツ
• EC2Launch v2 を使用した Windows 管理者パスワードのリセット (p. 1924)
• EC2Config を使用した Windows 管理者パスワードのリセット (p. 1928)
• EC2Launch を使用した Windows 管理者パスワードのリセット (p. 1932)

EC2Launch v2 を使用した Windows 管理者パスワー
ドのリセット
Windows 管理者パスワードを紛失した場合、サポートされており EC2Launch v2 エージェントを含む
Windows AMI を使用している場合は、EC2Launch v2 を使用して新しいパスワードを生成できます。
EC2Launch v2 エージェントを含まない Windows Server 2016 以降の AMI を使用している場合は、
「EC2Launch を使用した Windows 管理者パスワードのリセット (p. 1932)」を参照してください。
EC2Launch v2 エージェントを含まない Windows Server 2016 より前の Windows Server AMI を使用して
いる場合は、「EC2Config を使用した Windows 管理者パスワードのリセット (p. 1928)」を参照してくだ
さい。
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Note
インスタンスでローカル管理者アカウントを無効にし、インスタンスが Systems Manager 用に設
定されている場合は、EC2Rescue および Run Command を使用してローカル管理者パスワード
を再度有効にしたり、リセットすることもできます。詳細については、「Systems Manager Run
Command での EC2Rescue for Windows Server の使用」を参照してください。

Note
ローカル管理者パスワードのリセットに必要な手動の手順を自動的に適用する AWS Systems
Manager のオートメーションドキュメントがあります。詳細については、AWS Systems
Manager ユーザーガイドの「Amazon EC2 インスタンスでのパスワードと SSH キーのリセッ
ト」を参照してください。
EC2Launch v2 を使用して Windows 管理者パスワードをリセットするには、次の操作が必要です。
• ステップ 1: EC2Launch v2 サービスが実行されていることを確認する (p. 1925)
• ステップ 2: ルートボリュームをインスタンスからデタッチします (p. 1925)
• ステップ 3: ボリュームを一時インスタンスにアタッチします。 (p. 1926)
• ステップ 4: .run-once ファイルを削除する (p. 1927)
• ステップ 5: 元のインスタンスを再起動します。 (p. 1927)

ステップ 1: EC2Launch v2 サービスが実行されていることを確
認する
管理者パスワードのリセットを試みる前に、EC2Launch v2 サービスがインストールされ、実行されてい
ることを確認します。このセクションで後ほど、EC2Launch v2 サービスを使用して管理者パスワードを
リセットします。

EC2Launch v2 サービスが実行されていることを確認するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [インスタンス] を選択し、パスワードのリセットが必要なインスタンスを選
択します。この手順では、このインスタンスを元のインスタンスと呼びます。

3.
4.

[アクション]、[モニタリングとトラブルシューティング]、[システムログの取得] の順に選択します。
EC2 起動エントリ (例: Launch: EC2Launch v2 service v2.0.124) を見つけます。このエントリが表示
されている場合、EC2Launch v2 サービスは実行されています。
システムのログ出力が空であるか、EC2Launch v2 サービスが実行されていない場合は、Instance
Console Screenshot サービスを使用してインスタンスのトラブルシューティングを行います。詳細に
ついては、「接続できないインスタンスのトラブルシューティング (p. 1916)」を参照してください。

ステップ 2: ルートボリュームをインスタンスからデタッチしま
す
パスワードの保存先のボリュームがルートボリュームとしてインスタンスにアタッチされている場
合、EC2Launch v2 を使用して管理者パスワードをリセットすることはできません。一時インスタンスに
セカンダリボリュームとしてアタッチする前に、元のインスタンスからボリュームをデタッチする必要が
あります。

ルートボリュームをインスタンスからデタッチするには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
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3.

パスワードのリセットが必要なインスタンスを選択し、[アクション]、[インスタンスの状態]、[インス
タンスの停止] の順に選択します。インスタンスのステータスが [停止] に変わったら、次のステップ
に進みます。

4.

(オプション) このインスタンスの起動時に指定したプライベートキーがある場合は、次のステップに
進みます。それ以外の場合は、次の手順を使用して、新しいキーペアで起動する新しいインスタンス
でインスタンスを置き換えます。

5.

a.

Amazon EC2 コンソールで、新しいキーペアを作成します。紛失したプライベートキーと同じ名
前を新しいキーペアに指定するには、まず既存のキーペアを削除する必要があります。

b.

置き換えるインスタンスを選択します。インスタンスのインスタンスタイプ、VPC、サブネッ
ト、セキュリティグループ、および IAM ロールを書き留めます。

c.

[アクション]、[Image and templates (イメージとテンプレート)]、[イメージの作成] の順に選択し
ます。イメージの名前と説明を入力して、[イメージの作成] を選択します。ナビゲーションペイ
ンで [AMIs] を選択します。イメージのステータスが [利用可能] に変わったら、次のステップに進
みます。

d.

イメージを選択し、[アクション]、[起動] の順に選択します。

e.

ウィザードを完了し、置き換えるインスタンスと同じインスタンスタイプ、VPC、サブネット、
セキュリティグループ、および IAM ロールを選択し、[起動] を選択します。

f.

プロンプトが表示されたら、新しいインスタンス用に作成したキーペアを選択し、[受信確認]
チェックボックスをオンにして、[インスタンスを起動] をクリックします。

g.

(オプション) 元のインスタンスに Elastic IP アドレスが関連付けられていた場合は、それを新し
いインスタンスに関連付けます。元のインスタンスにルートボリュームに加えて EBS ボリューム
がある場合は、それらを新しいインスタンスに転送します。

h.

停止したインスタンスは不要になったので、終了します。この手順の残りの部分では、元のイン
スタンスへのすべてのリファレンスが、作成したばかりのこのインスタンスに適用されます。

次のように、元のインスタンスからルートボリュームをデタッチします。
a.

元のインスタンスの [説明] ペインで、ルートデバイスとして表示される EBS ボリュームの ID を
書き留めます

b.

ナビゲーションペインの [Volumes] を選択します。

c.

ボリュームのリストで、前のステップで記録したボリュームを選択し、[アクション]、[ボリュー
ムのデタッチ] の順に選択します。ボリュームのステータスが [利用可能] に変わったら、次のス
テップに進みます。

ステップ 3: ボリュームを一時インスタンスにアタッチします。
次に、一時インスタンスを起動し、ボリュームにセカンダリボリュームとして接続します。これは、設定
ファイルを変更するために使用するインスタンスです。

一時インスタンスを起動してボリュームをアタッチするには
1.

次のように一時インスタンスを起動します。
a.

ナビゲーションペインで、[インスタンス]、[インスタンスを起動] の順に選択し、AMI を選択しま
す。

Important
ディスク署名の競合を回避するには、Windows 用の異なるバージョンの AMI を選択する
必要があります。たとえば、元のインスタンスが Windows Server 2019 を実行している
場合、Windows Server 2016 用の AMI を使用して一時インスタンスを起動します。
b.

デフォルトのインスタンスタイプのまま、[次: インスタンスの詳細の設定] を選択します。

c.

[インスタンスの詳細の設定] ページの [サブネット] で、元のインスタンスと同じアベイラビリ
ティーゾーンを選択し、[確認して起動] を選択します。
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Important
一時インスタンスは、元のインスタンスと同じアベイラビリティーゾーンで起動する必
要があります。一時インスタンスが別のアベイラビリティーゾーンにある場合、元のイ
ンスタンスのルートボリュームをアタッチすることはできません。
d.
e.
2.

[Review Instance Launch] ページで、[Launch] を選択します。
プロンプトが表示されたら新しいキーペアを作成し、コンピュータ上の安全な場所にダウンロー
ドして、[インスタンスを起動] を選択します。

次のように、ボリュームをセカンダリボリュームとして一時インスタンスにアタッチします。
a.

ナビゲーションペインで [ボリューム] を選択し、元のインスタンスからデタッチしたボリューム
を選択した後で、[アクション]、[ボリュームのアタッチ] の順に選択します。

b.

[インスタンス] の [ボリュームのアタッチ] ダイアログボックスで、一時インスタンスの名前また
は ID の入力を開始し、リストからインスタンスを選択します。

c.

[デバイス] で、xvdf (まだない場合) を入力し、[アタッチ] を選択します。

ステップ 4: .run-once ファイルを削除する
ボリュームをセカンダリボリュームとして一時インスタンスにアタッチしたら、.run-once に存在する
インスタンスから %ProgramData%/Amazon/EC2Launch/state/.run-once ファイルを削除します。
これにより、EC2Launch v2 は頻度を once とするすべてのタスク (管理者パスワードの設定を含む) を実
行します。

Important
一回実行するように設定されたスクリプトは、このアクションによってトリガーされます。

ステップ 5: 元のインスタンスを再起動します。
.run-once ファイルの削除後に、ボリュームをルートボリュームとして元のインスタンスに再アタッチ
し、そのキーペアを使用してインスタンスに接続して管理者パスワードを取得します。
1.

初期インスタンスにボリュームを再度アタッチします。
a.
b.

2.

3.

ナビゲーションペインで [ボリューム] を選択し、一時インスタンスからデタッチしたボリューム
を選択した後で、[アクション]、[ボリュームのアタッチ] の順に選択します。
[インスタンス] の [ボリュームのアタッチ] ダイアログボックスで、元のインスタンスの名前また
は ID の入力し、インスタンスを選択します。

c.

[デバイス] で、/dev/sda1 を入力します。

d.

[アタッチ] を選択します。ボリュームのステータスが in-use に変わったら、次のステップに進
みます。

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。元のインスタンスを選択し、[インスタンス
の状態]、[インスタンスの開始] の順に選択します。インスタンスの状態が Running に変わったら、
次のステップに進みます。
新しいキーペアのプライベートキーを使用して、新しい Windows 管理者パスワードを取得し、インス
タンスに接続します。詳細については、「Windows インスタンスに接続する (p. 590)」を参照してく
ださい。

Important
インスタンスを停止して起動すると、新しいパブリック IP アドレスが取得されます。必ず、
現在のパブリック DNS 名を使用してインスタンスに接続してください。詳細については、
「インスタンスのライフサイクル (p. 511)」を参照してください。
4.

(オプション) 一時インスタンスをそれ以上使用しない場合は、終了できます。一時インスタンスを選
択し、[インスタンスの状態]、[インスタンスの終了] の順に選択します。
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EC2Config を使用した Windows 管理者パスワードの
リセット
Windows 管理者パスワードを紛失した場合、Windows Server 2016 以前の Windows AMI を使用している
場合は、EC2Config エージェントを使用して新しいパスワードを生成できます。
Windows Server 2016 以降の AMI を使用している場合は、「EC2Launch を使用した Windows 管理者パス
ワードのリセット (p. 1932)」を参照してください。また、EC2Launch サービスを使用する EC2Rescue
ツール (p. 1950)を使用して、新しいパスワードを生成できます。

Note
インスタンスでローカル管理者アカウントを無効にし、インスタンスが Systems Manager 用に設
定されている場合は、EC2Rescue および Run Command を使用してローカル管理者パスワード
を再度有効にしたり、リセットすることもできます。詳細については、「Systems Manager Run
Command での EC2Rescue for Windows Server の使用」を参照してください。

Note
ローカル管理者パスワードのリセットに必要な手動の手順を自動的に適用する AWS Systems
Manager のオートメーションドキュメントがあります。詳細については、AWS Systems
Manager ユーザーガイドの「Amazon EC2 インスタンスでのパスワードと SSH キーのリセッ
ト」を参照してください。
EC2Config を使用して Windows 管理者パスワードをリセットするには、次の操作が必要です。
• ステップ 1: EC2Config サービスが実行中であることを確認します (p. 1928)
• ステップ 2: ルートボリュームをインスタンスからデタッチします (p. 1929)
• ステップ 3: ボリュームを一時インスタンスにアタッチします。 (p. 1930)
• ステップ 4: 設定ファイルを変更する (p. 1930)
• ステップ 5: 元のインスタンスを再起動します。 (p. 1931)

ステップ 1: EC2Config サービスが実行中であることを確認しま
す
管理者パスワードのリセットを試みる前に、EC2Config サービスがインストールされ、実行されているこ
とを確認します。このセクションの後で、EC2Config サービスを使用して管理者パスワードをリセットし
ます。

EC2Config サービスが実行中であることを確認するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [インスタンス] を選択し、パスワードのリセットが必要なインスタンスを選
択します。この手順では、このインスタンスを元のインスタンスと呼びます。

3.

(新コンソール) [Actions] (アクション)、[Monitor and troubleshoot] (モニタリングとトラブルシュー
ティング)、[Get system log] (システムログの取得) の順に選択します。
(旧コンソール) [Actions] (アクション)、[System Settings] (システム設定)、[Get System log] (システム
ログの取得) の順に選択します。

4.

EC2 Agent エントリ (例: EC2 Agent: Ec2Config service v3.18.1118) を見つけます。このエントリが表
示される場合、EC2Config サービスは実行中です。
システムログ出力が空であるか、EC2Config サービスが実行されていない場合は、インスタンスコン
ソールスクリーンショットサービスを使用してインスタンスをトラブルシューティングします。詳細
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については、「接続できないインスタンスのトラブルシューティング (p. 1916)」を参照してくださ
い。

ステップ 2: ルートボリュームをインスタンスからデタッチしま
す
パスワードが保存されているボリュームが、ルートボリュームとしてインスタンスにアタッチされている
場合、EC2Config を使用して管理者パスワードをリセットすることはできません。一時インスタンスにセ
カンダリボリュームとしてアタッチする前に、元のインスタンスからボリュームをデタッチする必要があ
ります。

ルートボリュームをインスタンスからデタッチするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

パスワードのリセットが必要なインスタンスを選択し、[アクション]、[インスタンスの状態]、[インス
タンスの停止] の順に選択します。インスタンスのステータスが [停止] に変わったら、次のステップ
に進みます。

4.

(オプション) このインスタンスの起動時に指定したプライベートキーがある場合は、次のステップに
進みます。それ以外の場合は、次の手順を使用して、新しいキーペアで起動する新しいインスタンス
でインスタンスを置き換えます。

5.

a.

Amazon EC2 コンソールで、新しいキーペアを作成します。紛失したプライベートキーと同じ名
前を新しいキーペアに指定するには、まず既存のキーペアを削除する必要があります。

b.

置き換えるインスタンスを選択します。インスタンスのインスタンスタイプ、VPC、サブネッ
ト、セキュリティグループ、および IAM ロールを書き留めます。

c.

[アクション]、[Image and templates (イメージとテンプレート)]、[イメージの作成] の順に選択し
ます。イメージの名前と説明を入力して、[イメージの作成] を選択します。ナビゲーションペイ
ンで [AMIs] を選択します。イメージのステータスが [利用可能] に変わったら、次のステップに進
みます。

d.

イメージを選択し、[アクション]、[起動] の順に選択します。

e.

ウィザードを完了し、置き換えるインスタンスと同じインスタンスタイプ、VPC、サブネット、
セキュリティグループ、および IAM ロールを選択し、[起動] を選択します。

f.

プロンプトが表示されたら、新しいインスタンス用に作成したキーペアを選択し、[受信確認]
チェックボックスをオンにして、[インスタンスを起動] をクリックします。

g.

(オプション) 元のインスタンスに Elastic IP アドレスが関連付けられていた場合は、それを新し
いインスタンスに関連付けます。元のインスタンスにルートボリュームに加えて EBS ボリューム
がある場合は、それらを新しいインスタンスに転送します。

h.

停止したインスタンスは不要になったので、終了します。この手順の残りの部分では、元のイン
スタンスへのすべてのリファレンスが、作成したばかりのこのインスタンスに適用されます。

次のように、元のインスタンスからルートボリュームをデタッチします。
a.

元のインスタンスの [説明] ペインで、ルートデバイスとして表示される EBS ボリュームの ID を
書き留めます。

b.

ナビゲーションペインの [Volumes] を選択します。

c.

ボリュームのリストで、前のステップで記録したボリュームを選択し、[アクション]、[ボリュー
ムのデタッチ] の順に選択します。ボリュームのステータスが [利用可能] に変わったら、次のス
テップに進みます。
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ステップ 3: ボリュームを一時インスタンスにアタッチします。
次に、一時インスタンスを起動し、ボリュームにセカンダリボリュームとして接続します。これは、設定
ファイルを変更するために使用するインスタンスです。

一時インスタンスを起動してボリュームをアタッチするには
1.

次のように一時インスタンスを起動します。
a.

ナビゲーションペインで、[インスタンス]、[インスタンスを起動] の順に選択し、AMI を選択しま
す。

Important
ディスク署名の競合を回避するには、Windows 用の異なるバージョンの AMI を選択する
必要があります。たとえば、元のインスタンスが Windows Server 2019 を実行している
場合、Windows Server 2016 用の AMI を使用して一時インスタンスを起動します。
b.

デフォルトのインスタンスタイプのまま、[次: インスタンスの詳細の設定] を選択します。

c.

[インスタンスの詳細の設定]ページの [サブネット] で、元のインスタンスと同じアベイラビリ
ティーゾーンを選択し、[確認して起動] を選択します。

Important
一時インスタンスは、元のインスタンスと同じアベイラビリティーゾーンで起動する必
要があります。一時インスタンスが別のアベイラビリティーゾーンにある場合、元のイ
ンスタンスのルートボリュームをアタッチすることはできません。

2.

d.

[Review Instance Launch] ページで、[Launch] を選択します。

e.

プロンプトが表示されたら新しいキーペアを作成し、コンピュータ上の安全な場所にダウンロー
ドして、[インスタンスを起動] を選択します。

次のように、ボリュームをセカンダリボリュームとして一時インスタンスにアタッチします。
a.

ナビゲーションペインで [ボリューム] を選択し、元のインスタンスからデタッチしたボリューム
を選択した後で、[アクション]、[ボリュームのアタッチ] の順に選択します。

b.

[インスタンス] の [ボリュームのアタッチ] ダイアログボックスで、一時インスタンスの名前また
は ID の入力を開始し、リストからインスタンスを選択します。

c.

[デバイス] で、xvdf (まだない場合) を入力し、[アタッチ] を選択します。

ステップ 4: 設定ファイルを変更する
一時インスタンスにボリュームをセカンダリボリュームとして添付したら、設定ファイルの
Ec2SetPassword プラグインを変更します。

設定ファイルを変更するには
1.

一時インスタンスから、次のようにセカンダリボリュームの設定ファイルを変更します。
a.

一時インスタンスを起動して接続します。

b.

[ディスクの管理] ユーティリティを開き、「Amazon EBS ボリュームを使用できるようにする」
の指示に従ってドライブをオンラインにします。

c.

セカンダリボリュームに移動し、メモ帳などのテキストエディタを使用して \Program Files
\Amazon\Ec2ConfigService\Settings\config.xml を開きます。

d.

ファイルの先頭で、スクリーンショットに示すような Ec2SetPassword という名前のプラグイ
ンを見つけます。状態を Disabled から Enabled に変更して、ファイルを保存します。
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2.

設定ファイルを変更した後、次のように、一時インスタンスからセカンダリボリュームをデタッチし
ます。
a.

[ディスク管理] ユーティリティを使用して、ボリュームをオフラインにします。

b.

一時インスタンスから切断し、Amazon EC2 コンソールに戻ります。

c.

ナビゲーションペインで、[ボリューム] を選択してボリュームを選択し、[アクション]、[ボ
リュームのデタッチ] の順に選択します。ボリュームのステータスが [available] に変わったら、次
のステップに進みます。

ステップ 5: 元のインスタンスを再起動します。
設定ファイルを変更した後、元のインスタンスにボリュームをルートボリュームとして再アタッチし、そ
のキーペアを使用してインスタンスに接続して管理者パスワードを取得します。
1.

2.

初期インスタンスにボリュームを再度アタッチします。
a.

ナビゲーションペインで [ボリューム] を選択し、一時インスタンスからデタッチしたボリューム
を選択した後で、[アクション]、[ボリュームのアタッチ] の順に選択します。

b.

[インスタンス] の [ボリュームのアタッチ] ダイアログボックスで、元のインスタンスの名前また
は ID の入力し、インスタンスを選択します。

c.

[デバイス] で、/dev/sda1 を入力します。

d.

[アタッチ] を選択します。ボリュームのステータスが in-use に変わったら、次のステップに進
みます。

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。元のインスタンスを選択し、[インスタンス
の状態]、[インスタンスの開始] の順に選択します。インスタンスの状態が Running に変わったら、
次のステップに進みます。
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3.

新しいキーペアのプライベートキーを使用して、新しい Windows 管理者パスワードを取得し、インス
タンスに接続します。詳細については、「Windows インスタンスに接続する (p. 590)」を参照してく
ださい。

Important

4.

インスタンスを停止して起動すると、新しいパブリック IP アドレスが取得されます。必ず、
現在のパブリック DNS 名を使用してインスタンスに接続してください。詳細については、
「インスタンスのライフサイクル (p. 511)」を参照してください。
(オプション) 一時インスタンスをそれ以上使用しない場合は、終了できます。一時インスタンスを選
択し、[インスタンスの状態]、[インスタンスの終了] の順に選択します。

EC2Launch を使用した Windows 管理者パスワードの
リセット
Windows 管理者パスワードを紛失した場合、Windows Server 2016 以降の AMI を使用している場合
は、EC2Launch サービスを使用する EC2Rescue ツール (p. 1950)を使用して、新しいパスワードを生成
できます。
EC2Launch v2 エージェントを含まない Windows Server 2016 以降の AMI を使用している場合
は、EC2Launch を使用して新しいパスワードを生成できます。
Windows Server 2016 より前の Windows Server AMI を使用している場合は、「EC2Config を使用した
Windows 管理者パスワードのリセット (p. 1928)」を参照してください。

Warning
インスタンスを停止すると、インスタンスストアボリューム上のデータは消去されます。インス
タンスストアボリュームのデータを保持するには、データを永続的ストレージに必ずバックアッ
プします。

Note
インスタンスでローカル管理者アカウントを無効にし、インスタンスが Systems Manager 用に設
定されている場合は、EC2Rescue および Run Command を使用してローカル管理者パスワード
を再度有効にしたり、リセットすることもできます。詳細については、「Systems Manager Run
Command での EC2Rescue for Windows Server の使用」を参照してください。

Note
ローカル管理者パスワードのリセットに必要な手動の手順を自動的に適用する AWS Systems
Manager のオートメーションドキュメントがあります。詳細については、AWS Systems
Manager ユーザーガイドの「Amazon EC2 インスタンスでのパスワードと SSH キーのリセッ
ト」を参照してください。
EC2Launch を使用して Windows 管理者パスワードをリセットするには、次の操作が必要です。
• ステップ 1: ルートボリュームをインスタンスからデタッチします (p. 1932)
• ステップ 2: ボリュームを一時インスタンスにアタッチします。 (p. 1933)
• ステップ 3: 管理者パスワードをリセットする (p. 1934)
• ステップ 4: 元のインスタンスを再起動します。 (p. 1935)

ステップ 1: ルートボリュームをインスタンスからデタッチしま
す
パスワードが保存されているボリュームが、ルートボリュームとしてインスタンスにアタッチされている
場合、EC2Launch を使用して管理者パスワードをリセットすることはできません。一時インスタンスにセ
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カンダリボリュームとしてアタッチする前に、元のインスタンスからボリュームをデタッチする必要があ
ります。

ルートボリュームをインスタンスからデタッチするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

パスワードのリセットが必要なインスタンスを選択し、[アクション]、[インスタンスの状態]、[インス
タンスの停止] の順に選択します。インスタンスのステータスが [停止] に変わったら、次のステップ
に進みます。

4.

(オプション) このインスタンスの起動時に指定したプライベートキーがある場合は、次のステップに
進みます。それ以外の場合は、次の手順を使用して、新しいキーペアで起動する新しいインスタンス
でインスタンスを置き換えます。

5.

a.

Amazon EC2 コンソールで、新しいキーペアを作成します。紛失したプライベートキーと同じ名
前を新しいキーペアに指定するには、まず既存のキーペアを削除する必要があります。

b.

置き換えるインスタンスを選択します。インスタンスのインスタンスタイプ、VPC、サブネッ
ト、セキュリティグループ、および IAM ロールを書き留めます。

c.

[アクション]、[Image and templates (イメージとテンプレート)]、[イメージの作成] の順に選択し
ます。イメージの名前と説明を入力して、[イメージの作成] を選択します。ナビゲーションペイ
ンで [AMIs] を選択します。イメージのステータスが [利用可能] に変わったら、次のステップに進
みます。

d.

イメージを選択し、[アクション]、[起動] の順に選択します。

e.

ウィザードを完了し、置き換えるインスタンスと同じインスタンスタイプ、VPC、サブネット、
セキュリティグループ、および IAM ロールを選択し、[起動] を選択します。

f.

プロンプトが表示されたら、新しいインスタンス用に作成したキーペアを選択し、[受信確認]
チェックボックスをオンにして、[インスタンスを起動] をクリックします。

g.

(オプション) 元のインスタンスに Elastic IP アドレスが関連付けられていた場合は、それを新し
いインスタンスに関連付けます。元のインスタンスにルートボリュームに加えて EBS ボリューム
がある場合は、それらを新しいインスタンスに転送します。

h.

停止したインスタンスは不要になったので、終了します。この手順の残りの部分では、元のイン
スタンスへのすべてのリファレンスが、作成したばかりのこのインスタンスに適用されます。

次のように、元のインスタンスからルートボリュームをデタッチします。
a.

元のインスタンスの [説明] ペインで、ルートデバイスとして表示される EBS ボリュームの ID を
書き留めます。

b.

ナビゲーションペインの [Volumes] を選択します。

c.

ボリュームのリストで、前のステップで記録したボリュームを選択し、[アクション]、[ボリュー
ムのデタッチ] の順に選択します。ボリュームのステータスが [利用可能] に変わったら、次のス
テップに進みます。

ステップ 2: ボリュームを一時インスタンスにアタッチします。
次に、一時インスタンスを起動し、ボリュームにセカンダリボリュームとして接続します。これは
EC2Launch の実行に使用するインスタンスです。

一時インスタンスを起動してボリュームをアタッチするには
1.

次のように一時インスタンスを起動します。
a.

ナビゲーションペインで、[インスタンス]、[インスタンスを起動] の順に選択し、AMI を選択しま
す。
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Important
ディスク署名の競合を回避するには、Windows 用の異なるバージョンの AMI を選択する
必要があります。たとえば、元のインスタンスが Windows Server 2019 を実行している
場合、Windows Server 2016 用の AMI を使用して一時インスタンスを起動します。
b.

デフォルトのインスタンスタイプのまま、[次: インスタンスの詳細の設定] を選択します。

c.

[インスタンスの詳細の設定]ページの [サブネット] で、元のインスタンスと同じアベイラビリ
ティーゾーンを選択し、[確認して起動] を選択します。

Important
一時インスタンスは、元のインスタンスと同じアベイラビリティーゾーンで起動する必
要があります。一時インスタンスが別のアベイラビリティーゾーンにある場合、元のイ
ンスタンスのルートボリュームをアタッチすることはできません。

2.

d.

[Review Instance Launch] ページで、[Launch] を選択します。

e.

プロンプトが表示されたら新しいキーペアを作成し、コンピュータ上の安全な場所にダウンロー
ドして、[インスタンスを起動] を選択します。

次のように、ボリュームをセカンダリボリュームとして一時インスタンスにアタッチします。
a.

ナビゲーションペインで [ボリューム] を選択し、元のインスタンスからデタッチしたボリューム
を選択した後で、[アクション]、[ボリュームのアタッチ] の順に選択します。

b.

[インスタンス] の [ボリュームのアタッチ] ダイアログボックスで、一時インスタンスの名前また
は ID の入力を開始し、リストからインスタンスを選択します。

c.

[デバイス] で、xvdf (まだない場合) を入力し、[アタッチ] を選択します。

ステップ 3: 管理者パスワードをリセットする
次に、一時インスタンスに接続し、EC2Launch を使用して管理者パスワードをリセットします。

管理者パスワードをリセットするには
1.

次のように、一時インスタンスに接続し、そのインスタンスで EC2Rescue for Windows Server ツー
ルを使用して管理者パスワードをリセットします。
a.

EC2Rescue for Windows Server zip ファイルをダウンロードして、内容を展開し、
[EC2Rescue.exe] を実行します。

b.

[ライセンス契約] 画面で、使用許諾書をお読みの上、条件に同意する場合は、[同意します] を選
択します。

c.

[EC2Rescue for Windows Server へようこそ] 画面で、[次へ] を選択します。

d.

[Select mode (モードの選択)] 画面で、[Offline instance (オフラインインスタンス)] を選択しま
す。

e.

[Select a disk (ディスクの選択)] 画面で、[xvdf] デバイスを選択して、[次へ] を選択します。

f.

ディスクの選択を確認し、[Yes] を選択します。

g.

ボリュームがロードされたら、[OK] を選択します。

h.

[Select Offline Instance Option (オフラインインスタンスオプションの選択)] 画面で、[Diagnose
and Rescue (診断とレスキュー)] を選択します。

i.

[概要] 画面で情報を確認し、[次へ] を選択します。

j.

[Detected possible issues (検出された潜在的な問題)] 画面で [Reset Administrator Password (管理
者パスワードのリセット)] を選択し、[次へ] を選択します。

k.

[確認] 画面で、[Rescue (レスキュー)] を選択して、[OK] を選択します。

l.

[完了] 画面で、[終了] を選択します。
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m. EC2Rescue for Windows Server ツールを閉じて、一時インスタンスから切断して、Amazon EC2
コンソールに戻ります。
2.

次のように、一時インスタンスからセカンダリ (xvdf) ボリュームをデタッチします。
a.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択し、一時インスタンスを選択します。

b.

一時インスタンスの [ストレージ] タブで、xvdf として表示される EBS ボリュームの ID を書き留
めます。
ナビゲーションペインの [Volumes] を選択します。

c.
d.

ボリュームのリストで、前のステップで記録したボリュームを選択し、[アクション]、[ボリュー
ムのデタッチ] の順に選択します。ボリュームのステータスが [利用可能] に変わったら、次のス
テップに進みます。

ステップ 4: 元のインスタンスを再起動します。
EC2Launch を使用して管理者パスワードをリセットした後、元のインスタンスにボリュームをルートボ
リュームとして再アタッチし、そのキーペアを使用してインスタンスに接続して管理者パスワードを取得
します。

元のインスタンスを再起動するには
1.

初期インスタンスにボリュームを再度アタッチします。
a.
b.
c.

ナビゲーションペインで [ボリューム] を選択し、一時インスタンスからデタッチしたボリューム
を選択した後で、[アクション]、[ボリュームのアタッチ] の順に選択します。
[インスタンス] の [ボリュームのアタッチ] ダイアログボックスで、元のインスタンスの名前また
は ID の入力し、インスタンスを選択します。
[デバイス] で、/dev/sda1 を入力します。

d.
2.

3.
4.

[アタッチ] を選択します。ボリュームのステータスが in-use に変わったら、次のステップに進
みます。
ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。元のインスタンスを選択し、[インスタンス
の状態]、[インスタンスの開始] の順に選択します。インスタンスの状態が Running に変わったら、
次のステップに進みます。
新しいキーペアのプライベートキーを使用して、新しい Windows 管理者パスワードを取得し、インス
タンスに接続します。詳細については、「Windows インスタンスに接続する (p. 590)」を参照してく
ださい。
(オプション) 一時インスタンスをそれ以上使用しない場合は、終了できます。一時インスタンスを選
択し、[インスタンスの状態]、[インスタンスの終了] の順に選択します。

インスタンスの停止に関するトラブルシューティン
グ
Amazon EBS-Backed インスタンスを停止して stopping 状態のままスタックしているように見える場
合、基になるホストコンピュータに問題がある可能性があります。
インスタンスが stopping 状態または running 以外の状態にある間は、インスタンスの使用にコスト
がかかりません。インスタンスが running 状態のときのみ、インスタンスの使用量に対して課金されま
す。

インスタンスの強制停止
コンソールまたは AWS CLI を使用してインスタンスを強制的に停止できます。
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Note
インスタンスが stopping 状態にある間のみ、インスタンスによるコンソールの使用を強制的に
停止できます。インスタンスが AWS CLI と shutting-down を除く任意の状態にある間のみ、
インスタンスによる terminated の使用を強制的に停止できます。
New console

コンソールを使用してインスタンスを強制的に停止するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインの [Instances (インスタンス)] を選択し、処理が止まってしまったインスタ
ンスを選択します。

3.

[Instance state (インスタンスの状態)]、[Force stop instance (インスタンスの強制停止)]、[Stop
(停止)] の順に選択します。
[Force stop instance] (インスタンスの強制停止) は、インスタンスがstopping状態である
場合のみコンソールで利用できることに注意してください。インスタンスが別の状態の場合
(shutting-downとterminatedを除く)、AWS CLIを使用してインスタンスを強制停止します。

Old console

コンソールを使用してインスタンスを強制的に停止するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインの [Instances (インスタンス)] を選択し、処理が止まってしまったインスタ
ンスを選択します。

3.

[Instance State (インスタンスの状態)]、[Stop (停止)]、[Yes, Forcefully Stop (はい、強制停止)] の
順に選択します。

AWS CLI
AWS CLI を使用してインスタンスを強制的に停止するには
stop-instances コマンドと --force オプションを次のように使用します。
aws ec2 stop-instances --instance-ids i-0123ab456c789d01e --force

10 分経過してもインスタンスが停止しない場合、AWS re:Post にヘルプリクのエストを投稿してくださ
い。迅速な解決のために、インスタンス ID を含めて、既に行った手順について説明してください。また、
サポートプランを契約している場合は、サポートセンターでサポートケースを作成できます。

代替インスタンスの作成
AWS re:Post または [Support Center] (サポートセンター) からの支援を待っている間に問題解決を試みる
には、代替えのインスタンスを作成してください。処理が止まってしまったインスタンスの AMI を作成
し、新しい AMI を使用して新しいインスタンスを起動します。
New console

コンソールを使用して代わりのインスタンスを作成するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインの [Instances (インスタンス)] を選択し、処理が止まってしまったインスタ
ンスを選択します。
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3.

[アクション]、[Image and templates (イメージとテンプレート)]、[イメージの作成] の順に選択し
ます。

4.

[イメージの作成] ページで、次の操作を行います。
a.

AMI の名前と説明を入力します。

b.

[No reboot] を選択します。

c.

[イメージを作成] を選択します。

詳細については、「 実行中のインスタンスからの Windows AMI を作成する (p. 136)」を参照し
てください。
5.

AMI から新しいインスタンスを起動し、その新しいインスタンスが動作していることを確認しま
す。

6.

処理が止まってしまったインスタンスを選択し、[Actions (アクション)]、[Instance state (インス
タンスの状態)]、[Terminate instance (インスタンスの終了)] の順に選択します。インスタンスの
終了処理も止まってしまう場合は、Amazon EC2 は数時間以内に自動的にそのインスタンスを強
制終了します。

Old console

コンソールを使用して代わりのインスタンスを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Instances (インスタンス)] を選択し、処理が止まってしまったインスタ
ンスを選択します。

3.

[Actions]、[Image]、[Create Image] の順に選択します。

4.

[Create Image (イメージの作成)] ダイアログボックスで、以下のフィールドに入力し、[Create
Image (イメージの作成)] を選択します。
a.

AMI の名前と説明を指定します。

b.

[No reboot] を選択します。

詳細については、「 実行中のインスタンスからの Windows AMI を作成する (p. 136)」を参照し
てください。
5.

AMI から新しいインスタンスを起動し、その新しいインスタンスが動作していることを確認しま
す。

6.

処理が止まってしまったインスタンスを選択し、[Actions (アクション)]、[Instance State (インス
タンスの状態)]、[Terminate (終了)] の順に選択します。インスタンスの終了処理も止まってしま
う場合は、Amazon EC2 は数時間以内に自動的にそのインスタンスを強制終了します。

AWS CLI

CLI を使用して代わりのインスタンスを作成するには
1.

create-image (AWS CLI) コマンドと --no-reboot オプションを次のように使用して、処理が止
まってしまったインスタンスから AMI を作成します。
aws ec2 create-image --instance-id i-0123ab456c789d01e --name "AMI" -description "AMI for replacement instance" --no-reboot

2.

run-instances (AWS CLI) コマンドを次のように使用し、作成した AMI から新しいインスタンス
を起動します。
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aws ec2 run-instances --image-id ami-1a2b3c4d --count 1 --instance-type c3.large -key-name MyKeyPair --security-groups MySecurityGroup

3.

新しいインスタンスが動作していることを確認します。

4.

次のように terminate-instances (AWS CLI) コマンドを使用し、処理が止まってしまったインスタ
ンスを終了します。
aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0

前の手順で説明されたように、インスタンスから AMI を作成できない場合は、次のようにして代わりのイ
ンスタンスを設定できます。

(代替方法) コンソールを使用して代わりのインスタンスを作成するには
1.

インスタンスを選択し、[Description (説明)]、[Block devices (ブロックデバイス)] の順に選択します。
各ボリュームを選択し、そのボリューム ID を書き留めます。必ずどのボリュームがルートボリューム
であるかメモしておきます。

2.

ナビゲーションペインの [Volumes] を選択します。インスタンスの各ボリュームを選択し、
[Actions]、[Create Snapshot] の順に選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[Snapshots] を選択します。作成したスナップショットを選択し、
[Actions]、[Create Volume] の順に選択します。

4.

処理が止まってしまったインスタンスと同じオペレーティングシステムのインスタンスを起動しま
す。そのルートボリュームのボリューム ID とデバイス名をメモしておきます。

5.

ナビゲーションペインで、[Instances] を選択し、起動したインスタンスを選択した後で、[Instance
state]、[Stop instance] の順に選択します。

6.

ナビゲーションペインで [Volumes] を選択し、停止したインスタンスのルートボリュームを選択した
後で、[Actions]、[Detach Volume] の順に選択します。

7.

処理が停止してしまったインスタンスから作成したルートボリュームを選択し、[Actions]、[Attach
Volume] の順に選択して、そのルートボリュームとして新しいインスタンスにアタッチします (書き留
めたデバイス名を使用)。その他の非ルートボリュームをインスタンスにアタッチします。

8.

ナビゲーションペインで、[Instances] を選択し、代わりのインスタンスを選択します。[Instance state
(インスタンスの状態)]、[Start instance (インスタンスの開始)] の順に選択します。インスタンスが動
作していることを確認します。

9.

処理が止まったインスタンスを選択し、[Instance state (インスタンスの状態)]、[Terminate
instance (インスタンスの終了)] の順に選択します。インスタンスの終了処理も止まってしまう場合
は、Amazon EC2 は数時間以内に自動的にそのインスタンスを強制終了します。

インスタンスの終了 (シャットダウン) のトラブル
シューティング
インスタンスが running 状態ではない場合は、インスタンスの使用に対して課金されません。つまり、
インスタンスを終了させると、そのステータスが shutting-down に変わるとすぐに、そのインスタンス
への課金は停止します。

インスタンスがすぐに終了する
複数の問題により、起動時にインスタンスがすぐに終了する可能性があります。詳細については、「イン
スタンスがすぐに終了する (p. 1906)」を参照してください。
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インスタンスの削除の遅延
インスタンスの shutting-down 状態が数分以上続く場合は、インスタンスによって実行されるシャット
ダウンスクリプトが原因で遅れている可能性があります。
もう 1 つ考えられる原因として、基盤となるホストコンピュータの問題があります。インスタンスの
shutting-down 状態が数時間以上続く場合、Amazon EC2 はそれを停止したインスタンスとして扱い、
強制終了します。
インスタンスの終了処理が停止していると考えられ、数時間以上経過している場合は、Amazon EC2
forum にヘルプリクエストを投稿してください。迅速な解決のために、インスタンス ID を含めて、既
に行った手順について説明してください。また、サポートプランを契約している場合は、サポートセン
ターでサポートケースを作成できます。

表示されているインスタンスを削除する
インスタンスの削除後、インスタンスはしばらくの間削除されずに表示されたままとなります。状態は
terminated となります。このエントリが数時間経過しても削除されない場合には、サポートに連絡して
ください。

インスタンスが自動的に起動または終了される
通常、以下の動作は、定義した基準に基づいて自動的にコンピューティングリソースをスケールするた
め、Amazon EC2 Auto Scaling、EC2 フリート、またはスポットフリートを使用していることを意味しま
す。
• インスタンスを終了すると、別のインスタンスが自動的に起動します。
• インスタンスを起動すると、いずれかのインスタンスが自動的に終了します。
• インスタンスを停止すると、そのインスタンスが終了し、別のインスタンスが自動的に起動します。
自動スケーリングを停止するには、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」、「EC2
Fleet (p. 891)」、または「スポットフリートリクエストを作成します。 (p. 991)」を参照してください。

Sysprep のトラブルシューティング
イメージ準備中に問題が発生したり、エラーメッセージを受け取った場合、次のログを確認します。ログ
の場所は、Sysprep で EC2Config または EC2Launch v1、あるいは EC2Launch v2のいずれを実行してい
るかにより異なります。
• %WINDIR%\Panther\Unattendgc (EC2Config、EC2Launch v1、および EC2Launch v2)
• %WINDIR%\System32\Sysprep\Panther (EC2Config、EC2Launch v1、および EC2Launch v2)
• C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Logs\Ec2ConfigLog.txt (EC2Config のみ)
• C:\ProgramData\Amazon\Ec2Config\Logs (EC2Config のみ)
• C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Log\EC2Launch.log (EC2Launch v1 のみ)
• %ProgramData%\Amazon\EC2Launch\log\agent.log (EC2Launch v2 のみ)
Sysprep でイメージ準備中にエラーメッセージを受け取った場合、OS にアクセスできないことがありま
す。ログファイルを確認するには、インスタンスを停止し、別の正常なインスタンスにルートボリュー
ムをセカンダリボリュームとしてアタッチして、上記のログをセカンダリボリュームで確認します。ログ
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ファイルの名前別の詳しい用途については、Microsoft ドキュメントの「Windows セットアップ関連のロ
グファイル」を参照してください。
Unattendgc のログファイルでエラーを見つけた場合は、Microsoft Error Lookup Tool を使用してエラーの
詳細にアクセスします。Unattendgc のログファイルでレポートされた次の事項では、インスタンス内の 1
つ以上の破損しているユーザープロフィールがよくある原因です。
Error [Shell Unattend] _FindLatestProfile failed (0x80070003) [gle=0x00000003]
Error [Shell Unattend] CopyProfile failed (0x80070003) [gle=0x00000003]

この問題を解決するためには 2 つのオプションがあります。
オプション 1
インスタンスで Regedit を使用して、次のキーを検索します。削除されたユーザーのプロファイルレジス
トリキーがないことを確認します。
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\
オプション 2
1.

関連ファイルを以下のように編集します。
• Windows Server 2012 R2 以前 – EC2Config 応答ファイル (C:\Program Files\Amazon
\Ec2ConfigService\sysprep2008.xml) を編集します.
• Windows Server 2016 および 2019 – unattend.xml 応答ファイル (C:\ProgramData\Amazon
\EC2-Windows\Launch\Sysprep\Unattend.xml) を編集します.
• Windows Server 2022 – unattend.xml 応答ファイル (C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch
\sysprep\unattend.xml) を編集します.

2.

<CopyProfile>true</CopyProfile> を <CopyProfile>false</CopyProfile> に変更しま
す。

3.

Sysprep を再度実行します。この設定の変更は、Sysprep が完了した後で、組み込まれた管理者ユー
ザープロフィールを削除することに注意してください。

Elastic Network Adapter (ENA) Windows ドライ
バーのトラブルシューティング
Elastic Network Adapter (ENA) は、オペレーティングシステムのヘルスを向上し、Windows インスタンス
のオペレーションを中断させる可能性のある予期しないハードウェア動作や障害を減らすように設計され
ています。ENA アーキテクチャでは、デバイスやドライバーの障害がオペレーティングシステムに対して
可能な限り透過的に保持されます。
このトピックでは、ENA Windows ドライバーのトラブルシューティングについて説明します。
接続できない
インスタンスに接続できない場合は、「接続できないインスタンスのトラブルシューティング (p. 1916)」
を参照してください。

Note
AWS Systems Manager Session Manager を介してインスタンスに接続することもできます。
ただし、これを行うには事前設定が必要です。詳細については、「AWS Systems Manager ユー
ザーガイド」の「Session Manager」を参照してください。
1940

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
インスタンスの診断情報を収集する

インスタンスの診断情報を収集する
Windows オペレーティングシステム (OS) ツールを開く手順は、インスタンスにインストールされている
OS のバージョンによって異なります。以下のセクションでは、[Run] (実行) ダイアログでツールを開きま
す。このツールは、すべての OS バージョンで同じ動作をします。ただし、これらのツールには、任意の
方法を使用してアクセスできます。

[Run] (実行) ダイアログにアクセスする
• Windows ロゴのキーの組み合わせを使用する: Windows + R
• 検索バーを使用する:
• 検索バーに run と入力します。
• 検索結果から [Run] (実行) アプリケーションを選択します。
一部の手順では、プロパティまたはコンテキスト依存アクションにアクセスするためにコンテキストメ
ニューが必要です。OS のバージョンとハードウェアに応じて、いくつかの方法があります。

コンテキストメニューにアクセスする
• マウスを使用する: 項目を右クリックしてコンテキストメニューを表示します。
• キーボードを使用する:
• お使いの OS のバージョンに応じて、Shift + F10、または Ctrl + Shift + F10 を使用します。
• キーボードにコンテキストキー (ボックス内の 3 本の水平線) がある場合は、目的の項目を選択し、コ
ンテキストキーを押します。
インスタンスに接続できる場合は、次の方法を使用してトラブルシューティング用の診断情報を収集しま
す。

ENA デバイスのステータスを確認する
Windows デバイスマネージャーを使用して ENA Windows ドライバーのステータスを確認するには、次の
手順に従います。
1.

前のセクションで説明されているいずれかの方法を使用して [Run] (実行) ダイアログを開きます。

2.

Windows デバイスマネージャーを開くには、[Run] (実行) ボックスに devmgmt.msc と入力します。

3.

[OK] を選択します。デバイスマネージャーウィンドウが開きます。

4.

[Network adapters] (ネットワークアダプター) の左側にある矢印を選択してリストを展開します。

5.

名前を選択するか、[Amazon Elastic Network Adapter] のコンテキストメニューを開き、[Properties]
(プロパティ) を選択します。

6.

[Amazon Elastic Network Adapter Properties] (Amazon Elastic Network Adapter のプロパティ) ウィン
ドウの [General] (全般) タブに「This device is working properly. (このデバイスは正常に動作していま
す。)」というメッセージが表示されていることを確認します。

ドライバーイベントメッセージを調査する
Windows イベントビューアーを使用して ENA Windows ドライバーイベントログを確認するには、次の手
順を実行します。
1.

前のセクションで説明されているいずれかの方法を使用して [Run] (実行) ダイアログを開きます。

2.

Windows イベントビューアーを開くには、[Run] (実行) ボックスに eventvwr.msc と入力します。

3.

[OK] を選択します。これにより、[Event Viewer] (イベントビューアー) ウィンドウが開きます。
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4.

[Windows Logs] (Windows ログ) メニューを展開し、[System] (システム) を選択します。

5.

[Actions] (アクション) の右上のパネルで、[Filter Current Log] (現在のログをフィルター) を選択しま
す。これにより、フィルタリングダイアログが表示されます。

6.

[Event sources] (イベントソース) ボックスに ena と入力します。これにより、ENA Windows ドライ
バーによって生成されたイベントに結果が制限されます。
[OK] を選択します。これにより、フィルターされたイベントログの結果がウィンドウの詳細セクショ
ンに表示されます。
詳細をドリルダウンするには、リストからイベントメッセージを選択します。

7.
8.

次の例は、Windows イベントビューアーのシステムイベントリスト内の ENA ドライバーイベントを示し
ています。

イベントメッセージの概要
次の表に、ENA Windows ドライバーが生成するイベントメッセージを示します。

入力
イベント ID

ENA ドライバーイベントの説明

タイプ

5001

ハードウェアのリソースが不足
しています

エラー

5002

アダプターがハードウェアエ
ラーを検出しました

エラー

5005

タイムリーに完了しなかった
NDIS 操作でアダプターがタイム
アウトしました

エラー

5032

アダプターがデバイスをリセッ
トできませんでした

エラー

5200

アダプターが初期化されました

情報

5201

アダプターが停止されました

情報

5202

アダプターが一時停止されまし
た

情報
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イベント ID

ENA ドライバーイベントの説明

タイプ

5203

アダプターが再起動されました

情報

5204

アダプターがシャットダウンさ
れました

情報

5205

アダプターがリセットされまし
た

エラー

5206

アダプターが突然取り外されま
した

エラー

5208

アダプター初期化ルーチンが失
敗しました

エラー

5210

アダプターが内部問題を検出
し、正常に回復しました

エラー

パフォーマンスメトリクスを確認する
ENA Windows ドライバーは、メトリクスが有効になっているインスタンスからネットワークパフォーマ
ンスメトリクスを発行します。ネイティブのパフォーマンスモニターアプリケーションを使用して、イン
スタンスのメトリクスを表示および有効化できます。ENA Windows ドライバーが生成するメトリクスの
詳細については、「EC2 インスタンスのネットワークパフォーマンスをモニタリングします。 (p. 1283)」
を参照してください。
ENA メトリクスが有効で、Amazon CloudWatch エージェントがインストールされているインスタンス
では、CloudWatch は Windows パフォーマンスモニターのカウンターに関連付けられているメトリクス
と ENA の高度なメトリクスを収集します。これらのメトリクスは、EC2 インスタンスでデフォルトで
有効になっているメトリクスに加えて収集されます。これらのメトリクスの詳細については、「Amazon
CloudWatch ユーザーガイド」の「CloudWatch エージェントにより収集されるメトリクス」を参照してく
ださい。

Note
パフォーマンスメトリクスは、ENA Windows ドライバーのバージョン 2.2.4 では機能しません。
ドライバーの次のリリースで修正が予定されています。パフォーマンスメトリクスを確実に発行
するには、現時点ではバージョン 2.2.3 を使用してください。
パフォーマンスメトリクスを使用できる方法には、次のようなものがあります。
• インスタンスのパフォーマンスの問題をトラブルシューティングします。
• ワークロードに適したインスタンスサイズを選択します。
• スケーリングアクティビティをプロアクティブに計画します。
• アプリケーションをベンチマークして、インスタンスで使用可能なパフォーマンスを最大化するかどう
かを判断します。
更新レート
デフォルトでは、ドライバーは 1 秒間隔でメトリクスを更新します。ただし、メトリクスを取得するアプ
リケーションは、ポーリングに別の間隔を使用する場合があります。更新間隔は、デバイスマネージャー
で、ドライバーの詳細プロパティを使用して変更できます。
ENA Windows ドライバーのメトリクスの更新間隔を変更するには、次の手順を実行します。
1.
2.

前のセクションで説明されているいずれかの方法を使用して [Run] (実行) ダイアログを開きます。
Windows デバイスマネージャーを開くには、[Run] (実行) ボックスに devmgmt.msc と入力します。
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3.

[OK] を選択します。デバイスマネージャーウィンドウが開きます。

4.

[Network adapters] (ネットワークアダプター) の左側にある矢印を選択してリストを展開します。

5.

[Amazon Elastic Network Adapter] のコンテキストメニューを開き、[Properties] (プロパティ) を選択
します。

6.

ポップアップウィンドウで [Advanced] (詳細) タブを開きます。

7.

[Property] (プロパティ) リストから、[Metrics Refresh Interval] (メトリクス更新間隔) を選択して値を
変更します。

8.

終了したら、[OK] を選択します。

ENA アダプターのリセット
リセットプロセスは、ENA Windows ドライバーがアダプターのエラーを検出し、アダプターを異常とし
てマークすると開始されます。ドライバー自体をリセットできないため、アダプターのヘルスステータ
スを確認し、ENA Windows ドライバーのリセットハンドルを呼び出すのはオペレーティングシステムに
よって異なります。リセットプロセスでは、短時間、トラフィック損失が発生することがあります。ただ
し、TCP 接続は回復できるはずです。
ENA アダプターは、キープアライブ通知の送信に失敗して、間接的にデバイスのリセット手順を要求す
ることもあります。例えば、ENA アダプターが回復不可能な設定をロードした後に不明な状態になった場
合、ENA アダプターがキープアライブ通知の送信を停止することがあります。

ENA アダプターのリセットの一般的な原因
• キープアライブメッセージが見つからない
ENA アダプターは、キープアライブイベントを一定の速度 (通常は 1 秒に 1 回) で送信します。ENA
Windows ドライバーは、これらのキープアライブメッセージの存在を定期的に確認するウォッチドッ
グメカニズムを実装します。前回チェックしてから新しいメッセージを 1 つ以上検出すると、成功した
結果が記録されます。それ以外の場合、ドライバーはデバイスに障害が発生したと結論付け、リセット
シーケンスを開始します。
• パケットが送信キューにスタックしている
ENA アダプターは、パケットが送信キューを予期したとおりに流れていることを確認します。ENA
Windows ドライバーは、パケットがスタックしているかどうかを検出し、パケットがスタックしている
場合はリセットシーケンスを開始します。
• Memory Mapped I/O (MMIO) レジスターの読み取りタイムアウト
Memory Mapped I/O (MMIO) の読み取りオペレーションを制限するために、ENA Windows ドライバー
は初期化およびリセットプロセス中にのみ MMIO レジスターにアクセスします。ドライバーがタイムア
ウトを検出すると、実行中のプロセスに応じて、次のいずれかのアクションが実行されます。
• 初期化中にタイムアウトが検出されると、フローが失敗し、Windows デバイスマネージャーで ENA
アダプターによってドライバーに黄色の感嘆符が表示されます。
• リセット中にタイムアウトが検出されると、フローは失敗します。その後、OS は ENA アダプターの
突然の取り外しを開始し、取り外したアダプターを停止して起動することで回復します。ネットワー
クインターフェイスカード (NIC) の突然の取り外しの詳細については、「Microsoft Windows ハード
ウェア開発者向けドキュメント」の「NIC の突然の取り外しの処理」を参照してください。

トラブルシューティングシナリオ
ENA Windows ドライバーで発生する可能性のある問題のトラブルシューティングには、以下のシナリオ
が役立ちます。最新バージョンがない場合は、ENA ドライバーのアップグレードから始めることをお勧め
します。Windows OS のバージョン用の最新のドライバーを検索するには、「Amazon ENA ドライバーの
バージョン (p. 1273)」を参照してください。
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ENA ドライバーのデバイス警告
説明
デバイスマネージャーの [Network adapters] (ネットワークアダプター) セクションの ENA アダプターアイ
コンには、警告記号 (感嘆符が入った黄色の三角形) が表示されます。
次の例は、Windows デバイスマネージャーで警告アイコンが表示された ENA アダプターを示していま
す。

原因
このデバイスの警告は、一般に、環境の問題によって引き起こされ、さらに調査が必要になる可能性があ
り、根本的な原因を特定するために消去プロセスが必要になることがよくあります。デバイスエラーの
完全なリストについては、「Microsoft Windows ハードウェア開発者向けドキュメント」の「デバイスマ
ネージャーのエラーメッセージ」を参照してください。

解決策
このデバイス警告の解決策は、根本原因によって異なります。ここで説明する消去プロセスには、単純な
解決策がある可能性のある最も一般的な問題を特定して解決するためのいくつかの基本的なステップが含
まれています。これらのステップで問題が解決しない場合は、追加の根本原因分析が必要です。
一般的な問題を特定して解決するには、次のステップを実行します。
1.

デバイスを停止して起動する
「ENA デバイスのステータスを確認する (p. 1941)」セクションの説明に従って、[Device Manager]
(デバイスマネージャー) プロパティウィンドウを開きます。これにより、[Amazon Elastic Network
Adapter Properties] (Amazon Elastic Network Adapter のプロパティ) ウィンドウの [General] (全般) タ
ブが開きます。その [Device status] (デバイスの状態) にエラーコードと短いメッセージが表示されま
す。
a.
b.
c.

[Driver] (ドライバー) タブを開きます。
[Disable Device] (デバイスを無効にする) を選択し、表示される警告メッセージに対して [Yes] (は
い) を選択します。
[Enable Device] (デバイスを有効にする) を選択します。

2.

EC2 インスタンスを停止して起動する

3.

依然としてデバイスマネージャーでアダプターに警告アイコンが表示されている場合は、次のステッ
プとして、EC2 インスタンスを停止して起動します。これにより、ほとんどの場合、別のハードウェ
アでインスタンスが再起動されます。
インスタンスリソースの問題の可能性を調査する
EC2 インスタンスを停止して起動しても問題が解決しない場合は、メモリ不足など、インスタンスの
リソースの問題を示している可能性があります。

アダプターのリセットによる接続タイムアウト (エラーコード 5007、5205)
説明
Windows イベントビューアーには、ENA アダプターの併用で発生する、アダプターのタイムアウトイベ
ントとリセットイベントが表示されます。メッセージは、次の例のように表示されます。
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• Event ID 5007 (イベント ID 5007): Amazon Elastic Network Adapter : Timed out during an operation. (操
作中にタイムアウトしました。)
• Event ID 5205 (イベント ID 5205): Amazon Elastic Network Adapter : Adapter reset has been started.
(アダプターのリセットが開始されました。)
アダプターのリセットにより、最小限のトラフィックの中断が発生します。複数回リセットされても、重
大なネットワークの中断を引き起こすのは異常です。

原因
この一連のイベントは、ENA Windows ドライバーが、応答しなくなった ENA アダプターのリセットを
開始したことを示します。ただし、デバイスドライバーがこの問題を検出するために使用するメカニズム
は、CPU 0 の枯渇による誤検出の影響を受けます。

解決策
このようなエラーの組み合わせが頻繁に発生する場合は、リソースの割り当てを調べて、どこを調整する
のがよいか確認してください。
1.

前のセクションで説明されているいずれかの方法を使用して [Run] (実行) ダイアログを開きます。

2.

Windows リソースモニターを開くには、[Run] (実行) ボックスに resmon と入力します。
[OK] を選択します。これにより、[Resource Monitor] (リソースモニター) ウィンドウが開きます。

3.
4.

[CPU] タブを開きます。CPU ごとの使用率グラフは、[Resource Monitor] (リソースモニター) ウィン
ドウの右側に表示されます。

5.

CPU 0 の使用率レベルをチェックして、それらが高すぎるかどうかを確認します。

大きなインスタンスタイプ (16 vCPU より大きい) では ENA アダプターの CPU 0 を除外するように RSS
を設定することをお勧めします。インスタンスタイプが小さい場合は、RSS を設定するとエクスペリエン
スが向上する可能性がありますが、使用可能なコア数が少なくなるため、CPU コアの制約がパフォーマン
スに悪影響を及ぼさないようにするためのテストが必要です。
以下の例に示すように、Set-NetAdapterRss コマンドを使用して ENA アダプターの RSS を設定します。
Set-NetAdapterRss -name (Get-NetAdapter | Where-Object {$_.InterfaceDescription -like
"*Elastic*"}).Name -Baseprocessorgroup 0 -BaseProcessorNumber 1

第 6 世代のインスタンスインフラストラクチャへの移行がパフォーマンスまたは
アタッチメントに影響する
説明
第 6 世代の EC2 インスタンスに移行すると、ENA Windows ドライバーのバージョンを更新していない場
合、パフォーマンスが低下したり、ENA アタッチメントエラーが発生したりする可能性があります。

原因
Windows では、ドライバーバージョン 2.2.3 以降が必要です。ただし、ドライバーのバージョン 2.2.4 で
は、第 6 世代のインスタンスでもパフォーマンスが低下する可能性があり、ロールバックされています。
詳細については、AWS ナレッジセンターの記事「最大のネットワークパフォーマンスを得られるようにす
るには、EC2 インスタンスを第 6 世代インスタンスに移行する前に何をしておく必要がありますか?」を
参照してください。

解決策
第 6 世代の EC2 インスタンスにアップグレードする前に、インスタンスの起動に使用する AMI に互換性
のあるドライバー (v2.2.3 以降) があることを確認します。第 6 世代のインスタンスに必要なドライバーが
あることを確認する方法の詳細については、「最大のネットワークパフォーマンスを得られるようにする
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には、EC2 インスタンスを第 6 世代インスタンスに移行する前に何をしておく必要がありますか?」を参
照してください。

Note
ドライバーのバージョン 2.2.4 のロールバック
ENA Windows ドライバーのバージョン 2.2.4 は、第 6 世代 EC2 インスタンスでパフォーマンス
が低下する可能性があるため、ロールバックされました。ドライバーのバージョン 2.2.4 がイン
ストールされている場合は、次のいずれかの方法を使用してドライバーをダウングレードするこ
とをお勧めします。
• 以前のバージョンをインストールする
1.

Amazon ENA ドライバーのバージョン (p. 1273) 表から以前のバージョンのパッケージを
ダウンロードします (バージョン 2.2.3)。

2.

install.ps1 PowerShell インストールスクリプトを実行します。

インストール前とインストール後の手順の詳細については、「Windows の拡張ネットワーキン
グの有効化 (p. 1271)」を参照してください。

Amazon EC2 Systems Manager を使用して一括更新する
•

次のパラメータを使用して、SSM ドキュメント AWS-ConfigureAWSPackage を介して
一括更新を実行します。
• [Name] (名前): AwsEnaNetworkDriver
• バージョン: 2.2.3

Elastic Network Interface の最適でないパフォーマンス
説明
ENA インターフェイスが期待どおりに動作していません。

原因
パフォーマンス問題の根本原因の分析は、消去プロセスです。関連する変数が多すぎて一般的な原因を挙
げることはできません。

解決策
根本原因の分析の最初のステップとして、期待どおりに動作していないインスタンスの診断情報を確認
し、問題の原因となっている可能性のあるエラーがあるかどうかを判断します。詳細については、「イン
スタンスの診断情報を収集する (p. 1941)」セクションを参照してください。
ネットワーキングが拡張されたインスタンスで最大のネットワークパフォーマンスを実現するには、デ
フォルトのオペレーティングシステムの設定を変更することが必要になる場合があります。いくつかの最
適化 (チェックサムオフロードをオンにして RSS を有効にするなど) は、公式の Windows AMI でデフォル
トで設定されています。ENA アダプターに適用できるその他の最適化については、「ENA アダプターの
パフォーマンス調整 (p. 1948)」に示すパフォーマンス調整を参照してください。
慎重に作業を進め、デバイスプロパティの調整を、このセクションに記載されている内容や、AWS サポー
トチームが推奨する特定の変更に限定することをお勧めします。
ENA アダプターのプロパティを変更するには、次のステップに従います。
1.

前のセクションで説明されているいずれかの方法を使用して [Run] (実行) ダイアログを開きます。

2.

Windows デバイスマネージャーを開くには、[Run] (実行) ボックスに devmgmt.msc と入力します。
[OK] を選択します。デバイスマネージャーウィンドウが開きます。

3.
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4.

[Network adapters] (ネットワークアダプター) の左側にある矢印を選択してリストを展開します。

5.

名前を選択するか、[Amazon Elastic Network Adapter] のコンテキストメニューを開き、[Properties]
(プロパティ) を選択します。

6.

[Amazon Elastic Network Adapter Properties] (Amazon Elastic Network Adapter のプロパティ) ウィン
ドウの [Advanced] (詳細設定) タブを開きます。

7.

変更するプロパティを選択します。完了したら、[OK] を選択して変更を保存します。

次の例は、Windows デバイスマネージャーの ENA アダプタープロパティを示しています。

ENA アダプターのパフォーマンス調整
次の表に、ENA インターフェイスのパフォーマンスを向上させるために調整できるプロパティを示しま
す。

入力
プロパティ

説明

デフォルト値

調整

Receive Buffers

ソフトウェア受信
キューのエントリ数を
制御します。

1024

最大 8192 まで増やすこ
とができます。
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プロパティ

説明

デフォルト値

調整

Receive Side Scaling
(RSS)

マルチプロセッサシス
テムの複数の CPU 間で
ネットワーク受信処理
を効率的に配分できま
す。

有効

負荷を複数のプロセッ
サに分散させることが
できます。詳細につい
ては、「オペレーティ
ングシステムの最適
化 (p. 1282)」を参照し
てください。

RSS キューの最大数

RSS が有効な場合に許
可する RSS キューの最
大数を設定します。

32

RSS キューの数は、ド
ライバーの初期化中に
決定され、(特に) 次のよ
うな制限があります。
• このプロパティで設
定される RSS キュー
の制限
• インスタンスの制限
(vCPU 数)
• ハードウェアの世
代の制限 (ENAv1 で
は最大 8 個の RSS
キュー、ENAv2 で
は最大 32 個の RSS
キュー)
インスタンスとハード
ウェアの世代の制限に
応じて、値を 1～32 に
設定できます。詳細に
ついては、「オペレー
ティングシステムの最
適化 (p. 1282)」を参照
してください。

Jumbo packet

ジャンボイーサネット
フレーム (1500 バイト
を超えるペイロード) の
使用を有効にします。

無効 (ペイロードは
1500 バイト以下に制限
されます)

値は最大 9015 まで
設定できます。これ
は 9001 バイトのペイ
ロードに相当します。
これがジャンボイー
サネットフレームの
最大ペイロードとな
ります。「ジャンボ
イーサネットフレーム
の使用に関する考慮事
項 (p. 1949)」を参照し
てください。

ジャンボイーサネットフレームの使用に関する考慮事項
ジャンボフレームでは、パケットあたりのペイロードサイズを拡張し、パケットオーバーヘッド以外のパ
ケットの割合を高めることによって、1500 バイトを超えるデータを送信できます。同じ量の使用可能な
データを少ないパケットで送信することができます。ただし次の場合には、トラフィックの MTU は最大
1500 に制限されます。
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• EC2 Classic 用の特定の AWS リージョン外部にあるトラフィック
• 単一の VPC の外部にあるトラフィック
• リージョン間 VPC ピアリング接続経由のトラフィック
• VPN 接続経由のトラフィック
• インターネットゲートウェイ経由のトラフィック

Note
1500 バイトを超えるパケットはフラグメント化されます。IP ヘッダーに Don't Fragment フラ
グが設定されている場合、それらのパケットはドロップされます。
ジャンボフレームを、インターネットバウンドトラフィックや VPC を出るトラフィックに使用
する場合には慎重に行ってください。パケットは中間システムによってフラグメント化されるた
め、このトラフィックの速度が低下します。VPC から出るアウトバウンドトラフィックに影響を
与えずに VPC 内でジャンボフレームを使用するには、次のいずれかのオプションを試してくださ
い。
• ルートごとに MTU サイズを設定します。
• 異なる MTU サイズと異なるルートを持つ複数のネットワークインターフェイスを使用しま
す。
ジャンボフレームの推奨ユースケース
ジャンボフレームは、VPC 内および VPC 間のトラフィックに役立ちます。次のユースケースにはジャン
ボフレームを使用することをお勧めします。
• クラスタープレイスメントグループ内にコロケーションされたインスタンスでは、考えられる最大の
ネットワークスループットを実現するうえでジャンボフレームが役立ちます。詳細については、「プレ
イスメントグループ (p. 1286)」を参照してください。
• AWS Direct Connect を経由した VPC とオンプレミスのネットワーク間のトラフィックにはジャンボフ
レームを使用できます。AWS Direct Connect の使用、およびジャンボフレーム機能の検証の詳細につ
いては、「AWS Direct Connect ユーザーガイド」の「プライベート仮想インターフェイスまたはトラン
ジット仮想インターフェイスのネットワーク MTU の設定」を参照してください。
• トランジットゲートウェイでサポートされる MTU サイズの詳細については、「Amazon VPC トラン
ジットゲートウェイ」の「Transit Gateway のクォータ」を参照してください。

使用アイテム EC2Rescue for Windows Server
EC2Rescue for Windows Server は、Amazon EC2 Windows Server インスタンス上で動作し、潜在的な問
題の診断とトラブルシューティングを行うことができる使いやすいツールです。ログファイルを収集して
問題を解決するだけでなく、問題がありそうな部分をプロアクティブに検索することができ、便利です。
他のインスタンスから Amazon EBS ルートボリュームを調べて、そのボリュームを使用する Windows
Server インスタンスをトラブルシューティングするために必要なログを収集することもできます。
EC2Rescue for Windows Server には 2 種類のモジュールがあります。データ収集モジュールはさまざま
なソースからデータを収集し、データ分析モジュールは収集されたデータを、一連の定義済みルールと照
らし合わせて解析し、問題を識別して、解決方法を提案します。
EC2Rescue for Windows Server ツールは、Windows Server 2008 R2 以降を実行する Amazon EC2 イン
スタンスのみで実行されます。ツールを起動すると、ツールが Amazon EC2 インスタンスで実行されてい
るかどうかが確認されます。
AWSSupport-ExecuteEC2Rescue ランブックでは、EC2Rescue ツールを使用してトラブルシューティ
ングを行い、可能な場合は、指定された EC2 インスタンスとの間で発生する、一般的な接続の問題を修復
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します。より詳しい情報を確認し、この自動化を実行するには、「AWSSupport-ExecuteEC2Rescue」を
ご覧ください。

Note
Linux インスタンスを使用する場合には、「EC2Rescue for Linux」を参照してください。

目次
• EC2Rescue for Windows Server GUI の使用 (p. 1951)
• コマンドラインでの EC2Rescue for Windows Server の使用 (p. 1955)
• Systems Manager Run Command での EC2Rescue for Windows Server の使用 (p. 1960)

EC2Rescue for Windows Server GUI の使用
EC2Rescue for Windows Server は、オフラインインスタンスで次の分析を実行できます。
オプション

説明

診断とレスキュー

EC2Rescue for Windows Server は、次のサービス
設定を使用して、問題を検出し、対応できます。
• システム時刻
• [RealTimeisUniversal] RealTimeisUniversal レジストリキーが
有効かどうかを検出します。無効の場合、タ
イムゾーンが UTC 以外の値に設定されている
と、Windows システム時刻が狂います。
• Windows ファイアウォール
• [ドメインネットワーク] - この Windows ファ
イアウォールプロファイルが有効であるか無
効であるかを検出します。
• [プライベートネットワーク] - この Windows
ファイアウォールプロファイルが有効である
か無効であるかを検出します。
• [ゲストまたはパブリックネットワーク] - この
Windows ファイアウォールプロファイルが有
効であるか無効であるかを検出します。
• リモートデスクトップ
• [サービスの開始] - リモートデスクトップサー
ビスが有効かどうかを検出します。
• [リモートデスクトップ接続] - これが有効かど
うかを検出します。
• [TCP ポート] - リモートデスクトップサービス
がリッスンしているポートを検出します。
• EC2Config (Windows Server 2012 R2 以前)
• [インストール] - インストールされている
EC2Config バージョンを検出します。
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オプション

説明
• [サービスの開始] - EC2Config サービスが有効
かどうかを検出します。
• [Ec2SetPassword] - 新しい管理者パスワード
を生成します。
• [Ec2HandleUserData] - インスタンスの次回の
起動時にユーザーデータスクリプトを実行で
きます。
• EC2Launch (Windows Server 2016 以降)
• [インストール] - インストールされている
EC2Launch バージョンを検出します。
• [Ec2SetPassword] - 新しい管理者パスワード
を生成します。
• ネットワークインターフェイス
• [DHCP サービススタートアップ] - DHCP サー
ビスが有効かどうかを検出します。
• [イーサネットの詳細] - 検出された場合、ネッ
トワークドライバーバージョンに関する情報
を表示します。
• [イーサネットでの DHCP] - DHCP が有効かど
うかを検出します。
• ディスク署名のステータス
• [Signature on disk] (ディスク上の署名) およ
び [Signature on Boot Configuration Database
(BCD)] (ブート構成データベース (BCD)
の署名) ‐ ディスク署名と BCD 署名が同
じかどうかを検出します。値が異なる場
合、EC2Rescue は BCD の署名でディスク署
名を上書きしようとします。

復元

次のいずれかのアクションを実行します。
• [最後に既知の良好な設定] - 最後に既知のブート
可能状態でインスタンスの起動を試みます。
• [バックアップからレジストリを復元] \Windows\System32\config\RegBack から
レジストリを復元します。

ログのキャプチャ

分析用にインスタンスでログをキャプチャできま
す。

EC2Rescue for Windows Server は、アクティブインスタンスおよびオフラインインスタンスから次のデー
タを収集できます。
項目

説明

イベントログ

アプリケーション、システム、および EC2Config
のイベントログを収集します。
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項目

説明

[Registry]

SYSTEM および SOFTWARE Hive を収集します。

[Windows Update Log]

Windows Update によって生成されたログファイル
を収集します。

Note
Windows Server 2016 以降では、ログは
Windows イベントトレーシング (ETW) 形
式で収集されます。
[Sysprep Log]

Windows システム準備ツールによって生成された
ログファイルを収集します。

ドライバセットアップログ

Windows SetupAPI ログ (setupapi.dev.log お
よび setupapi.setup.log) を収集します。

[Boot Configuration]

HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000 を収集し
ます。

[Memory Dump]

インスタンスに存在するメモリダンプファイルを
収集します。

[EC2Config File]

EC2Config サービスによって生成されたログファ
イルを収集します。

[EC2Launch File]

EC2Launch スクリプトによって生成されたログ
ファイルを収集します。

[SSM Agent File]

SSM Agent、および Patch Manager ログによって
生成されたログファイルを収集します。

EC2 ElasticGPU ファイル

Elastic GPU に関連するイベントログを収集しま
す。

ECS

Amazon ECS に関連するログを収集します。

CloudEndure

CloudEndure エージェントに関連するログファイ
ルを収集します。

EC2Rescue for Windows Serverは、アクティブインスタンスから、次の追加データを収集できます。
項目

説明

[System Information]

MSInfo32 を収集します。

グループポリシーの結果

グループポリシーレポートを収集します。

動画チュートリアル
Brandon が、EC2Rescue for Windows Server の診断とレスキュー機能の使用方法を説明します。
AWS ナレッジセンターの動画: EC2Rescue の診断およびレスキュー機能を使用するにはどうすればよい
ですか?
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オフラインインスタンスの分析
[Offline Instance] オプションは、Windows インスタンスの起動に関する問題のデバッグに役立ちます。

オフラインインスタンスでアクションを実行するには
1.

動作中の Windows Server インスタンスから、EC2Rescue for Windows Server ツールをダウンロード
してファイルを抽出します。
Internet Explorer セキュリティ強化の構成 (ESC) を変更せずに EC2Rescue をダウンロードするに
は、次の PowerShell コマンドを実行します。
PS C:\> Invoke-WebRequest https://s3.amazonaws.com/ec2rescue/windows/
EC2Rescue_latest.zip -OutFile $env:USERPROFILE\Desktop\EC2Rescue_latest.zip

このコマンドによって、現在ログインしているユーザーのデスクトップに EC2Rescue.zip ファイルが
ダウンロードされます。
2.

問題のあるインスタンスを、まだ停止していない場合は停止します。

3.

問題のあるインスタンスから EBS ルートボリュームをデタッチし、EC2Rescue for Windows Server
がインストールされている動作中の Windows インスタンスにボリュームをアタッチします。

4.

動作しているインスタンスで EC2Rescue for Windows Server ツールを実行して、[Offline Instance
(オフラインインスタンス] を選択します。

5.
6.

新しくマウントされたボリュームのディスクを選択し、[Next] を選択します。
ディスクの選択を確認し、[Yes] を選択します。

7.

実行するオフラインインスタンスオプションを選択し、[Next] を選択します。

EC2Rescue for Windows Server ツールはボリュームをスキャンして、選択されたログファイルに基づいて
トラブルシューティング情報を収集します。

アクティブなインスタンスからのデータの収集
アクティブなインスタンスからログなどのデータを収集できます。

アクティブなインスタンスからデータを収集するには
1.

Windows インスタンスに接続します。

2.

EC2Rescue for Windows Server ツールを Windows インスタンスにダウンロードして、ファイルを展
開します。
Internet Explorer セキュリティ強化の構成 (ESC) を変更せずに EC2Rescue をダウンロードするに
は、次の PowerShell コマンドを実行します。
PS C:\> Invoke-WebRequest https://s3.amazonaws.com/ec2rescue/windows/
EC2Rescue_latest.zip -OutFile $env:USERPROFILE\Desktop\EC2Rescue_latest.zip

3.
4.
5.
6.
7.

このコマンドによって、現在ログインしているユーザーのデスクトップに EC2Rescue.zip ファイルが
ダウンロードされます。
EC2Rescue for Windows Server アプリケーションを開き、ライセンス契約に同意します。
[Next]、[Current instance]、[Capture logs] を選択します。
収集するデータ項目を選択し、[Collect...] を選択します。警告を読み、[Yes] を選択して続行します。
ZIP ファイルのファイル名と場所を選択し、[保存] を選択します。
EC2Rescue for Windows Server が完了したら、[Open Containing Folder (含まれているフォルダを開
く)] を選択して ZIP ファイルを表示します。
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8.

[Finish] を選択します。

コマンドラインでの EC2Rescue for Windows Server
の使用
EC2Rescue for Windows Server コマンドラインインターフェース (CLI) を使用すると、EC2Rescue for
Windows Server プラグイン (「アクション」と呼ばれます) をプログラムで実行できます。
EC2Rescue for Windows Server ツールには、次の 2 つの実行モードがあります。
• [/online] — EC2Rescue for Windows Server がインストールされているインスタンス上で、ログファイ
ルの収集などのアクションを実行できます。
• /offline:<device_id> — EC2Rescue for Windows Server がインストールされている別個の Amazon EC2
Windows インスタンスにアタッチされているオフラインルートボリュームに対してアクションを実行で
きます。
EC2Rescue for Windows Server ツールを Windows インスタンスにダウンロードして、ファイルを展開し
ます。次のコマンドを使用してヘルプファイルを表示できます。
EC2RescueCmd.exe /help

EC2Rescue for Windows Server は、Amazon EC2 Windows インスタンス上で次のアクションを実行でき
ます。
• 収集アクション (p. 1955)
• レスキューアクション (p. 1957)
• 復元アクション (p. 1959)

収集アクション
Note
すべてのログ、ロググループ全体、またはグループ内の個々のログを収集できます。
EC2Rescue for Windows Server は、アクティブインスタンスおよびオフラインインスタンスから、次の
データを収集できます。
ロググループ

使用可能なログ

利用可能なすべてのログを収集
します。

all
eventlog

• 'Application'
• 'System'
• 'EC2ConfigService'

memory-dump

• 'Memory Dump File'
• 'Mini Dump Files'

ec2config

説明

• 'Log Files'
• 'Configuration Files'
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ロググループ

使用可能なログ

説明

ec2launch

• 'Logs'

EC2Launch スクリプトによって
生成されたログファイルを収集
します。

• 'Config'
ssm-agent

• 'Log Files'
• 'Patch Baseline Logs'
• 'InstanceData'

SSM エージェント、および
Patch Manager ログによって生
成されたログファイルを収集し
ます。

sysprep

'Log Files'

Windows システム準備ツールに
よって生成されたログファイル
を収集します。

driver-setup

• 'SetupAPI Log Files'

Windows SetupAPI ログ
(setupapi.dev.log および
setupapi.setup.log) を収集
します。

• 'DPInst Log File'
• 'AWS PV Setup Log File'
registry

• 'SYSTEM'
• 'SOFTWARE'
• 'BCD'

egpu

• 'Event Log'
• 'System Files'

SYSTEM および SOFTWARE Hive
を収集します。

Elastic GPU に関連するイベント
ログを収集します。

boot-config

'BCDEDIT Output'

HKEY_LOCAL_MACHINE
\BCD00000000 を収集します。

windows-update

'Log Files'

Windows Update によって生成
されたログファイルを収集しま
す。

Note
Windows Server 2016
以降では、ログは
Windows イベントト
レーシング (ETW) 形式
で収集されます。
cloudendure

• 'Migrate Script Logs'
• 'Driver Logs'
• 'CloudEndure File List'

CloudEndure エージェントに関
連するログファイルを収集しま
す。

EC2Rescue for Windows Serverは、アクティブインスタンスから次の追加データを収集できます。
ロググループ

使用可能なログ

説明

system-info

'MSInfo32 Output'

MSInfo32 を収集します。

gpresult

'GPResult Output'

グループポリシーレポートを収
集します。

以下のオプションが利用できます。
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• [/output:<outputFilePath>] - 収集したログファイルを zip 形式で保存するために必須の送信先ファイルパ
スの場所。
• [/no-offline] - オフラインモードで使用する省略可能な属性。アクション完了後もボリュームをオフライ
ンに設定しません。
• [/no-fix-signature] - オフラインモードで使用する省略可能な属性。アクション完了後にディスク署名の競
合が発生した場合でも修正しません。

例
以下に、EC2Rescue for Windows Server CLI の使用例を示します。

オンラインモードの例
利用可能なすべてのログを収集します。
EC2RescueCmd /accepteula /online /collect:all /output:<outputFilePath>

特定ロググループのみ収集します。
EC2RescueCmd /accepteula /online /collect:ec2config /output:<outputFilePath>

ロググループ内の個々のログを収集します。
EC2RescueCmd /accepteula /online /collect:'ec2config.Log Files,driver-setup.SetupAPI Log
Files' /output:<outputFilePath>

オフラインモードの例
EBS ボリュームから利用可能なすべてのログを収集します。ボリュームは、device_id 値を使用して指定
します。
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /collect:all /output:<outputFilePath>

特定ロググループのみ収集します。
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /collect:ec2config /output:<outputFilePath>

レスキューアクション
EC2Rescue for Windows Server は、次のサービス設定を使用して、問題を検出し、対応できます。
サービスグループ

使用可能なアクション

説明

'RealTimeIsUniversal'

システム時刻

all
system-time

• [RealTimeisUniversal] RealTimeisUniversal レジ
ストリキーが有効かどうかを
検出します。無効の場合、タ
イムゾーンが UTC 以外の値に
設定されていると、Windows
システム時刻が狂います。
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サービスグループ

使用可能なアクション

説明

firewall

• 'Domain networks'

Windows ファイアウォール

• 'Private networks'
• 'Guest or public
networks'

• [ドメインネットワーク] - この
Windows ファイアウォールプ
ロファイルが有効であるか無
効であるかを検出します。
• [プライベートネットワーク] この Windows ファイアウォー
ルプロファイルが有効である
か無効であるかを検出しま
す。
• [ゲストまたはパブリックネッ
トワーク] - この Windows ファ
イアウォールプロファイルが
有効であるか無効であるかを
検出します。

rdp

• 'Service Start'
• 'Remote Desktop
Connections'
• 'TCP Port'

ec2config

• 'Service Start'
• 'Ec2SetPassword'
• 'Ec2HandleUserData'

リモートデスクトップ
• [サービスの開始] - リモートデ
スクトップサービスが有効か
どうかを検出します。
• [リモートデスクトップ接続] これが有効かどうかを検出し
ます。
• [TCP ポート] - リモートデスク
トップサービスがリッスンし
ているポートを検出します。
EC2Config
• [サービスの開始] - EC2Config
サービスが有効かどうかを検
出します。
• [Ec2SetPassword] - 新しい
管理者パスワードを生成しま
す。
• [Ec2HandleUserData] - インス
タンスの次回の起動時にユー
ザーデータスクリプトを実行
できます。

ec2launch

'Reset Administrator
Password'

新しい Windows 管理者パスワー
ドを生成します。

network

'DHCP Service Startup'

ネットワークインターフェイス
• [DHCP サービススタートアッ
プ] - DHCP サービスが有効か
どうかを検出します。

以下のオプションが利用できます。
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• [/level:<level>] - アクションをトリガーする必要があるチェックレベルの省略可能な属性。許容値
は、information、warning、error、all のいずれかです。デフォルトでは、error に設定されま
す。
• [/check-only] - レポートは生成するが、オフラインボリュームに変更は加えない省略可能な属性。
• [/no-offline] - アクションの完了後にボリュームをオフラインに設定しないための省略可能な属性。
• [/no-fix-signature] - アクションの完了後にディスク署名の競合が発生しても修正しないための省略可能な
属性。

レスキューの例
以下に、EC2Rescue for Windows Server CLI の使用例を示します。ボリュームは、device_id 値を使用し
て指定します。
ボリューム上で特定されたすべての問題の修正を試みる。
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /rescue:all

ボリューム上のサービスグループ内のすべての問題の修正を試みる。
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /rescue:firewall

ボリューム上の特定のサービスグループ内の特定の項目の修正を試みる。
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /rescue:rdp.'Service Start'

ボリューム上で修正を試みる複数の問題を指定する。
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /rescue:'systemtime.RealTimeIsUniversal,ec2config.Service Start'

復元アクション
EC2Rescue for Windows Server は、次のサービス設定を使用して、問題を検出し、対応できます。
サービスグループ

使用可能なアクション

説明

最後の既知の正常な設定の復元

lkgc

[最後に既知の良好な設定] - 最後
に既知のブート可能状態でイン
スタンスの起動を試みます。

最新のバックアップからの
Windows レジストリの復元

regback

[バックアップからレジス
トリを復元] - \Windows
\System32\config\RegBack
からレジストリを復元します。

以下のオプションが利用できます。
• [/no-offline] — アクションの完了後にボリュームをオフラインに設定しないための省略可能な属性。
• [/no-fix-signature] — アクションの完了後にディスク署名の競合が発生しても修正しないための省略可能
な属性。
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復元の例
以下に、EC2Rescue for Windows Server CLI の使用例を示します。ボリュームは、device_id 値を使用し
て指定します。
ボリューム上の最後の既知の正常な設定を復元します。
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /restore:lkgc

ボリューム上の最新の Windows レジストリバックアップを復元します。
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /restore:regback

Systems Manager Run Command での EC2Rescue
for Windows Server の使用
AWS Support では、Systems Manager Run Command のドキュメントを用意しています。これによ
り、ご使用の Systems Manager 対応インスタンスとのインターフェイスを使用して、EC2Rescue
for Windows Server を実行できます。この Run Command のドキュメントは、AWSSupportRunEC2RescueForWindowsTool と呼ばれます。
この Systems Manager Run Command のドキュメントでは、次のタスクを実行します。
• EC2Rescue for Windows Server のダウンロードと検証。
• PowerShell モジュールをインポートしてツールとの対話を簡素化。
• 提供されたコマンドとパラメーターで EC2RescueCmd を実行。
Systems Manager Run Command のドキュメントでは、次の 3 つのパラメーターを指定できます。
• [コマンド] — EC2Rescue for Windows Server アクション。現在許可された値は次のとおりです。
• [ResetAccess] — ローカル管理者のパスワードをリセットします。現在のインスタンスのローカル
管理者パスワードはリセットされ、ランダムに生成されたパスワードが /EC2Rescue/Password/
<INSTANCE_ID> としてパラメータストアに安全に保存されます。このアクションを選択したがパラ
メータを指定しない場合、パスワードはデフォルトの KMS キー で自動的に暗号化されます。必要に
応じて、パラメータに KMS キー ID を指定して、独自のキーでパスワードを暗号化できます。
• [CollectLogs] — /collect:all アクションを指定して、EC2Rescue for Windows Server を実行し
ます。このアクションを選択する場合は、Parameters に必ずログのアップロード先となる Amazon
S3 バケット名を含むようにしてください。
• [FixAll] — /rescue:all アクションを指定して、EC2Rescue for Windows Server を実行します。こ
のアクションを選択する場合は、Parameters に、レスキューするブロックデバイス名が含まれてい
る必要があります。
• [パラメーター] — 指定したコマンドに渡す PowerShell パラメーターを指定します。

Note
[ResetAccess] アクションを使用するには、Amazon EC2 インスタンスに次のポリシーをアタッ
チし、暗号化パスワードをパラメータストアに書き込む必要があります。このポリシーを該当す
る IAM ロールにアタッチしてから、インスタンスのパスワードがリセットされるまで数分かかり
ます。
デフォルト KMS キー の使用:
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:PutParameter"
],
"Resource": [
"arn:aws:ssm:region:account_id:parameter/EC2Rescue/Passwords/<instanceid>"
]
}
]

カスタム KMS キー の使用:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:PutParameter"
],
"Resource": [
"arn:aws:ssm:region:account_id:parameter/EC2Rescue/Passwords/<instanceid>"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:region:account_id:key/<kmskeyid>"
]
}
]

次の手順では、Amazon EC2 コンソールで、このドキュメントの JSON を表示する方法について説明しま
す。

Systems Manager Run Command のドキュメントの JSON を表示するには
1.
2.
3.
4.

Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/home) を開きま
す。
ナビゲーションペインで、[ Shared Services] を展開し、[Documents] を選択します。
検索バーで [Owner] を [Owned by Me or Amazon] に、[Document name prefix] を [AWSSupportRunEC2RescueForWindowsTool] に設定します。
AWSSupport-RunEC2RescueForWindowsTool ドキュメントを選択し、[Contents] を選択し
て、JSON を表示します。

例
以下に、Systems Manager Run Command のドキュメントを使用して、AWS CLI で EC2Rescue for
Windows Server を実行する方法をいくつかの例を挙げて説明します。AWS CLI でコマンドを送信する方
法の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスを参照してください。

1961

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EC2 シリアルコンソール

オフラインルートボリュームで特定されたすべての問題の修正を試みる
Amazon EC2 Windows インスタンスにアタッチされたオフラインルートボリュームに関するすべての特定
された問題の修正を試みます。
aws ssm send-command --instance-ids "i-0cb2b964d3e14fd9f" --document-name "AWSSupportRunEC2RescueForWindowsTool" --comment "EC2Rescue offline volume xvdf" --parameters
"Command=FixAll, Parameters='xvdf'" --output text

現在の Amazon EC2 Windows インスタンスからログを収集する
現在のオンライン Amazon EC2 Windows インスタンスからすべてのログを収集し、Amazon S3 バケット
にアップロードします。
aws ssm send-command --instance-ids "i-0cb2b964d3e14fd9f" --document-name "AWSSupportRunEC2RescueForWindowsTool" --comment "EC2Rescue online log collection to S3" --parameters
"Command=CollectLogs, Parameters='YOURS3BUCKETNAME'" --output text

オフライン Amazon EC2 Windows インスタンスボリュームからログを収集する
Amazon EC2 Windows インスタンスにアタッチされたオフラインボリュームからすべてのログを収集し、
署名付き URL を使用して Amazon S3 にアップロードします。
aws ssm send-command --instance-ids "i-0cb2b964d3e14fd9f" --document-name "AWSSupportRunEC2RescueForWindowsTool" --comment "EC2Rescue offline log collection to S3" --parameters
"Command=CollectLogs, Parameters=\"-Offline -BlockDeviceName xvdf -S3PreSignedUrl
'YOURS3PRESIGNEDURL'\"" --output text

ローカル管理者のパスワードをリセットする
次の例では、ローカル管理者パスワードをリセットするために使用するメソッドを示しています。パラ
メータストアへのリンクが表示され、ランダムに生成された安全なパスワードが発行されます。この RDP
はローカル管理者として Amazon EC2 Windows インスタンスで使用します。
デフォルトの AWS KMS key/エイリアス/aws/ssm を使用してオンラインインスタンスのローカル管理者パ
スワードをリセットする場合:
aws ssm send-command --instance-ids "i-0cb2b964d3e14fd9f" --document-name "AWSSupportRunEC2RescueForWindowsTool" --comment "EC2Rescue online password reset" --parameters
"Command=ResetAccess" --output text

KMS キー を使用してオンラインインスタンスのローカル管理者パスワードをリセットする場合:
aws ssm send-command --instance-ids "i-0cb2b964d3e14fd9f" --document-name "AWSSupportRunEC2RescueForWindowsTool" --comment "EC2Rescue online password reset" --parameters
"Command=ResetAccess, Parameters=a133dc3c-a2g4-4fc6-a873-6c0720104bf0" --output text

Note
この例では、KMS キー は a133dc3c-a2g4-4fc6-a873-6c0720104bf0 です。

Windows インスタンス用 EC2 シリアルコンソール
EC2 シリアルコンソールを使用すると、Amazon EC2 インスタンスのシリアルポートにアクセスできま
す。このシリアルポートを使用して、起動、ネットワーク設定、およびその他の問題をトラブルシュー
ティングできます。シリアルコンソールでは、インスタンスにネットワーク機能を持たせる必要はあり
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ません。シリアルコンソールを使用すると、キーボードとモニターがインスタンスのシリアルポートに直
接接続されているかのように、インスタンスにコマンドを入力できます。シリアルコンソールセッション
は、インスタンスの再起動中および停止中も継続します。再起動中は、起動時のすべてのブートメッセー
ジを表示できます。
デフォルトでは、シリアルコンソールにアクセスできません。組織は、アカウントにシリアルコンソール
へのアクセスを許可し、IAM ポリシーを設定して、ユーザーにシリアルコンソールへのアクセスを許可す
る必要があります。シリアルコンソールへのアクセスは、インスタンス ID、リソースタグ、その他の IAM
レバーを使用して、きめ細かいレベルで制御できます。詳細については、「EC2 シリアルコンソールへの
アクセスを設定する (p. 1963)」を参照してください。
シリアルコンソールには、EC2 コンソールまたは AWS CLI を使用してアクセスできます。
シリアルコンソールは追加料金なしで利用できます。
Linux インスタンスを使用している場合は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド の「Linux
インスタンス用の EC2 シリアルコンソール」を参照してください。
トピック
• EC2 シリアルコンソールへのアクセスを設定する (p. 1963)
• EC2 シリアルコンソールに接続する (p. 1968)
• EC2 シリアルコンソールのセッションを終了する (p. 1972)
• EC2 シリアルコンソールを使用して Windows インスタンスをトラブルシューティングする (p. 1973)

EC2 シリアルコンソールへのアクセスを設定する
シリアルコンソールへのアクセスを設定するには、アカウントレベルでシリアルコンソールへのアクセス
を許可し、IAM ユーザーにアクセス権を付与するように IAM ポリシーを設定する必要があります。
トピック
• EC2 シリアルコンソールへのアクセスのレベル (p. 1963)
• EC2 シリアルコンソールへのアカウントアクセスを管理する (p. 1964)
• EC2 シリアルコンソールのアクセスについての IAM ポリシーを設定する (p. 1966)

EC2 シリアルコンソールへのアクセスのレベル
デフォルトでは、アカウントレベルでシリアルコンソールにアクセスすることはできません。アカウント
レベルでシリアルコンソールへのアクセスを明示的に許可する必要があります。詳細については、「EC2
シリアルコンソールへのアカウントアクセスを管理する (p. 1964)」を参照してください。
サービスコントロールポリシー (SCP) を使用して、組織内でシリアルコンソールへのアクセスを許可でき
ます。その後、IAM ポリシーを使用してアクセスを制御することで、IAM ユーザーレベルできめ細かいア
クセス制御を行うことができます。SCP ポリシーと IAM ポリシーを組み合わせて使用することで、シリ
アルコンソールに対するさまざまなレベルのアクセス制御が可能になります。
組織レベル
サービスコントロールポリシー (SCP) を使用して、組織内のメンバーアカウントのためにシリアルコ
ンソールへのアクセスを許可できます。SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイド
の「サービスコントロールポリシー」を参照してください。
インスタンスレベル
IAM PrincipalTag および ResourceTag 構造を使用し、ID でインスタンスを指定することで、シリア
ルコンソールのアクセスポリシーを設定できます。詳細については、「EC2 シリアルコンソールのア
クセスについての IAM ポリシーを設定する (p. 1966)」を参照してください。
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IAM ユーザーレベル
特定のインスタンスのシリアルコンソールサービスに SSH パブリックキーをプッシュするためのア
クセス権限を指定ユーザーに許可または拒否するように IAM ポリシーを設定することで、ユーザーレ
ベルでアクセスを設定できます。詳細については、「EC2 シリアルコンソールのアクセスについての
IAM ポリシーを設定する (p. 1966)」を参照してください。

EC2 シリアルコンソールへのアカウントアクセスを管理する
デフォルトでは、アカウントレベルでシリアルコンソールにアクセスすることはできません。アカウント
レベルでシリアルコンソールへのアクセスを明示的に許可する必要があります。
トピック
• IAM ユーザーにアカウントアクセスを管理するためのアクセス権限を付与する (p. 1964)
• シリアルコンソールへのアカウントアクセスのステータスを表示する (p. 1964)
• シリアルコンソールへのアカウントアクセスを許可する (p. 1965)
• シリアルコンソールへのアカウントアクセスを拒否する (p. 1966)

IAM ユーザーにアカウントアクセスを管理するためのアクセス権限を付与する
IAM ユーザーが EC2 シリアルコンソールへのアカウントアクセスを管理できるようにするには、必要な
IAM アクセス権限をユーザーに付与する必要があります。
次のポリシーは、アカウントステータスを表示するためのアクセス権限、ならびに EC2 シリアルコンソー
ルへのアカウントアクセスを許可および禁止するためのアクセス権限を付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:GetSerialConsoleAccessStatus",
"ec2:EnableSerialConsoleAccess",
"ec2:DisableSerialConsoleAccess"
],
"Resource": "*"
}
]

詳細については、IAM ユーザーガイド の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

シリアルコンソールへのアカウントアクセスのステータスを表示する
シリアルコンソール (コンソール) へのアカウントアクセスのステータスを表示するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

左側ナビゲーションペインで、[EC2 ダッシュボード] をクリックします。

3.

[Account attributes] (アカウントの属性) から、[EC2 Serial Console] (EC2 シリアルコンソール) を選択
します。
[EC2 Serial Console access] (EC2 シリアルコンソールアクセス) フィールドには、アカウントアクセ
スが [Allowed] (許可) されているか、[Prevented] (禁止) されているかが示されます。
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次のスクリーンショットは、アカウントが EC2 シリアルコンソールを使用できないことを示していま
す。

シリアルコンソールへのアカウントアクセスのステータスを表示するには (AWS CLI)
シリアルコンソールへのアカウントアクセスのステータスを表示するには、get-serial-console-accessstatus コマンドを使用します。
aws ec2 get-serial-console-access-status --region us-east-1

次の出力では、true は、アカウントがシリアルコンソールへのアクセスを許可されていることを示して
います。
{
}

"SerialConsoleAccessEnabled": true

シリアルコンソールへのアカウントアクセスを許可する
シリアルコンソールへのアカウントアクセスを許可するには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

左側ナビゲーションペインで、[EC2 ダッシュボード] をクリックします。
[Account attributes] (アカウントの属性) から、[EC2 Serial Console] (EC2 シリアルコンソール) を選択
します。
[管理] をクリックします。
アカウント内のすべてのインスタンスの EC2 シリアルコンソールへのアクセスを許可するには、
[Allow] (許可) チェックボックスをオンにします。

4.
5.
6.

[更新] を選択します。

シリアルコンソールへのアカウントアクセスを許可するには (AWS CLI)
enable-serial-console-access コマンドを使用して、シリアルコンソールへのアカウントアクセスを許可し
ます。
aws ec2 enable-serial-console-access --region us-east-1

次の出力では、true は、アカウントがシリアルコンソールへのアクセスを許可されていることを示して
います。
{

"SerialConsoleAccessEnabled": true
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}

シリアルコンソールへのアカウントアクセスを拒否する
シリアルコンソールへのアカウントアクセスを拒否するには (コンソール)
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
左側ナビゲーションペインで、[EC2 ダッシュボード] をクリックします。

3.

[Account attributes] (アカウントの属性) から、[EC2 Serial Console] (EC2 シリアルコンソール) を選択
します。
[管理] をクリックします。

4.
5.

アカウント内のすべてのインスタンスの EC2 シリアルコンソールへのアクセスを禁止するには、
[Allow] (許可) チェックボックスをオフにします。

6.

[更新] を選択します。

シリアルコンソールへのアカウントアクセスを拒否するには (AWS CLI)
disable-serial-console-access コマンドを使用して、シリアルコンソールへのアカウントアクセスを禁止し
ます。
aws ec2 disable-serial-console-access --region us-east-1

次の出力では、false は、アカウントがシリアルコンソールへのアクセスを拒否されていることを示して
います。
{
}

"SerialConsoleAccessEnabled": false

EC2 シリアルコンソールのアクセスについての IAM ポリシーを
設定する
デフォルトでは、IAM ユーザーはシリアルコンソールにアクセスできません。組織は IAM ポリシーを設定
して、IAM ユーザーに必要なアクセスを許可する必要があります。詳細については、IAM ユーザーガイド
の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
シリアルコンソールのアクセスについて、ec2-instanceconnect:SendSerialConsoleSSHPublicKey アクションを含む JSON ポリシードキュメントを作成
します。このアクションは、シリアルコンソールセッションを開始するシリアルコンソールサービスにパ
ブリックキーをプッシュするためのアクセス権限を IAM ユーザーに付与します。特定の EC2 インスタン
スへのアクセスを制限することをお勧めします。それ以外の場合、このアクセス権限を持つすべての IAM
ユーザーは、すべての EC2 インスタンスのシリアルコンソールに接続できます。
IAM ポリシーの例
• シリアルコンソールへのアクセスを明示的に許可する (p. 1966)
• シリアルコンソールへのアクセスを明示的に拒否する (p. 1967)
• リソースタグを使用してシリアルコンソールへのアクセスを制御する (p. 1967)

シリアルコンソールへのアクセスを明示的に許可する
デフォルトでは、誰もシリアルコンソールにアクセスできません。シリアルコンソールへのアクセスを許
可するには、明示的にアクセスを許可するようにポリシーを設定する必要があります。特定のインスタン
スへのアクセスを制限するポリシーを設定することをお勧めします。
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次のポリシーは、インスタンス ID によって識別される特定のインスタンスのシリアルコンソールへのアク
セスを許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowSerialConsoleAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2-instance-connect:SendSerialConsoleSSHPublicKey",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeInstanceTypes",
"ec2:GetSerialConsoleAccessStatus"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:instance/i-0598c7d356eba48d7"
}
]

シリアルコンソールへのアクセスを明示的に拒否する
次の IAM ポリシーは、* (アスタリスク) で示されるすべてのインスタンスのシリアルコンソールへのアク
セスを許可し、ID によって識別される特定のインスタンスのシリアルコンソールへのアクセスを明示的に
拒否します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowSerialConsoleAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2-instance-connect:SendSerialConsoleSSHPublicKey",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeInstanceTypes",
"ec2:GetSerialConsoleAccessStatus"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "DenySerialConsoleAccess",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ec2-instance-connect:SendSerialConsoleSSHPublicKey"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:instance/i-0598c7d356eba48d7"
}
]

リソースタグを使用してシリアルコンソールへのアクセスを制御する
リソースタグを使用して、インスタンスのシリアルコンソールへのアクセスを制御できます。
属性ベースアクセス制御は、ユーザーおよび AWS リソースにアタッチできるタグに基づいてアクセス権
限を定義する認証戦略です。例えば、次のポリシーは、インスタンスのリソースタグとプリンシパルのタ
グがタグキーについて同じ SerialConsole の値を持っている場合に限り、IAM ユーザーがインスタンス
のシリアルコンソール接続を開始することを許可します。
AWS リソースへのアクセスを制御するタグの使用の詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS リ
ソースへのアクセス制御」を参照してください。

1967

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
EC2 シリアルコンソールに接続する
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowTagBasedSerialConsoleAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2-instance-connect:SendSerialConsoleSSHPublicKey",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeInstanceTypes",
"ec2:GetSerialConsoleAccessStatus"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/SerialConsole": "${aws:PrincipalTag/SerialConsole}"
}
}
}
]

EC2 シリアルコンソールに接続する
Amazon EC2 コンソールまたは SSH を使用して EC2 インスタンスのシリアルコンソールに接続できま
す。シリアルコンソールに接続したら、起動、ネットワーク設定、およびその他の問題のトラブルシュー
ティングに使用できます。トラブルシューティングの詳細については、「EC2 シリアルコンソールを使用
して Windows インスタンスをトラブルシューティングする (p. 1973)」を参照してください。
トピック
• 考慮事項 (p. 1968)
• 前提条件 (p. 1968)
• EC2 シリアルコンソールに接続する (p. 1969)
• EC2 シリアルコンソールのフィンガープリント (p. 1971)

考慮事項
• インスタンスごとにサポートされるアクティブなシリアルコンソール接続は 1 つだけです。
• シリアルコンソール接続は、通常、終了しない限り 1 時間続きます。ただし、システムメンテナンスの
間、Amazon EC2 はシリアルコンソールのセッションを終了します。
• シリアルコンソールから切断した後、新しいセッションを許可するためにセッションを終了処理するに
は、30 秒かかります。
• Windows: COM1 用にサポートされるシリアルコンソールポート
• シリアルコンソールに接続すると、インスタンスのスループットがわずかに低下することがあります。

前提条件
• すべてでサポートされていますAWSアフリカ (ケープタウン)、アジアパシフィック (香港)、アジアパシ
フィック (大阪)、中国 (北京)、中国 (寧夏)、欧州 (ミラノ)、中東 (バーレーン) を除く地域
• Local Zones、LWavelength Zone、AWS Outposts ではサポートされていません。
• Nitro システム (p. 202)上に構築されたすべての仮想化インスタンスでサポートされます。
• ベアメタルインスタンスではサポートされていません。
• 以下のように、EC2 シリアルコンソールへのアクセスを設定します。
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• EC2 シリアルコンソールへのアカウントアクセスを管理する (p. 1964).
• EC2 シリアルコンソールのアクセスについての IAM ポリシーを設定する (p. 1966)。シリアルコン
ソールを使用するすべての IAM ユーザーには、一定のアクセス許可が付与されている必要がありま
す。
• ブラウザベースのクライアントを使用して (p. 1969)シリアルコンソールに接続するには、そのブラウザ
で WebSocket をサポートしている必要があります。お使いのブラウザが WebSocket をサポートしてい
ない場合は、独自のキーとSSH クライアントを使用して (p. 1970)シリアルコンソールに接続します。
• インスタンスは running の状態である必要があります。インスタンスが
pending、stopping、stopped、shutting-down、または terminated 状態の場合、シリアルコン
ソールに接続できません。インスタンスステータスの詳細については、「インスタンスのライフサイク
ル (p. 511)」を参照してください。
• インスタンスで Amazon EC2 Systems Manager を使用する場合は、SSM Agent のバージョン 3.0.854.0
以降を、そのインスタンスにインストールする必要があります。SSM Agent の詳細については、AWS
Systems Manager ユーザーガイドの「SSM Agentを使用する」を参照してください。
インスタンスで、sshd サーバーをインストールまたは実行する必要はありません。

EC2 シリアルコンソールに接続する
接続オプション
• ブラウザベースのクライアントを使用した接続 (p. 1969)
• 独自のキーと SSH クライアントを使用して接続する (p. 1970)

ブラウザベースのクライアントを使用した接続
ブラウザベースのクライアントを使用して、EC2 インスタンスのシリアルコンソールに接続できます。こ
れを行うには、Amazon EC2 コンソールでインスタンスを選択し、シリアルコンソールへの接続を選択し
ます。ブラウザベースのクライアントは、アクセス権限を処理し、正常な接続を提供します。
EC2 シリアルコンソールは、ほとんどのブラウザで動作し、キーボードとマウスの入力をサポートしてい
ます。

ブラウザベースのクライアントを使用してインスタンスのシリアルポートに接続するには
(Amazon EC2 コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

3.

インスタンスを選択し、[Actions] (アクション)、[Monitor and troubleshoot] (モニタリングとトラブル
シューティング)、[EC2 Serial Console] (EC2 シリアルコンソール)、[Connect] (接続) の順に選択しま
す。
または、インスタンスを選択し、[Connect] (接続)、[EC2 Serial Console] (EC2 シリアルコンソー
ル)、[Connect] (接続) の順に選択します。
ブラウザ内ターミナルウィンドウが開きます。

4.

Enter キーを押します。ログインプロンプトが返された場合は、シリアルコンソールに接続されてい
ます。
画面が黒いままの場合は、シリアルコンソールへの接続に関する問題の解決に役立てるために次の情
報を使用できます。
• シリアルコンソールへのアクセスが設定されていることを確認します。詳細については、「EC2 シ
リアルコンソールへのアクセスを設定する (p. 1963)」を参照してください。
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• インスタンスを再起動します。、EC2 コンソールまたは AWS CLI を使用して、インスタンスを再
起動できます。詳細については、「インスタンスの再起動 (p. 576)」を参照してください。

独自のキーと SSH クライアントを使用して接続する
シリアルコンソール API の使用中に、独自の SSH キーを使用して、選択した SSH クライアントからイン
スタンスに接続できます。これにより、インスタンスにパブリックキーをプッシュするシリアルコンソー
ル機能を活用できます。

SSH を使用してインスタンスのシリアルコンソールに接続するには
1.

SSH パブリックキーをインスタンスにプッシュして、シリアルコンソールのセッションを開始する
send-serial-console-ssh-public-key コマンドを使用して、SSH パブリックキーをインスタンスにプッ
シュします。これにより、シリアルコンソールのセッションが開始されます。
このインスタンスについてシリアルコンソールのセッションが既に開始されている場合、一度に 1 つ
のセッションしか開くことができないため、コマンドは失敗します。シリアルコンソールから切断し
た後、新しいセッションを許可するためにセッションを終了処理するには、30 秒かかります。
C:\> aws ec2-instance-connect send-serial-console-ssh-public-key \
--instance-id i-001234a4bf70dec41EXAMPLE \
--serial-port 0 \
--ssh-public-key file://my_key.pub \
--region us-east-1

2.

プライベートキーを使用してシリアルコンソールに接続する
パブリックキーをシリアルコンソールサービスから削除する前に、ssh コマンドを使用してシリアル
コンソールに接続します。削除されるまで 60 秒かかります。
パブリックキーに対応するプライベートキーを使用します。
ユーザー名の形式は instance-id.port0 であり、インスタンス ID とポート 0 で構成されます。次
の例では、ユーザー名は i-001234a4bf70dec41EXAMPLE.port0 です。
AWSリージョンを除く、サポートされているすべてのAWS GovCloud (US) リージョン:
シリアルコンソールサービスのパブリック DNS 名の形式は serial-console.ec2-instanceconnect.region.aws です。次の例では、シリアルコンソールサービスが us-east-1 リージョン
にあります。
C:\> ssh -i my_key i-001234a4bf70dec41EXAMPLE.port0@serial-console.ec2-instanceconnect.us-east-1.aws

AWS GovCloud (US)リージョンのみ:
AWS GovCloud (US) リージョンのシリアルコンソールサービスのパブリック DNS 名の形式は
serial-console.ec2-instance-connect.GovCloud-region.amazonaws.com です。次の例
では、シリアルコンソールサービスが us-gov-east-1 リージョンにあります。
C:\> ssh -i my_key i-001234a4bf70dec41EXAMPLE.port0@serial-console.ec2-instanceconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com

3.

(オプション) フィンガープリントを検証する
シリアルコンソールの初回接続時に、フィンガープリントを検証するように求めるメッセージが表示
されます。シリアルコンソールのフィンガープリントと、検証のために表示されるフィンガープリン
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トを比較できます。これらのフィンガープリントが一致しない場合、「中間者 (MITM) 」攻撃を受け
ている可能性があります。一致する場合は、確信をもってシリアルコンソールに接続できます。
次のフィンガープリントは、us-east-1 リージョンのシリアルコンソールサービス用です。各リージョ
ンのフィンガープリントについては、EC2 シリアルコンソールのフィンガープリント (p. 1971) をご
参照ください。
SHA256:dXwn5ma/xadVMeBZGEru5l2gx+yI5LDiJaLUcz0FMmw

Note
フィンガープリントは、シリアルコンソールへの初回接続時のみ表示されます。
4.

Enter キーを押します。プロンプトが返された場合は、シリアルコンソールに接続されています。
画面が黒いままの場合は、シリアルコンソールへの接続に関する問題の解決に役立てるために次の情
報を使用できます。
• シリアルコンソールへのアクセスが設定されていることを確認します。詳細については、「EC2 シ
リアルコンソールへのアクセスを設定する (p. 1963)」を参照してください。
• インスタンスを再起動します。、EC2 コンソールまたは AWS CLI を使用して、インスタンスを再
起動できます。詳細については、「インスタンスの再起動 (p. 576)」を参照してください。

EC2 シリアルコンソールのフィンガープリント
EC2 シリアルコンソールフィンガープリントは、AWS リージョンごとに一意です。
• us-east-1 – 米国東部 (バージニア北部)
SHA256:dXwn5ma/xadVMeBZGEru5l2gx+yI5LDiJaLUcz0FMmw

• us-east-2 – 米国東部 (オハイオ)
SHA256:EhwPkTzRtTY7TRSzz26XbB0/HvV9jRM7mCZN0xw/d/0

• us-west-1 – 米国西部 (北カリフォルニア)
SHA256:OHldlcMET8u7QLSX3jmRTRAPFHVtqbyoLZBMUCqiH3Y

• us-west-2 – 米国西部 (オレゴン)
SHA256:EMCIe23TqKaBI6yGHainqZcMwqNkDhhAVHa1O2JxVUc

• ap-south-1 – アジアパシフィック (ムンバイ)
SHA256:oBLXcYmklqHHEbliARxEgH8IsO51rezTPiSM35BsU40

• ap-northeast-2 – アジアパシフィック (ソウル)
SHA256:FoqWXNX+DZ++GuNTztg9PK49WYMqBX+FrcZM2dSrqrI

• ap-southeast-1 – アジアパシフィック (シンガポール)
SHA256:PLFNn7WnCQDHx3qmwLu1Gy/O8TUX7LQgZuaC6L45CoY

• ap-southeast-2 – アジアパシフィック (シドニー)
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SHA256:yFvMwUK9lEUQjQTRoXXzuN+cW9/VSe9W984Cf5Tgzo4

• ap-northeast-1 – アジアパシフィック (東京)
SHA256:RQfsDCZTOfQawewTRDV1t9Em/HMrFQe+CRlIOT5um4k

• ca-central-1 – カナダ (中部)
SHA256:P2O2jOZwmpMwkpO6YW738FIOTHdUTyEv2gczYMMO7s4

• eu-central-1 – 欧州 (フランクフルト)
SHA256:aCMFS/yIcOdOlkXvOl8AmZ1Toe+bBnrJJ3Fy0k0De2c

• eu-west-1 – 欧州 (アイルランド)
SHA256:h2AaGAWO4Hathhtm6ezs3Bj7udgUxi2qTrHjZAwCW6E

• eu-west-2 – 欧州 (ロンドン)
SHA256:a69rd5CE/AEG4Amm53I6lkD1ZPvS/BCV3tTPW2RnJg8

• eu-west-3 – 欧州 (パリ)
SHA256:q8ldnAf9pymeNe8BnFVngY3RPAr/kxswJUzfrlxeEWs

• eu-north-1 – 欧州 (ストックホルム)
SHA256:tkGFFUVUDvocDiGSS3Cu8Gdl6w2uI32EPNpKFKLwX84

• sa-east-1 – 南米 (サンパウロ)
SHA256:rd2+/32Ognjew1yVIemENaQzC+Botbih62OqAPDq1dI

• us-gov-east-1 – AWS GovCloud (米国東部)
SHA256:tIwe19GWsoyLClrtvu38YEEh+DHIkqnDcZnmtebvF28

• us-gov-west-1 – AWS GovCloud (米国西部)
SHA256:kfOFRWLaOZfB+utbd3bRf8OlPf8nGO2YZLqXZiIw5DQ

EC2 シリアルコンソールのセッションを終了する
シリアルコンソールのセッションを終了する方法は、クライアントによって異なります。
ブラウザベースのクライアント
シリアルコンソールのセッションを終了するには、シリアルコンソールのブラウザ内ターミナルウィンド
ウを閉じます。
標準 OpenSSH クライアント
シリアルコンソールのセッションを終了するには、次のコマンドを使用して SSH 接続を閉じます。このコ
マンドは、新しい行の直後に実行する必要があります。
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C:\> ~.

Note
SSH 接続を閉じるために使用するコマンドは、使用している SSH クライアントによって異なる
場合があります。

EC2 シリアルコンソールを使用して Windows インス
タンスをトラブルシューティングする
EC2 シリアルコンソールを使用して、インスタンスのシリアルポートに接続することで、起動、ネット
ワーク設定、およびその他の問題をトラブルシューティングできます。
トピック
• SAC を使用して Windows インスタンスをトラブルシューティングする (p. 1973)
Linux インスタンスのトラブルシューティングの詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイド の「EC2 シリアルコンソールを使用した Linux インスタンスのトラブルシューティング」
を参照してください。

SAC を使用して Windows インスタンスをトラブルシューティン
グする
Windows の Special Admin Console (SAC) 機能を使用して、Windows インスタンスをトラブルシューティ
ングできます。インスタンスのシリアルコンソールに接続して SAC を使用すると、ブートプロセスを中断
し、Windows をセーフモードで起動できます。
トピック
• 制約事項 (p. 1973)
• 前提条件 (p. 1973)
• SAC を使用する (p. 1975)
• ブートメニューを使用する (p. 1976)
• SAC とブートメニューを無効にする (p. 1977)

制約事項
インスタンスで SAC を有効にすると、パスワードの取得に依存する EC2 サービスは Amazon EC2 コン
ソールから操作できません。Amazon EC2 起動エージェント (EC2Config、EC2Launch v1、EC2Launch
v2) での Windowsは、シリアルコンソールを使用してさまざまなタスクを実行します。インスタンスで
SAC を有効にすると、これらのタスクは正常に実行されません。Amazon EC2 の起動エージェントに関す
る詳細については、Windows インスタンスの設定を参照してください。SAC を有効にする場合は、後で
無効にすることができます。詳細については、「SAC とブートメニューを無効にする (p. 1977)」を参照
してください。

前提条件
Windows インスタンスのトラブルシューティングに SAC を使用するには、まず次の前提条件を
完了する必要があります。
1. シリアルコンソールへのアクセスを許可します。詳細については、「EC2 シリアルコンソールへのアク
セスを設定する (p. 1963)」を参照してください。
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2. SAC とブートメニューを有効にします。詳細については、「SAC とブートメニューを有効にす
る (p. 1974)」を参照してください。

3. シリアルコンソールに接続します。詳細については、「EC2 シリアルコンソールに接続す
る (p. 1968)」を参照してください。

SAC とブートメニューを有効にする
インスタンスで SAC とブートメニューを有効にするには、次のいずれかの方法を使用します。
PowerShell

Windows インスタンスで SAC とブートメニューを有効にするには
1.

インスタンスに接続 (p. 590)し、昇格された PowerShell コマンドラインから以下の手順を実行し
ます。

2.

SAC を有効にします。
bcdedit /ems '{current}' on
bcdedit /emssettings EMSPORT:1 EMSBAUDRATE:115200

3.

ブートメニューを有効にします。
bcdedit /set '{bootmgr}' displaybootmenu yes
bcdedit /set '{bootmgr}' timeout 15
bcdedit /set '{bootmgr}' bootems yes

4.

インスタンスを再起動して、更新された設定を適用します。
shutdown -r -t 0

Command prompt

Windows インスタンスで SAC とブートメニューを有効にするには
1.

インスタンスに接続 (p. 590)し、コマンドプロンプトから次の手順を実行します。

2.

SAC を有効にします。
bcdedit /ems {current} on
bcdedit /emssettings EMSPORT:1 EMSBAUDRATE:115200

3.

ブートメニューを有効にします。
bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu yes
bcdedit /set {bootmgr} timeout 15
bcdedit /set {bootmgr} bootems yes

4.

インスタンスを再起動して、更新された設定を適用します。
shutdown -r -t 0
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SAC を使用するには
1.

シリアルコンソールに接続します。 (p. 1968)
インスタンスで SAC が有効になっている場合、シリアルコンソールには SAC> プロンプトが表示され
ます。

2.

SAC コマンドを表示するには、? と入力し、Enter を押します。
正常な出力

3.

コマンドプロンプトチャネル (cmd0001 や cmd0002 など) を作成するには、cmd と入力し、Enter を
押します。

4.

コマンドプロンプトチャネルを表示するには、ESC を押してから TAB を押します。
正常な出力

5.

チャネルを切り替えるには、ESC + TAB + チャネル番号を同時に押します。例えば、cmd0002 チャ
ネルに切り替えるには (チャネルが作成されている場合)、ESC + TAB + 2 を押します。

6.

コマンドプロンプトチャネルに必要な認証情報を入力します。
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コマンドプロンプトは、既に出力された文字の読み取りを許可しない点を除いて、デスクトップ上で
取得するのと同じフル機能のコマンドシェルです。

PowerShell は、コマンドプロンプトからも使用できます。
進行状況の詳細設定をサイレントモードに設定する必要がある場合があります。

ブートメニューを使用する
インスタンスでブートメニューが有効になっていて、SSH 経由で接続した後に再起動した場合は、次のよ
うにブートメニューが表示されます。

ブートメニューのコマンド
ENTER
オペレーティングシステムの選択したエントリを開始します。
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TAB

[Tools] (ツール) メニューに切り替えます。
ESC
インスタンスをキャンセルして再起動します。
ESC、その後に 8
[F8] を押す操作に相当します。選択した項目の詳細オプションを表示します。
ESC キー + 左矢印
最初のブートメニューに戻ります。

Note
ESC キーだけでは、Windows がエスケープシーケンスが進行中かどうかを確認するために待
機しているため、メインメニューに戻ることはありません。

SAC とブートメニューを無効にする
SAC とブートメニューを有効にする場合、これらの機能を後で無効にできます。
インスタンスで SAC とブートメニューを無効にするには、次のいずれかの方法を使用します。
PowerShell

Windows インスタンスで SAC とブートメニューを無効にするには
1.

インスタンスに接続 (p. 590)し、昇格された PowerShell コマンドラインから以下の手順を実行し
ます。

2.

まず、値を no に変更して、ブートメニューを無効にします。
bcdedit /set '{bootmgr}' displaybootmenu no

3.

その後、値を off に変更して SAC を無効にします。
bcdedit /ems '{current}' off
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4.

インスタンスを再起動して、更新された設定を適用します。
shutdown -r -t 0

Command prompt

Windows インスタンスで SAC とブートメニューを無効にするには
1.

インスタンスに接続 (p. 590)し、コマンドプロンプトから次の手順を実行します。

2.

まず、値を no に変更して、ブートメニューを無効にします。
bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu no

3.

その後、値を off に変更して SAC を無効にします。
bcdedit /ems {current} off

4.

インスタンスを再起動して、更新された設定を適用します。
shutdown -r -t 0

診断割り込みの送信 (上級ユーザーのみ)
Warning
診断割り込みは、上級ユーザーが使用することを目的としています。不適切な使用は、インスタ
ンスに悪影響を与える可能性があります。診断割り込みをインスタンスに送信すると、インスタ
ンスがクラッシュして再起動し、データが失われる可能性があります。
到達できないまたは応答しない Windows インスタンスに診断割り込みを送信して、停止エラーを手動でト
リガーできます。停止エラーは一般的にブルースクリーンエラーと呼ばれます。
一般的に、Windows オペレーティングシステムは停止エラーが発生するとクラッシュして再起動されます
が、具体的な動作は設定によって異なります。停止エラーが発生すると、オペレーティングシステムから
カーネルメモリダンプなどのデバッグ情報がファイルに出力されることもあります。この情報を使用する
と、根本原因解析を実施してインスタンスのデバッグを行うことができます。
メモリダンプデータは、インスタンスの代わりにオペレーティングシステムによってローカルで生成され
ます。
インスタンスに診断割り込みを送信する前に、OS のドキュメントを参照し、必要な設定変更を行うこと
をお勧めします。
コンテンツ
• サポートされるインスタンスタイプ (p. 1978)
• 前提条件 (p. 1979)
• 診断割り込みの送信 (p. 1979)

サポートされるインスタンスタイプ
診断割り込みは、Nitro ベースのすべてのインスタンスタイプでサポートされます。ただし、AWS
Graviton プロセッサで動作するものを除きます。詳細については、「Nitro System 上に構築されたインス
タンス (p. 201) および AWS Graviton」を参照してください。
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前提条件
診断割り込みを使用する前に、停止エラーの発生時に必要なアクションがインスタンスのオペレーティン
グシステムによって実行されるように設定しておく必要があります。

停止エラーの発生時に Windows によってメモリダンプが生成されるように設定するには
1.

インスタンスに接続します。

2.
3.
4.

[コントロールパネル] を開き、[システム]、[システムの詳細設定] の順に選択します。
[システムのプロパティ] ダイアログボックスの [詳細設定] タブを選択します。
[起動と回復] セクションで、[設定...] を選択します。

5.

[システムエラー] セクションで必要に応じて設定を行い、[OK] を選択します。

Windows 停止エラーの設定の詳細については、「Overview of memory dump file options for Windows」を
参照してください。

診断割り込みの送信
必要な設定変更を完了したら、AWS CLI または Amazon EC2 API を使用して、診断割り込みをインスタ
ンスに送信できます。
診断割り込みをインスタンス (AWS CLI) に送信するには
send-diagnostic-interrupt コマンドを使用し、インスタンス ID を指定します。
aws ec2 send-diagnostic-interrupt --instance-id i-1234567890abcdef0

診断割り込みをインスタンス (AWS Tools for Windows PowerShell) に送信するには
Send-EC2DiagnosticInterrupt cmdlt を使用し、インスタンス ID を指定します。
PS C:\> Send-EC2DiagnosticInterrupt -InstanceId i-1234567890abcdef0
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AWS Systems ManagerMicrosoft
System Center VMM の
AWS Systems Manager for Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) には、Microsoft
SCVMM から EC2 インスタンスなどの AWS リソースを管理するための、シンプルで使いやすいインター
フェイスが備わっています。これは、VMM コンソールのアドインとして実装されます。詳細について
は、Microsoft System Center 用の AWS アドインをご参照ください。

機能
• 管理者は、ユーザーが SCVMM から EC2 インスタンスを管理できるように、ユーザーにアクセス許可
を付与できます。
• ユーザーはアクセス権限に応じてインスタンスを起動、表示、再起動、停止、開始、および終了できま
す。
• ユーザーは Windows インスタンスのパスワードを取得し、RDP を使用してそのインスタンスに接続で
きます。
• ユーザーは Linux インスタンスのパブリック DNS 名を取得し、SSH を使用してそのインスタンスに接
続できます。
• ユーザーは SCVMM から Amazon EC2 に Hyper-V Windows 仮想マシンをインポートできます。

制約事項
• ユーザーが SCVMM にログインするにはアカウントが必要です。
• Linux 仮想マシンは、SCVMM から Amazon EC2 にインポートできません。
• これは、AWS リソースを作成し管理するための包括的なツールではありません。アドインを活用するこ
とで、SCVMM のユーザーは EC2 インスタンスを管理するための基本タスクをすぐに開始できます。今
後のリリースでは、AWS の追加リソースの管理がサポートされる可能性があります。

1980

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
要件

要件
• AWS アカウント。
• Microsoft System Center VMM 2012 R2 または Microsoft System Center VMM 2012 SP1 と最新の更新
プログラムのロールアップ

開始方法
まずは、次のドキュメントを参照してください。
• セットアップ (p. 1981)
• EC2 インスタンスの管理 (p. 1985)
• [Troubleshooting] (p. 1992) (トラブルシューティング)

AWS Systems Manager for Microsoft SCVMM の
セットアップ
AWS Systems Manager をセットアップすると、組織のユーザーが AWS のリソースにアクセスできるよ
うになります。このプロセスでは、アカウントを作成し、アドインをデプロイして、認証情報を提供しま
す。
タスク
• Sign up for AWS (p. 1981)
• ユーザーのアクセスのセットアップ (p. 1982)
• アドインのデプロイ (p. 1984)
• AWS 認証情報を入力 (p. 1984)

Sign up for AWS
Amazon Web Services にサインアップすると、AWS アカウントが AWS 内のすべてのサービスに自動的
にサインアップされます。料金が発生するのは、実際に使用したサービスの分のみです。
AWS アカウントを既にお持ちの場合は、次のタスクに進んでください。AWS アカウントをお持ちでない
場合は、次に説明する手順にしたがってアカウントを作成してください。

AWS にサインアップしてアカウントを作成するには
1.

https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。

2.

オンラインの手順に従います。
サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。
AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウント ルートユーザーが作成されます。ルート
ユーザーは、アカウントのすべて AWS のサービス とリソースへの完全なアクセス権を持ちます。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。
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ユーザーのアクセスのセットアップ
Systems Manager を初めて使用する際には、AWS の認証情報を提供する必要があります。複数のユー
ザーが一意の認証情報とアクセス許可を使用して同一の AWS アカウントにアクセスするには、各ユー
ザーに IAM ユーザーを作成します。ポリシーが含まれるグループを 1 つ以上作成します。ポリシーによっ
て付与されるアクセス許可により、実行できるタスクが制限されます。その後、IAM ユーザーを作成し、
各ユーザーを適切なグループに追加します。

管理者グループを作成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[Groups]、[Create New Group] の順に選択します。

3.

[Group Name (グループ名)] ボックスに「Administrators」と入力し、[Next Step (次のステップ)]
を選択します。

4.

[Attach Policy] (ポリシーのアタッチ) ページで、[AdministratorAccess] AWS 管理ポリシーを選択しま
す。

5.

[Next Step]、[Create Group] の順に選択します。

Amazon EC2 への制限付きのアクセス権が付与されたグループを作成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[Groups]、[Create New Group] の順に選択します。

3.

[Group Name] ボックスに、グループの分かりやすい名前を入力し、[Next Step] を選択します。

4.

[ポリシーのアタッチ] ページで、AWS 管理ポリシーを選択しないでください。[次のステップ]、[グ
ループの作成] の順に選択します。

5.

作成したグループの名前を選択します。[Permissions] タブで、[Inline Policies]、[click here] の順に選
択します。

6.

[Custom Policy] ラジオボタンを選択し、[Select] を選択します。

7.

Amazon EC2 への制限付きアクセス権を付与するポリシーとポリシードキュメントの名前を入力し、
[Apply Policy] を選択します。たとえば、次のカスタムのポリシーのいずれか 1 つを指定できます。
[Grant users in this group permission to view information about EC2 instances only]
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:Describe*",
"iam:ListInstanceProfiles"
],
"Resource": "*"
}
]

[Grant users in this group permission to perform all operations on EC2 instances that are supported by
the add-in]
{

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

]

}

"Action": [
"iam:ListInstanceProfiles",
"ec2:Describe*", "ec2:CreateKeyPair",
"ec2:CreateTags", "ec2:DeleteTags",
"ec2:RunInstances", "ec2:GetPasswordData",
"ec2:RebootInstances", "ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances", "ec2:TerminateInstances"
],
"Resource": "*"

[Grant users in this group permission to import a VM to Amazon EC2]
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListAllMyBuckets", "s3:CreateBucket",
"s3:DeleteBucket", "s3:DeleteObject",
"s3:GetBucketLocation", "s3:GetObject",
"s3:ListBucket", "s3:PutObject",
"ec2:DescribeTags", "ec2:CancelConversionTask",
"ec2:DescribeConversionTasks", "ec2:DescribeInstanceAttribute",
"ec2:CreateImage", "ec2:AttachVolume",
"ec2:ImportInstance", "ec2:ImportVolume",
"dynamodb:DescribeTable", "dynamodb:CreateTable",
"dynamodb:Scan", "dynamodb:PutItem", "dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": "*"
}
]

IAM ユーザーを作成し、ユーザーの AWS 認証情報を取得して、ユーザーのアクセス許可を付与
するには
1.

ナビゲーションペインで [Users]、[Add user] の順に選択します。

2.

ユーザー名を入力します。

3.

このユーザーセットに付与するアクセス許可の種類を選択します。このユーザーが AWS
Management Console にアクセスする必要がある場合は、[Programmatic access] (プログラムによる
アクセス) および [AWS Management Console access] (コンソールアクセス) を選択します 。

4.

[Console password type] で、以下のいずれかを選択します。
• [Autogenerated password]。現在有効なパスワードポリシーがある場合、このポリシーと合致する
パスワードがランダムに生成されて各ユーザーに付与されます。[Final] ページに到達すると、パス
ワードを表示またはダウンロードできます。
• [Custom password]。ボックスに入力したパスワードが各ユーザーに割り当てられます。

5.

[Next: Permissions (次へ: アクセス許可)] を選択します。

6.

[Set permissions ] ページで、[Add user to group] を選択します。適切なグループを選択します。

7.

[Next: Review]、[Create user] の順に選択します。

8.

ユーザーのアクセスキー (アクセスキー ID とシークレットアクセスキー) を表示するには、各パス
ワードおよび表示するシークレットアクセスキーの横にある [Show] をクリックします。アクセスキー
を保存するには、[Download .csv] を選択し、安全な場所にファイルを保存します。
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Note
この手順の完了後はシークレットアクセスキーを取得できません。置き場所を忘れた場合
は、新しく作成しなければなりません。
9.

[閉じる] を選択します。

アドインのデプロイ
System Center VMM のアドインは .zip ファイルとして配布されます。アドインをデプロイするには、次
の手順に従います。

アドインをデプロイするには
1.

インスタンスから、AWS Systems Manager for Microsoft System Center Virtual Machine Manager に
移動し、[SCVMM] をクリックします。aws-systems-manager-1.5.zip ファイルをインスタンス
に保存します。

2.

VMM コンソールを開きます。

3.

ナビゲーションペインで、[Settings] をクリックし、[Console Add-Ins] をクリックします。

4.

リボンで、[Import Console Add-in] をクリックします。

5.

[Select an Add-in] ページで、[Browse] をクリックし、ダウンロードしたアドインの aws-systemsmanager-1.5.zip ファイルを選択します。

6.

アドインに信頼された認証機関からの署名がないアセンブリがあるという警告は無視します。
[Continue installing this add-in anyway] を選択し、[Next] をクリックします。

7.

[Summary] ページで、[Finish] をクリックします。

8.

アドインがインポートされると、ジョブのステータスは Completed になります。[Jobs] ウィンドウ
を閉じます。

AWS 認証情報を入力
Systems Manager を初めて使用する際には、AWS の認証情報を提供する必要があります。アクセスキー
により、AWS に対してお客様がご本人様であることが確認されます。アクセスキーには、アクセスキー
ID（たとえば、AKIAIOSFODNN7EXAMPLE）とシークレットアクセスキー（たとえば、wJalrXUtnFEMI/
K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY）の 2 種類があります。アクセスキーは、受け取ったら安全な場所に
保管する必要があります。

AWS 認証情報を入力するには
1.

VMM コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[VMs and Services] をクリックします。

3.

リボンで、[Amazon EC2] をクリックします。

4.

[Credentials] (認証情報) タブで、AWS の認証情報を指定し、デフォルトリージョンを選択して、
[Save] (保存) をクリックします。
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いつでもこれらの認証情報を変更するには、[Configuration] をクリックします。

AWS Systems Manager for Microsoft SCVMM を使
用した EC2 インスタンスの管理
AWS の認証情報を使用して Systems Manager コンソールにログインすると、EC2 インスタンスを管理で
きるようになります。
タスク
• EC2 インスタンスの作成 (p. 1985)
• インスタンスの表示 (p. 1988)
• インスタンスへの接続 (p. 1988)
• インスタンスの再起動 (p. 1989)
• インスタンスを停止する (p. 1989)
• インスタンスの起動 (p. 1989)
• インスタンスの終了 (p. 1989)

EC2 インスタンスの作成
管理者から付与されたアクセス権限によって、インスタンスを作成できるかどうかが決まります。

前提条件
• インスタンスを起動するアベイラビリティーゾーンのサブネットを持つ Virtual Private
Cloud（VPC）。VPC の作成の詳細については、Amazon VPC の開始方法ガイドを参照してください。
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EC2 インスタンスを作成するには
1.

SCVMM を開きます。

2.

リボンで、[Create Amazon EC2 Instance] をクリックします。

3.

[Create Amazon EC2 Instance] ダイアログボックスで、次のように設定します。
a.

インスタンスのリージョンを選択します。デフォルトでは、デフォルトのリージョンとして設定
したリージョンが選択されています。

b.

インスタンスのテンプレート (AMI と呼ばれます) を選択します。Amazon が提供する AMI を使
用するには、[Windows] または [Linux] を選択し、[Image] から AMI を選択します。作成した AMI
を使用するには、[My images] を選択し、[Image] から AMI を選択します。

c.

インスタンスのインスタンスタイプを選択します。まず、[Family] から最新のインスタンスファ
ミリーのうち 1 つを選択し、[Instance type] からインスタンスタイプを選択します。旧世代のイ
ンスタンスファミリーをリストに含めるには、[Show previous generations (以前の世代を表示)]
を選択します。詳細については、「Amazon EC2 インスタンス」および「以前の世代のインスタ
ンス」を参照してください。

d.

キーペアを作成または選択します。キーペアを作成するには、[Key pair name] から Create a
new key pair を選択し、強調表示されたフィールドにキーペアの名前 (my-key-pair など) を
入力します。

e.

(オプション) [詳細設定] で、インスタンスの表示名を指定します。

f.

(オプション) [Advanced settings] で、[Network (VPC)] から VPC を選択します。このリストには
リージョンのすべての VPC が含まれています。これらの VPC には、Amazon VPC コンソールを
使用して作成された VPC やデフォルトの VPC (存在する場合) などがあります。このリージョン
にデフォルトの VPC がある場合は、デフォルトでその VPC が選択されています。"There is no
VPC available for launch or import operations in this region" と表示される場合は、Amazon VPC
コンソールを使用してこのリージョンに VPC を作成する必要があります。

g.

（オプション）[Advanced settings] で、[Subnet] からサブネットを選択します。このリストに
は、選択した VPC のすべてのサブネット（デフォルトのサブネットを含む）が含まれています。
このリストが空の場合、Amazon VPC コンソールを使用して VPC にサブネットを追加するか、
別の VPC を選択する必要があります。そうしなければ、サブネットは自動的に選択されます。

h.

(オプション) [詳細設定] で、セキュリティグループを作成するか、1 つ以上のセキュリティグルー
プを選択します。Create default security group を選択すると、すべてのユーザーに
RDP および SSH アクセスを付与するセキュリティグループが作成されます。これは、Amazon
EC2 または Amazon VPC コンソールを使用して変更できます。[Group name] ボックスに、この
セキュリティグループの名前を入力できます。

i.

(オプション) [詳細設定] で、IAM ロールを選択します。このリストが空の場合、IAM コンソール
を使用してロールを作成できます。
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4.

[Create] をクリックします。キーペアを作成している場合は、.pem ファイルを保存するように求めら
れます。このファイルを安全な場所に保存します。これは、インスタンスにログインするために必要
になります。インスタンスが起動したという確認メッセージが表示されます。[Close] をクリックしま
す。

作成したインスタンスは、インスタンスを起動したリージョンのインスタンスのリストに表示されます。
最初は、インスタンスのステータスは pending です。ステータスが running に変わったら、インスタン
スは使用できる状態です。
このページで説明されているように、Systems Manager を使用してインスタンスのライフサイクルを管理
できます。次のような他のタスクを実行するには、AWS Management Console を使用する必要がありま
す。
• インスタンスに Amazon EBS ボリュームをアタッチする (p. 1530)
• Elastic IP アドレスをインスタンスに関連付ける (p. 1227)
• 削除保護の有効化 (p. 582)
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インスタンスの表示
管理者から付与されたアクセス許可によって、インスタンスを表示して詳細情報を入手できるかどうかが
決まります。

インスタンスを表示して詳細情報を入手するには
1.

AWS Systems Manager コンソールを開きます。

2.

リージョンのリストから、リージョンを選択します。

3.

インスタンスの一覧から、1 つ以上のインスタンスを選択します。

4.

下部のペインで、各インスタンスの隣にある下矢印をクリックして、インスタンスの詳細情報を表示
します。

インスタンスへの接続
インスタンスを起動する際に指定されたキーペアのプライベートキー (.pem ファイル) がある場合
は、EC2 インスタンスにログインできます。インスタンスへの接続に使用するツールは、インスタンスが
Windows インスタンスであるか、Linux インスタンスであるかによって異なります。

Windows の EC2 インスタンスに接続するには
1.

AWS Systems Manager を開く。

2.

インスタンスの一覧から、インスタンスを選択して右クリックし、[Retrieve Windows Password] をク
リックします。

3.

[Retrieve Default Windows Administrator Password] ダイアログボックスで、[Browse] をクリックしま
す。キーペアのプライベートキーファイルを選択し、[Open] をクリックします。

4.

[Decrypt Password] をクリックします。パスワードを保存するか、クリップボードにコピーします。

5.

インスタンスを選択して右クリックし、[Connect via RDP] をクリックします。認証情報を求められた
ら、前の手順で保存した管理者アカウントの名前とパスワードを入力します。

6.

証明書は自己署名であるため、セキュリティ証明書が信頼された認証機関からのものではないという
警告が表示される場合があります。[Yes] をクリックして続行します。
接続に失敗した場合は、Windows インスタンスの Amazon EC2 ユーザーガイド の「Windows インス
タンスのトラブルシューティング」を参照してください。

Linux の EC2 インスタンスに接続するには
1.

AWS Systems Manager を開く。

2.

インスタンスの一覧から、インスタンスを選択します。
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3.

下部のペインで、インスタンス ID の隣にある下矢印をクリックして、インスタンスの詳細情報を表示
します。

4.
5.

パブリック DNS 名を見つけます。この情報は、インスタンスに接続する際に必要になります。
PuTTY を使用してインスタンスに接続します。詳細な手順については、Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイド の「PuTTY を使用した Windows から Linux インスタンスへの接続」を
参照してください。

インスタンスの再起動
管理者から付与されたアクセス許可によって、インスタンスを再起動できるかどうかが決まります。

インスタンスを再起動するには
1.

AWS Systems Manager を開く。

2.

インスタンスの一覧から、インスタンスを選択します。

3.
4.

インスタンスを右クリックし、[Reset (Reboot)] をクリックします。
確認を求められたら、[Yes] をクリックします。

インスタンスを停止する
管理者から付与されたアクセス許可によって、インスタンスを停止できるかどうかが決まります。

インスタンスを停止するには
1.
2.

AWS Systems Manager を開く。
インスタンスの一覧から、インスタンスを選択します。

3.
4.

インスタンスを右クリックし、[Shut Down (Stop)] をクリックします。
確認を求められたら、[Yes] をクリックします。

インスタンスの起動
管理者から付与されたアクセス許可によって、インスタンスを起動できるかどうかが決まります。

インスタンスを起動するには
1.

AWS Systems Manager を開く。

2.
3.

インスタンスの一覧から、インスタンスを選択します。
インスタンスを右クリックし、[Power On (Start)] をクリックします。

4.

確認を求められたら、[Yes] をクリックします。

インスタンスを起動する際にクォータエラーが発生した場合は、同時に実行できるインスタンスの数が上
限に達しています。ご使用の AWS アカウントのデフォルトの上限は 20 です。実行中のインスタンスを追
加する必要がある場合は、「Amazon EC2 インスタンス上限緩和申請」フォームを使用してください。

インスタンスの終了
管理者から付与されたアクセス許可によって、インスタンスを終了できるかどうかが決まります。

インスタンスを終了するには
1.

AWS Systems Manager を開く。
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2.

インスタンスの一覧から、インスタンスを選択します。

3.

インスタンスを右クリックし、[Delete (Terminate)] をクリックします。

4.

確認を求められたら、[Yes] をクリックします。

AWS Systems Manager for Microsoft SCVMM を使
用した仮想マシンのインポート
SCVMM から Amazon EC2 にインポートする仮想マシンから EC2 インスタンスを起動できます。

Important
Linux 仮想マシンは、SCVMM から Amazon EC2 にインポートできません。
目次
• 前提条件 (p. 1990)
• 仮想マシンのインポート (p. 1990)
• インポートタスクのステータスの確認 (p. 1991)
• インポートしたインスタンスのバックアップ (p. 1992)

前提条件
• VM の準備ができていることを確認します。詳細については、VM Import/Export ユーザーガイドの「VM
を準備する」を参照してください。
• AWS Systems Manager で、[Configuration] をクリックし、[VM Import] タブを選択して、次の設定を確
認します。
• [S3 bucket prefix]: インポートされる前にアップロードするディスクイメージのバケットが作成され
ます。バケット名は、ここに示すプレフィックスで始まり、リージョン (us-east-2 など) を含みま
す。ディスクイメージをインポートした後に削除するには、[Clean up S3 bucket after import] を選択
します。
• [VM image export path]: VM からエクスポートされるディスクイメージの場所。ディスクイメージを
インポートした後に削除するには、[Clean up export path after import] を選択します。
• [Alternate Hyper-V PowerShell module path]: Hyper-V PowerShell モジュールの場所 (標準の場所に
インストールされていない場合)。詳細については、Microsoft TechNet ライブラリの「Hyper-V 管理
ツールのインストール」を参照してください。

仮想マシンのインポート
管理者から付与されたアクセス権限によって、Hyper-V Windows 仮想マシンを SCVMM から AWS にイン
ポートできるかどうかが決まります。

仮想マシンをインポートするには
1.

SCVMM を開きます。

2.

リボンで、[VMs] をクリックします。リストから仮想マシンを選択します。

3.

リボンで、[Import VM to Amazon EC2] をクリックします。

4.

[Import Virtual Machine] ダイアログボックスで、次のように設定します。
a.

インスタンスのリージョンを選択します。デフォルトでは、デフォルトのリージョンとして設定
したリージョンが選択されています。
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5.

b.

インスタンスのインスタンスタイプを選択します。まず、[Family] から最新のインスタンスファ
ミリーのうち 1 つを選択し、[Instance type] からインスタンスタイプを選択します。旧世代のイ
ンスタンスファミリーをリストに含めるには、[Show previous generations (以前の世代を表示)]
を選択します。詳細については、「Amazon EC2 インスタンス」および「以前の世代のインスタ
ンス」を参照してください。

c.

[Network (VPC)] から VPC を選択します。このリストにはリージョンのすべての VPC が含まれ
ています。これらの VPC には、Amazon VPC コンソールを使用して作成された VPC やデフォ
ルトの VPC (存在する場合) などがあります。このリージョンにデフォルトの VPC がある場合
は、デフォルトでその VPC が選択されています。"There is no VPC available for launch or import
operations in this region" と表示される場合は、Amazon VPC コンソールを使用してこのリージョ
ンに VPC を作成する必要があります。

d.

[Subnet] からサブネットを選択します。このリストには、選択した VPC のすべてのサブネット
（デフォルトのサブネットを含む）が含まれています。このリストが空の場合、Amazon VPC コ
ンソールを使用して VPC にサブネットを追加するか、別の VPC を選択する必要があります。そ
うしなければ、サブネットは自動的に選択されます。

[Import] をクリックします。[VM Import] タブで必要な情報を指定しなかった場合は、必要な情報を指
定するように求めるエラーが表示されます。指定した場合は、インポートタスクが開始したという確
認メッセージが表示されます。[Close] をクリックします。

インポートタスクのステータスの確認
インポートタスクが完了するまでに数時間かかることがあります。現在のステータスを表示するに
は、AWS Systems Manager を開き、[通知] をクリックします。
インポートタスクの進行に合わせて、以下の通知が表示されます。
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• Import VM: Created Import VM Task
• Import VM: Export VM Disk Image Done
• Import VM: Upload to S3
• Import VM: Image Conversion Starting
• Import VM: Image Conversion Done
• Import VM: Import Complete
ディスクイメージが変換されるたびに Import VM: Upload to S3、Import VM: Image
Conversion Starting、および Import VM: Image Conversion Done 通知が送信されることに注
意してください。
インポートタスクが失敗した場合、通知 Import VM: Import Failed を受け取ります。インポートタ
スクでの問題のトラブルシューティングの詳細については、「仮想マシンのインポートエラー (p. 1993)」
を参照してください。

インポートしたインスタンスのバックアップ
インポート操作が完了したら、インスタンスが終了するまで実行します。インスタンスが終了した場
合、接続してインスタンスを復元することはできません。インポートしたインスタンスと同じソフト
ウェアで必要に応じて新しいインスタンスを開始できるようにするには、インポートしたインスタンス
からAmazon Machine Image (AMI) を作成します。詳細については、「カスタム Windows AMI を作成す
る (p. 135)」を参照してください。

AWS Systems Manager for Microsoft SCVMM のト
ラブルシューティング
一般的なエラーとトラブルシューティングステップを次に示します。
コンテンツ
• Error: Add-in cannot be installed (p. 1992)
• インストールエラー (p. 1993)
• ログファイルのチェック (p. 1993)
• 仮想マシンのインポートエラー (p. 1993)
• アドインのアンインストール (p. 1994)

Error: Add-in cannot be installed
次のエラーが発生した場合は、VMM コンソールを実行するコンピュータで KB2918659 をインストールし
てみます。詳細については、「System Center 2012 SP1 の更新プログラムのロールアップ 5 の説明」を
参照してください。この問題を解決するために、この記事でリストされているすべての更新プログラムを
インストールする必要はありません。KB2918659 のみをインストールしてください。
Add-in cannot be installed
The assembly "Amazon.Scvmm.Addin" referenced to by add-in component "AWS Systems Manager
for
Microsoft SCVMM" could not be found in the add-in package. This could be due to the
following
reasons:
1. The assembly was not included with the add-in package.
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2. The AssemblyName attribute for the add-in does not match the name of the add-in
assembly.
3. The assembly file is corrupt and cannot be loaded.

インストールエラー
インストール時に次のエラーのいずれかが表示された場合、SCVMM に問題がある可能性があります。
Could not update managed code add-in pipeline due to the following error:
Access to the path 'C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager
\Bin\AddInPipeline\PipelineSegments.store' is denied.

Could not update managed code add-in pipeline due to the following error:
The required folder 'C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager
\Bin\AddInPipeline\HostSideAdapters' does not exist.

Add-in cannot be installed
The assembly "Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.UIAddIns.dll" referenced by the
add-in assembly "Amazon.Scvmm.AddIn" could not be found in the add-in package. Make sure
that this assembly was included with the add-in package.

この問題を解決するには、次の手順のいずれか 1 つをお試しください。
• 認証済みユーザーに読み取り権限を付与し、C:\Program Files\Microsoft System Center
2012\Virtual Machine Manager\Bin\AddInPipeline フォルダを実行します。Windows
Explorer で、フォルダを右クリックし、[Properties] をクリックして、[Security] タブを選択します。
• SCVMM のコンソールを閉じ、一時的に管理者として開始します。[Start] メニューから、SCVMM を見
つけて右クリックし、[Run as administrator] を選択します。

ログファイルのチェック
アドインの使用に問題がある場合は、生成されたログファイル (%APPDATA%\Amazon\SCVMM
\ec2addin.log) に有用な情報がないかどうかを確認します。

仮想マシンのインポートエラー
ログファイル (%APPDATA%\Amazon\SCVMM\ec2addin.log) には、インポートタスクのステータスに関
する詳細情報が含まれます。VM を SCVMM から Amazon EC2 にインポートする際にログファイルに記録
される一般的なエラーは次のとおりです。
エラー: Hyper-V VirtualMachine オブジェクトを抽出できない
解決策: Hyper-V PowerShell モジュールへのパスを設定します。
エラー: オペレーションを実行するためのアクセス権限がない
このエラーは、通常、Hyper-V が VM イメージを設定済みのパス内に保存できない場合に発生します。こ
の問題を解決するには、以下の手順を実行します。
1.

Hyper-V サーバーにディレクトリを作成します。例: C:\vmimages。

2.

Hyper-V で作成したディレクトリを共有します。SCVMM を実行中のユーザーは、ディレクトリへの
アクセスを許可されます。

3.

プラグインで、エクスポートパスを \\hyperv\vmimages に設定します。
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4.

エクスポートを行います。

イメージは、Hyper-V サーバーのローカルディレクトリにエクスポートされます。SCVMM プラグイン
は、イメージを Hyper-V からプルして Amazon S3 内にアップロードします。

アドインのアンインストール
アドインをアンインストールする必要がある場合は、次の手順に従います。

アドインをアンインストールするには
1.
2.

VMM コンソールを開きます。
[Settings] ワークスペースを選択し、[Console Add-Ins] をクリックします。

3.

[AWS Systems Manager for Microsoft SCVMM] を選択します。

4.

リボンで、[Remove] をクリックします。

5.

確認を求められたら、[Yes] をクリックします。

アドインをアンインストールして再インストールした後に次のエラーが表示される場合は、エラーメッ
セージに記載のパスを削除します。
Error (27301)
There was an error while installing the add-in. Please ensure that the following path does
not
exist and then try the installation again.
C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\Bin\AddInPipeline\
AddIns\EC2WINDOWS...
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AWS Management Pack for Microsoft
System Center
AWS では、エンタープライズアプリケーションやビッグデータのプロジェクトからソーシャルゲームや
モバイルアプリに至るまで、ほぼあらゆるものをクラウドで構築、運用するためのインフラストラクチャ
とアプリケーションサービスの一式が提供されています。AWS Management Pack for Microsoft System
Center では、AWS で実行するアプリケーションの可用性およびパフォーマンス監視機能を提供します。
AWS Management Pack を使用すると、Microsoft System Center Operations Manager で AWS リソー
ス (インスタンスやボリュームなど) にアクセスし、パフォーマンスデータの収集や AWS リソースの監
視を行うことができます。AWS Management Pack は System Center Operations Manager 向けの拡張
パックです。AWS Management Pack には 2 つのバージョンがあります。1 つは System Center 2012 —
Operations Manager 用で、もう 1 つは System Center Operations Manager 2007 R2 用です。
AWS Management Pack では、Amazon CloudWatch メトリクスおよびアラームを使用して、AWS リ
ソースを監視できます。Amazon CloudWatch メトリクスはパフォーマンスカウンターとして、Amazon
CloudWatch アラームはアラートとして Microsoft System Center に表示されます。
次の リソースを監視できます。
• EC2 インスタンス
• EBS ボリューム
• クラシックロードバランサー
• Amazon EC2 Auto Scaling グループおよびアベイラビリティーゾーン
• Elastic Beanstalk アプリケーション
• CloudFormation スタック
• CloudWatch アラーム
• CloudWatch カスタムメトリクス
コンテンツ
• AWS Management Pack for System Center 2012 の概要 (p. 1995)
• AWS Management Pack for System Center 2007 R2 の概要 (p. 1997)
• AWS Management Pack のダウンロード (p. 1998)
• AWS Management Pack のデプロイ (p. 1999)
• AWS Management Pack の使用 (p. 2008)
• AWS Management Pack のアップグレード (p. 2022)
• AWS Management Pack のアンインストール (p. 2024)
• AWS Management Pack のトラブルシューティング (p. 2024)

AWS Management Pack for System Center 2012 の
概要
AWS Management Pack for System Center 2012 — Operations Manager では、1 台以上の管理サーバーを
含むリソースプールを使用して、AWS リソースを検出および監視できます。使用する AWS リソースの数
を増やすときには、プールに管理サーバーを追加できます。
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次の図は、AWS Management Pack の主なコンポーネントを示しています。

項目

コンポーネント

説明

Operations Manager インフ
ラストラクチャ

1 台以上の管理サーバーとその依存関係 (Microsoft SQL
Server や Microsoft Active Directory ドメインなど)。これらの
サーバーは、オンプレミスまたは AWS クラウドのいずれか
にデプロイでき、どちらのケースもサポートされています。

リソースプール

AWS SDK for .NET を使用して AWS と通信するために使用
する 1 台以上の管理サーバー。これらのサーバーには、イン
ターネット接続が必要です。

AWS 認証情報

管理サーバーが AWS API 呼び出しを行うために使用するア
クセスキー ID とシークレットアクセスキー。AWS マネジメ
ントパックの設定時にこれらの認証情報を指定する必要があ
ります。リードオンリー権限の IAM ユーザーを作成してその
認証情報を使用することをお勧めします。IAM ユーザーの作
成方法の詳細については、IAM ユーザーガイド の「AWS ア
カウントへの新しいユーザーの追加」を参照してください。

EC2 インスタンス

AWS クラウドで実行する仮想コンピュータ インスタンス
には、Operations Manager エージェントがインストール
されている場合とインストールされていない場合がありま
す。Operations Manager エージェントをインストールする
と、インスタンスの状態とは別にオペレーティングシステム
やアプリケーションの状態を表示できます。
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AWS Management Pack for System Center 2007
R2 の概要
AWS Management Pack for System Center Operations Manager 2007 R2 では、インターネットにアク
セスでき System Center 環境に接続される指定されたコンピュータ (監視ノードと呼ばれます) を使用し
て、AWS API を呼び出し、リモートで AWS リソースに関する情報を検出および収集できます。
次の図は、AWS Management Pack の主なコンポーネントを示しています。

項目

コンポーネント

説明

Operations Manager インフ
ラストラクチャ

1 台以上の管理サーバーとその依存関係 (Microsoft SQL
Server や Microsoft Active Directory ドメインなど)。これらの
サーバーは、オンプレミスまたは AWS クラウドのいずれか
にデプロイでき、どちらのケースもサポートされています。

監視ノード

AWS SDK for .NET を使用して AWS と通信するために使用
する、エージェント管理のコンピュータ。オンプレミスま
たは AWS クラウドのいずれかにデプロイできますが、エー
ジェント管理のコンピュータであり、インターネット接続が
可能である必要があります。AWS アカウント を監視できる
監視ノードは 1 台だけです。ただし、1 台の監視ノードで複
数の AWS アカウント を監視できます。監視ノードのセット
アップの詳細については、Microsoft System Center のドキュ
メントの「Windows エージェントの展開」を参照してくださ
い。
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項目

コンポーネント

説明

AWS 認証情報

監視ノードが AWS API 呼び出しを行うために使用するアク
セスキー ID とシークレットアクセスキー。AWS マネジメン
トパックの設定時にこれらの認証情報を指定する必要があり
ます。リードオンリー権限の IAM ユーザーを作成してその認
証情報を使用することをお勧めします。IAM ユーザーの作成
方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウ
ントへの新しいユーザーの追加」を参照してください。

EC2 インスタンス

AWS クラウドで実行する仮想コンピュータ インスタンス
には、Operations Manager エージェントがインストール
されている場合とインストールされていない場合がありま
す。Operations Manager エージェントをインストールする
と、インスタンスの状態とは別にオペレーティングシステム
やアプリケーションの状態を表示できます。

AWS Management Pack のダウンロード
開始するには、AWS Management Pack をダウンロードします。AWS Management Pack は無料です。監
視の設定や、監視する AWS リソースの数に応じて、Amazon CloudWatch の料金が発生する可能性があり
ます。

System Center 2012
AWS Management Pack をダウンロードする前に、お使いのシステムが次のシステム要件と前提条件を満
たしていることを確認してください。

システム要件
• System Center Operations Manager 2012 R2、または、System Center Operations Manager 2012 SP1
• 累積的な更新プログラム 1 以降。この更新プログラムを、AWS リソースを監視する管理サーバー、お
よび監視ノードを実行しているエージェントや AWS Management Pack によって監視されるエージェン
トにデプロイする必要があります。AWS リソースを監視するすべてのコンピュータに、利用可能な最新
の Operations Manager の更新プログラムをデプロイすることをお勧めします。
• Microsoft.Unix.Library MP バージョン 7.3.2026.0 以降

前提条件
• データセンターに、インターネット接続が設定された管理サーバーが少なくとも 1 台必要です。管理
サーバーに、Microsoft .NET Framework バージョン 4.5 以降および PowerShell 2.0 以降がインストール
されている必要があります。
• 管理サーバーのアクションアカウントには、管理サーバーに対するローカル管理者権限が必要です。

AWS Management Pack をダウンロードするには
1.

Microsoft System Center 用の AWS アドインウェブサイトで、[SCOM 2012] をクリックします。

2.

AWS-SCOM-MP-2.5.zip をコンピュータに保存して、解凍します。

「AWS Management Pack のデプロイ (p. 1999)」に進みます。
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System Center 2007 R2
AWS Management Pack をダウンロードする前に、お使いのシステムが次のシステム要件と前提条件を満
たしていることを確認してください。

システム要件
• System Center Operations Manager 2007 R2
• Microsoft.Unix.Library MP バージョン 6.1.7000.256 以降

前提条件
• データセンターに、監視ノードとして指定した、インターネットに接続できるエージェント管理のコ
ンピュータが必要です。監視ノードで、エージェントプロキシオプション [Allow this agent to act as a
proxy and discover managed objects on other computers] が有効になっている必要があります。監視
ノードに、Microsoft .NET Framework バージョン 3.5.1 以降および PowerShell 2.0 以降がインストール
されている必要があります。
• 監視ノードのアクションアカウントが、監視ノードに対してローカル管理者権限を持っている。
• 監視ノードにエージェントがインストールされ、インターネットにアクセスでき、データセンター内の
管理サーバーと通信できることを確認する必要があります。詳細については、Microsoft System Center
のドキュメントの「Windows エージェントの展開」を参照してください。

AWS Management Pack をダウンロードするには
1.

Microsoft System Center 用の AWS アドインウェブサイトで、[SCOM 2007] をクリックします。

2.

AWS-MP-Setup-2.5.msi をコンピュータに保存します。

「AWS Management Pack のデプロイ (p. 1999)」に進みます。

AWS Management Pack のデプロイ
デプロイするには、AWS Management Pack をダウンロードする必要があります。詳細については、
「AWS Management Pack のダウンロード (p. 1998)」を参照してください。
タスク
• ステップ 1: AWS Management Pack のインストール (p. 1999)
• 手順 2: 監視ノードの設定 (p. 2001)
• ステップ 3: AWS 実行アカウントを作成する (p. 2001)
• ステップ 4: 監視の追加ウィザードの実行 (p. 2004)
• ステップ 5: ポートとエンドポイントの設定 (p. 2008)

ステップ 1: AWS Management Pack のインストール
AWS Management Pack をダウンロードした後、1 つ以上の AWS アカウントを監視するよう設定する必
要があります。
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System Center 2012
AWS Management Pack をインストールするには
1.

オペレーションコンソールで、[Go] メニューの [Administration] をクリックし、[Management Packs]
をクリックします。

2.

[Actions] ペインで、[Import Management Packs] をクリックします。

3.

[Select Management Packs] ページで、[Add]、[Add from disk] の順にクリックします。

4.

[Select Management Packs to import] ダイアログボックスで、ダウンロードした場所から
Amazon.AmazonWebServices.mpb ファイルを選択して、[Open] をクリックします。

5.

[Select Management Packs] ページの [Import list] で [Amazon Web Services] 管理パックを選択し、
[Install] をクリックします。

Note
System Center Operations Manager では、[Import] リストで [Error] アイコンが表示されてい
る管理パックはインポートされません。
6.

[Import Management Packs] ページにインポートプロセスの進行状況が表示されます。問題が発生し
た場合は、リストで管理パックを選択してステータスの詳細を表示します。[Close] をクリックしま
す。

System Center 2007 R2
AWS Management Pack をインストールするには
管理パックは Microsoft のシステムインストーラーファイル (AWS-MP-Setup.msi) として配布されます。
これには、監視ノードおよびルート管理サーバーとオペレーションコンソールに必要な各種 DLL に加え
て、Amazon.AmazonWebServices.mp ファイルが含まれます。
1.

AWS-MP-Setup.msi を実行します。

Note
ルート管理サーバー、オペレーションコンソール、監視ノードが別々のコンピュータにある
場合、それぞれのコンピュータでインストーラを実行する必要があります。
2.

[Welcome to the Amazon Web Services Management Pack Setup Wizard] 画面で [Next] をクリックし
ます。

3.

[End-User License Agreement] 画面で使用許諾書をお読みの上、条項に同意する場合は [I accept the
terms in the License Agreement] チェックボックスをオンにし、[Next] をクリックしてください。

4.

[Custom Setup] 画面で、インストールする機能を選択して [Next] をクリックします。
[Operations Console]
Amazon.AmazonWebServices.UI.Pages.dll をインストールしてグローバルアセンブリ
キャッシュ (GAC) に登録し、次に Amazon.AmazonWebServices.mp をインストールします。
[Root Management Server]
Amazon.AmazonWebServices.Modules.dll、Amazon.AmazonWebServices.SCOM.SDK.dll、
および AWS SDK for .NET (AWSSDK.dll) をインストールして、GAC に登録します。
AWS 監視ノード
Amazon.AmazonWebServices.Modules.dll および
Amazon.AmazonWebServices.SCOM.SDK.dll をインストールし、その後に AWS SDK
for .NET (AWSSDK.dll) をインストールして、GAC に登録します。
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5.

[Ready to install Amazon Web Services Management Pack] 画面で [Install] をクリックします。

6.

[Completed the Amazon Web Services Management Pack Setup Wizard] 画面で、[Finish] をクリック
します。

Note
必要な DLL がコピーされて GAC に登録され、管理パックファイル (*.mp) がオペレー
ションコンソールを実行しているコンピュータの Program Files (x86)/Amazon Web
Services Management Pack フォルダにコピーされます。次に、管理パックを System
Center にインポートします。
7.

オペレーションコンソールで、[Go] メニューの [Administration] をクリックし、[Management Packs]
をクリックします。

8.

[Actions] ペインで、[Import Management Packs] をクリックします。

9.

[Select Management Packs] ページで、[Add]、[Add from disk] の順にクリックします。

10. [Select Management Packs to import] ダイアログボックスで、ディレクトリを C:
\Program Files (x86)\Amazon Web Services Management Pack に変更
し、Amazon.AmazonWebServices.mp ファイルを選択して、[Open] をクリックします。
11. [Select Management Packs] ページの [Import list] で [Amazon Web Services] 管理パックを選択し、
[Install] をクリックします。

Note
System Center Operations Manager では、[Import] リストで [Error] アイコンが表示されてい
る管理パックはインポートされません。
12. [Import Management Packs] ページにインポートプロセスの進行状況が表示されます。問題が発生し
た場合は、リストで管理パックを選択してステータスの詳細を表示します。[Close] をクリックしま
す。

手順 2: 監視ノードの設定
System Center Operations Manager 2007 R2 では、監視ノードは、監視ノードコンピュータ外で検出を実
行するので、監視ノードでプロキシエージェントオプションを有効にしておく必要があります。プロキシ
エージェントにより、検出機能が他のコンピュータのオブジェクトにアクセスできるようになります。

Note
システムに大量のリソースに設定されている場合は、1 つの管理サーバーを監視ノードとして設
定することをお勧めします。監視ノード管理サーバーを別個に設定すると、パフォーマンスの改
善につながります。
System Center 2012 — Operations Manager を使用している場合は、このステップを省略できます。

System Center Operations Manager 2007 R2 でプロキシエージェントを有効にするには
1.

オペレーションコンソールで、[Go] メニューの [Administration] をクリックします。

2.

[Administration] ワークスペースの [Device Management] で [Agent Managed] をクリックします。

3.

[Agent Managed] リストで監視ノードを右クリックし、[Properties] をクリックします。

4.

[Agent Properties] ダイアログボックスの [Security] タブで、[Allow this agent to act as proxy and
discover managed objects on other computers] を選択してから [OK] をクリックします。

ステップ 3: AWS 実行アカウントを作成する
AWS Management Pack に AWS リソースへのアクセスを許可する認証情報を設定する必要があります。
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AWS 実行アカウントを作成するには
1.

必要最小限のアクセス権限を持つ IAM ユーザーを作成することをお勧めします (例えば、ほとんどの
場合、[ReadOnlyAccess] AWS 管理ポリシーで問題ありません)。この手順を完了するために、この
ユーザーのアクセスキー (アクセスキー ID とシークレットアクセスキー) が必要になります。詳細に
ついては、『IAM ユーザーガイド』の「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照してください。

2.

オペレーションコンソールで、[Go] メニューの [Administration] をクリックします。

3.

[Administration] ワークスペースで [Run As Configuration] ノードを展開し、[Accounts] を選択しま
す。

4.

[Accounts] ペインを右クリックし、[Create Run As Account] をクリックします。

5.

[Create Run As Account Wizard] の [General Properties] ページで、[Run As account type] ドロップダ
ウンリストから [Basic Authentication] を選択します。

6.

表示名 (たとえば、「My IAM Account」) と説明を入力し、[Next] をクリックします。

7.

[Credentials] ページで、[Account name] ボックスにアクセスキー ID を、[Password] ボックスにシー
クレットアクセスキーを入力し、[Next] をクリックします。
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8.

[Distribution Security] ページで、[More secure - I want to manually select the computers to which the
credentials will be distributed] を選択し、[Create] をクリックします。
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9.

[Close] をクリックします。

10. アカウントのリストで、先ほど作成したアカウントを選択します。
11. [Actions] ペインの [プロパティ] をクリックします。
12. [Properties] (プロパティ) ダイアログボックスで、[More Secure] (より強いセキュリティ) オプション
が選択されていることと、AWS リソースを監視するために使用されるすべての管理サーバーが表示さ
れていることを確認します。

ステップ 4: 監視の追加ウィザードの実行
監視の追加ウィザードを使用して、特定の AWS アカウント を監視するよう AWS Management Pack を設
定できます。このウィザードは、オペレーションコンソールの [Authoring] (オーサリング) ワークスペース
で利用できます。このウィザードでは、監視する AWS アカウント の設定を含む新しい管理パックが作成
されます。監視する AWS アカウント ごとに、このウィザードを実行する必要があります。例えば、2 つ
の AWS アカウント を監視する場合は、ウィザードを 2 回実行する必要があります。

System Center 2012
System Center 2012 — Operations Manager で監視の追加ウィザードを実行するには
1.

オペレーションコンソールで、[Go] メニューの [Authoring] をクリックします。

2.

[Authoring] ワークスペースで [Management Pack Templates] ノードを展開して [Amazon Web
Services] を右クリックし、[Add Monitoring Wizard] をクリックします。

3.

[Add Monitoring Wizard] の [Select the monitoring type] リストで [Amazon Web Services] を選択し、
[Next] をクリックします。

4.

[General Properties] (一般プロパティ) ページの [Name] (名前) ボックスで、名前 (例:「My AWS
Resources」) を入力します。[Description] ボックスに説明を入力します。

5.

[Select destination management pack] リストで、設定の保存先となる既存の管理パックを選択します
(または [New] をクリックして新しい管理パックを作成します)。[Next] をクリックします。
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デフォルトでは、管理パックオブジェクトの作成、ルールまたは監視を無効化、またはオーバーライ
ドの作成を行うと、Operations Manager は設定をデフォルトの管理パックに保存します。ベストプラ
クティスとして、カスタマイズされた設定をデフォルトの管理パックに保存するのではなく、カスタ
マイズするシールドされた管理パックごとに管理パックを作成することをお勧めします。
6.

AWS Management Pack によって自動的にリソースプールが作成され、リソースプールに管理サー
バーが追加されます。サーバーメンバーシップを制御するには、以下の変更を実行します。
a.

[Go] メニューの [Administration] をクリックします。

b.

[Resource Pools] ノードをクリックします。

c.

[Resource Pools] (リソースプール) ペインで [ Resource Pool] (AWS リソースプール) を右クリッ
クし、[Manual Membership] (マニュアルメンバーシップ) を選択します。

d.

[Resource Pools] (リソースプール) ペインで [AWS Resource Pools] (リソースプール) を右クリッ
クし、[Properties] (プロパティ) を選択します。
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e.

7.

[Pool Membership] (プールのメンバーシップ) ページで、AWS リソースの監視に使用しない管理
サーバーを削除します。

AWS Management Pack の設定が完了したら、オペレーションコンソールの [監視] ワークスペースに
[Amazon Web Services] フォルダのサブフォルダとして表示されます。

System Center 2007 R2
System Center Operations Manager 2007 で監視の追加ウィザードを実行するには
1.

オペレーションコンソールで、[Go] メニューの [Authoring] をクリックします。

2.

[Authoring] ワークスペースで [Management Pack Templates] ノードを展開して [Amazon Web
Services] を右クリックし、[Add Monitoring Wizard] をクリックします。

3.

[Add Monitoring Wizard] の [Select the monitoring type] リストで [Amazon Web Services] を選択し、
[Next] をクリックします。

4.

[General Properties] (一般プロパティ) ページの [Name] (名前) ボックスで、名前 (例:「My AWS
Resources」) を入力します。[Description] ボックスに説明を入力します。

5.

[Select destination management pack] ドロップダウンリストで、設定の保存先となる既存の管理パッ
クを選択します (または [New] をクリックして新しい管理パックを作成します)。[Next] をクリックし
ます。
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デフォルトでは、管理パックオブジェクトの作成、ルールまたは監視を無効化、またはオーバーライ
ドの作成を行うと、Operations Manager は設定をデフォルトの管理パックに保存します。ベストプラ
クティスとして、カスタマイズされた設定をデフォルトの管理パックに保存するのではなく、カスタ
マイズするシールドされた管理パックごとに管理パックを作成することをお勧めします。
6.

[Watcher Node Configuration] ページの [Watcher Node] リストで、エージェントに管理されたコン
ピュータを監視ノードとして選択します。

7.

[Select AWS Run As account] (AWS 実行アカウントを選択) ドロップダウンリストで、前の手順で作
成した実行アカウントを選択し、[Create] (作成) をクリックします。

8.

AWS Management Pack の設定が完了すると、まず監視ノードが検出されます。監視ノードが正常
に検出されたことを確認するには、オペレーションコンソールの [Monitoring] ワークスペースに移
動します。バケット内に新しい Amazon Web Services フォルダが表示され、その下に Amazon
Watcher Nodes サブフォルダが表示されます。このサブフォルダは監視ノードを表示します。AWS
Management Pack では、AWS への監視ノードの接続が自動的に確認および監視されます。監視ノー
ドが検出されると、このリストに表示されます。監視ノードの準備ができたら、状態が [Healthy] に
変わります。

Note
AWS との接続を確立するには、AWS Management Pack で、AWS SDK for .NET、モジュー
ル、およびスクリプトを監視ノードにデプロイする必要があります。これには 10 分ほど
かかります。監視ノードが表示されない場合や、状態が [Not Monitored] と表示される
場合は、インターネット接続と IAM の権限を確認してください。詳細については、「AWS
Management Pack のトラブルシューティング (p. 2024)」を参照してください。
9.

監視ノードが検出されると、依存関係の検出が実行され、オペレーションコンソールの [Monitoring]
(監視) ワークスペースに AWS リソースが追加されます。
AWS リソースの検出は、通常、20 分以内に終了します。ただし、Operations Manager 環境、AWS
環境、管理サーバーの負荷、監視ノードの負荷によっては、さらに時間がかかる場合があります。詳
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細については、「AWS Management Pack のトラブルシューティング (p. 2024)」を参照してくださ
い。

ステップ 5: ポートとエンドポイントの設定
AWS Management Pack for Microsoft System Center は AWS のサービスのパフォーマンスを監視
し、System Center でアラートを提供するためにそれらのサービスと通信できる必要があります。モニタ
リングを成功させるには、Management Pack サーバーでアウトバウンドアクセスを設定して、次のサー
ビスの AWS エンドポイントへのアクセスを許可する必要があります。インスタンスからのアウトバウン
ドアクセスを設定するには、「Windows インスタンス用の Amazon EC2 セキュリティグループ」を参照
してください。
これにより、次の AWS のサービスの監視が可能になります。
• Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
• Elastic Load Balancing
• Amazon EC2 Auto Scaling
• AWS Elastic Beanstalk
• Amazon CloudWatch
• AWS CloudFormation
AWS Management Pack は、AWS SDK for .NET のパブリック API を使って、これらのサービスから情報
を取得します。各サーバーにログオンし、アウトバウンドファイアウォールルールが AWS エンドポイン
トへのアクセスを許可できるように設定します。
ファイアウォールアプリケーションでより詳細な設定がサポートされている場合、サービスごとに固有の
エンドポイントを構成できます。 エンドポイントは、ウェブサービスのエントリポイントとなる URL で
す。たとえば、ec2.us-west-2.amazonaws.com は Amazon EC2 サービスのエントリポイントです。ファ
イアウォールにエンドポイントを設定するには、実行している AWS のサービスのエンドポイント URL を
特定し、ファイアウォールアプリケーションでこれらのエンドポイントを指定します。

AWS Management Pack の使用
AWS Management Pack を使用して、AWS リソースのヘルス状態を監視できます。
目次
• ビュー (p. 2008)
• 検出 (p. 2017)
• 監視 (p. 2018)
• [Rules] (ルール) (p. 2019)
• イベント (p. 2019)
• ヘルスモデル (p. 2020)
• AWS Management Pack のカスタマイズ (p. 2022)

ビュー
AWS Management Pack には次のビューが用意されています。これらのビューは、オペレーションコン
ソールの [監視] ワークスペースに表示されます。
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ビュー

ビュー
• EC2 インスタンス (p. 2009)
• Amazon EBS ボリューム (p. 2010)
• Classic Load Balancer (p. 2011)
• AWS Elastic Beanstalk アプリケーション (p. 2012)
• AWS CloudFormation スタック (p. 2013)
• Amazon パフォーマンスビュー (p. 2015)
• Amazon CloudWatch メトリクスアラーム (p. 2015)
• AWS アラート (p. 2016)
• 監視ノード (System Center Operations Manager 2007 R2) (p. 2017)

EC2 インスタンス
特定の AWS アカウント の EC2 インスタンス (すべてのアベイラビリティーゾーンおよびリージョン) の
ヘルス状態を表示します。Virtual Private Cloud (VPC) で実行中の EC2 インスタンスもビューに表示され
ます。AWS Management Pack ではタグを取得できるので、これらのタグを使用してリストを検索したり
フィルタリングしたりできます。

EC2 インスタンスを選択すると、インスタンスヘルスタスクを実行できます。
• Open Amazon Console: ウェブブラウザで AWS Management Consoleを起動します。
• Open RDP to Amazon EC2 Instance: 選択した Windows インスタンスへの RDP 接続を開きます。
• Reboot Amazon EC2 Instance: 選択した EC2 インスタンスを再起動します。
• Start Amazon EC2 Instance: 選択した EC2 インスタンスを開始します。
• Stop Amazon EC2 Instance: 選択した EC2 インスタンスを停止します。
EC2 インスタンスダイアグラムビュー
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ビュー

インスタンスと他のコンポーネントの関係を表示します。

Amazon EBS ボリューム
特定の AWS アカウント のすべての Amazon EBS ボリューム (すべてのアベイラビリティーゾーンおよび
リージョン) のヘルス状態を表示します。

Amazon EBS ボリュームダイアグラムビュー
Amazon EBS ボリュームと関連付けられたアラームを示します。次の図に例を示します。
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ビュー

Classic Load Balancer
特定の AWS アカウント のすべての Classic ELB ロードバランサー (すべてのリージョン) のヘルス状態を
表示します。

Elastic Load Balancing ダイアグラムビュー
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ビュー

Elastic Load Balancing と他のコンポーネントの関係を表示します。次の図に例を示します。

AWS Elastic Beanstalk アプリケーション
検出されたすべての AWS Elastic Beanstalk アプリケーションの状態を表示します。
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AWS Elastic Beanstalk アプリケーションダイアグラムビュー
AWS Elastic Beanstalk アプリケーション、アプリケーション環境、アプリケーション設定、およびアプリ
ケーションリソースオブジェクトを表示します。

AWS CloudFormation スタック
全リージョンからの特定の AWS CloudFormation アカウントのすべての AWS スタックにおいてヘルス状
態を表示します。
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AWS CloudFormation スタックダイアグラムビュー
AWS CloudFormation スタックと他のコンポーネントの関係を表示します。AWS CloudFormation スタッ
クには Amazon EC2 または Elastic Load Balancing のリソースが含まれる場合があります。次の図に例を
示します。
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Amazon パフォーマンスビュー
Amazon EC2、Amazon EBS、および Elastic Load Balancing の Amazon CloudWatch メトリクス、カスタ
ムメトリクス、および CloudWatch アラームから生成されるメトリクスを表示します。また、リソースご
とに別個のパフォーマンスビューが用意されています。Other Metrics パフォーマンスビューには、カスタ
ムメトリクスと、CloudWatch アラームから生成されるメトリクスが含まれます。これらのメトリクスの
詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「CloudWatch メトリクスを発行する AWS
のサービス」を参照してください。次の図に例を示します。

Amazon CloudWatch メトリクスアラーム
検出した AWS リソースに関連する Amazon CloudWatch アラームを表示します。
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AWS アラート
オブジェクトのヘルスがクリティカルな状態になった場合に AWS マネジメントパックによって生成され
るアラートを表示します。
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検出

監視ノード (System Center Operations Manager 2007 R2)
モニタリング対象のすべての AWS アカウント の監視ノードのヘルス状態を表示します。[Healthy] (正常)
状態とは、監視ノードが正しく設定され、AWS と通信できる状態を指します。

検出
検出物は、AWS Management Pack によってモニタリングされる AWS リソースです。AWS Management
Pack は次のオブジェクトを検出します。
• Amazon EC2 インスタンス
• EBS ボリューム
• ELB ロードバランサー
• AWS CloudFormation スタック
• Amazon CloudWatch アラーム
• AWS Elastic Beanstalk アプリケーション
• Amazon EC2 Auto Scaling グループおよびアベイラビリティーゾーン
次のリソース用の Amazon CloudWatch メトリクスが生成されます。
• Amazon EC2 インスタンス
• EBS ボリューム
• Elastic Load Balancing
• Amazon CloudWatch カスタムメトリクス
• 既存の Amazon CloudWatch アラームからのメトリクス
Amazon CloudWatch メトリクスの検出では、次のガイドラインが適用されます。
• AWS CloudFormation スタックにはデフォルトの Amazon CloudWatch メトリクスがありません。
• 停止された Amazon EC2 インスタンスや使用されていない Amazon EBS ボリュームはデフォルトの
Amazon CloudWatch メトリクスのデータを生成しません。
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• Amazon EC2 インスタンスが開始してから、Operations Manager に Amazon CloudWatch メトリクスが
表示されるまでに 30 分ほどかかります。
• Amazon CloudWatch は、モニタリングデータを 2 週間保持します。AWS リソースが終了してもモニタ
リングデータは保持されます。このデータは Operations Manager に表示されます。
• サポート対象外のリソースの既存の Amazon CloudWatch アラームでは、メトリクスが生成されて
Amazon CloudWatch アラームに関連付けられます。これらのメトリクスは [Other Metrics] パフォーマ
ンスビューで確認できます。
AWS Management Pack は、次の関係も検出します。
• AWS CloudFormation スタックとその Elastic Load Balancing リソースまたは Amazon EC2 リソース
• Elastic Load Balancing ロードバランサーとその EC2 インスタンス
• Amazon EC2 インスタンスとその EBS ボリューム
• Amazon EC2 インスタンスとそのオペレーティングシステム
• AWS Elastic Beanstalk アプリケーションとその環境、設定、リソース
AWS Management Pack は、EC2 インスタンスとそこで実行されるオペレーティングシステムの関係を自
動的に検出します。この関係を検出するには、Operations Manager エージェントがインスタンスにインス
トール、設定されており、対応するオペレーティングシステム管理パックが Operations Manager にイン
ポートされている必要があります。
検出は、リソースプール内の管理サーバー (System Center 2012) または監視ノード (System Center 2007
R2) で実行されます。
検出

時間間隔 (秒)

Amazon リソースの検出 (SCOM 2012)

14400

EC2 インスタンス、Amazon EBS ボリューム、ロードバラン
サー、CloudFront スタックを検出します。
AWS Elastic Beanstalk 検出

14400

AWS Elastic Beanstalk やその環境、リソース、設定の関係を検出し
ます。
CloudWatch アラーム検出

900

CloudWatch メトリクスを使用して生成されるアラームを検出しま
す。
CloudWatch カスタムメトリクスの検出

14400

CloudWatch カスタムメトリクスを検出します。
監視ノードの検出 (SCOM 2007 R2)

14400

ルート管理サーバーを対象にして、監視ノードオブジェクトを作成
します。

監視
監視は AWS リソースのヘルス状態を測定するために使用されます。監視は、リソースプール内の管理
サーバー (System Center 2012) または監視ノード (System Center 2007 R2) で実行されます。
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[Rules] (ルール)

監視

時間間隔 (秒)

AWS CloudFormation スタックの状態

900

Amazon CloudWatch メトリクスアラーム

300

Amazon EBS ボリュームの状態

900

Amazon EC2 インスタンスの状態

900

Amazon EC2 インスタンスのシステムの状態

900

AWS Elastic Beanstalk の状態

900

監視ノードと Amazon Cloud の接続性 (SCOM 2007 R2)

900

[Rules] (ルール)
ルールは (Amazon CloudWatch メトリクスに基づいて) アラートを作成し、分析と報告を行うためにデー
タを収集します。
ルール

時間間隔 (秒)

AWS リソース検出ルール (SCOM 2007 R2)

14400

監視ノードを対象に、AWS API を使用して AWS リソースのオブジェク
トを検出します。検出の対象となるリソースは、EC2 インスタンス、EBS
ボリューム、ロードバランサー、AWS CloudFormation スタックです。
(CloudWatch メトリクスまたはアラームの検出は行われません)。検出が完了
したら、[Not Monitored] 状態のオブジェクトを表示します。
Amazon Elastic Block Store ボリュームのパフォーマンスメトリクスデータ収
集ルール

900

Amazon EC2 インスタンスのパフォーマンスメトリクスデータ収集ルール

900

Elastic Load Balancing ロードバランシングのパフォーマンスメトリクスデー
タ収集ルール

900

CloudWatch カスタムメトリクスのデータ収集ルール

900

イベント
イベントは、監視対象のリソースに関連するアクティビティを報告します。イベントは、Operations
Manager イベントログに書き出されます。
イベント ID

説明

4101

Amazon EC2 インスタンスの検出 (通常検出) が終了しました

4102

Elastic Load Balancing メトリクスの検出、
Amazon EBS ボリュームメトリクスの検出、
Amazon EC2 インスタンスメトリクスの検出が終了しました
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イベント ID

説明

4103

Amazon CloudWatch メトリクスアラームの検出が終了しました

4104

Amazon Windows コンピュータの検出が終了しました

4105

Amazon メトリクスアラームの収集が終了しました

4106

EC2 インスタンスとコンピュータの関係の検出が終了しました

4107

AWS CloudFormation スタックの状態の収集が終了しました

4108

監視ノードの可用性状態の収集が終了しました

4109

Amazon メトリクス収集ルールが終了しました

4110

Amazon インスタンスの状態を変更するタスクが終了しました

4111

EC2 インスタンスの状態の監視ステートが終了しました

4112

Amazon EBS ボリュームの状態の監視ステートが終了しました

4113

Amazon EC2 インスタンスのスケジュールイベントの監視ステートを算出
しました

4114

Amazon EBS スケジュールイベントの監視ステートを算出しました

4115

Elastic Beanstalk 検出が終了しました

4116

Elastic Beanstalk 環境状態ステートを算出しました

4117

Elastic Beanstalk 環境の運用ステートを算出しました

4118

Elastic Beanstalk 環境の構成ステートを算出しました

ヘルスモデル
次の図は、AWS Management Pack で定義されたヘルスモデルを示しています。

CloudWatch アラームのヘルス状態が、対応する CloudWatch メトリクスにロールアップします。Amazon
EC2 の CloudWatch メトリクスのヘルス状態が、EC2 インスタンスにロールアップします。同様
に、Amazon EBS の CloudWatch メトリクスのヘルス状態が、Amazon EBS ボリュームにロールアップ
します。EC2 インスタンスで使用される Amazon EBS ボリュームのヘルス状態が、EC2 インスタンスに
ロールアップします。
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EC2 インスタンスとそのオペレーティングシステムの関係が検出されると、オペレーティングシステムの
ヘルス状態が EC2 インスタンスにロールアップします。

AWS CloudFormation スタックのヘルス状態は、AWS CloudFormation スタック自身とそのリソース (ロー
ドバランサーと EC2 インスタンス) の状態に依存します。
次の表は、AWS CloudFormation スタックの状態とそのヘルス状態の対応を示しています。
ヘルス状態

AWS CloudFormation スタックの状態

コメント

エラー

CREATE_FAILED

ほとんどの場合使用でき
る

DELETE_IN_PROGRESS
DELETE_FAILED
UPDATE_ROLLBACK_FAILED
警告

UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS

問題発生後に復旧中

UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE
正常

使用できる

CREATE_COMPLETE
UPDATE_IN_PROGRESS
UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS
UPDATE_COMPLETE

AWS CloudFormation スタックのヘルス状態の完全なロールアップモデルは以下のとおりです。
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AWS Management Pack のカスタマイズ
検出、ルール、および監視の頻度を変更するには、時間間隔 (秒単位) をオーバーライドします。

頻度を変更するには
1.

[Operations Manager] ツールバーで、[Go] をクリックして [Authoring] をクリックします。

2.

[Authoring] ペインで、[Management Pack Objects] を展開して変更するオブジェクトをクリックしま
す (たとえば、[Object Discoveries]、[Rules] または [Monitors] の順にクリックします)。

3.
4.

ツールバーで、[Scope] をクリックします。
[Scope Management Pack Objects] ダイアログボックスで、[View all targets] をクリックします。

5.
6.
7.

範囲を Amazon のオブジェクトに限定するには、[Look for] フィールドに「Amazon」と入力します。
設定するオブジェクトを選択し、[OK] をクリックします。
[Operations Manager] の中央のペインで、設定するオブジェクトを右クリックし、[Overrides] をク
リックして、設定するオーバーライドのタイプをクリックします。

8.

オブジェクトの異なる値や設定を変更するには、[Override Properties] ダイアログボックスを使用しま
す。

Tip
オブジェクトの検出、ルール、または監視を無効にするには、[Operations Manager] の中央のペ
インで無効にするオブジェクトを選択し、[Overrides] をクリックして、[Disable the Rule] をク
リックします。ルールを無効にするケースとして、AWS Elastic Beanstalk アプリケーションを実
行しない場合や、Amazon CloudWatch のカスタムメトリクスを使用しない場合などが考えられま
す。
上書きの作成については、Microsoft TechNet ウェブサイトの「ターゲット設定と上書きによる監視の調
整」を参照してください。
カスタムルールやモニターの作成については、Microsoft TechNet ウェブサイトの「Authoring for System
Center 2012 - Operations Manager」または「System Center Operations Manager 2007 R2 Management
Pack Authoring Guide」を参照してください。

AWS Management Pack のアップグレード
AWS Management Pack のアップグレードに使用する手順は、System Center のバージョンによって異な
ります。
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System Center 2012
AWS Management Pack をアップグレードするには
1.

Microsoft System Center 用の AWS アドインウェブサイトで、[SCOM 2012] をクリックしま
す。AWS-SCOM-MP-2.0-2.5.zip をコンピュータにダウンロードして、解凍します。.zip ファイ
ルには Amazon.AmazonWebServices.mpb が含まれます。

2.

オペレーションコンソールで、[Go] メニューの [Administration] をクリックし、[Management Packs]
をクリックします。

3.

[Tasks] ペインで、[Import Management Packs] をクリックします。

4.

[Select Management Packs] ページで、[Add]、[Add from disk] の順にクリックします。

5.

[Select Management Packs to import] ダイアログボックスで、ダウンロードした場所から
Amazon.AmazonWebServices.mpb ファイルを選択して、[Open] をクリックします。

6.

[Select Management Packs] ページの [Import list] で [Amazon Web Services] 管理パックを選択し、
[Install] をクリックします。
[インストール] ボタンが無効になっている場合、現在のバージョンにアップグレードすることはでき
ません。現在のバージョンにアップグレードするには、事前に AWS Management Pack をアンインス
トールしてください。詳細については、「AWS Management Pack のアンインストール (p. 2024)」
を参照してください。

System Center 2007 R2
AWS Management Pack をアップグレードするには
1.

管理サーバーで、Microsoft System Center 用の AWS アドインウェブサイトに移動し、[SCOM 2007]
をクリックします。AWS-MP-Setup-2.5.msi を保存して、実行します。

2.

[Next] をクリックして、手順に従って、前にインストールしたコンポーネントをアップグレードしま
す。

3.

ルート管理サーバー、オペレーションコンソール、監視ノードが別々のコンピュータにある場合、そ
れぞれのコンピュータで設定プログラムをダウンロードして実行する必要があります。

4.

監視ノードで、管理者としてコマンドプロンプトウィンドウを開き、次のコマンドを実行します。
C:\> net stop HealthService
The System Center Management service is stopping.
The System Center Management service was stopped successfully.
C:\> net start HealthService
The System Center Management service is starting.
The System Center Management service was started successfully.

5.

オペレーションコンソールで、[Go] メニューの [Administration] をクリックし、[Management Packs]
をクリックします。

6.

[Actions] ペインで、[Import Management Packs] をクリックします。

7.

[Select Management Packs] ページで、[Add]、[Add from disk] の順にクリックします。

8.

[Select Management Packs to import] ダイアログボックスで、ディレクトリを C:
\Program Files (x86)\Amazon Web Services Management Pack に変更
し、Amazon.AmazonWebServices.mp ファイルを選択して、[Open] をクリックします。

9.

[Select Management Packs] ページの [Import list] で [Amazon Web Services] 管理パックを選択し、
[Install] をクリックします。
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[インストール] ボタンが無効になっている場合、現在のバージョンにアップグレードすることはで
きません。まず AWS Management Pack のアンインストールが必要です。詳細については、「AWS
Management Pack のアンインストール (p. 2024)」を参照してください。

AWS Management Pack のアンインストール
AWS Management Pack をアンインストールする必要がある場合は、次の手順を使用します。

System Center 2012
AWS Management Pack をアンインストールするには
1.

オペレーションコンソールで、[Go] メニューの [Administration] をクリックし、[Management Packs]
をクリックします。

2.

[Amazon Web Services] を右クリックし、[Delete] を選択します。

3.

[Dependent Management Packs] ダイアログボックスで、依存管理パックを見つけ、[Close] をクリッ
クします。

4.

依存管理パックを右クリックし、[Delete] を選択します。

5.

[Amazon Web Services] を右クリックし、[Delete] を選択します。

System Center 2007 R2
AWS Management Pack をアンインストールするには
1.

前のセクションの System Center 2012 に関するステップ 1 ～ 5 を完了します。

2.

コントロールパネルから [Programs and Features] を選択します。[Amazon Web Services
Management Pack] を選択し、[Uninstall] をクリックします。

3.

ルート管理サーバー、オペレーションコンソール、監視ノードが別々のコンピュータにある場合、そ
れぞれのコンピュータでこのプロセスを繰り返す必要があります。

AWS Management Pack のトラブルシューティン
グ
一般的なエラー、イベント、トラブルシューティングのステップを次に示します。
コンテンツ
• エラー 4101、4105 (p. 2025)
• エラー 4513 (p. 2025)
• イベント623 (p. 2025)
• イベント 2023 と 2120 (p. 2025)
• イベント6024 (p. 2026)
• System Center 2012 — Operations Manager の一般的なトラブルシューティング (p. 2026)
• System Center 2007 R2 の一般的なトラブルシューティング (p. 2026)
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エラー 4101、4105
次のいずれかのエラーが発生した場合、AWS Management Pack をアップグレードする必要があります。
詳細については、「AWS Management Pack のアップグレード (p. 2022)」を参照してください。
Error 4101
Exception calling "DescribeVolumes" with "1" argument(s): "AWS was not able to validate
the
provided access credentials"

Error 4105
Exception calling "DescribeApplications" with "0" argument(s): "The security token
included
in the request is invalid"

エラー 4513
次のいずれかのエラーが発生した場合、AWS Management Pack をアップグレードする必要があります。
詳細については、「AWS Management Pack のアップグレード (p. 2022)」を参照してください。
Error 4513
The callback method DeliverDataToModule failed with exception "Resolution of the
dependency
failed, type = "Amazon.SCOM.SDK.Interfaces.IMonitorSdk", name = "(none)".
Exception occurred while: Calling constructor Amazon.SCOM.SDK.CloudWatch.AwsMonitorSdk
(System.String awsAccessKey, System.String awsSecretKey).
Exception is: InvalidOperationException - Collection was modified; enumeration operation
may not run.

イベント623
Windows イベントログで次のイベントが見つかった場合は、KB975057 で説明されている解決方法に従い
ます。
Event ID: 623
HealthService (process_id) The version store for instance instance ("name") has reached
its maximum size of size MB. It is likely that a long-running transaction is preventing
cleanup of the version store and causing it to build up in size. Updates will be rejected
until the long-running transaction has been completely committed or rolled back.
Possible long-running transaction:
SessionId: id
Session-context: value
Session-context ThreadId: id
Cleanup: value

イベント 2023 と 2120
Windows イベントログで次のイベントが見つかった場合は、詳細について「イベント ID 2023 と 2120」
を参照してください。
Event ID: 2023
The Health Service has removed some items from the send queue for management group
"Servers"
since it exceeded the maximum allowed size of size megabytes.
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Event ID: 2120
The Health Service has deleted one or more items for management group "Servers" which
could
not be sent in 1440 minutes.

イベント6024
Windows イベントログで次のイベントが見つかった場合は、「SCOM 2012 - イベント ID 6024」で詳細を
参照してください。
Event ID: 6024
LaunchRestartHealthService.js : Launching Restart Health Service. Health Service exceeded
Process\Handle Count or Private Bytes threshold.

System Center 2012 — Operations Manager の一般的
なトラブルシューティング
問題を解決するために、以下の手順を実行します。
• System Center 2012 — Operations Managerの最新の更新プログラムのロールアップがインストールさ
れていることを確認します。AWS Management Pack には、更新プログラムの Update Rollup 1 以上が
必要です。
• AWS Management Pack をインポートした後、監視の追加ウィザードを実行して設定されていることを
確認します。詳細については、「ステップ 1: AWS Management Pack のインストール (p. 1999)」を参
照してください。
• 十分に時間をかけて AWS リソースを検出したことを確認します (10～20 分)。
• 管理サーバーが適切に設定されていることを確認します。
• 管理サーバーには、インターネット接続が必要です。
• 管理サーバーのアクションアカウントには、管理サーバーに対するローカル管理者権限が必要です。
• 管理サーバーには、.NET Framework 4.5 以降が必要です。
• AWS 実行アカウントが有効であることを確認します。
• アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの値が正しい。
• アクセスキーがアクティブである (AWS Management Console のナビゲーションバーで、自分の名前
をクリックし、[認証情報] をクリックします)。
• IAM ユーザーにリードオンリー以上のアクセス権限がある。読み取り専用アクセス権では、監視な
ど、リソースの状態を変更しないユーザーの操作は許可されますが、インスタンスの起動や停止など
のユーザーの操作は許可されません。
• Amazon CloudWatch メトリクスが [Not Monitored] と表示される場合、その Amazon CloudWatch
メトリクスに少なくとも 1 つの Amazon CloudWatch アラームが定義されていることを確認してく
ださい。
• トラブルシューティングをさらに続けるには、イベントログの情報を使用します。
• 管理サーバーの Operations Manager イベントログを確認します。詳細については イベン
ト (p. 2019) で、AWS Management Pack が Operations Manager イベントログに書き出すイベン
トのリストを参照してください。

System Center 2007 R2 の一般的なトラブルシュー
ティング
問題を解決するために、以下の手順を実行します。
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• AWS Management Pack をインポートした後、監視の追加ウィザードを実行して設定されていることを
確認します。詳細については、「ステップ 1: AWS Management Pack のインストール (p. 1999)」を参
照してください。
• 十分に時間をかけて AWS リソースを検出したことを確認します (10～20 分)。
• 監視ノードが適切に設定されていることを確認します。
• プロキシエージェントが有効になっている。詳細については、「手順 2: 監視ノードの設
定 (p. 2001)」を参照してください。
• 監視ノードがインターネットに接続できる。
• 監視ノードのアクションアカウントにローカル管理者権限がある。
• 監視ノードには、.NET Framework 3.5.1 以降が必要です。
• 監視ノードが正常であることを確認し、すべてのアラートを解決します。詳細については、
「ビュー (p. 2008)」を参照してください。
• AWS 実行アカウントが有効であることを確認します。
• アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの値が正しい。
• アクセスキーがアクティブである (AWS Management Console のナビゲーションバーで、自分の名前
をクリックし、[認証情報] をクリックします)。
• IAM ユーザーにリードオンリー以上のアクセス権限がある。読み取り専用アクセス権では、監視な
ど、リソースの状態を変更しないユーザーの操作は許可されますが、インスタンスの起動や停止など
のユーザーの操作は許可されません。
• Amazon CloudWatch メトリクスが [Not Monitored] と表示される場合、その Amazon CloudWatch
メトリクスに少なくとも 1 つの Amazon CloudWatch アラームが定義されていることを確認してく
ださい。
• トラブルシューティングをさらに続けるには、イベントログの情報を使用します。
• 管理サーバーおよび監視ノードの Operations Manager イベントログを確認してください。詳細に
ついては イベント (p. 2019) で、AWS Management Pack が Operations Manager イベントログに
書き出すイベントのリストを参照してください。
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関連情報
このサービスを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

Windows on AWS
• Windows on AWS - Windows on AWS のワークロードとサービスの概要です。
• Amazon Web Services と Microsoft: よくある質問 - AWS で Microsoft のソフトウェアを実行する際によ
くある質問です。
• AWS での Microsoft ライセンシング: Microsoft ソフトウェアライセンスを AWS クラウドで使用するた
めのオプション - Microsoft ソフトウェアライセンスを AWS クラウドで使用するためのオプションで
す。
• AWS Migration Acceleration Program for Windows - AWS のサービス、ベストプラクティス、および
ツールを使用してコストを削減し、Windows ワークロードの AWS への移行を加速できます。
• AWS Optimization and Licensing Assessment - Windows 環境を評価して、コストを削減しコンピュー
ティングを最適化します。
• EC2 Image Builder - カスタマイズされたセキュアな最新のサーバーイメージの作成、管理、デプロイを
自動化します。サーバーイメージには、特定の IT 標準を満たすソフトウェア設定が事前にインストール
および定義されています。
• AWS Launch Wizard - AWS Launch Wizard は、AWS Well-Architected フレームワークに基づき AWS で
のアプリケーションのサイジング、設定、デプロイをガイドします。
• Microsoft SQL Server on AWS - Microsoft SQL Server on AWS のワークロードとサービスの概要です。
Forum
Amazon EC2 フォーラム - 質問やフィードバックを投稿するための Amazon EC2 用の AWS ディスカッ
ションフォーラムです。
料金
Amazon EC2 の料金 - ; Amazon EC2 の料金情報です。
チュートリアル
ハンズオンチュートリアル - 最初のアプリケーションを起動するためのステップバイステップのチュート
リアルを開始します。
一般的な AWS リソース
AWS を利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。
• クラスとワークショップ - AWS に関するスキルを磨き実践的経験を積むために役立つ、職務別の特別
コースとセルフペースラボに加え、ロールベースで専門的なコースへのリンクです。
• AWS デベロッパーセンター — チュートリアルを確認したり、ツールをダウンロードしたり、AWS デ
ベロッパーイベントについて学べます。
• AWS デベロッパーツール - AWS アプリケーションの開発と管理のためのデベロッパーツー
ル、SDK、IDE ツールキット、およびコマンドラインツールへのリンクです。
• ご利用開始のためのリソースセンター — AWS アカウント をセットアップする方法、AWS コミュニ
ティに参加する方法、最初のアプリケーションを起動する方法が説明されています。
• ハンズオンチュートリアル - ステップ バイ ステップのチュートリアルに従って、最初のアプリケーショ
ンを AWS で起動します。
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• AWS ホワイトペーパー - アーキテクチャ、セキュリティ、エコノミクスなどのトピックをカバー
し、AWS のソリューションアーキテクトや他の技術エキスパートによって書かれた、技術的な AWS ホ
ワイトペーパーの包括的なリストへのリンクです。
• AWS Support センター - AWS Support のケースを作成して管理するためのハブです。フォーラム、技術
上のよくある質問、サービスヘルスステータス、AWS Trusted Advisor など、他の役立つリソースへの
リンクも含まれています。
• AWS Support - AWS Support に関する情報のメインウェブページです。クラウド上のアプリケーション
の構築および実行を支援するために 1 対 1 での迅速な対応を行うサポートチャネルとして機能します。
• お問い合わせ - AWS の請求、アカウント、イベント、不正使用、その他の問題などに関するお問い合わ
せの受付窓口です。
• AWS サイトの利用規約 - 当社の著作権、商標、お客様のアカウント、ライセンス、サイトへのアクセ
ス、およびその他のトピックに関する詳細情報です。

2029

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド

ドキュメント履歴
次の表は、2019 年以降の Amazon EC2 ドキュメントへの重要な追加項目をまとめたものです。また、お
客様からいただいたフィードバックに対応するために、ドキュメントを頻繁に更新しています。
変更

説明

日付

アカウントと AMI の共有をキャ
ンセルする

AMI が AWS アカウント と共有
2022 年 11 月 4 日
されていて、そのアカウントとの
共有が不要になった場合は、AMI
の起動許可からアカウントを削除
できます。

Elastic IP アドレスを転送する

Elastic IP アドレスをある AWS
2022 年 10 月 31 日
アカウントから別のアカウントに
移管できるようになりました。

ルートボリュームを置き換える

AMI を使用して実行中のインス
2022 年 10 月 27 日
タンスのルート Amazon EBS ボ
リュームを置き換えることができ
ます。

Trn1 インスタンス (p. 2030)

AWS Trainium チップを搭載し
2022 年 10 月 10 日
た、深層学習向けに最適化された
新しい高速コンピューティングイ
ンスタンス。

インスタンスをデータベースに
自動的に接続する

自動接続機能を使用して、1 つ以 2022 年 10 月 10 日
上の EC2 インスタンスを RDS
データベースにすばやく接続し、
これらの間のトラフィックを許可
することができます。

AMI クォータ

AMI を作成および共有する際に
は、クォータが適用されます。

2022 年 10 月 10 日

IMDSv2 用に AMI を設定する

AMI から起動されるインスタン
スがデフォルトで IMDSv2 を必
須とするように AMI を設定しま
す。

2022 年 10 月 3 日

スポットインスタンスの中断を
開始する

Amazon EC2 コンソールでス
2022 年 9 月 26 日
ポットインスタンスを選択して中
断を実行すると、スポットインス
タンス上のアプリケーションでの
中断に関する処理をテストできま
す。

検証済み AMI プロバイダー

Amazon EC2 コンソールで
は、Amazon または検証済み
Amazon パートナーが所有する
パブリック AMI には [Verified
provider] (検証済みプロバイダー)
のマークが付されます。
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R6a インスタンス (p. 2030)

第 3 世代 AMD EPYC プロセッサ 2022 年 7 月 19 日
を搭載した新しいメモリ最適化イ
ンスタンス。

AWS Outposts のプレイスメント
グループ

Outpost のプレイスメントグルー 2022 年 6 月 30 日
プにホストの分散戦略が追加され
ました。

[Condition keys for Recycle Bin]
(ごみ箱の条件キー)

ごみ箱リクエストのアクセス
2022 年 6 月 14 日
をフィルタリングするために
rbin:Request/ResourceType
と rbin:Attribute/
ResourceType の条件キーを使
用することができます。

[R6id instances] (p. 2030) (R6id
インスタンス)

第 3 世代 Intel Xeon スケーラブ
2022 年 6 月 9 日
ルプロセッサ (Ice Lake) を搭載し
た、新しいメモリ最適化インスタ
ンス。

io2 Block Express ボリューム

io2 Block Express ボリュームの 2022 年 5 月 31 日
サイズとプロビジョンド IOPS を
変更し、高速スナップショット復
元のために有効にできます。

AWS Outposts の専有ホスト

AWS Outposts に専有ホストを割
り当てることができます。

M6id インスタンス (p. 2030)

第 3 世代 Intel Xeon スケーラブ
2022 年 5 月 26 日
ルプロセッサ (Ice Lake) を搭載し
た、新しい汎用インスタンス。

C6id インスタンス (p. 2030)

第 3 世代 Intel Xeon スケーラブ
2022 年 5 月 26 日
ルプロセッサ (Ice Lake) を搭載し
た、新しいコンピューティング最
適化インスタンス。

インスタンス停止の防止

インスタンスが誤って停止するの 2022 年 5 月 24 日
を防ぐために、インスタンスに対
する停止保護を有効にすることが
できます。

C7g インスタンス (p. 2030)

最新の AWS Graviton3 プロセッ
サを搭載した新しいコンピュー
ティング最適化インスタンス。

UEFI Secure Boot

UEFI Secure Boot は、Amazon
2022 年 5 月 10 日
EC2 の長期にわたって使用され
てきたセキュアブートプロセスを
基に構築されており、さらなる多
重防衛をすることで、再起動後も
持続する脅威からソフトウェアを
保護します。

NitroTPM

Nitro Trusted Platform Module
2022 年 5 月 10 日
(NitroTPM) は、AWS Nitro
System によって提供される TPM
2.0 仕様に準拠した仮想デバイス
です。
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AMI 状態変更イベント

Amazon EC2 で、AMI の状態が
2022 年 5 月 9 日
変更したときにイベントが生成さ
れるようになりました。Amazon
EventBridge を使用することで、
これらのイベントの検出と対応が
行えるようになります。

パブリックキーの説明

パブリックキーと Amazon EC2
2022 年 4 月 28 日
キーペアの作成日をクエリできま
す。

キーペアを作成する

新しいキーペアを作成するとき
に、キーの形式 (PEM または
PPK) を指定できます。

I4i インスタンス (p. 2030)

第 3 世代インテル Xeon スケーラ 2022 年 4 月 27 日
ブルプロセッサ (Ice Lake) を搭載
した、新しいストレージ最適化イ
ンスタンス。

起動時に Amazon FSx ファイル
システムをマウントする

新しいインスタンス起動ウィザー 2022 年 4 月 12 日
ドを使用して起動時に新規または
既存の Amazon FSx for NetApp
ONTAP ファイルシステムまたは
Amazon FSx for OpenZFS ファ
イルシステムをマウントできま
す。

新しいインスタンス起動ウィ
ザード

Amazon EC2 コンソールの新た
2022 年 4 月 5 日
に改善された起動エクスペリエン
スにより、EC2 インスタンスを
すばやく簡単に起動できます。

パブリック AMI を自動的に非推
奨にする

すべてのパブリック AMI を非推
奨にする日をデフォルトで AMI
作成日の 2 年後とします。

インスタンスメタデータカテゴ
リ: autoscaling/target-lifecyclestate

Auto Scaling グループを使用して 2022 年 3 月 24 日
いるときは、インスタンスメタ
データから インスタンスのター
ゲットライフサイクル状態を取得
できます。

X2idn インスタンスおよび
X2iedn インスタンス (p. 2030)

インテル Xeon スケーラブルプロ 2022 年 3 月 10 日
セッサ (Ice Lake) を搭載した、新
しいメモリ最適化インスタンス。

AMI の最終起動時間

lastLaunchedTime は、インス 2022 年 2 月 28 日
タンスの起動のために AMI が最
後に使用された時間を示します。

C6a インスタンス (p. 2030)

第 3 世代 AMD EPYC プロセッサ 2022 年 2 月 14 日
(ミラノ) を搭載した新しいコン
ピューティング最適化インスタン
ス。

AMI のごみ箱

ごみ箱を使用すると、誤って削除 2022 年 2 月 3 日
した AMI を復元できます。
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X2iezn インスタンス (p. 2030)

インテル Xeon プラチナプロセッ 2022 年 1 月 26 日
サ (Cascade Lake) を搭載した、
新しいメモリ最適化インスタン
ス。

新しいローカルゾーンを追加

アトランタ、フェニックス、シ
2022 年 1 月 11 日
アトルの Local Zones を追加しま
す。

Windows AMI を高速起動用に構
成する

事前プロビジョニングされたス
2022 年 1 月 10 日
ナップショットを使用して、イン
スタンスを最大 65% 高速に起動
できるように Windows AMI を構
成します。

インスタンスメタデータのイン
スタンスタグ

インスタンスのメタデータからイ 2022 年 1 月 6 日
ンスタンスのタグにアクセスでき
ます。

クラスタープレイスメントグ
ループでのキャパシティ予約

クラスタープレイスメントグルー 2022 年 1 月 6 日
プでキャパシティ予約を作成でき
ます。

Amazon EBS スナップショット
のごみ箱

Amazon EBS スナップショット
のごみ箱は、誤って削除したス
ナップショットを復元できるス
ナップショット復元機能です。

M6a インスタンス (p. 2030)

AMD 第 3 世代 EPYC プロセッサ 2021 年 11 月 29 日
を搭載した新しい汎用インスタン
ス。

Amazon EBS スナップショット
のアーカイブ

Amazon EBS スナップショット
2021 年 11 月 29 日
アーカイブは、アクセス頻度の低
いスナップショットを低コストで
長期保存するために使用できる新
しいストレージ階層です。

R6i インスタンス (p. 2030)

新しいメモリ最適化インスタン
ス。

2021 年 11 月 22 日

G5 インスタンス (p. 2030)

最大 8 つの NVIDIA A10G GPU
と第 2 世代 AMD EPY プロセッ
サを搭載した、新しい高速コン
ピューティングインスタンス。

2021 年 11 月 11 日

スポットフリート launch-beforeterminate

スポット群は、新しい置換スポッ 2021 年 11 月 4 日
トインスタンスが起動された後
に、リバランス通知を受信するス
ポットインスタンスを終了できま
す。

EC2 フリート launch-beforeterminate

EC2 フリートは、新しい代替ス
2021 年 11 月 4 日
ポットインスタンスが起動され
た後に、再調整通知を受信したス
ポットインスタンスを終了できま
す。
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AMI を組織および OU と共有

AMI を次の AWS リソースと共有 2021 年 10 月 29 日
できるようになりました: 組織と
組織単位 (OU)

C6i インスタンス (p. 2030)

Intel Xeon スケーラブルプロセッ 2021 年 10 月 28 日
サ (Ice Lake) を搭載した、新しい
コンピューティング最適化インス
タンス。

スポットプレイスメントスコア

スポットキャパシティ要件に基
2021 年 10 月 27 日
づく AWS リージョンまたはアベ
イラビリティーゾーンのレコメン
デーションを入手します。

スポットフリートの属性ベース
のインスタンスタイプの選択

インスタンスが持つ必要がある
2021 年 10 月 27 日
属性を指定すると、Amazon EC2
はそれらの属性を持つすべてのイ
ンスタンスタイプを識別します。

EC2 フリートの属性ベースのイ
ンスタンスタイプの選択

インスタンスが持つ必要がある
2021 年 10 月 27 日
属性を指定すると、Amazon EC2
はそれらの属性を持つすべてのイ
ンスタンスタイプを識別します。

新しいローカルゾーンを追加

ラスベガス、ニューヨーク市、
2021 年 10 月 26 日
ポートランドに Local Zones を追
加。

オンデマンドのキャパシティー
予約フリート

キャパシティー予約フリートを使 2021 年 10 月 5 日
用して、キャパシティー予約のグ
ループまたはフリートを起動でき
ます。

Ubuntu 20.04 LTS での休止状態
のサポート – Focal

新しく Ubuntu 20.04 LTS から起 2021 年 10 月 4 日
動されたインスタンスでは休止状
態が利用可能です – Focal AMI。

EC2 フリートとターゲットを
絞ったオンデマンド Capacity
Reservations

EC2 フリートは、オンデマン
ドインスタンスをtargeted
Capacity Reservations に起動す
ることができます。

2021 年 9 月 22 日

Dedicated Hosts での T3 インス
タンス

Amazon EC2 Dedicated Hosts で
の T3 インスタンスのサポート。

2021 年 9 月 14 日

RHEL、Fedora、および CentOS
の休止状態のサポート

RHEL、Fedora、および CentOS 2021 年 9 月 9 日
AMI から起動された新しく起動
されたインスタンスを休止状態に
します。

新しいローカルゾーンを追加

シカゴ、ミネアポリス、カンザス 2021 年 9 月 8 日
シティにLocal Zones を追加しま
す。
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Amazon EC2 グローバルビュー

Amazon EC2 グローバルビュー
2021 年 9 月 1 日
を使用すると、複数のAWSリー
ジョンの VPC、サブネット、イ
ンスタンス、セキュリティグルー
プ、およびボリュームを 1 つの
コンソールで表示します。

Amazon Data Lifecycle Manager
の AMI の廃止サポート

Amazon Data Lifecycle
2021 年 8 月 23 日
Manager EBS-backed AMI
ポリシーは、AMI を非
推奨にすることができま
す。AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagementAWS
管理ポリシーが更新され、この機
能がサポートされました。

C5d、M5d、R5d の休止状態のサ C5d、M5d、R5d インスタンスタ 2021 年 8 月 19 日
ポート
イプで実行されている新しく起動
したインスタンスを休止状態にし
ます。
Amazon EC2 のキーペア

Amazon EC2 は、Linux および
2021 年 8 月 17 日
Mac インスタンスで ED25519
キーをサポートするようになりま
した。

M6i インスタンス (p. 2030)

第 3 世代 Intel Xeon スケーラブ
2021 年 8 月 16 日
ルプロセッサー (Ice Lake) を搭載
した、新しい汎用インスタンス。

Amazon Data Lifecycle Manager
の CloudWatch メトリクス

Amazon CloudWatch を使用
して、Amazon Data Lifecycle
Manager のポリシーをモニタリ
ングできます。

新しいローカルゾーンを追加

デンバーのローカルゾーンを追加 2021 年 7 月 27 日
します。

EBS ダイレクト API の
CloudTrail データイベント

ListSnapshotBlocks、ListChangedBlocks、GetSnapshotBlock
2021 年 7 月 27 日
およびPutSnapshotBlock の API
は、CloudTrail 内のデータイベン
トをログに記録することができま
す。

ネットワークインターフェイス
のプレフィクス

プライベート IPv4 または IPv6
2021 年 7 月 22 日
CIDR 範囲は、自動または手動
で、ネットワークインターフェイ
スに割り当てることができます。

io2 Block Express ボリューム

2021 年 7 月 19 日
io2 Block Express ボリューム
は、R5b インスタンスをサポー
トするすべてのリージョンとアベ
イラビリティーゾーンで一般利用
が可能になりました。
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イベント Windows

スケジュールされたイベントに対 2021 年 7 月 15 日
して、週ごとに繰り返されるカス
タムのイベントウィンドウを定義
して、Amazon EC2 インスタン
スを再起動、停止、終了させるこ
とができます。

セキュリティグループルールの
リソース ID とタグ付けについて
のサポート (p. 2030)

リソース ID により、セキュリ
2021 年 7 月 7 日
ティグループルールを参照する
ことができます。また、セキュリ
ティグループにはタグも追加でき
ます。

新しいローカルゾーンを追加

ダラスおよびフィラデルフィアに 2021 年 7 月 7 日
Local Zones が追加されます。

AMI を非推奨にする

AMI を非推奨にするタイミング
2021 年 6 月 11 日
を指定できるようになりました。

Windows に対する 1 秒単位の課
金 (p. 2030)

Amazon EC2 では、Windows お
よび SQL Server ベースの使用量
に対し、秒単位で課金 (最低料金
1 分間分) されます。

AWS Outposts でのキャパシティ
予約

AWS Outposts で、キャパシ
2021 年 5 月 24 日
ティー予約を使用できるようにな
りました。

キャパシティ予約の共有

Local Zones および Wavelength
2021 年 5 月 24 日
Zones で作成されたキャパシ
ティーの予約を共有できるように
なりました。

ハイメモリ仮想インスタン
ス (p. 2030)

大規模メモリ内データベー
2021 年 5 月 11 日
スを実行するように設計
された、ハイメモリ仮想イ
ンスタンス。新しいタイプ
は、u-6tb1.56xlarge、u-6tb1.112xlarge、u-9tb1.112xlarge、u-12tb1.112xlarge
です。

ルートボリュームの置換

これで、ルートボリューム置換タ 2021 年 4 月 22 日
スクを使用して、実行中のインス
タンスのルート EBS ボリューム
を置き換えることができます。

S3 を使用して AMI を保存および
復元する

EBS-backed AMI を S3 に保存
2021 年 4 月 6 日
し、S3 から復元して AMI のクロ
スパーティションコピーを有効に
します。

EC2 シリアルコンソール

インスタンスのシリアルポート
2021 年 3 月 30 日
への接続を確立することにより、
起動およびネットワーク接続の問
題をトラブルシューティングしま
す。
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ブートモード

Amazon EC2で、選択した AMD 2021 年 3 月 22 日
および Intel ベースの EC2 イン
スタンス上で、UEFI ブートがサ
ポートされるようになりました。

Amazon EBS local snapshots on
Outposts

Amazon Outposts の Amazon
2021 年 2 月 4 日
EBS ローカルスナップショッ
ト を使用して、Outpost 上に
ある Amazon S3 に対し、その
Outpost のボリュームのスナップ
ショットを、ローカルに保存でき
るようになりました。

逆引き DNS レコードを作成する

Elastic IP アドレス用に、逆引き
DNS ルックアップを設定できる
ようになりました。

2021 年 2 月 3 日

Amazon Data Lifecycle Manager

Amazon Data Lifecycle Manager
を使用して、AWS アカウント間
でスナップショットを共有しコ
ピーするプロセスを自動化しま
す。

2020 年 12 月 17 日

G4ad インスタンス (p. 2030)

新しいインスタンスは、AMD
Radeon Pro V520 GPU と AMD
2nd Generation EPYC プロセッ
サを搭載しています。

2020 年 12 月 9 日

AMI 作成時の AMI とスナップ
ショットのタグ付け

AMI を作成するときに、AMI と
2020 年 12 月 4 日
スナップショットに同じタグを付
けるか、異なるタグでタグを付け
ることができます。

io2 Block Express プレビュー

2020 年 12 月 1 日
io2 Block Express ボリューム
プレビューにオプトインできま
す。io2Block Express ボリュー
ムは、サブミリ秒のレイテンシー
を提供し、io2 ボリュームより
も高い IOPS、高いスループッ
ト、より大規模な容量をサポート
します。

gp3 ボリューム (p. 2030)

新しい Amazon EBS 汎用 SSD
2020 年 12 月 1 日
ボリュームタイプ。ボリュームを
作成または変更するときに、プロ
ビジョンド IOPS とスループット
を指定できます。

D3、D3en、M5zn、R5b インス
タンス (p. 2030)

Nitro System 上に構築された新し 2020 年 12 月 1 日
いインスタンスタイプ。

スループット最適化 HDD ボ
リュームサイズと Cold HDD ボ
リュームサイズ

スループット最適化 HDD (st1)
ボリュームおよび Cold HDD
(sc1) ボリュームのサイズは 125
GiB から 16 TiB です。
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Amazon EventBridge を使用した
スポットフリートイベントのモ
ニタリング

スポットフリート状態の変更や
エラーに応じてプログラムによ
るアクションをトリガーする
EventBridge ルールを作成しま
す。

2020 年 11 月 20 日

Amazon EventBridge を使用した
EC2 フリートイベントのモニタ
リング

EC2 フリート状態の変更やエ
ラーに応じてプログラムによ
るアクションをトリガーする
EventBridge ルールを作成しま
す。

2020 年 11 月 20 日

instantフリートの削除

タイプ EC2 フリート の
2020 年 11 月 18 日
instant を削除し、1 回の API
呼び出しでフリート内のすべての
インスタンスを終了します。

T3 および T3a の休止のサポート

T3 および T3a インスタンスタイ 2020 年 11 月 17 日
プで実行されている新しく起動し
たインスタンスを休止状態にしま
す。

Amazon Data Lifecycle Manager

Amazon Data Lifecycle Manager 2020 年 11 月 9 日
を使用して、EBS-backed AMI の
作成、保持、削除を自動化できま
す。

インスタンスメタデータカテゴ
リ: イベント/レコメンデーショ
ン/再調整

EC2 インスタンスの再調整推奨
2020 年 11 月 4 日
通知がインスタンスに対して送信
されるおおよその時間 (UTC)。

EC2 インスタンスの再調整に関
するレコメンデーション

スポットインスタンスが中断する 2020 年 11 月 4 日
リスクが高い場合に通知するシグ
ナル

Wavelength Zone 内のキャパシ
ティ予約

Wavelength Zone で キャパシ
ティーの予約 を作成して使用で
きるようになりました。

キャパシティーの再調整

Amazon EC2 がリバランス推奨
2020 年 11 月 4 日
を発行したときに、代替スポッ
トインスタンスを起動するように
スポットフリートまたは EC2 フ
リートを設定します。

I3、M5ad、および R5ad の休止
状態のサポート

I3、M5ad、R5ad インスタンス
2020 年 10 月 21 日
タイプで実行されている新しく起
動したインスタンスを休止状態に
します。

スポットインスタンスの vCPU
制限

スポットインスタンスの上限は、 2020 年 10 月 1 日
実行中のスポットインスタンスが
使用していている vCPU の数、
または未処理のリクエストが完了
するまでに使用する vCPU の数
に関して、管理されるようになり
ました。
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ローカルゾーンでのキャパシ
ティ予約

Local Zones でキャパシティーの 2020 年 9 月 30 日
予約を作成して使用できるように
なりました。

Amazon Data Lifecycle Manager

Amazon Data Lifecycle Manager
ポリシーは、最大 4 つのスケ
ジュールで設定できます。

M5a および R5a の休止状態のサ
ポート

M5a インスタンスタイプと R5a
2020 年 8 月 28 日
インスタンスタイプで実行されて
いる新しく起動したインスタンス
を休止状態にします。

Amazon EBS のプロビジョンド
IOPS SSD (io2) ボリューム

プロビジョンド IOPS SSD (io2) 2020 年 8 月 24 日
ボリュームは、0.001% 以下の
AFR で 99.999% のボリューム耐
久性を提供するように設計されて
います。

インスタンスメタデータによ
り、インスタンスの場所と配置
情報を提供

placement カテゴリの新しい
インスタンスメタデータフィー
ルド: リージョン、プレイスメン
トグループ名、パーティション
番号、ホスト ID、アベイラビリ
ティーゾーン ID。

C5ad インスタンス (p. 2030)

第 2 世代 AMD EPYC プロセッサ 2020 年 8 月 13 日
を搭載した新しいコンピューティ
ング最適化インスタンス。

Wavelength Zone

Wavelength Zone
2020 年 8 月 6 日
は、Wavelength インフラストラ
クチャをデプロイする先のキャリ
アロケーション内の独立したゾー
ンです。

キャパシティ予約グループ

AWS Resource Groups を使用し 2020 年 7 月 29 日
てキャパシティー予約の論理コ
レクションを作成し、それらのグ
ループ内でターゲットインスタン
スを起動できます。

高速スナップショット復元

共有しているスナップショットに 2020 年 7 月 21 日
対して高速スナップショット復元
を有効にすることができます。

EC2Launch v2 (p. 644)

EC2Launch v2 を使用すると、イ 2020 年 6 月 30 日
ンスタンスの立ち上げ時、イン
スタンスが停止した後の起動時、
またはインスタンスの再起動時
にタスクを実行したり、オンデマ
ンドでタスクを実行したりできま
す。EC2Launch v2 は Windows
Server のすべてのバージョン
をサポートしており、これによ
り、EC2Launch と EC2Config が
置き換えられます。
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G4dn のベアメタルインスタン
ス (p. 2030)

ホストサーバーの物理リソースに 2020 年 6 月 5 日
アプリケーションが直接アクセス
できるようにする新しいインスタ
ンス。

C5a インスタンス (p. 2030)

第 2 世代 AMD EPYC プロセッサ 2020 年 6 月 4 日
を搭載した新しいコンピューティ
ング最適化インスタンス。

自分の IPv6 アドレスを使用する

自分の IPv6 アドレス範囲の一部 2020 年 5 月 21 日
またはすべてを、オンプレミスの
ネットワークから AWS アカウン
トに導入できます。

Systems Manager パラメータを
使用してインスタンスを起動す
る

インスタンスの起動時に、AMI
の代わりに AWS Systems
Manager パラメータを指定でき
ます。

スケジュールされたイベント通
知のカスタマイズ

スケジュールされたイベント通知 2020 年 5 月 4 日
をカスタマイズして、メール通知
にタグを含めることができます。

Dedicated Hosts の Windows
Server

Amazon が提供する Windows
2020 年 4 月 7 日
サーバー AMI を使用して、最新
バージョンの Windows サーバー
を Dedicated Hosts で実行するこ
とができます。

スポットインスタンスの停止と
開始

停止中断動作に依存するのではな 2020 年 1 月 13 日
く、Amazon EBS によってバッ
クアップされたスポットインスタ
ンスを停止し、いつでも開始しま
す。

リソースへのタグ付け (p. 2030)

Egress-only インターネットゲー 2020 年 1 月 10 日
トウェイ、ローカルゲートウェ
イ、ローカルゲートウェイルート
テーブル、ローカルゲートウェイ
仮想インターフェイス、ローカル
ゲートウェイ仮想インターフェイ
スグループ、ローカルゲートウェ
イルートテーブル VPC の関連付
け、およびローカルゲートウェイ
ルートテーブル仮想インターフェ
イスグループの関連付けをタグ付
けできます。

Session Manager を使用してイ
ンスタンスに接続する

Amazon EC2 コンソールからイ
ンスタンスで Session Manager
セッションを開始できます。

Dedicated Hosts およびホストリ
ソースグループ

Dedicated Hosts がホストリソー 2019 年 12 月 2 日
スグループで使用できるようにな
りました。

Dedicated Hosts 共有

AWS アカウント間
で、Dedicated Hosts を共有でき
るようになりました。
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アカウントレベルでのデフォル
トのクレジット指定

AWS リージョンごとにアカウン 2019 年 11 月 25 日
トレベルで、バースト可能な各
パフォーマンスインスタンスファ
ミリーに対し、デフォルトのクレ
ジット仕様を設定できます。

インスタンスタイプの検出

ニーズに合ったインスタンスタイ 2019 年 11 月 22 日
プを見つけることができます。

Dedicated Hosts (p. 2030)

インスタンスファミリー内にあ
2019 年 11 月 21 日
る複数のインスタンスタイプをサ
ポートするようにDedicated Host
を設定できるようになりました。

Amazon EBS 高速スナップ
ショット復元

EBS スナップショットに対して
2019 年 11 月 20 日
高速スナップショット復元を有
効にすることができます。これに
より、スナップショットから作成
された EBS ボリュームは、作成
時に完全に初期化された状態にな
り、プロビジョンドパフォーマン
スをすべて即座に提供できます。

インスタンスメタデータサービ
スバージョン 2

インスタンスメタデータのリク
2019 年 11 月 19 日
エストに、セッション志向な方
法であるインスタンスメタデータ
サービスバージョン 2を使用でき
ます。

オンデマンド Windows インスタ
ンスの休止のサポート

オンデマンド Windows インスタ
ンスを休止できます。

2019 年 10 月 14 日

リザーブドインスタンスの購入
予約のキュー登録

リザーブドインスタンス の購入
予約を最大 3 年先までキューに
入れることができます。

2019 年 10 月 4 日

G4dn インスタンス (p. 2030)

NVIDIA Tesla GPU の新しいイン
スタンス

2019 年 9 月 19 日

診断割り込み

到達できないまたは応答しないイ 2019 年 8 月 14 日
ンスタンスに診断割り込みを送信
して、ブルースクリーン/停止エ
ラーをトリガーできます。

容量が最適化された割り当て戦
略

EC2 フリートまたはスポットフ
2019 年 8 月 12 日
リートを使用して、起動するイ
ンスタンス数に最適な容量で、ス
ポットプールからスポットインス
タンスを起動できます。

オンデマンドによるキャパシ
ティ予約の共有

AWS アカウント間で、キャパシ 2019 年 7 月 29 日
ティーの予約を共有できるように
なりました。

リソースへのタグ付け (p. 2030)

作成時にテンプレートを起動しま 2019 年 7 月 24 日
す。
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ホスト復旧

Dedicated Host で予期しない
2019 年 6 月 5 日
ハードウェア障害が発生した場合
にインスタンスを新しいホストで
自動的に再起動します。

Amazon EBS マルチボリューム
スナップショット

EC2 インスタンスにアタッチさ
れている複数の EBS ボリューム
間で、正確なポイントインタイ
ムで、データ調整済みの Crashconsistent スナップショットを取
得できます。

2019 年 5 月 29 日

リソースへのタグ付け (p. 2030)

Dedicated Host の予約 にタグ付
けできます。

2019 年 5 月 27 日

デフォルトでの Amazon EBS 暗
号化

リージョンでデフォルトで暗号化 2019 年 5 月 23 日
を有効にすると、そのリージョン
で作成するすべての新しい EBS
ボリュームは EBS 暗号化のデ
フォルトの KMS キー を使用して
暗号化されます。

VSS アプリケーションコンシス
テントなスナップショット

AWS Systems Manager Run
2019 年 5 月 13 日
Command を使用して、Windows
インスタンスにアタッチされた
すべての Amazon EBS ボリュー
ムのアプリケーションコンシステ
ントスナップショットを取得しま
す。

リソースへのタグ付け (p. 2030)

VPC エンドポイント、エンドポ
2019 年 5 月 13 日
イントサービス、およびエンドポ
イントサービス設定にタグ付けで
きます。

Microsoft SQL Server データベー
スでの Windows から Linux への
プラットフォーム変更アシスタ
ント

既存の Microsoft SQL Server
ワークロードを Windows から
Linux オペレーティングシステム
に移行します。

I3en インスタンス (p. 2030)

新しい I3en インスタンスは、最 2019 年 5 月 8 日
大 100 Gbps のネットワーク帯域
幅を利用します。

Windows 自動アップグレード

AWS Systems Manager を使用し 2019 年 5 月 6 日
て EC2 Windows インスタンスの
自動アップグレードを実行しま
す。

T3a インスタンス (p. 2030)

AMD EPYC プロセッサを搭載し
た新しいインスタンス。

2019 年 4 月 24 日

M5ad インスタンスと R5ad イン
スタンス (p. 2030)

AMD EPYC プロセッサを搭載し
た新しいインスタンス。

2019 年 3 月 27 日

リソースへのタグ付け (p. 2030)

Dedicated Host 予約に任意のタ
2019 年 3 月 14 日
グを割り当てることで、さまざま
な方法で分類できます。
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M5、M5d、R5、R5d、および
z1d のベアメタルインスタン
ス (p. 2030)

ホストサーバーの物理リソースに 2019 年 2 月 13 日
アプリケーションが直接アクセス
できるようにする新しいインスタ
ンス。

前年の履歴
次の表は、2018 年以前の Amazon EC2 ドキュメントへの重要な追加項目をまとめたものです。
機能

API バー
ジョン

説明

パーティションプレイ
スメントグループ

2016-11-15 パーティションプレイスメントグループはインス
タンスを複数の論理パーティションに分散させ、
基盤となるハードウェアを 1 つのパーティショ
ン内のインスタンスが他のパーティション内のイ
ンスタンスと共有しないようにします。詳細につ
いては、「パーティションプレイスメントグルー
プ (p. 1287)」を参照してください。

2018 年 12
月 20 日

p3dn.24xlarge インスタ
ンス

2016-11-15 新しい p3dn.24xlarge インスタンスは 100 Gbps の
ネットワーク帯域幅を提供します。

2018 年 12
月 07 日

100 Gbps のネットワー
ク帯域幅のインスタン
ス

2016-11-15 新しい C5n インスタンスは、最大 100 Gbps の
ネットワーク帯域幅を利用します。

2018 年 11
月 26 日

スポットコンソールは
インスタンス群を推奨
します

2016-11-15 スポットコンソールは、アプリケーションのニー
ズに合わせた最小限のハードウェア仕様 (vCPU、
メモリ、およびストレージ) を満たすために、ス
ポットのベストプラクティス (インスタンスの多様
化) に基づいたインスタンス群を推奨します。詳細
については、「スポットフリートリクエストを作
成します。 (p. 991)」を参照してください。

2018 年 11
月 20 日

新しい EC2 フリー
ト リクエストタイプ:
instant

2016-11-15 EC2 フリート は、インスタンスタイプと購入モ
デル全体で同時にキャパシティーをプロビジョニ
ングするために使用できる新しいリクエストタイ
プ、instant をサポートしています。instant
リクエストは、インスタンスを起動するかどう
かおよびいつ起動するかについて制御する、API
レスポンスで起動されたインスタンスを返しま
す。それ以上のアクションは実行しません。詳細
については、「EC2 フリートのリクエストタイ
プ (p. 893)」を参照してください。

2018 年 11
月 14 日

AMD EPYC プロセッサ
を搭載したインスタン
ス

2016-11-15 新しい 汎用 (M5a) およびメモリ最適化インスタン
ス (R5a) は、マイクロサービス、中小規模のデー
タベース、仮想デスクトップ、開発およびテスト
環境、ビジネスアプリケーションなどに低価格オ
プションを提供します。

2018 年 11
月 06 日

スポット削減額情報

2016-11-15 スポットインスタンスを 1 つのスポットフリート
またはすべてのスポットインスタンスに対して使
用することで得られる節約額を確認できます。詳

2018 年 11
月 05 日
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機能

API バー
ジョン

説明

リリース日

細については、「スポットインスタンス 購入によ
る削減額 (p. 370)」を参照してください。
CPU オプションを最適
化するためのコンソー
ルでのサポート

2016-11-15 インスタンスを起動するとき、Amazon EC2 を
使用して特定のワークロードやビジネスニーズ
に合うように CPU オプションを最適化できま
す。詳細については、「CPU オプションの最適
化 (p. 754)」を参照してください。

2018 年 10
月 31 日

インスタンスから起動
テンプレートを作成す
るためのコンソールで
のサポート

2016-11-15 Amazon EC2 コンソールを使用した新しい起動テ
ンプレートのためのベースとしてインスタンスを
使用して起動テンプレートを作成できます。詳細
については、「起動テンプレートの作成 (p. 536)」
を参照してください。

2018 年 10
月 30 日

On-Demand Capacity
Reservations

2016-11-15 特定のアベイラビリティーゾーンの Amazon EC2
インスタンスに対して任意の期間キャパシティー
を予約できます。これにより、リザーブドインス
タンス (RI) が提供する請求割引とは独立して、
キャパシティー予約を登録および管理すること
ができます。詳細については、「On-Demand
Capacity Reservations (p. 472)」を参照してくださ
い。

2018 年 10
月 25 日

自分の IP アドレスを使
用する (BYOIP)

2016-11-15 すべての公開 IPv4 アドレス範囲の一部またはすべ
てを、オンプレミスのネットワークから AWS ア
カウントに導入できます。アドレス範囲を AWS
に設定すると、そのアドレス範囲はアドレスプー
ルとしてアカウントに表示されます。アドレス
プールから Elastic IP アドレスを作成し、それを
AWS リソースで使用できます。詳細については、
「Amazon EC2 で自分の IP アドレスを使用する
(BYOIP) (p. 1197)」を参照してください。

2018 年 10
月 23 日

g3s.xlarge インスタンス

2016-11-15 g3s.xlarge インスタンスの導入によ
り、Accelerated Computing G3 インスタンスファ
ミリーの範囲を拡張します。

2018 年 10
月 11 日

作成時の Dedicated
Host タグとコンソール
のサポート

2016-11-15 作成時に Dedicated Hosts タグを付けること
ができ、Amazon EC2 コンソールを使用して
Dedicated Host タグを管理できます。詳細につい
ては、「Dedicated Hosts の割り当て (p. 436)」を
参照してください。

2018 年 10
月 08 日

ハイメモリインスタン
ス

2016-11-15 これらのインスタンスは、大きなメモリ内のデー
タベースを実行するように設計されています。ホ
ストハードウェアに直接アクセスできるベアメ
タルパフォーマンスを提供します。詳細について
は、「メモリ最適化インスタンス (p. 262)」を参照
してください。

2018 年 9
月 27 日

f1.4xlarge インスタンス

2016-11-15 f1.4xlarge インスタンスの導入によ
り、Accelerated Computing F1 インスタンスファ
ミリーの範囲を拡張します。

2018 年 9
月 25 日
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機能

API バー
ジョン

説明

リリース日

スポットフリートのス
ケジュールされたス
ケーリングのコンソー
ルサポート

2016-11-15 日付と時刻に基づいて、フリート現在の容量を増
減させます。詳細については、「スケジュールに
基づくスケーリングを使用して、スポットフリー
トをスケーリングします。 (p. 1012)」を参照して
ください。

2018 年 9
月 20 日

T3 インスタンス

2016-11-15 T3 インスタンスは、ベースラインレベルの CPU
パフォーマンスを実現する、バースト可能な汎用
インスタンスタイプです。いつでも必要な時間だ
け CPU 使用率をバーストさせる機能を備えていま
す。詳細については、「バーストパフォーマンス
インスタンス (p. 218)」を参照してください。

2018 年 8
月 21 日

EC2 フリート の配分戦
略

2016-11-15 オンデマンド容量を料金 (最初に最低価格) または
優先度 (最初に最も高い優先度) に従って達成する
かどうかを指定できます。ターゲットスポット容
量を割り当てる先のスポットプールの数を指定で
きます。詳細については、「スポットインスタン
スの配分戦略 (p. 912)」を参照してください。

2018 年 7
月 26 日

スポットフリート の配
分戦略

2016-11-15 オンデマンド容量を料金 (最初に最低価格) または
優先度 (最初に最も高い優先度) に従って達成する
かどうかを指定できます。ターゲットスポット容
量を割り当てる先のスポットプールの数を指定で
きます。詳細については、「スポットインスタン
スの配分戦略 (p. 956)」を参照してください。

2018 年 7
月 26 日

R5 および R5d インスタ 2016-11-15 R5 および R5d インスタンスは、ハイパフォーマ
ンス
ンスのデータベース、分散型のインメモリキャッ
シュ、およびインメモリ分析に最適です。R5d
インスタンスは、NVMe インスタンスストアボ
リュームに付属しています。詳細については、
「メモリ最適化インスタンス (p. 262)」を参照して
ください。

2018 年 7
月 25 日

z1d インスタンス

2016-11-15 これらのインスタンスは、Electronic Design
Automation (EDA) やリレーショナルデータベー
スなど、コア単位のハイパフォーマンスと大容量
のメモリを必要とする用途向けに設計されていま
す。これらのインスタンスは、NVME インスタン
スストアボリュームに付属しています。詳細につ
いては、「メモリ最適化インスタンス (p. 262)」を
参照してください。

2018 年 7
月 25 日

スナップショットライ
フサイクルの自動化

2016-11-15 Amazon Data Lifecycle Manager を使用して、EBS
ボリュームをバックアップするスナップショッ
トの作成と削除を自動化できます。詳細について
は、「Amazon Data Lifecycle Manager (p. 1656)」
を参照してください。

2018 年 7
月 12 日

起動テンプレートの
CPU オプション

2016-11-15 コマンドラインツールを使用して起動テンプレー
トを作成すると、特定のワークロードまたはビジ
ネスニーズに合わせて CPU オプションを最適化で
きます。詳細については、「起動テンプレートの
作成 (p. 536)」を参照してください。

2018 年 7
月 11 日
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機能

API バー
ジョン
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Dedicated Hosts のタグ
付け

2016-11-15 Dedicated Hosts にタグを付けることができま
す。詳細については、「Dedicated Hosts のタグ付
け (p. 448)」を参照してください。

2018 年 7
月3日

i3.metal インスタン
ス

2016-11-15 i3.metal インスタンスは、プロセッサとメモ
リなどのホストサーバーの物理リソースにアプリ
ケーションが直接アクセスできるようにします。
詳細については、「ストレージ最適化インスタン
ス (p. 277)」を参照してください。

2018 年 5
月 17 日

最新のコンソール出力
を取得する

2016-11-15 get-console-output AWS CLI コマンドを使用する
と、一部のインスタンスタイプの最新のコンソー
ル出力を取得できます。

2018 年 5
月9日

CPU オプションの最適
化

2016-11-15 インスタンスを起動するとき、特定のワークロー
ドやビジネスニーズに合うように CPU オプション
を最適化できます。詳細については、「CPU オプ
ションの最適化 (p. 754)」を参照してください。

2018 年 5
月8日

EC2 Fleet

2016-11-15 EC2 フリートを使用すると、異なる EC2 インス
タンスタイプとアベイラビリティーゾーン間、オ
ンデマンドインスタンス、リザーブドインスタン
ス、スポットインスタンスの購入モデル間でイン
スタンスのグループを起動できます。詳細につい
ては、「EC2 Fleet (p. 891)」を参照してくださ
い。

2018 年 5
月2日

スポットフリート のオ
ンデマンドインスタン
ス

2016-11-15 常にインスタンス容量を確保するため、スポッ
トフリートリクエストにオンデマンドキャパシ
ティーのリクエストを含められます。詳細につい
ては、「スポットフリート (p. 954)」を参照してく
ださい。

2018 年 5
月2日

作成中の EBS スナップ
ショットをタグ付けす
る

2016-11-15 スナップショット作成時にタグを適用できます。
詳細については、「Amazon EBS スナップショッ
トの作成 (p. 1560)」を参照してください。

2018 年 4
月2日

プレイスメントグルー
プの変更

2016-11-15 インスタンスをプレイスメントグループ内または
プレイスメントグループ外に移動させたり、プレ
イスメントグループを変更したりできます。詳細
については、「インスタンスのプレイスメントグ
ループの変更 (p. 1297)」を参照してください。

2018 年 3
月1日

長いリソース ID

2016-11-15 より多くのリソースタイプに対して長い ID 形式
を有効にできます。詳細については、「リソース
ID (p. 1866)」を参照してください。

2018 年 2
月9日

ネットワークパフォー
マンスの向上

2016-11-15 クラスタプレイスメントグループ外部のインスタ
ンスにおいて、他のインスタンスまたは Amazon
S3 との間でネットワークトラフィックを送信また
は受信する際に、より大きな帯域幅から利点を得
られるようになりました。

2018 年 1
月 24 日

Elastic IP アドレスにタ
グを付ける

2016-11-15 Elastic IP アドレスにタグを付けることができま
す｡ 詳細については、「Elastic IP アドレスにタグ
を適用する (p. 1226)」を参照してください。

2017 年 12
月 21 日
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Amazon Time Sync
Service のご紹介

2016-11-15 Amazon Time Sync Service を使用して、イン
スタンスの正確な時刻を維持できます。詳細に
ついては、「Windows インスタンスの時刻の設
定 (p. 772)」を参照してください。

2017 年 11
月 29 日

T2 無制限

2016-11-15 T2 無制限インスタンスは、ベースラインを超える
レベルで必要なだけバーストさせることができま
す。詳細については、「バーストパフォーマンス
インスタンス (p. 218)」を参照してください。

2017 年 11
月 29 日

起動テンプレート

2016-11-15 起動テンプレートにインスタントを起動させるパ
ラメータの全体または一部を含めることで、イン
スタンス起動のたびに指定する必要がなくなりま
す。詳細については、「起動テンプレートからの
インスタンスの起動 (p. 534)」を参照してくださ
い。

2017 年 11
月 29 日

スプレッドプレイスメ
ント

2016-11-15 スプレッドプレイスメントグループは、少数の重
要なインスタンスが互いに分離して保持される必
要があるアプリケーションに推奨されます。詳細
については、「スプレッドプレイスメントグルー
プ (p. 1288)」を参照してください。

2017 年 11
月 29 日

H1 インスタンス

2016-11-15 H1 インスタンスは、高パフォーマンスビッグ
データワークロードの用に設計されています。
詳細については、「ストレージ最適化インスタン
ス (p. 277)」を参照してください。

2017 年 11
月 28 日

M5 インスタンス

2016-11-15 M5 インスタンスは汎用コンピューティングインス
タンスです。コンピューティング、メモリ、スト
レージおよびネットワークリソースがバランスよ
く備わっています。

2017 年 11
月 28 日

スポットインスタンス
の休止状態

2016-11-15 スポットサービスは、中断が発生した場合スポッ
トインスタンスを休止させることができます。詳
細については、「中断した スポットインスタンス
の休止 (p. 406)」を参照してください。

2017 年 11
月 28 日

スポットフリートの
ターゲット追跡

2016-11-15 スポットフリートのターゲット追跡スケーリン
グポリシーを設定できます。詳細については、
「ターゲット追跡ポリシーを使用して、スポット
フリートをスケーリングします。 (p. 1009)」を参
照してください。

2017 年 11
月 17 日

スポットフリートは
Elastic Load Balancing
と統合されます。

2016-11-15 スポットフリートに 1 つ以上のロードバランサー
をアタッチできます。

2017 年 11
月 10 日

X1e インスタンス

2016-11-15 X1e インスタンスは、高パフォーマンスのデー
タベース、メモリ内データベース、またその他の
メモリ負荷の大きいエンタープライズアプリケー
ションに最適です。詳細については、「メモリ最
適化インスタンス (p. 262)」を参照してください。

2017 年 11
月 28 日
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C5 インスタンス

2016-11-15 C5 インスタンスは、計算量の多いアプリケーショ
ン向けに設計されています。詳細については、
「コンピュート最適化インスタンス (p. 253)」を参
照してください。

2017 年 11
月6日

コンバーティブルリ
ザーブドインスタンス
のマージと分割

2016-11-15 2 つ以上の コンバーティブルリザーブドインスタ
ンス を新しい コンバーティブルリザーブドインス
タンス に交換 (マージ) することができます。変更
プロセスを使って、コンバーティブルリザーブド
インスタンス をより小さな予約に分割することも
できます。詳細については、「コンバーティブル
リザーブドインスタンス の交換 (p. 354)」を参照
してください。

2017 年 11
月6日

P3 インスタンス

2016-11-15 P3 インスタンスは、コンピューティング最適
化 GPU インスタンスです。詳細については、
「Windows 高速コンピューティングインスタン
ス (p. 284)」を参照してください。

2017 年 10
月 25 日

VPC のテナント属性を
変更する

2016-11-15 VPC インスタンスのテナント属性を dedicated
から default に変更することができます。
詳細については、「VPC のテナント属性の変
更 (p. 472)」を参照してください。

2017 年 10
月 16 日

中断時に停止

2016-11-15 中断時に Amazon EC2 が スポットインスタンス
を停止または終了するかを指定できます。詳細に
ついては、「中断動作 (p. 404)」を参照してくださ
い。

2017 年 9
月 18 日

NAT ゲートウェイのタ
グ付け

2016-11-15 NAT ゲートウェイにタグを付けることができ
ます。詳細については、「リソースのタグ付
け (p. 1876)」を参照してください。

2017 年 9
月7日

セキュリティグループ
ルールの説明

2016-11-15 説明をセキュリティグループに追加できます。
詳細については、「セキュリティグループのルー
ル (p. 1470)」を参照してください。

2017 年 8
月 31 日

Elastic Graphics

2016-11-15 インスタンスに Elastic Graphics アクセラレー
ターをアタッチすると、アプリケーションのグ
ラフィック性能が向上します。詳細については、
「Amazon Elastic Graphics (p. 1068)」を参照して
ください。

2017 年 8
月 29 日

Elastic IP アドレスの復
元

2016-11-15 VPC で使用するために Elastic IP アドレスを解放
した場合、復元できる可能性があります。詳細に
ついては、「Elastic IP アドレスの復元 (p. 1233)」
を参照してください。

2017 年 8
月 11 日

スポットフリートのイ
ンスタンスにタグを付
けます。

2016-11-15 起動するインスタンスに自動的にタグを付けるよ
うに、スポットフリートを設定できます。

2017 年 7
月 24 日
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G3 インスタンス

2016-11-15 G3 インスタンスは DirectX または OpenGL を使
用してグラフィックアプリケーション向けに費用
対効果の高パフォーマンスのプラットフォームを
提供します。また、G3 インスタンスは NVIDIA
GRID 仮想ワークステーション機能も提供し、最大
で 4096x2160 の解像度の 4 つのモニターをサポー
トします。詳細については、「Windows 高速コン
ピューティングインスタンス (p. 284)」を参照して
ください。

2017 年 7
月 13 日

リソース作成時のタグ
付け

2016-11-15 インスタンスやボリュームの作成時にタグを適用
できます。詳細については、「リソースのタグ付
け (p. 1876)」を参照してください。さらに、タ
グベースのリソースレベルアクセス権限を使用し
て、適用されているタグを制御できます。詳細に
ついては、「リソース作成時にタグ付けするアク
セス許可の付与 (p. 1391)」を参照してください。

2017 年 3
月 28 日

I3 インスタンス

2016-11-15 I3 インスタンスは、ストレージ最適化インスタン
スです。詳細については、「ストレージ最適化イ
ンスタンス (p. 277)」を参照してください。

2017 年 2
月 23 日

アタッチされた EBS ボ
リュームで変更を行う

2016-11-15 ほとんどの EC2 インスタンスにアタッチされたほ
とんどの EBS ボリュームでは、ボリュームをデ
タッチしたりインスタンスを停止したりせずに、
ボリュームのサイズ、タイプ、IOPS を変更でき
ます。詳細については、「Amazon EBS Elastic
Volumes (p. 1706)」を参照してください。

2017 年 2
月 13 日

IAM ロールをアタッチ
する

2016-11-15 既存のインスタンスの IAM ロールをアタッチ、デ
タッチ、または置換できます。詳細については、
「Amazon EC2 の IAM ロール (p. 1442)」を参照し
てください。

2017 年 2
月9日

専有 スポットインスタ
ンス

2016-11-15 Virtual Private Cloud (VPC) のシングルテナント
ハードウェアで、スポットインスタンス を実行で
きます。詳細については、「スポットインスタン
ス のテナンシーの指定 (p. 373)」を参照してくだ
さい。

2017 年 1
月 19 日

IPv6 サポート

2016-11-15 VPC とサブネットに IPv6 CIDR を関連付け、VPC
のインスタンスに IPv6 アドレスを割り当てること
ができます。詳細については、「Amazon EC2 イ
ンスタンスの IP アドレス指定 (p. 1176)」を参照し
てください。

2016 年 12
月1日
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R4 インスタンス

2016-09-15 R4 インスタンスはメモリ最適化インスタンスで
す。R4 インスタンスは、ビジネスインテリジェ
ンス (BI)、データマイニングや分析、インメモリ
データベース、ウェブスケールの分散インメモリ
キャッシング、構造化されていないビッグデータ
のリアルタイム処理を実行するアプリケーション
のパフォーマンスなど、メモリを大量に消費し、
レイテンシーの影響を受けやすいワークロードに
最適です。詳細については、「メモリ最適化イン
スタンス (p. 262)」を参照してください。

2016 年 11
月 30 日

新しい t2.xlarge およ 2016-09-15 T2 インスタンスは、適度なパフォーマンスを実
現したり、ワークロードの必要に応じて非常に高
び t2.2xlarge インス
いパフォーマンスまでバーストする機能を実現で
タンスタイプ
きるように設計されています。これらのインスタ
ンスは、応答性、制限された期間における高いパ
フォーマンス、および低コストを必要とするア
プリケーション向けのインスタンスです。詳細に
ついては、「バーストパフォーマンスインスタン
ス (p. 218)」を参照してください。

2016 年 11
月 30 日

P2 インスタンス

2016-09-15 P2 インスタンスは NVIDIA Tesla K80 GPU を使用
し、CUDA または OpenCL プログラミングモデル
を使用する汎用 GPU コンピューティング用に設計
されています。詳細については、「Windows 高速
コンピューティングインスタンス (p. 284)」を参照
してください。

2016 年 29
月9日

m4.16xlarge インスタ
ンス

2016-04-01 64 個の vCPU と 256 GiB の RAM を備えた
m4.16xlarge インスタンスの導入に伴い、汎用
M4 ファミリーの範囲を拡張します。

2016 年 6
月9日

スポットフリートの自
動スケーリング

説明

リリース日

スポットフリートのスケーリングポリシーを設定
できるようになりました。詳細については、「ス
ポットフリートの自動スケーリング (p. 1007)」を
参照してください。

2016 年 9
月1日

Elastic Network Adapter
(ENA)

2016-04-01 ENA を使用してネットワーキングを強化できる
ようになりました。詳細については、「拡張ネッ
トワークのサポート (p. 1269)」を参照してくださ
い。

2016 年 6
月 28 日

長い ID の表示および変
更の拡張サポート

2016-04-01 他の IAM ユーザー、IAM ロール、ルートユー
ザーの長い ID 設定を表示および変更できるよ
うになりました。詳細については、「リソース
ID (p. 1866)」を参照してください。

2016 年 6
月 23 日

暗号化された Amazon
EBS スナップショット
と AWS アカウント間の
コピー

2016-04-01 AWS アカウント間で、暗号化された EBS スナッ
プショットをコピーできるようになりました。詳
細については、「Amazon EBS スナップショット
のコピー (p. 1580)」を参照してください。

2016 年 6
月 21 日
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リリース日

インスタンスコンソー
ルのスクリーンショッ
トの取得

2015-10-01 到達不可のインスタンスをデバッグするときに、
追加の情報を取得できるようになりました。詳細
については、「接続できないインスタンスのトラ
ブルシューティング (p. 1916)」を参照してくださ
い。

2016 年 5
月 24 日

X1 インスタンス

2015-10-01 メモリ内データベース、ビッグデータ処理エン
ジン、ハイパフォーマンスコンピューティング
(HPC) アプリケーションの実行用に設計されたメ
モリ最適化インスタンス。詳細については、「メ
モリ最適化インスタンス (p. 262)」を参照してくだ
さい。

2016 年 5
月 18 日

新しい 2 タイプの EBS
ボリューム

2015-10-01 スループット最適化 HDD (st1) と Cold HDD (sc1)
ボリュームを作成できるようになりました。詳
細については、「Amazon EBS ボリュームの種
類 (p. 1506)」を参照してください。

2016 年 4
月 19 日

Amazon EC2 用の新し
い NetworkPacketsIn と
NetworkPacketsOut の
メトリクスを追加しま
した。

Amazon EC2 用の新しい NetworkPacketsIn と
NetworkPacketsOut のメトリクスを追加しまし
た。詳細については、「インスタンスメトリク
ス (p. 1122)」を参照してください。

2016 年 3
月 23 日

スポットフリートの
CloudWatch メトリクス

スポットフリートの CloudWatch メトリクスを
取得できるようになりました。詳細について
は、「スポットフリートの CloudWatch メトリク
ス (p. 1004)」を参照してください。

2016 年 3
月 21 日

スケジュールされたイ
ンスタンス

2015-10-01 スケジュールされたリザーブドインスタンス (スケ
ジュールされたインスタンス) によって、毎日、
毎週、または毎月ベースの指定された開始時間お
よび期間で繰り返しキャパシティー予約を購入で
きます。詳細については、「Scheduled Reserved
Instances (p. 360)」を参照してください。

2016 年 1
月 13 日

長いリソース ID

2015-10-01 一部の Amazon EC2 および Amazon EBS リソー
スタイプに、段階的に長い ID を導入しています。
オプトイン期間中に、サポートされるリソースタ
イプに対して長い ID 形式を有効にできます。詳細
については、「リソース ID (p. 1866)」を参照して
ください。

2016 年 1
月 13 日

ClassicLink DNS サポー
ト

2015-10-01 VPC の ClassicLink DNS サポートを有効にして、
リンクされた EC2-Classic インスタンスと VPC
のインスタンス間で対応された DNS ホスト名が
プライベート IP アドレスに解決され、パブリッ
ク IP アドレスに解決されないようにします。詳細
については、「ClassicLink DNS サポートの有効
化 (p. 1361)」を参照してください。

2016 年 1
月 11 日
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機能

API バー
ジョン

説明

新しい t2.nano インス
タンスタイプ

2015-10-01 T2 インスタンスは、適度なパフォーマンスを実
現したり、ワークロードの必要に応じて非常に高
いパフォーマンスまでバーストする機能を実現で
きるように設計されています。これらのインスタ
ンスは、応答性、制限された期間における高いパ
フォーマンス、および低コストを必要とするア
プリケーション向けのインスタンスです。詳細に
ついては、「バーストパフォーマンスインスタン
ス (p. 218)」を参照してください。

2015 年 12
月 15 日

Dedicated Host

2015-10-01 Amazon EC2 Dedicated Host は、インスタンス容
量を利用したお客様専用の物理サーバーです。詳
細については、「Dedicated Hosts (p. 429)」を参
照してください。

2015 年 11
月 23 日

スポットインスタンス
の継続時間

2015-10-01 スポットインスタンス で実行時間を指定できるよ
うになりました。詳細については、「スポットイ
ンスタンス の継続期間の定義 (p. 373)」を参照し
てください。

2015 年 10
月6日

スポットフリートの変
更リクエスト

2015-10-01 スポットフリートリクエストのターゲット容量
が変更できるようになりました。詳細について
は、「スポットフリートリクエストを変更しま
す。 (p. 1002)」を参照してください。

2015 年 9
月 29 日

スポットフリートの分
散配分戦略

2015-04-15 単一のスポットフリートリクエストを使用して、
複数のスポットプールにスポットインスタンス
を分散することができるようになりました。詳
細については、「スポットインスタンスの配分戦
略 (p. 956)」を参照してください。

2015 年 9
月 15 日

スポットフリートイン
スタンスの分量指定

2015-04-15 アプリケーションのパフォーマンスに影響する各
インスタンスのキャパシティーユニットを定義
し、スポットプールごとに スポットインスタンス
の支払料金を調整することができるようになりま
した。詳細については、「スポットフリートイン
スタンスの分量指定 (p. 980)」を参照してくださ
い。

2015 年 8
月 31 日

新しい再起動アラーム
アクションと、アラー
ムアクションで使用す
る新しい IAM ロール

再起動アラームアクションと、アラームアクショ
ンで使用する新しい IAM ロールが追加されまし
た。詳細については、「インスタンスを停止、
終了、再起動、または復旧するアラームを作成す
る (p. 1143)」を参照してください。

2015 年 7
月 23 日

新しい t2.large イン
スタンスタイプ

T2 インスタンスは、適度なパフォーマンスを実
現したり、ワークロードの必要に応じて非常に高
いパフォーマンスまでバーストする機能を実現で
きるように設計されています。これらのインスタ
ンスは、応答性、制限された期間における高いパ
フォーマンス、および低コストを必要とするア
プリケーション向けのインスタンスです。詳細に
ついては、「バーストパフォーマンスインスタン
ス (p. 218)」を参照してください。

2015 年 6
月 16 日
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Windows インスタンス用ユーザーガイド
前年の履歴

機能
M4 インスタンス

API バー
ジョン

説明

リリース日

演算能力、メモリ、およびネットワークリソー
2015 年 6
スを備えた汎用インスタンス。M4 インスタンス
月 11 日
は、AVX2 付きのカスタム Intel 2.4 GHz Intel®
Xeon® E5 2676v3 (Haswell) プロセッサを使用しま
す。

Spot Fleets

2015-04-15 個別のスポットインスタンスリクエストを管理す
る代わりに、スポットインスタンスの集合または
フリートを管理できます。詳細については、「ス
ポットフリート (p. 954)」を参照してください。

2015 年 5
月 18 日

Elastic IP アドレスを
EC2-Classic に移行する

2015-04-15 VPC で使用する EC2-Classic での使用のために割
り当てた Elastic IPアドレスを移行できます。詳細
については、「the section called “Elastic IP アドレ
ス” (p. 1368)」を参照してください。

2015 年 5
月 15 日

複数のディスクで構成
された VM を AMI とし
てインポート

2015-03-01 VM Import プロセスにより、複数のディスクで構
成された VM を AMI としてインポートできるよう
になりました。詳細については、VM Import/Export
ユーザーガイドの「VM Import/Export を使用して
イメージとして VM をインポート」を参照してく
ださい。

2015 年 4
月 23 日

新しい g2.8xlarge イ
ンスタンスタイプ

新しい g2.8xlarge インスタンスは 4 つの高性
能な NVIDIA GPU を利用し、大規模なレンダリ
ング、トランスコーディング、機械学習、および
超並列処理能力を必要とするその他のサーバー側
ワークロードを含む GPU コンピューティングワー
クロードに最適です。

2015 年 4
月7日

D2 インスタンス

直接接続型インスタンスストレージにある大量
のデータへのシーケンシャルアクセスを必要と
するアプリケーションに最適化された、高密度
ストレージインスタンスです。D2 インスタンス
は、高密度ストレージファミリーで最適な料金と
パフォーマンスを提供するように設計されていま
す。2.4 GHz Intel® Xeon® E5 2676v3 (Haswell) プ
ロセッサーを利用する D2 インスタンスは、追加
の処理能力、より多くのメモリ、拡張ネットワー
キングを提供して HS1 インスタンスでのパフォー
マンスを向上させます。さらに、D2 インスタンス
には 4 つのインスタンスサイズがあり、6 TB、12
TB、24 TB、48 TB のストレージオプションを利
用できます。

2015 年 3
月 24 日

詳細については、「ストレージ最適化インスタン
ス (p. 277)」を参照してください。
Systems Manager

Systems Manager を使用すると、EC2 インスタン
スを設定して管理できます。
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機能

API バー
ジョン

説明

リリース日

Systems Manager for
Microsoft SCVMM 1.5

Systems Manager for Microsoft SCVMM を使
用して、インスタンスを起動し、SCVMM から
Amazon EC2 に VM をインポートできるようにな
りました。詳細については、「EC2 インスタンス
の作成 (p. 1985)」および「仮想マシンのインポー
ト (p. 1990)」を参照してください。

2015 年 1
月 21 日

EC2 インスタンスの自
動復旧

Amazon EC2 インスタンスをモニタリングする
Amazon CloudWatch アラームを作成できます。こ
の機能により、基盤ハードウェアの障害や、AWS
による修復を必要とする問題によりインスタンス
が正常に機能しなくなった場合に、自動的にその
インスタンスを復旧できます。復旧されたインス
タンスは、インスタンス ID、IP アドレス、すべて
のインスタンスメタデータを含め、元のインスタ
ンスと同じです。

2015 年 1
月 12 日

詳細については、「インスタンスの復旧 (p. 586)」
を参照してください。
C4 インスタンス

次世代のコンピューティングが最適化されたイン
スタンスは、経済的な価格で、非常に高い CPU
パフォーマンスを提供します。C4 インスタン
スは、独自の 2.9 GHz Intel® Xeon® E5-2666
v3 (Haswell) プロセッサで動作します。さら
に、Turbo Boost を使用して、C4 インスタンス
のプロセッサのクロック速度を、1 個または 2 個
のコアで 3.5GHz まで引き上げることができま
す。C3 コンピューティング最適化インスタンス
の機能を拡張することによって、C4 インスタン
スは、EC2 インスタンスで最高のプロセッサパ
フォーマンスをお客様に提供します。これらの
インスタンスは、通信量の多いウェブアプリケー
ション、広告配信、バッチ処理、動画の暗号化、
分散分析、高エネルギー物理学、ゲノム分析、計
算流体力学に最適です。

2015 年 1
月 11 日

詳細については、「コンピュート最適化インスタ
ンス (p. 253)」を参照してください。
ClassicLink

2014-10-01 ClassicLink を使用すると、EC2-Classic イン
スタンスをアカウント内の VPC にリンクでき
ます。これによって、VPC のセキュリティグ
ループを EC2-Classic インスタンスに関連付
け、プライベート IP アドレスを使用して EC2Classic インスタンスと VPC 内のインスタンス
が通信できるようになります。詳細については、
「ClassicLink (p. 1355)」を参照してください。
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2015 年 1
月7日

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
前年の履歴

機能
スポットインスタンス
の終了通知

API バー
ジョン

説明

リリース日

スポットインスタンスの中断から保護する最善の
方法は、アプリケーションを耐障害性のある設計
にすることです。さらに、スポットインスタンス
の終了通知機能を活用できます。これは Amazon
EC2 がスポットインスタンスを終了する 2 分前に
警告を発します。

2015 年 1
月5日

詳細については、「スポットインスタンスの中断
通知 (p. 411)」を参照してください。
Systems Manager for
Microsoft SCVMM

DescribeVolumes
ページ分割サポート

Amazon CloudWatch
Logs のサポートの追加

T2 インスタンス

新しい [EC2 Service
Limits] ページ

Systems Manager for Microsoft SCVMM
2014 年 10
は、Microsoft SCVMM から EC2 インスタンスなど 月 29 日
の AWS リソースを管理する、シンプルで使いや
すいインターフェイスを提供します。詳細につい
ては、「AWS Systems ManagerMicrosoft System
Center VMM の (p. 1980)」を参照してください。
2014-09-01 DescribeVolumes API 呼び出し
2014 年 10
月 23 日
で、MaxResults パラメータと NextToken パ
ラメータによる結果のページ分割がサポートされ
るようになりました。詳細については、Amazon
EC2 API Reference の「DescribeVolumes」を参照
してください。
Amazon CloudWatch Logs を使用して、インス
2014 年 7
タンスまたはその他のソースのシステム、アプ
月 10 日
リケーション、およびカスタムログファイルの監
視、保存、アクセスができます。その後、Amazon
CloudWatch コンソール、AWS CLI の CloudWatch
Logs コマンド、または CloudWatch Logs SDK
を使用して、関連するログデータを CloudWatch
Logs から取得できます。
2014-06-15 T2 インスタンスは、適度なパフォーマンスを実
現したり、ワークロードの必要に応じて非常に高
いパフォーマンスまでバーストする機能を実現で
きるように設計されています。これらのインスタ
ンスは、応答性、制限された期間における高いパ
フォーマンス、および低コストを必要とするア
プリケーション向けのインスタンスです。詳細に
ついては、「バーストパフォーマンスインスタン
ス (p. 218)」を参照してください。
Amazon EC2 コンソールの [EC2 Service Limits]
ページを使用して、Amazon EC2 や Amazon VPC
から提供されるリソースに対するリージョンごと
の現在の制限を表示できます。
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機能

API バー
ジョン

説明

リリース日

Amazon EBS 汎用 SSD
ボリューム

2014-05-01 汎用 SSD ボリュームは、さまざまなワークロード 2014 年 6
に対応できるコスト効率の高いストレージとして
月 16 日
使用できます。これらのボリュームは、1 桁ミリ秒
のレイテンシー、長時間にわたる 3,000 IOPS への
バースト機能、最大 3 IOPS/GiB のベースパフォー
マンスを実現しています。汎用 SSD ボリュームの
サイズ範囲は、1 GiB～1 TiB です。詳細について
は、「汎用 SSD (gp2) ボリューム (p. 1508)」を参
照してください。

Windows Server 2012
R2

Windows Server 2012 R2 用の AMI は新しい AWS
PV ドライバーを使用します。詳細については、
「AWS PV ドライバー (p. 730)」を参照してくだ
さい。

2014 年 6
月3日

AWS マネジメントパッ
ク

AWS マネジメントパックが System Center
Operations Manager 2012 R2 をサポート
するようになりました。詳細については、
「AWS Management Pack for Microsoft System
Center (p. 1995)」を参照してください。

2014 年 5
月 22 日

Amazon EBS encryption

2014-05-01 Amazon EBS 暗号化 により、EBS データボリュー 2014 年 5
ムとスナップショットがシームレスに暗号化され
月 21 日
るため、セキュアキー管理インフラストラクチャ
を構築および維持する必要がなくなります。EBS
暗号化サービスは、AWS マネージドキー を使用し
てデータを暗号化することにより、保管中のデー
タのセキュリティを確保します。EC2 インスタ
ンスをホストするサーバーで暗号化が行われるた
め、EC2 インスタンスと EBS ストレージとの間を
移動するデータが暗号化されます。詳細について
は、「Amazon EBS 暗号化 (p. 1719)」を参照して
ください。

R3 インスタンス

2014-02-01 RAM の GiB 当たりの料金が最適に設定された高パ 2014 年 4
フォーマンスのメモリ最適化インスタンス。これ
月9日
らのインスタンスは、R3 インスタンスの vCPU ご
との大容量メモリ、優れた処理能力、拡張ネット
ワーキング機能によって恩恵を受けるリレーショ
ナルおよび NoSQL データベース、インメモリ分析
ソリューション、科学計算、およびその他のメモ
リ集約型アプリケーションに適しています。
詳細については、「Amazon EC2 のインスタンス
タイプ」を参照してください。

Amazon EC2 使用状況
レポート

Amazon EC2 使用状況レポートは、EC2 の使用
コストと使用状況データを示す一連のレポートで
す。詳細については、「Amazon EC2 使用状況レ
ポート (p. 1891)」を参照してください。

2014 年 1
月 28 日

追加された M3 インスタ 2013-10-15 M3 インスタンスのサイズとして m3.medium お
ンス
よび m3.large がサポートされるようになりまし
た。詳細については、「Amazon EC2 のインスタ
ンスタイプ」を参照してください。

2014 年 1
月 20 日
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機能

API バー
ジョン

説明

リリース日

I2 インスタンス

2013-10-15 このインスタンスは、非常に高い IOPS を提供
し、。また、I2 インスタンスは、インスタンス間
のレイテンシーが低いだけでなく、ネットワーク
のストレスが少なく、パケット毎秒 (PPS) が非
常に大きい拡張ネットワーキングもサポートしま
す。詳細については、「ストレージ最適化インス
タンス (p. 277)」を参照してください。

2013 年 12
月 19 日

更新された M3 インスタ 2013-10-15 M3 インスタンスサイズ (m3.xlarge と
ンス
m3.2xlarge) は、SSD ボリュームと合わせてイ
ンスタンスストアをサポートするようになりまし
た。

2013 年 12
月 19 日

RunInstances に関する
リソースレベルの許可

2013-10-15 AWS Identity and Access Management でポリシー
を作成して、Amazon EC2 RunInstances API ア
クションについてリソースレベルでアクセス許
可を制御できるようになりました。詳細とポリ
シー例については、「Amazon EC2 の Identity and
Access Management (p. 1382)」を参照してくださ
い。

2013 年 11
月 20 日

C3 インスタンス

2013-10-15 計算能力が最適化されたインスタンスは、経済的
な価格で、非常に高い CPU パフォーマンスを提供
します。また、C3 インスタンスは、インスタンス
間のレイテンシーが低いだけでなく、ネットワー
クのストレスが少なくパケット毎秒 (PPS) が非
常に大きい拡張ネットワーキングもサポートしま
す。これらのインスタンスは、通信量の多いウェ
ブアプリケーション、広告配信、バッチ処理、動
画の暗号化、分散分析、高エネルギー物理学、ゲ
ノム分析、計算流体力学に最適です。

2013 年 11
月 14 日

詳細については、「Amazon EC2 のインスタンス
タイプ」を参照してください。
AWS Marketplace から
のインスタンスの起動

G2 インスタンス

新しいlaunch wizard

Amazon EC2 リザーブ
ドインスタンスの変更

Amazon EC2 Launch Wizard を使用して、AWS
Marketplace からインスタンスを起動できる
ようになりました。詳細については、「AWS
Marketplace インスタンスの起動 (p. 555)」を参照
してください。

2013 年 11
月 11 日

2013-10-01 これらのインスタンスはビデオ作成サービスや 3D
表示、グラフィックスを集中的に使用するアプリ
ケーション、大規模なパラレル処理を必要とする
サーバー側のワークロードに最適です。詳細につ
いては、「Windows 高速コンピューティングイン
スタンス (p. 284)」を参照してください。

2013 年 11
月4日

設計し直された新しい EC2 Launch Wizard が付
属します。詳細については、「古いインスタンス
起動ウィザードを使用してインスタンスを起動す
る (p. 527)」を参照してください。
2013-08-15 リージョンのリザーブドインスタンスを変更でき
るようになりました。
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2013 年 10
月 10 日
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月 11 日
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機能

API バー
ジョン

説明

リリース日

パブリック IP アドレス
の割り当て

2013-07-15 VPC でインスタンスを起動するときに、パブ
リック IP アドレスを割り当てることができるよ
うになりました。詳細については、「インスタ
ンス起動時のパブリック IPv4 アドレスの割り当
て (p. 1181)」を参照してください。

2013 年 8
月 20 日

リソースレベルのアク
セス許可の付与

2013-06-15 Amazon EC2 は、新しい Amazon Resource
Name (ARN) および条件キーをサポートします。
詳細については、「Amazon EC2 の IAM ポリ
シー (p. 1385)」を参照してください。

2013 年 7
月8日

インクリメンタルス
ナップショットコピー

2013-02-01 インクリメンタルスナップショットコピーを
実行できるようになりました。詳細について
は、「Amazon EBS スナップショットのコ
ピー (p. 1580)」を参照してください。

2013 年 6
月 11 日

AWS マネジメントパッ
ク

AWS マネジメントパックは、Amazon EC2 イ
ンスタンスと、その中で動作する Windows また
は Linux OS をリンクします。AWS マネジメン
トパックは Microsoft System Center Operations
Manager 向けの拡張パックです。詳細につい
ては、「AWS Management Pack for Microsoft
System Center (p. 1995)」を参照してください。

2013 年 5
月8日

新しい [Tags] ページ

Amazon EC2 コンソールに新しい [Tags] ページを
追加しました。詳細については、「Amazon EC2
リソースのタグ付け (p. 1874)」を参照してくださ
い。

2013 年 04
月4日

追加された EBS 最適化
インスタンスタイプ

2013-02-01 次のインスタンスタイプが、EBS 最適化イン
2013 年 3
スタンスとして起動できるようになりました:
月 19 日
c1.xlarge、m2.2xlarge、m3.xlarge、m3.2xlarge。
詳細については、「Amazon EBS 最適化インスタ
ンスを使用する (p. 1738)」を参照してください。

PV ドライバー

リージョン間での AMI
のコピー

Windows AMI. 内の paravirtualized (PV) ドライ
バーをアップグレードする方法については、
「Windows インスタンスでの PV ドライバーの
アップグレード (p. 735)」を参照してください。

2013 年 3
月

2013-02-01 AMI をリージョン間でコピーして、整合性のある
2013 年 3
インスタンスを、複数の AWS リージョンですばや 月 11 日
く簡単に起動できます。
詳細については、「AMI のコピー (p. 150)」を参照
してください。
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ジョン
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デフォルトの VPC への
インスタンスの起動

2013-02-01 AWS アカウントは、リージョンごとに、EC2Classic と VPC のいずれか、または VPC のみに
インスタンスを起動できます。インスタンスを起
動できるのが VPC だけである場合は、デフォルト
の VPC が自動的に作成されます。お客様がインス
タンスを起動するときは、デフォルトの VPC で起
動されるようになります。ただし、お客様が非デ
フォルト VPC を作成してその VPC でインスタン
スを起動するよう指定した場合を除きます。

2013 年 3
月 11 日

ハイメモリクラスター
(cr1.8xlarge) インスタン
スタイプ

2012-12-01 大容量のメモリと、高パフォーマンスの CPU お
よびネットワークの組み合わせです。このインス
タンスは、インメモリアナリティクス、グラフ分
析、科学計算アプリケーションに適しています。

2013 年 1
月 21 日

ハイストレージ
(hs1.8xlarge) インス
タンスタイプ

2012-12-01 ハイストレージインスタンスは、ストレージ密度
がきわめて高く、インスタンスあたりの順次読み
込み/書き込みのパフォーマンスの高さが特徴で
す。データウェアハウス、Hadoop/MapReduce、
並列ファイルシステムに適しています。

2012 年 12
月 20 日

EBS スナップショット
のコピー

2012-12-01 スナップショットのコピーを使用して、データの
バックアップを作成したり、新しい Amazon EBS
ボリュームを作成したり、Amazon マシンイメー
ジ (AMI) を作成したりすることができます。詳細
については、「Amazon EBS スナップショットの
コピー (p. 1580)」を参照してください。

2012 年 12
月 17 日

Provisioned IOPS SSD
ボリューム用の EBS メ
トリクスおよびステー
タスチェックの更新

2012-10-01 Provisioned IOPS SSD ボリュームの 2 つの新し
いメトリクスを含むように EBS メトリクスが更
新されました。詳細については、「Amazon EBS
の Amazon CloudWatch メトリクス (p. 1776)」を
参照してください。また、Provisioned IOPS SSD
ボリューム用の新しいステータスチェックを追加
しました。詳細については、「EBS ボリュームス
テータスチェック (p. 1545)」を参照してくださ
い。

2012 年 11
月 20 日
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機能
Windows Server 2012
のサポート

API バー
ジョン

説明

リリース日

Amazon EC2 は、今複数の構成済みの Windows
Server 2012 AMI を提供します。これらの AMI
は、あらゆるリージョンで、また、すべての 64
ビットインスタンスタイプですぐに利用でいま
す。AMI は次の言語をサポートしています。

2012 年 11
月 19 日

• 英語
• 簡体字中国語
• 繁体字中国語
• 繁体字中国語香港
• 日本語
• 韓国語
• ポルトガル語
• ブラジルポルトガル語
• チェコ語
• オランダ語
• フランス語
• ドイツ語
• ハンガリー語
• イタリア語
• ポーランド語
• ロシア語
• スペイン語
• スウェーデン語
• トルコ語
M3 インスタンス

2012-10-01 新しい M3 エクストララージおよび M3 ダブルエ
クストララージのインスタンスタイプがありま
す。詳細については、「Amazon EC2 のインスタ
ンスタイプ」を参照してください。

2012 年 10
月 31 日

スポットインスタンス
リクエストステータス

2012-10-01 スポットインスタンスリクエストステータスによ
り、スポットリクエストの状態を簡単に確認でき
ます。

2012 年 10
月 14 日

Amazon EC2 リザー
ブドインスタンス
Marketplace

2012-08-15 リザーブドインスタンス Marketplace は、不要に
なった Amazon EC2 リザーブドインスタンスを
持つ販売者と、追加の容量の購入を検討する購入
者をマッチングします。リザーブドインスタンス
Marketplace を通じて売買されたリザーブドインス
タンスは、他のリザーブドインスタンス同様に動
作します。ただし、完全な標準期間より残りの期
間が短く、販売価格が異なる可能性がある点が違
います。

2012 年 9
月 11 日
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リリース日

Amazon EBS のプロビ
ジョンド IOPS SSD

2012-07-20 Provisioned IOPS SSD ボリュームは、整合性と応
答時間の短さが重要な、データベースアプリケー
ションなど I/O を多用する作業負荷に対して、予
測可能なハイパフォーマンスを提供します。詳
細については、「Amazon EBS ボリュームの種
類 (p. 1506)」を参照してください。

2012 年 7
月 31 日

Amazon EC2 向けのハ
イ I/O インスタンス

2012-06-15 ハイ I/O インスタンスは、SSD ベースのローカ
ルインスタンスストレージを使用して低レイテン
シーのハイ I/O パフォーマンスを提供します。

2012 年 7
月 18 日

Amazon EC2 インスタ
ンスの IAM ロール

2012-06-01 Amazon EC2 向けの IAM ロールは次の機能を提供
します。

2012 年 6
月 11 日

• Amazon EC2 インスタンスで実行中のアプリ
ケーション用の AWS アクセスキー。
• Amazon EC2 インスタンスの AWS アクセス
キーの自動ローテーション。
• Amazon EC2 インスタンスで実行中の、AWS
サービスにリクエストを送信しているアプリ
ケーションに対するきめの細かい権限管理。
スポットインスタンス
の特徴は、開始や中断
の可能性への対処を容
易にすることです。

次のように、スポットインスタンス を管理できる
ようになりました。

2012 年 6
月7日

• Auto Scaling 起動設定を使用して スポットイン
スタンス に支払う金額を指定し、スポットイン
スタンス に支払う金額を指定するスケジュール
を設定します。詳細については、Amazon EC2
Auto Scaling ユーザーガイドの「Auto Scaling グ
ループの スポットインスタンス の起動」を参照
してください。
• インスタンスの起動または終了の通知を受け取
ることができます。
• AWS CloudFormation テンプレートを使用し
て、AWS リソースのスタック内のスポットイン
スタンスを起動します。

Amazon EC2 のステー
タスチェックのための
EC2 インスタンスのエ
クスポートとタイムス
タンプ

2012-05-01 当初 EC2 にインポートした Windows Server イン
スタンスのエクスポートのサポートを追加しまし
た。

EC2 インスタンスの
エクスポート、および
Amazon VPC に対する
インスタンスとシステ
ムのステータスチェッ
クのタイムスタンプ

2012-05-01 Citrix Xen、Microsoft Hyper-V、および VMware
vSphere 向けの EC2 インスタンスのエクスポート
のサポートを追加しました。

2012 年 5
月 25 日

ステータスチェックが失敗した日時を示す、イン
スタンスステータスとシステムステータスのタイ
ムスタンプのサポートを追加しました。

インスタンスとシステムのステータスチェックの
タイムスタンプのサポートを追加しました。

2061

2012 年 5
月 25 日

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
前年の履歴

機能
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説明

リリース日

クラスターコンピュー
トエイトエクストラ
ラージインスタンス

2012-04-01 VPC に cc2.8xlarge インスタンスのサポートを
追加しました。

2012 年 4
月 26 日

AWS Marketplace AMI

2012-04-01 AWS Marketplace AMI のサポートが追加されまし
た。

2012 年 4
月 19 日

ミディアムインスタン
ス、すべての AMI での
64 ビットのサポート、

2011-12-15 新しいインスタンスタイプと 64 ビット情報のサ
ポートを追加しました。

2012年3月
7日

リザーブドインスタン
ス料金範囲

2011-12-15 リザーブドインスタンス料金範囲に組み込まれた
割引料金の利用方法に関する新しいセクションを
追加しました。

2012年3月
5日

Amazon Virtual Private
2011-12-01 VPC での EC2 インスタンスのための Elastic
Cloud での EC2 インス
Network Interfaces (ENI) についての新しいセ
タンスのための Elastic
クションを追加しました。詳細については、
Network Interfaces (ENI)
「Elastic Network Interface (p. 1236)」を参照して
ください。

2011年12
月21日

新しい Amazon EC2 リ
ザーブドインスタンス
の提供タイプ

2011-11-01 インスタンスの使用目的に応じて、さまざまなリ
ザーブドインスタンス提供タイプを選択できるよ
うになりました。

2011年12
月1日

Amazon EC2 インスタ
ンスのステータス

2011-11-01 AWS で予定されている、インスタンスに影響を及
ぼす可能性のあるイベントなど、インスタンスの
ステータスについて追加の詳細情報を表示できま
す。これら運用上の作業には、ソフトウェアアッ
プデートやセキュリティパッチを適用するために
必要なインスタンスの再起動や、ハードウェアに
問題が生じた場合に必要となるインスタンスの廃
棄などが含まれます。詳細については、「インス
タンスのステータスのモニタリング (p. 1086)」を
参照してください。

2011年11
月16日

Amazon EC2 クラスタ
コンピュートインスタ
ンスタイプ

クラスターコンピュートエイトエクストララージ
(cc2.8xlarge) のサポートを Amazon EC2 に追加し
ました。

2011年11
月14日

Amazon VPC の スポッ
トインスタンス

2011-07-15 Amazon VPC での スポットインスタンス のサポー 2011年10
トについての情報を追加しました。この更新によ
月11日
り、ユーザーは Virtual Private Cloud (VPC) で ス
ポットインスタンス を起動できます。スポットイ
ンスタンス のユーザーは スポットインスタンス を
起動することで、Amazon VPC の利点を得ること
ができます。

CLI ツールのユーザーの
ための VM Import 処理
の簡素化

2011-07-15 VM Import 処理を簡素化し、ImportInstance
と ImportVolume の機能を拡張しました。これ
により、インポートタスクの作成後に、イメージ
が Amazon EC2 にアップロードされます。さら
に、ResumeImport の導入により、アップロード
が途中で止まった場合にその個所から再開できる
ようになりました。
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説明

リリース日

VHD ファイル形式での
インポートのサポート

VM Import で、仮想マシンイメージファイルを
VHD 形式でインポートできるようになりまし
た。VHD ファイル形式は、Citrix Xen および
Microsoft Hyper-V 仮想化プラットフォームと
互換性があります。VM Import はこのリリース
で、RAW、VHD、および VMDK (VMware ESX 互
換) イメージ形式をサポートしています。詳細につ
いては、「VM Import/Export ユーザーガイド」を
参照してください。

2011 年 8
月 24 日

Windows Server 2003
R2 のサポート

VM Import が Windows Server 2003 (R2) をサポー 2011 年 8
トするようになりました。VM Import はこのリ
月 24 日
リースで、Amazon EC2 がサポートするすべての
バージョンの Windows Server をサポートしていま
す。

VMware vCenter 用の
Amazon EC2 VM Import
Connector のアップデー
ト

Amazon EC2 VM Import Connector for VMware
vCenter 仮想アプライアンス (Connector) の1.1
バージョンについての情報を追加しました。この
アップデートには、インターネットアクセスのた
めのプロキシサポート、エラー処理の向上、タス
クプログレスバーの精度向上、および数件のバグ
修正が含まれます。

2011年6月
27日

2011-05-15 スポットインスタンス のアベイラビリティーゾー
ンの料金機能についての情報を追加しました。こ
のリリースでは、スポットインスタンスリクエス
トおよびスポット料金履歴のクエリを実行したと
きに返される情報の一部として、新しいアベイラ
ビリティーゾーンの料金オプションが追加され
ました。これにより、特定のアベイラビリティー
ゾーンでスポットインスタンスを起動するために
必要な料金を判断しやすくなりました。

2011年5月
26日

スポットインスタンス
のアベイラビリティー
ゾーンの料金変更

API バー
ジョン

AWS Identity and
Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) に
関する情報を追加しました。ユーザーが Amazon
EC2 リソースで通常使用できる Amazon EC2 ア
クションを、指定できるようにします。詳細につ
いては、「Amazon EC2 の Identity and Access
Management (p. 1382)」を参照してください。

2011 年 4
月 26 日

専用インスタンス

専用インスタンスは、ホストのハードウェアレベ
ルで物理的に隔離されているインスタンスであ
り、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
内で起動します。ハードウェア専有インスタンス
を使うと、Amazon VPC と AWS クラウドの利
点を活かすことができます。このインスタンスで
は、Amazon EC2 のコンピューティングインスタ
ンスをハードウェアレベルで隔離しながら、伸縮
自在なオンデマンドでのプロビジョニングや、従
量課金の料金システムをご利用いただけます。詳
細については、「Dedicated Instances (p. 466)」を
参照してください。

2011 年 3
月 27 日

2063

Amazon Elastic Compute Cloud
Windows インスタンス用ユーザーガイド
前年の履歴
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説明

リリース日

リザーブドインスタン
スに関する AWS マネジ
メントコンソールの更
新

AWS マネジメントコンソールが更新されました。
これにより、リザーブドインスタンスの表示や、
ハードウェア専有リザーブドインスタンスを含む
追加のリザーブドインスタンスの購入が、より簡
単に行えるようになりました。

2011 年 3
月 27 日

Windows Server 2008
R2 のサポート

Amazon EC2 は、複数の定義済み Windows Server
2008 R2 AMI の提供を開始しました。これら
の AMI は、あらゆるリージョンですぐに使用で
き、t1.micro と HPC ファミリーを除くほとんど
の 64 ビットインスタンスタイプで利用できま
す。AMI は複数の言語をサポートします。

2011年3月
15日

メタデータ情報

API バー
ジョン

2011-01-01 2011-01-01 リリースでの変更を反映するため、メ
タデータについての情報を追加しました。詳細に
ついては、「インスタンスメタデータとユーザー
データ (p. 794)」および「インスタンスメタデータ
のカテゴリ (p. 816)」を参照してください。

2011 年 3
月 11 日

Amazon EC2 VM Import
Connector for VMware
vCenter

Amazon EC2 VM Import Connector for VMware
vCenter 仮想アプライアンス (Connector) について
の情報を追加しました。このコネクタは、VMware
vSphere Client と統合するための、VMware
vCenter のプラグインです。コネクタの GUI を使
用して、VMware 仮想マシンを Amazon EC2 にイ
ンポートすることができます。

2011年3月
3日

ボリュームの強制デ
タッチ

AWS Management Console を使用して、インス
2011 年 2
タンスから Amazon EBS ボリュームを強制的に
月 23 日
デタッチできるようになりました。詳細について
は、「Windows インスタンスから Amazon EBS ボ
リュームをデタッチします。 (p. 1552)」を参照し
てください。

インスタンス終了の防
止

AWS マネジメントコンソール を使用して、インス 2011 年 2
タンスの削除を防止できるようになりました。詳
月 23 日
細については、「削除保護の有効化 (p. 582)」を参
照してください。

VM Import

2010-11-15 仮想マシンまたはボリュームを Amazon EC2 に
インポートする VM Import についての情報を追加
しました。詳細については、「VM Import/Export
ユーザーガイド」を参照してください。

2010 年 12
月 15 日

インスタンスの基本モ
ニタリング

2010-08-31 EC2 インスタンスの基本モニタリングについての
情報を追加しました。

2010 年 12
月 12 日

フィルタとタグ

2010-08-31 リソースの一覧表示、フィルタリング、およびタ
グ付けについての情報を追加しました。詳細につ
いては、「リソースの一覧表示およびフィルタリ
ング (p. 1866)」および「Amazon EC2 リソースの
タグ付け (p. 1874)」を参照してください。

2010年9月
19日

インスタンス起動時の
多重実行禁止

2010-08-31 インスタンスを実行する際に多重実行を禁止する
方法についての情報を追加しました。

2010年9月
19日
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機能

API バー
ジョン

マイクロインスタンス

2010-06-15 Amazon EC2 は、特定のタイプのアプリケーショ
ンに対して、t1.microインスタンスタイプを提供
します。詳細については、「バーストパフォーマ
ンスインスタンス (p. 218)」を参照してください。

Amazon EC2 用の AWS
Identity and Access
Management

説明

Amazon EC2 が AWS Identity and Access
Management (IAM) と統合されるようになりまし
た。詳細については、「Amazon EC2 の Identity
and Access Management (p. 1382)」を参照してく
ださい。

リリース日
2010年9月
8日

2010 年 9
月2日

クラスターインスタン
ス

2010-06-15 Amazon EC2 は、ハイパフォーマンスコンピュー
ティング (HPC) アプリケーション用にクラスター
コンピューティングインスタンスを提供します。
詳細については、「Amazon EC2 のインスタンス
タイプ」を参照してください。

2010年7月
12日

Amazon VPC IP アドレ
ス指定

2010-06-15 Amazon VPC ユーザーは、VPC 内で起動されたイ
ンスタンスに割り当てる IP アドレスを指定できる
ようになりました。

2010年7月
12日

Amazon CloudWatch
Amazon EBS ボリュー
ムのモニタリング

ハイメモリエクストラ
ラージインスタンス

Windows でのリザーブ
ドインスタンス

Amazon EBS ボリュームに対する Amazon
CloudWatch モニタリングが自動的に利用で
きるようになりました。詳細については、
「Amazon EBS の Amazon CloudWatch メトリク
ス (p. 1776)」を参照してください。
2009-11-30 Amazon EC2 は、ハイメモリエクストララージ
(m2.xlarge) インスタンスタイプをサポートする
ようになりました。詳細については、「Amazon
EC2 のインスタンスタイプ」を参照してくださ
い。
Amazon EC2 は Windows でリザーブドインスタン
スをサポートするようになりました。
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2010 年 6
月 14 日

2010 年 2
月 22 日

2010 年 2
月 22 日

