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AWS CLI バージョン 1 について

AWS Command Line Interface バー
ジョン 1 とはどのようなものです
か。
Note
AWS CLIバージョン 1 は AWS CLI の最新バージョンではありません。AWS CLI バージョン 2 で
導入された一部の機能は、バージョン 1 との下位互換性がないため、これらの機能にアクセスす
るには、アップグレードする必要があります。バージョン 1 には、スクリプトを変更することが
必要となる場合がある「互換性を損なう」変更があります。バージョン 2 の変更点の一覧につい
ては、AWS CLIバージョン 2 ユーザーガイドの「重要な変更」を参照してください。
AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービ
スとやり取りするためのオープンソースツールです。AWS CLI を使用すると、最小限の設定で、任意の
ターミナルプログラムのコマンドプロンプトから、ブラウザベースの AWS Management Console で提供
される機能と同等の機能を実装するコマンドを実行できます。
• Linux シェル - Linux または macOS でコマンドを実行するには bash、zsh、tcsh などの一般的なシェ
ルプログラムを使用します。
• Windows コマンドライン - Windows では、Windows コマンドプロンプトまたは PowerShell でコマン
ドを実行します。
• リモート – PuTTY や SSH などのリモートターミナルプログラム、または AWS Systems Manager を使
用して Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスでコマンドを実行します。
AWS Management Console で使用できるすべての IaaS (infrastructure as a Service) AWS のアドミン、
管理、およびアクセス機能は、AWS の API と AWS CLI でも使用できます。AWS で使用できる AWS
Management Console IaaS の新しい機能およびサービスは、開始時、または開始から 180 日以内に、API
と CLI からも使用できます。
AWS CLI では、AWS のサービスのパブリック API に直接アクセスできます。AWS CLI を使用してサービ
スの機能を調べ、シェルスクリプトを開発してリソースを管理できます。低レベルの同等の API コマンド
に加えて、複数の AWS サービスでは AWS CLI のカスタマイズを提供します。カスタマイズには、複雑な
API によるサービスの使用を簡略化する高レベルのコマンドが含まれます。

AWS CLI バージョン 1 について
AWS CLI バージョン 1 はオリジナルの AWS CLI であり、引き続きサポートしています。ただし、AWS
CLI CLI バージョン 2 で導入された主な新機能は、AWS CLI バージョン 1 にバックポートされない場
合があります。これらの機能を使用するには、AWS CLI バージョン 2 をインストールする必要があり
ます。AWS CLI バージョン 1 は Python SDK を使用して構築されるため、互換性のあるバージョンの
Python をインストールする必要があります。
AWS CLI バージョン 1 をインストールするには、「AWS CLI のインストール (p. 5)」を参照してくだ
さい。
現在インストールされているバージョンを確認するには、以下のコマンドを使用します。

1

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
SDK メジャーバージョンのメンテナンスとサポート
$ aws --version
aws-cli/1.25.55 Python/3.8.8 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.13

バージョン履歴については、GitHub の AWS CLI バージョン 1 の更新履歴を参照してください。

SDK メジャーバージョンのメンテナンスとサポー
ト
SDK メジャーバージョンのメンテナンスとサポート、およびその基礎的な依存関係については、AWS
SDK とツール共有設定および認証情報リファレンスガイドで以下を参照してください。
• AWS SDK とツールのメンテナンスポリシー
• AWS SDK とツールのバージョンサポートマトリクス

アマゾン ウェブ サービスについて
アマゾン ウェブ サービス (AWS) は、デベロッパーがアプリケーションの開発時に利用できるデジタル
インフラストラクチャサービスの集合体です。サービスには、コンピューティング、ストレージ、デー
タベース、およびアプリケーション同期 (メッセージングとキューイング) などがあります。AWS では
従量制サービスモデルが採用されています。料金が発生するのは、ユーザー（すなわちユーザのアプリ
ケーション）が実際に使用したサービスの分のみです。また、AWS をプロトタイピングと実験用のプラッ
トフォームとして利用しやすくするため、AWS には無料利用枠も用意されています。この枠では、サー
ビスを利用しても一定のレベル以下であれば無料です。AWS のコストと無料利用枠の詳細については、
「AWS 無料利用枠の使用」を参照してください。AWS アカウントを取得するには、AWS のホームペー
ジを開き、[Create an AWS Account] (AWS アカウントの作成) を選択します。

AWS CLI 例の使用
本ガイドの AWS Command Line Interface (AWS CLI) 例は、以下の規則を使用してフォーマットされてい
ます。
• プロンプト – コマンドプロンプトは Linux プロンプトを使用し、($ ) として表示されます。Windows 固
有のコマンドの場合、C:\> がプロンプトとして使用されます。コマンドを入力した場合はプロンプト
を含めないでください。
• ディレクトリ – 特定のディレクトリからコマンドを実行する必要がある場合は、プロンプト記号の前に
ディレクトリ名が表示されます。
• ユーザー入力 – コマンドラインに入力するコマンドテキストは、user input としてフォーマットされ
ます。
• 置き換え可能なテキスト – 選択したリソースの名前、またはコマンドに含める必要のある AWS のサー
ビスによって生成された ID を含む変更可能なテキストで、replaceable text としてフォーマットさ
れます。複数行のコマンドまたは特定のキーボード入力が必要なコマンドの場合、キーボードコマンド
も置き換え可能なテキストとして表示できます。
• 出力 – AWS のサービスによって返される出力はユーザー入力の下に表示され、computer output と
してフォーマットされます。
以下の aws configure コマンド例は、ユーザー入力、置き換え可能なテキスト、および出力を表してい
ます。
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1.

コマンドラインに aws configure を入力し、Enter キーを押します。

2.

AWS CLI はテキスト行を出力し、追加情報の入力を求めるプロンプトを表示します。

3.

各アクセスキーを順に入力して、[Enter] キーを押します。

4.

その後、表示されている形式で AWS リージョン名を入力して Enter キーを押し、最後に Enter キー
をもう一度押して出力形式の設定をスキップします。

5.

最後の Enter コマンドは、その行にユーザー入力がないため、置き換え可能なテキストとして表示さ
れます。
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: ENTER

次の例は、簡単なコマンドと出力を示しています。この例を使用するには、コマンドのフルテキスト (プ
ロンプトの後の強調表示されたテキスト) を入力し、Enter キーを押します。セキュリティグループ名 mysg は、目的のセキュリティグループ名に置き換えることができます。JSON ドキュメントは中括弧を含め
て出力です。CLI を TEXT または TABLE 形式で出力するように設定した場合、出力は異なる形式になり
ます。JSON がデフォルトの出力形式です。
$ aws ec2 create-security-group --group-name my-sg --description "My security group"
{
"GroupId": "sg-903004f8"
}

その他のドキュメントとリソース
AWS CLI のドキュメントとリソース
本ガイドに加えて、以下の AWS CLI 向けオンラインリソースも役に立ちます。
• AWS CLI バージョン 1 リファレンスガイド
• AWS CLI コード例のリポジトリ
• AWS CLI GitHub リポジトリ GitHub で、AWS CLI のソースコードを表示し、フォークすることができ
ます。GitHub のユーザーコミュニティに参加して、フィードバックの提供、機能のリクエスト、および
独自の貢献を行ってください。
• AWS CLI alias examples repository GitHub で AWS CLI エイリアスの例を表示し、フォークすることが
できます。
• AWS CLI version 1 Changelog
• AWS CLI version 2 Changelog

その他の AWS SDK
ユースケースによっては、AWS SDK のいずれか、または AWS Tools for PowerShell を使用することをお
勧めします。
• AWS Tools for PowerShell
• AWS SDK for Java
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for JavaScript
•
•
•
•
•

AWS SDK for Ruby
AWS SDK for Python (Boto)
AWS SDK for PHP
AWS SDK for Go
AWS Mobile SDK for iOS

• AWS Mobile SDK for Android
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AWS CLI のインストール、更新、ア
ンインストール
このトピックでは、AWS Command Line Interface(AWS CLI) の元のバージョンのインストール、更新、
アンインストール方法へのリンクを提供します。AWS CLI バージョン 1 は現在サポートされています
が、AWS CLI バージョン 2 で追加された新機能は、AWS CLI バージョン 1 には追加されない可能性があ
ります。これらの機能を使用するには、AWS CLI バージョン 2 をインストールする必要があります。バー
ジョン 2 のインストールの詳細については、「AWS CLI バージョン 2 のインストール」を参照してくださ
い。
AWS CLI のインストール、更新、アンインストール手順:
• Python バージョンの要件 (p. 5)
• Amazon Linux での AWS CLI バージョン 1 のインストール、更新、アンインストール (p. 5)
• Linux での AWS CLI バージョン 1 のインストール、更新、アンインストール (p. 8)
• macOS での AWS CLI バージョン 1 のインストール、更新、アンインストール (p. 16)
• Windows での AWS CLI バージョン 1 のインストール、更新、アンインストール (p. 23)
• 仮想環境での AWS CLI バージョン 1 のインストールと更新 (p. 28)

Python バージョンの要件
AWS CLI バージョン 1 は Python SDK を使用して構築されるため、互換性のあるバージョンの Python を
インストールする必要があります。

Python バージョンのサポートマトリックス
AWS CLI バージョン

サポートされている Python のバージョン

1.25.0 – 最新

Python 3.7 以上

1.20.0 – 1.24.x

Python 3.6 以上

1.19.0 – 1.19.x

Python 2.7 以上、Python 3.6 以上

1.17 — 1.18.x

Python 2.7 以上、Python 3.4 以上

1.0 — 1.16.x

Python 2.6 以上、Python 3.3 以上

Amazon Linux での AWS CLI バージョン 1 のイン
ストール、更新、アンインストール
AWS CLI バージョン 1 は、Amazon Linux にプレインストールされています。以下のコマンドを使用し
て、現在インストールされているバージョンを確認します。
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$ aws --version
aws-cli/1.25.55 Python/3.8.8 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.13

Amazon Linux インスタンスを作成した時期に応じて、AWS CLIバージョン 1 は、次のパッケージマネー
ジャーのいずれかを使用してプリインストールされています。
• pip (p. 6)
• yum (p. 7)

前提条件
また、Python 3.6 以降をインストールする必要があります。インストール手順については、Python の
Beginner Guide で「Downloading Python」ページを参照してください。

pip を使用したインストール、更新、アンインストー
ル
ほとんどの Amazon Linux インスタンスでは、pip を使用して AWS CLI バージョン 1 をプリインストール
しています。

pip を使用した Amazon Linux での AWS CLI バージョン 1 のイ
ンストールまたは更新
現在のユーザーのために AWS CLI バージョン 1 の最新バージョンをインストールするには、以下の手順
を実行します。
1.

Python version 3 以降がインストールされている場合は、pip3 の使用が推奨されます。pip3
install を使用して、AWS CLI バージョン 1 の最新バージョンをインストール、または最新バー
ジョンに更新します。Python 仮想環境 (venv) 内からコマンドを実行する場合は、--user オプション
を使用する必要はありません。
$ pip3 install --upgrade --user awscli

2.

aws を含むフォルダが PATH 変数の一部であることを確認します。
a. ユーザーディレクトリでシェルのプロファイルスクリプトを見つけます。現在使用しているシェル
が不明な場合は、echo $SHELL を実行します。
$ ls -a ~
. .. .bash_logout

.bash_profile

.bashrc

Desktop

Documents

Downloads

• Bash - .bash_profile、.profile、または .bash_login
• Zsh - .zshrc
• Tcsh - .tcshrc、.cshrc、または .login
b. 次の例のように、プロファイルスクリプトの末尾にエクスポートコマンドを追加します。
export PATH=$HOME/.local/bin:$PATH

このコマンドでは、パス (この例では $HOME/.local/bin) が、既存の $PATH 変数の前に挿入さ
れます。
c. 変更が有効になるように、プロファイルを現在のセッションに再ロードします。
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$ source ~/.bash_profile

3.

新しいバージョンを実行していることを確認するには、aws --version コマンドを使用します。
$ aws --version
aws-cli/1.25.55 Python/3.8.8 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.13

pip を使用した AWS CLI バージョン 1 のアンインストール
AWS CLI をアンインストールする必要がある場合は、pip uninstall を使用します。
$ pip3 uninstall awscli

yum を使用したインストール、更新、アンインストー
ル
ほとんどの Amazon Linux 2 インスタンスでは、yum を使用して AWS CLI バージョン 1 をプリインス
トールしています。

yum を使用した Amazon Linux での AWS CLI バージョン 1 のイ
ンストールまたは更新
次のコマンドを実行して AWS CLI バージョン 1 の最新バージョンをインストールします。
$ sudo yum install awscli

次のコマンドを実行して AWS CLI バージョン 1 の最新バージョンに更新します。
$ sudo yum update awscli

新しいバージョンを実行していることを確認するには、aws --version コマンドを使用します。
$ aws --version
aws-cli/1.25.55 Python/3.8.8 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.13

yum を使用した AWS CLI バージョン 1 のアンインストール
Amazon Linux 2 の新しいイメージの一部では、yum を使用して Amazon Linux 2 をインストールするため
に、pip uninstall を使用して AWS CLI をアンインストールする必要があります。
$ sudo yum remove awscli

AWS CLI のインストールエラーとアンインストール
エラーのトラブルシューティング
AWS CLI をインストールまたはアンインストールした後に問題が発生した場合のトラブルシューティング
ステップについては、「 に関連するエラーのトラブルシューティング (p. 173)」を参照してください。

7

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
Linux

最も関連性の高いトラブルシューティングステップについては、「the section called “コマンドが見つから
ないエラー” (p. 178)」、「the section called “「aws --version」コマンドが、インストールしたのと
は異なるバージョンを返す” (p. 180)」、および「the section called “AWS CLI のアンインストール後に、
「aws --version」コマンドがバージョンを返す” (p. 181)」を参照してください。

Linux での AWS CLI バージョン 1 のインストー
ル、更新、アンインストール
AWS Command Line Interface パッケージマネージャーまたはバンドルされたインストーラを使用し
て、AWS CLI (pip) バージョン 1 とその依存関係をほとんどの Linux ディストリビューションにインス
トールできます。
awscli パッケージは、apt や yum などの他のパッケージマネージャーのリポジトリで利用できますが、
これらのパッケージは AWS によって生成、管理、サポートされません。このガイドに記載されている公
式の AWS CLI ディストリビューションポイントからのみ AWS をインストールすることを推奨します。
セクション
• 前提条件 (p. 8)
• バンドルされたインストーラを使用した Linux での AWS CLI バージョン 1 のインストールおよびアン
インストール (p. 8)
• pip を使用した AWS CLI バージョン 1 のインストールとアンインストール (p. 12)

前提条件
また、Python 3.6 以降をインストールする必要があります。インストール手順については、Python の
Beginner Guide で「Downloading Python」ページを参照してください。

Warning
Python 2.7 は、2020 年 1 月 1 日に Python Software Foundation によって非推奨になりまし
た。AWS CLI バージョン 1.20.0 から、Python 3.6 以上が必要になります。
AWS CLI バージョン 1 を古いバージョンの Python で使用するには、AWS CLI バージョン 1 の以
前のバージョンをインストールする必要があります。AWS CLI バージョン 1 の Python バージョ
ンサポートマトリックスについては、「the section called “Python バージョンの要件” (p. 5)」
を参照してください。

バンドルされたインストーラを使用した Linux での
AWS CLI バージョン 1 のインストールおよびアンイ
ンストール
Linux または macOS では、バンドルされたインストーラを使用して AWS CLI のバージョン 1 をインス
トールできます。バンドルされたインストーラにはすべての依存関係が含まれており、オフラインで使用
できます。

Note
バンドルされたインストーラでは、スペースを含むパスへのインストールはサポートされていま
せん。
トピック
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• sudo を使用したバンドルされたインストーラでの AWS CLI バージョン 1 のインストール (p. 9)

• sudo を使用しないバンドルされたインストーラでの AWS CLI バージョン 1 のインストール (p. 10)
• AWS CLI バージョン 1 のバンドルされたインストーラのアンインストール (p. 12)

sudo を使用したバンドルされたインストーラでの AWS CLI
バージョン 1 のインストール
次の手順では、Linux または macOS の任意のビルドで、コマンドラインから AWS CLI バージョン 1 をイ
ンストールできます。
ここでは、以下に説明するインストールコマンドの概要を示しています。これらは単一のコマンドセット
としてカットアンドペーストして実行できます。
AWS CLI の最新バージョンの場合は、次のコマンドブロックを使用します。
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-bundle.zip"
unzip awscli-bundle.zip
sudo ./awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/bin/aws

AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。この例で
は、バージョン 1.16.312 のファイル名が awscli-bundle-1.16.312.zip になるため、コマンドは以
下のようになります。
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip" -o "awscli-bundle.zip"
unzip awscli-bundle.zip
sudo ./awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/bin/aws

コマンドラインから以下の手順を実行して、バンドルされたインストーラを使用して AWS CLI バージョ
ン 1 をインストールします。

バンドルされたインストーラを使用して AWS CLI バージョン 1 をインストールする
1.

次の方法の 1 つを使用して、AWS CLI バージョン 1 のバンドルされたインストーラをダウンロードし
ます。
• curl コマンドを使用してダウンロードします。
AWS CLI の最新バージョンの場合は、次のコマンドブロックを使用します。
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-bundle.zip"

AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。この
例では、バージョン 1.16.312 のファイル名が awscli-bundle-1.16.312.zip になるため、コ
マンドは以下のようになります。
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip" -o "awsclibundle.zip"

• 直接リンクを使用してダウンロードします。
最新バージョンの AWS CLI: https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip
AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。こ
の例では、バージョン 1.16.312 のファイル名が awscli-bundle-1.16.312.zip になるた
め、URL が https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip になります
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パッケージからファイルを抽出します。ファイルを抽出する unzip がない場合は、Linux ディストリ
ビューションに組み込まれたパッケージマネージャーを使用してインストールします。
$ unzip awscli-bundle.zip

3.

インストールプログラムを実行します。インストーラは AWS CLI を /usr/local/aws にインス
トールし、シンボリックリンク aws を /usr/local/bin ディレクトリに作成します。-b オプショ
ンを使用してシンボリックリンクを作成すると、ユーザーの $PATH 変数にインストールディレクトリ
を指定する必要がなくなります。これにより、すべてのユーザーが任意のディレクトリから AWS CLI
を入力して aws を呼び出せるようになります。
$ sudo ./awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/bin/aws

デフォルトでは、インストールスクリプトはシステムのデフォルトバージョンの Python で実行され
ます。別のバージョンの Python がインストールされており、そのバージョンを使用して AWS CLI を
インストールする場合は、次のように Python の実行可能ファイルへの絶対パスを指定してそのバー
ジョンでインストールスクリプトを実行します。
$ sudo /usr/local/bin/python3.7 awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/
bin/aws

4.

AWS CLI が正しくインストールされたことを確認します。
$ aws --version
aws-cli/1.25.55 Python/3.8.8 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.13

エラーが表示される場合は、「AWS CLI に関連するエラーのトラブルシューティング (p. 173)」を
参照してください。

sudo を使用しないバンドルされたインストーラでの AWS CLI
バージョン 1 のインストール
sudo を使用するアクセス許可がない場合、または現在のユーザー向けに AWS CLI のみをインストールす
る場合は、前述のコマンドの修正バージョンを使用できます。最初の 2 つのコマンドは同じです。
AWS CLI の最新バージョンの場合は、次のコマンドブロックを使用します。
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-bundle.zip"
unzip awscli-bundle.zip
./awscli-bundle/install -b ~/bin/aws

AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。この例で
は、バージョン 1.16.312 のファイル名が awscli-bundle-1.16.312.zip になるため、コマンドは以
下のようになります。
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip" -o "awscli-bundle.zip"
unzip awscli-bundle.zip
./awscli-bundle/install -b ~/bin/aws

現在のユーザーのために AWS CLI バージョン 1 をインストールする
1.

次のいずれかの方法で、AWS CLI バージョン 1 のバンドルされたインストーラをダウンロードしま
す。
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• curl コマンドを使用してダウンロードします。

AWS CLI の最新バージョンの場合は、次のコマンドブロックを使用します。
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-bundle.zip"

AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。この
例では、バージョン 1.16.312 のファイル名が awscli-bundle-1.16.312.zip になるため、コ
マンドは以下のようになります。
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip" -o "awsclibundle.zip"

• 直接リンクを使用してダウンロードします。
最新バージョンの AWS CLI: https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip
AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。こ
の例では、バージョン 1.16.312 のファイル名が awscli-bundle-1.16.312.zip になるた
め、URL が https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip になります
2.

unzip を使用してパッケージからファイルを抽出します。unzip がない場合は、Linux ディストリ
ビューションに組み込まれたパッケージマネージャーを使用してインストールします。
$ unzip awscli-bundle.zip

3.

インストールプログラムを実行します。インストーラは AWS CLI を /usr/local/aws にインス
トールし、シンボリックリンク aws を /usr/local/bin ディレクトリに作成します。このコマンド
は -b パラメータを使用して、インストーラが aws シンボリックリンクファイルを配置するディレク
トリを指定します。指定したフォルダへの書き込み権限が必要です。
$ ./awscli-bundle/install -b ~/bin/aws

これにより、AWS CLI がデフォルトの場所 (~/.local/lib/aws) にインストールされ、シンボリッ
クリンクが ~/bin/aws に作成されます。シンボリックリンクが動作するように、~/bin が PATH 環
境変数にあることを確認してください。
$ echo $PATH | grep ~/bin
it doesn't)
$ export PATH=~/bin:$PATH

4.

// See if $PATH contains ~/bin (output will be empty if
// Add ~/bin to $PATH if necessary

AWS CLI バージョン 1 が PATH 変数の一部であるディレクトリを確認します。
a. ユーザーフォルダーでシェルのプロファイルスクリプトを見つけます。現在使用しているシェルが
不明な場合は、echo $SHELL を実行します。
$ ls -a ~
. .. .bash_logout

.bash_profile

.bashrc

Desktop

Documents

Downloads

• Bash - .bash_profile、.profile、または .bash_login
• Zsh - .zshrc
• Tcsh - .tcshrc、.cshrc、または .login
b. 次の例のように、プロファイルスクリプトの末尾にエクスポートコマンドを追加します。
export PATH=~/.local/bin:$PATH
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このコマンドでは、パス (この例では ~/.local/bin) が、既存の PATH 変数の前に挿入されま
す。
c. 変更が有効になるように、プロファイルを現在のセッションに再ロードします。
$ source ~/.bash_profile

5.

AWS CLI が正しくインストールされたことを確認します。
$ aws --version
aws-cli/1.25.55 Python/3.8.8 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.13

エラーが表示される場合は、「AWS CLI に関連するエラーのトラブルシューティング (p. 173)」を
参照してください。

AWS CLI バージョン 1 のバンドルされたインストーラのアンイ
ンストール
1.

バンドルされたインストーラを使用して AWS CLI をインストールした場合は、次の手順に従ってく
ださい。バンドルされたインストーラでは、オプションのシンボリックリンク以外は、インストール
ディレクトリの外に何も置きません。そのため、アンインストールはこの 2 つの項目を削除するだけ
でシンプルです。
$ sudo rm -rf /usr/local/aws
$ sudo rm /usr/local/bin/aws

2.

(オプション) .aws フォルダ内の共有 AWS SDK と AWS CLI 設定情報を削除します。

Warning
これらの設定と認証情報の設定は、すべての AWS SDK と AWS CLI で共有されます。この
フォルダを削除すると、システムに残っている AWS SDK からはアクセスできなくなりま
す。
.aws フォルダのデフォルトの場所はプラットフォームによって異なります。デフォルトでは、フォ
ルダは ~/.aws/ にあります。このディレクトリへの書き込み権限がユーザーアカウントにある場合
は、sudo を使用する必要はありません。
$ sudo rm ~/.aws/

pip を使用した AWS CLI バージョン 1 のインストー
ルとアンインストール
トピック
• pip をインストールします。 (p. 13)
• pip を使用した AWS CLI バージョン 1 のインストールと更新 (p. 13)
• コマンドラインパスへの AWS CLI バージョン 1 の実行可能ファイルの追加 (p. 14)
• pip を使用して AWS CLI をアンインストールする (p. 15)
• AWS CLI のインストールエラーとアンインストールエラーのトラブルシューティング (p. 15)
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pip をインストールします。
pip がインストールされていない場合は、Python Packaging Authority が提供するスクリプトを使用して
インストールできます。pip --version を実行して、Linux のバージョンにすでに Python と pip が含
まれているかどうか確認します。Python version 3 以降がインストールされている場合は、pip3 コマンド
の使用が推奨されます。
1.

curl コマンドを使用してインストールスクリプトをダウンロードします。以下のコマンドでは、O (大文字の O) パラメータを使用して、ダウンロードしたファイルが、リモートホストでの同じ名前
で、現在のディレクトリに保存されるように指定します。
$ curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py

2.

python または python3 コマンドでスクリプトを実行して、pip の最新バージョンとその他の必要
なサポートパッケージをダウンロードしてインストールします。--user スイッチを含めると、スク
リプトは pip をパス ~/.local/bin にインストールします。
$ python3 get-pip.py --user

3.

pip を含むディレクトリが PATH 変数の一部であることを確認します。
a. ユーザーフォルダーでシェルのプロファイルスクリプトを見つけます。現在使用しているシェルが
不明な場合は、echo $SHELL を実行します。
$ ls -a ~
. .. .bash_logout

.bash_profile

.bashrc

Desktop

Documents

Downloads

• Bash - .bash_profile、.profile、または .bash_login
• Zsh - .zshrc
• Tcsh - .tcshrc、.cshrc、または .login
b. 次の例のように、プロファイルスクリプトの末尾にエクスポートコマンドを追加します。
export PATH=~/.local/bin:$PATH

このコマンドでは、パス (この例では ~/.local/bin) が、既存の PATH 変数の前に挿入されま
す。
c. 変更が有効になるように、プロファイルを現在のセッションに再ロードします。
$ source ~/.bash_profile

4.

pip または pip3 が正しくインストールされていることを確認するには、次のコマンドを実行しま
す。
$ pip3 --version
pip 19.2.3 from ~/.local/lib/python3.7/site-packages (python 3.7)

pip を使用した AWS CLI バージョン 1 のインストールと更新
1.

pip または pip3 コマンドを使用して、AWS CLI をインストールまたは更新します。Python バー
ジョン 3 以降を使用する場合、pip3 コマンドの使用が推奨されます。--user スイッチ pip
は、AWS CLI を ~/.local/bin にインストールします。
AWS CLI の最新バージョンの場合は、次のコマンドブロックを使用します。
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$ pip3 install awscli --upgrade --user

AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名に 2 つの等号 「=」とバージョン番号を追加しま
す。この例では、バージョン 1.16.312 のファイル名が ==1.16.312 になるため、コマンドは以下
のようになります。
$ pip3 install awscli==1.16.312 --upgrade --user

Note
端末に適切な引用符ルールを使用してください。= 文字を使用するためには、一重引用符ま
たは二重引用符を使用して、適切にエスケープする必要があります。次の例では、一重引用
符を使用してエスケープしています。
$ pip3 install 'awscli==1.16.312' --upgrade --user

2.

AWS CLI が正しくインストールされたことを確認します。
$ aws --version
aws-cli/1.25.55 Python/3.8.8 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.13

エラーが表示される場合は、「AWS CLI に関連するエラーのトラブルシューティング (p. 173)」を
参照してください。

コマンドラインパスへの AWS CLI バージョン 1 の実行可能ファ
イルの追加
pip を使用してインストールした後は、オペレーティングシステムの aws 環境変数への PATH 実行ファイ
ルの追加が必要になる場合があります。
pip によって AWS CLI をインストールしたフォルダを確認するには、次のコマンドを実行します。
$ which aws
/home/username/.local/bin/aws

~/.local/bin/ は Linux では /home/username に対応するため、これを ~ として参照できます。
--user スイッチを省いて、ユーザーモードでインストールしなかった場合、実行可能ファイルは Python
のインストール先の bin フォルダにあります。Python がインストールされた場所が不明な場合は、次の
コマンドを実行します。
$ which python
/usr/local/bin/python

出力は、実際の実行可能ファイルではなく symlink へのパスになる場合があります。ls -al を実行し
て、その参照先を確認します。
$ ls -al /usr/local/bin/python
/usr/local/bin/python -> ~/.local/Python/3.6/bin/python3.6

pip は、Python プログラムが含まれている同じフォルダに、アプリケーションをインストールします。こ
のフォルダを PATH 変数に追加します。
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PATH 変数を変更するには
1.

ユーザーディレクトリでシェルのプロファイルスクリプトを見つけます。現在使用しているシェルが
不明な場合は、echo $SHELL を実行します。
$ ls -a ~
. .. .bash_logout

.bash_profile

.bashrc

Desktop

Documents

Downloads

• Bash - .bash_profile、.profile、.bash_login
• Zsh – .zshrc
• Tcsh - .tcshrc、.cshrc、.login
2.

プロファイルスクリプトにエクスポートコマンドを追加します。
export PATH=~/.local/bin:$PATH

このコマンドは、現在の ~/.local/bin 変数にパス (この例では PATH) を追加します。
3.

現在のセッションに更新されたプロファイルをロードします。
$ source ~/.bash_profile

pip を使用して AWS CLI をアンインストールする
1.

pip または pip3 を使用して AWS CLI をインストールした場合は、次のコマンドのいずれかを実行
して、同じパッケージマネージャーを使用して AWS CLI をアンインストールする必要があります。
$ pip uninstall awscli

$ pip3 uninstall awscli

2.

(オプション) .aws フォルダ内の共有 AWS SDK と AWS CLI 設定情報を削除します。

Warning
これらの設定と認証情報の設定は、すべての AWS SDK と AWS CLI で共有されます。この
フォルダを削除すると、システムに残っている AWS SDK からはアクセスできなくなりま
す。
.aws フォルダのデフォルトの場所はプラットフォームによって異なります。デフォルトでは、フォ
ルダは ~/.aws/ にあります。このディレクトリへの書き込み権限がユーザーアカウントにある場合
は、sudo を使用する必要はありません。
$ sudo rm ~/.aws/

AWS CLI のインストールエラーとアンインストールエラーのト
ラブルシューティング
AWS CLI をインストールまたはアンインストールした後に問題が発生した場合のトラブルシューティング
ステップについては、「 に関連するエラーのトラブルシューティング (p. 173)」を参照してください。
最も関連性の高いトラブルシューティングステップについては、「the section called “コマンドが見つから
ないエラー” (p. 178)」、「the section called “「aws --version」コマンドが、インストールしたのと
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は異なるバージョンを返す” (p. 180)」、および「the section called “AWS CLI のアンインストール後に、
「aws --version」コマンドがバージョンを返す” (p. 181)」を参照してください。

macOS での AWS CLI バージョン 1 のインストー
ル、更新、アンインストール
AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 1 とその依存関係を macOS にインストールするに
は、バンドルされたインストーラまたは pip を使用します。
セクション
• 前提条件 (p. 16)
• バンドルされたインストーラを使用した macOS での AWS CLI バージョン 1 のインストール、更新、
アンインストール (p. 16)
• pip を使用した AWS CLI バージョン 1 のインストール、更新、アンインストール (p. 20)
• AWS CLI のインストールエラーとアンインストールエラーのトラブルシューティング (p. 23)

前提条件
macOS に AWS CLI バージョン 1 をインストールする前に、Python 3.6 以降がインストールされている
ことを確認してください。インストール手順については、Python の Beginner Guide で「Downloading
Python」ページを参照してください。

Warning
Python 2.7 は、2020 年 1 月 1 日に Python Software Foundation によって非推奨になりまし
た。AWS CLI バージョン 1.20.0 から、Python 3.6 以上が必要になります。
AWS CLI バージョン 1 を古いバージョンの Python で使用するには、AWS CLI バージョン 1 の以
前のバージョンをインストールする必要があります。AWS CLI バージョン 1 の Python バージョ
ンサポートマトリックスについては、「the section called “Python バージョンの要件” (p. 5)」
を参照してください。

バンドルされたインストーラを使用した macOS での
AWS CLI バージョン 1 のインストール、更新、アン
インストール
Linux または macOS では、バンドルされたインストーラを使用して AWS Command Line Interface (AWS
CLI) のバージョン 1 をインストールできます。バンドルされたインストーラにはすべての依存関係が含ま
れており、オフラインで使用できます。
バンドルされたインストーラでは、スペースを含むパスへのインストールはサポートされていません。
トピック
• sudo を使用したバンドルされたインストーラでの AWS CLI バージョン 1 のインストール (p. 17)
• sudo を使用しないバンドルされたインストーラでの AWS CLI バージョン 1 のインストール (p. 18)
• AWS CLI バージョン 1 のバンドルされたインストーラのアンインストール (p. 20)
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sudo を使用したバンドルされたインストーラでの AWS CLI
バージョン 1 のインストール
次の手順では、macOS の任意のビルドに、コマンドラインから AWS CLI バージョン 1 をインストールで
きます。
以下は、単一のコマンドセットとしてカットアンドペーストして実行できるコマンドのインストールの概
要を示しています。
AWS CLI の最新バージョンの場合は、次のコマンドブロックを使用します。
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-bundle.zip"
unzip awscli-bundle.zip
sudo ./awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/bin/aws

AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。この例で
は、バージョン 1.16.312 のファイル名が awscli-bundle-1.16.312.zip になるため、コマンドは以
下のようになります。
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip" -o "awscli-bundle.zip"
unzip awscli-bundle.zip
sudo ./awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/bin/aws

バンドルされたインストーラを使用して AWS CLI バージョン 1 をインストールする
1.

次のいずれかの方法で、AWS CLI バージョン 1 のバンドルされたインストーラをダウンロードしま
す。
• curl コマンドを使用してダウンロードします。
AWS CLI の最新バージョンの場合は、次のコマンドブロックを使用します。
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-bundle.zip"

AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。この
例では、バージョン 1.16.312 のファイル名が awscli-bundle-1.16.312.zip になるため、コ
マンドは以下のようになります。
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip" -o "awsclibundle.zip"

• 直接リンクを使用してダウンロードします。
最新バージョンの AWS CLI: https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip
AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。この
例では、バージョン 1.16.312 のファイル名が awscli-exe-linux-aarch64-2.0.30.zip に
なるため、URL が https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-2.0.30.zip になります
2.

パッケージからファイルを抽出 (解凍) します。unzip がない場合は、macOS ディストリビューショ
ンに組み込まれたパッケージマネージャーを使用してインストールします。
$ unzip awscli-bundle.zip

3.

インストールプログラムを実行します。インストーラは AWS CLI を /usr/local/aws にインス
トールし、シンボリックリンク aws を /usr/local/bin フォルダに作成します。-b オプションを
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使用してシンボリックリンクを作成すると、ユーザーの $PATH 変数にインストールフォルダを指定す
る必要がなくなります。これにより、すべてのユーザーが任意のディレクトリから AWS CLI を入力
して aws を呼び出せるようになります。
$ sudo ./awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/bin/aws

デフォルトでは、インストールスクリプトはシステムのデフォルトバージョンの Python で実行され
ます。別のバージョンの Python がインストールされており、それを使用して AWS CLI をインストー
ルする場合は、次のように Python の実行可能ファイルへの絶対パスを指定してそのバージョンでイ
ンストールスクリプトを実行します。
$ sudo /usr/local/bin/python3.7 awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/
bin/aws

4.

AWS CLI が正しくインストールされたことを確認します。
$ aws --version
aws-cli/1.25.55 Python/3.8.8 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.13

エラーが表示される場合は、「AWS CLI に関連するエラーのトラブルシューティング (p. 173)」を
参照してください。

sudo を使用しないバンドルされたインストーラでの AWS CLI
バージョン 1 のインストール
sudo を使用するアクセス許可がない場合、または現在のユーザー向けに AWS CLI のみをインストールす
る場合は、前述のコマンドの修正バージョンを使用できます。最初の 2 つのコマンドは同じです。
AWS CLI の最新バージョンの場合は、次のコマンドブロックを使用します。
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-bundle.zip"
unzip awscli-bundle.zip
./awscli-bundle/install -b ~/bin/aws

AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。この例で
は、バージョン 1.16.312 のファイル名が awscli-bundle-1.16.312.zip になるため、コマンドは以
下のようになります。
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip" -o "awscli-bundle.zip"
unzip awscli-bundle.zip
./awscli-bundle/install -b ~/bin/aws

現在のユーザーのために AWS CLI バージョン 1 をインストールする
1.

次の方法の 1 つを使用して、AWS CLI バージョン 1 のバンドルされたインストーラをダウンロードし
ます。
• curl コマンドを使用してダウンロードします。
AWS CLI の最新バージョンの場合は、次のコマンドブロックを使用します。
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-bundle.zip"
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AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。この
例では、バージョン 1.16.312 のファイル名が awscli-bundle-1.16.312.zip になるため、コ
マンドは以下のようになります。
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip" -o "awsclibundle.zip"

• 直接リンクを使用してダウンロードします。
最新バージョンの AWS CLI: https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip
AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名にハイフンとバージョン番号を追加します。この
例では、バージョン 1.16.312 のファイル名が awscli-exe-linux-aarch64-2.0.30.zip に
なるため、URL が https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-2.0.30.zip になります
2.

パッケージからファイルを抽出します。unzip がない場合は、Linux ディストリビューションに組み
込まれたパッケージマネージャーを使用してインストールします。
$ unzip awscli-bundle.zip

3.

インストールプログラムを実行します。インストーラは AWS CLI を /usr/local/aws にインス
トールし、シンボリックリンク aws を /usr/local/bin ディレクトリに作成します。このコマンド
は -b パラメータを使用して、インストーラが aws シンボリックリンクファイルを配置するディレク
トリを指定します。指定したディレクトリへの書き込み権限が必要です。
$ ./awscli-bundle/install -b ~/bin/aws

これにより、AWS CLI がデフォルトの場所 (~/.local/lib/aws) にインストールされ、シンボリッ
クリンクが ~/bin/aws に作成されます。シンボリックリンクが動作するように、~/bin が $PATH
環境変数にあることを確認してください。
$ echo $PATH | grep ~/bin
it doesn't)
$ export PATH=~/bin:$PATH

4.

// See if $PATH contains ~/bin (output will be empty if
// Add ~/bin to $PATH if necessary

AWS CLI バージョン 1 がインストールされているフォルダが $PATH 変数の一部であることを確認し
ます。
a. ユーザーフォルダーでシェルのプロファイルスクリプトを見つけます。現在使用しているシェルが
不明な場合は、echo $SHELL を実行します。
$ ls -a ~
. .. .bash_logout

.bash_profile

.bashrc

Desktop

Documents

Downloads

• Bash - .bash_profile、.profile、または .bash_login
• Zsh - .zshrc
• Tcsh - .tcshrc、.cshrc、または .login
b. 次の例のように、プロファイルスクリプトの末尾にエクスポートコマンドを追加します。
export PATH=~/.local/bin:$PATH

このコマンドでは、パス (この例では ~/.local/bin) が、既存の PATH 変数の前に挿入されま
す。
c. 変更が有効になるように、プロファイルを現在のセッションに再ロードします。
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$ source ~/.bash_profile

5.

AWS CLI が正しくインストールされたことを確認します。
$ aws --version
aws-cli/1.25.55 Python/3.8.8 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.13

エラーが表示される場合は、「AWS CLI に関連するエラーのトラブルシューティング (p. 173)」を
参照してください。

AWS CLI バージョン 1 のバンドルされたインストーラのアンイ
ンストール
1.

バンドルされたインストーラは、オプションのシンボリックリンク以外のすべてをインストールディ
レクトリの内部に配置します。したがって、アンインストールするには、これら 2 つの項目を削除す
るだけです。
$ sudo rm -rf /usr/local/aws
$ sudo rm /usr/local/bin/aws

2.

(オプション) .aws フォルダ内の共有 AWS SDK と AWS CLI 設定情報を削除します。

Warning
これらの設定と認証情報の設定は、すべての AWS SDK と AWS CLI で共有されます。この
フォルダを削除すると、システムに残っている AWS SDK からはアクセスできなくなりま
す。
.aws フォルダのデフォルトの場所はプラットフォームによって異なります。デフォルトでは、フォ
ルダは ~/.aws/ にあります。このディレクトリへの書き込み権限がユーザーアカウントにある場合
は、sudo を使用する必要はありません。
$ sudo rm ~/.aws/

pip を使用した AWS CLI バージョン 1 のインストー
ル、更新、アンインストール
pip を直接使用して AWS CLI をインストールできます。
トピック
• pip をインストールします。 (p. 20)
• pip を使用した AWS CLI のインストールと更新 (p. 21)
• macOS コマンドラインパスへの AWS CLI バージョン 1 の実行可能ファイルの追加 (p. 21)
• pip を使用して AWS CLI をアンインストールする (p. 22)

pip をインストールします。
pip がインストールされていない場合は、Python Packaging Authority が提供するスクリプトを使用して
インストールできます。pip --version を実行して、Linux のバージョンにすでに Python と pip が含
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まれているかどうか確認します。Python version 3 以降がインストールされている場合は、pip3 コマンド
の使用が推奨されます。
1.

curl コマンドを使用してインストールスクリプトをダウンロードします。以下のコマンドでは、O (大文字の O) パラメータを使用して、ダウンロードしたファイルが、リモートホストでの同じ名前
で、現在のフォルダに保存されるように指定します。
$ curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py

2.

python または python3 コマンドでスクリプトを実行して、pip の最新バージョンとその他の必要
なサポートパッケージをダウンロードしてインストールします。--user スイッチを含めると、スク
リプトは pip をパス ~/.local/bin にインストールします。
$ python3 get-pip.py --user

pip を使用した AWS CLI のインストールと更新
1.

pip または pip3 コマンドを使用して、AWS CLI をインストールします。Python バージョン 3 以降
を使用する場合、pip3 コマンドの使用が推奨されます。
AWS CLI の最新バージョンの場合は、次のコマンドブロックを使用します。
$ pip3 install awscli --upgrade --user

AWS CLI の特定バージョンの場合は、ファイル名に 2 つの等号 「=」とバージョン番号を追加しま
す。この例では、バージョン 1.16.312 のファイル名が ==1.16.312 になるため、コマンドは以下
のようになります。
$ pip3 install awscli==1.16.312 --upgrade --user

Note
端末に適切な引用符ルールを使用してください。= 文字を使用するには、一重引用符または
二重引用符を使用して、適切にエスケープする必要があります。次の例では、一重引用符を
使用してエスケープしています。
$ pip3 install 'awscli==1.16.312' --upgrade --user

2.

AWS CLI が正しくインストールされたことを確認します。
$ aws --version
aws-cli/1.25.55 Python/3.8.8 Darwin/18.7.0 botocore/1.13

プログラムが見つからない場合は、そのプログラムをコマンドラインパスに追加 (p. 21)します。

macOS コマンドラインパスへの AWS CLI バージョン 1 の実行
可能ファイルの追加
pip を使用してインストールした後は、オペレーティングシステムの PATH 環境変数への aws プログラム
の追加が必要になる場合があります。プログラムの場所は、Python のインストール先によって異なりま
す。
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Example AWS CLI のインストール場所 - Python 3.6 および pip のある macOS (ユーザーモード)
~/Library/Python/3.7/bin

前の例のバージョン用に使用する Python のバージョンで置き換えます。
Python のインストール先がわからない場合は、which python を実行します。
$ which python
/usr/local/bin/python

出力は、実際のプログラムではなくシンボリックリンクへのパスになる場合があります。ls -al を実行
して、その参照先を確認します。
$ ls -al /usr/local/bin/python
~/Library/Python/3.7/bin/python3.7

pip は、Python プログラムが含まれている同じフォルダに、アプリケーションをインストールします。こ
のフォルダを PATH 変数に追加します。

PATH 変数を変更するには
1.

ユーザーディレクトリでシェルのプロファイルスクリプトを見つけます。現在使用しているシェルが
不明な場合は、echo $SHELL を実行します。
$ ls -a ~
. .. .bash_logout

.bash_profile

.bashrc

Desktop

Documents

Downloads

• Bash - .bash_profile、.profile、.bash_login
• Zsh – .zshrc
• Tcsh - .tcshrc、.cshrc、.login
2.

プロファイルスクリプトにエクスポートコマンドを追加します。
export PATH=~/.local/bin:$PATH

3.

このコマンドは、現在の ~/.local/bin 変数にパス (この例では PATH) を追加します。
現在のセッションに更新されたプロファイルをロードします。
$ source ~/.bash_profile

pip を使用して AWS CLI をアンインストールする
1.

AWS CLI をアンインストールするには、pip uninstall を使用します。
$ pip3 uninstall awscli

2.

(オプション) .aws フォルダ内の共有 AWS SDK と AWS CLI 設定情報を削除します。

Warning
これらの設定と認証情報の設定は、すべての AWS SDK と AWS CLI で共有されます。この
フォルダを削除すると、システムに残っている AWS SDK からはアクセスできなくなりま
す。
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.aws フォルダのデフォルトの場所はプラットフォームによって異なります。デフォルトでは、フォ
ルダは ~/.aws/ にあります。このディレクトリへの書き込み権限がユーザーアカウントにある場合
は、sudo を使用する必要はありません。
$ sudo rm ~/.aws/

AWS CLI のインストールエラーとアンインストール
エラーのトラブルシューティング
AWS CLI をインストールまたはアンインストールした後に問題が発生した場合のトラブルシューティング
ステップについては、「 に関連するエラーのトラブルシューティング (p. 173)」を参照してください。
最も関連性の高いトラブルシューティングステップについては、「the section called “コマンドが見つから
ないエラー” (p. 178)」、「the section called “「aws --version」コマンドが、インストールしたのと
は異なるバージョンを返す” (p. 180)」、および「the section called “AWS CLI のアンインストール後に、
「aws --version」コマンドがバージョンを返す” (p. 181)」を参照してください。

Windows での AWS CLI バージョン 1 のインストー
ル、更新、アンインストール
Windows に AWS Command Line Interface (AWS CLI) のバージョン 1 をインストールするには、スタンド
アロンインストーラを使用するか (推奨)、または Python のパッケージマネージャーである pip を使用し
ます。
コマンドを入力するときは、プロンプト記号 (C:\>) を含めないでください。これらは、入力したコマン
ドと AWS CLI から返された出力を区別するためにプログラムのリストに含まれています。このガイドの
残りの部分では、コマンドが Windows 固有の場合を除き、一般的なプロンプト記号 ($) を使用します。
トピック
• MSI インストーラを使用した AWS CLI バージョン 1 のインストール、更新、アンインストー
ル (p. 23)
• Python と pip を使用した Windows での AWS CLI バージョン 1 のインストール、更新、アンインス
トール (p. 25)
• コマンドラインパスへの AWS CLI バージョン 1 の実行可能ファイルの追加 (p. 26)
• AWS CLI のインストールエラーとアンインストールエラーのトラブルシューティング (p. 27)

MSI インストーラを使用した AWS CLI バージョン 1
のインストール、更新、アンインストール
AWS CLI バージョン 1 は、Windows XP 以降でサポートされています。Windows ユーザーの場合、MSI
インストールパッケージが、他の前提条件をインストールせずに AWS CLI バージョン 1 をインストール
するための使い慣れた便利な方法を提供します。
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MSI インストーラを使用した AWS CLI バージョン 1 のインス
トールと更新
GitHub のリリースページで、最新バージョンがいつリリースされたかを確認してください。更新がリリー
スされたら、インストールプロセスを繰り返して AWS CLI バージョン 1 の最新バージョンを取得する必
要があります。
1.

適切な MSI インストーラをダウンロードします。
• Windows 用 AWS CLI MSI インストーラ (64 ビット):https://s3.amazonaws.com/aws-cli/
AWSCLI64PY3.msi
• Windows 用 AWS CLI MSI インストーラ (32 ビット): https://s3.amazonaws.com/aws-cli/
AWSCLI32PY3.msi
• AWS CLI で、Windows 用の設定ファイル: https://s3.amazonaws.com/aws-cli/AWSCLISetup.exe が
統合されました (32 ビットと 64 ビットの両方の MSI インストーラが含まれ、正しいバージョンが
自動的にインストールされます)。

2.

ダウンロードした MSI インストーラまたは設定ファイルを実行します。

3.

画面上の指示に従ってください。AWS CLI バージョン 1 はデフォルトで、C:\Program Files
\Amazon\AWSCLI (64 ビットバージョン) または C:\Program Files (x86)\Amazon\AWSCLI (32
ビットバージョン) にインストールされます。

4.

インストールを確認するには、コマンドプロンプトで aws --version コマンドを使用します (コマ
ンドプロンプトを開始するには、[スタート] メニューを開いて "cmd" を検索します)。
C:\> aws --version
aws-cli/1.25.55 Python/3.8.8 Windows/10 botocore/1.13

Windows がプログラムを見つけることができない場合、パスを読み込み直すためにコマンドプ
ロンプトを閉じて再度開くか、または手動でインストールディレクトリを PATH 環境変数に追
加 (p. 26)する必要が生じることもあります。

AWS CLI バージョン 1 のアンインストール
以下のアンインストール手順を使用するには、MSI インストーラまたはセットアップファイルで AWS CLI
バージョン 1 をインストールしている必要があります。
1.

次のいずれかを実行して、[プログラムと機能] を開きます。
• [コントロールパネル] を開き、[プログラムと機能] を選択します。
• コマンドプロンプトを開き、次のコマンドを使用します。
C:\> appwiz.cpl

2.

[AWS Command Line Interface] という名前のエントリを選択後、[アンインストール] を選択してアン
インストーラを起動します。

3.

AWS CLI をアンインストールすることを確認します。

4.

(オプション) .aws フォルダ内の共有 AWS SDK と AWS CLI 設定情報を削除します。

Warning
これらの設定と認証情報の設定は、すべての AWS SDK と AWS CLI で共有されます。この
フォルダを削除すると、システムに残っている AWS SDK からはアクセスできなくなりま
す。
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.aws フォルダのデフォルトの場所はプラットフォームによって異なります。デフォルトでは、フォ
ルダは %UserProfile%\.aws にあります。
$ rmdir %UserProfile%\.aws

Python と pip を使用した Windows での AWS CLI
バージョン 1 のインストール、更新、アンインストー
ル
Python Software Foundation は、pip を含む Windows 用インストーラを提供しています。

前提条件
また、Python 3.6 以降をインストールする必要があります。インストール手順については、Python の
Beginner Guide で「Downloading Python」ページを参照してください。

Warning
Python 2.7 は、2020 年 1 月 1 日に Python Software Foundation によって非推奨になりまし
た。AWS CLI バージョン 1.20.0 から、Python 3.6 以上が必要になります。
AWS CLI バージョン 1 を古いバージョンの Python で使用するには、AWS CLI バージョン 1 の以
前のバージョンをインストールする必要があります。AWS CLI バージョン 1 の Python バージョ
ンサポートマトリックスについては、「the section called “Python バージョンの要件” (p. 5)」
を参照してください。

pip を使用した AWS CLI バージョン 1 のインストールと更新
1.

AWS CLI バージョン 1 をインストールするには、pip3 コマンド (Python バージョン 3 以降を使用し
ている場合) または pip コマンドを使用します。
AWS CLI の最新バージョンの場合は、次のコマンドブロックを使用します。
C:\> pip3 install awscli --upgrade --user

特定バージョンの AWS CLI には、ファイル名に小なり記号 < とバージョン番号を付加してくださ
い。この例では、バージョン 1.16.312 のファイル名が <1.16.312 になるため、コマンドは以下の
ようになります。
C:\> pip3 install awscli<1.16.312 --upgrade --user

2.

AWS CLI バージョン 1 が正しくインストールされていることを確認します。応答がない場合は、コマ
ンドラインパスへの AWS CLI バージョン 1 の実行可能ファイルの追加 (p. 26) セクションを参照し
てください。
C:\> aws --version
aws-cli/1.25.55 Python/3.8.8 Windows/10 botocore/1.13
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pip を使用した AWS CLI バージョン 1 のアンインストール
1.

pip を使用して AWS CLI バージョン 1 をインストールした場合は、pip を使用してアンインストー
ルする必要もあります。Python バージョン 3 以降を使用する場合、pip3 コマンドの使用が推奨され
ます。
C:\> pip3 uninstall awscli

すべてのファイルを削除するには、コマンドプロンプトウィンドウまたはコンピュータの再起動が必
要になる場合があります。
2.

(オプション) .aws フォルダ内の共有 AWS SDK と AWS CLI 設定情報を削除します。

Warning
これらの設定と認証情報の設定は、すべての AWS SDK と AWS CLI で共有されます。この
フォルダを削除すると、システムに残っている AWS SDK からはアクセスできなくなりま
す。
.aws フォルダのデフォルトの場所はプラットフォームによって異なります。デフォルトでは、フォ
ルダは %UserProfile%\.aws にあります。
$ rmdir %UserProfile%\.aws

コマンドラインパスへの AWS CLI バージョン 1 の実
行可能ファイルの追加
pip を使用して AWS CLI バージョン 1 をインストールしたら、オペレーティングシステムの PATH 環境
変数に aws プログラムを追加します。MSI のインストールでは、これは自動的に行われます。ただし、イ
ンストール後に aws コマンドが実行されない場合は、手動で設定する必要があります。
1.

where コマンドを使用して、aws ファイルの場所を検索します。デフォルトでは、where コマンド
は、指定したプログラムがシステムの PATH 内のどこにあるかを表示します。
C:\> where aws

表示されるパスは、プラットフォームと、AWS CLI のインストールに使用した方法によって異なりま
す。バージョン番号が含まれるフォルダ名は、異なる場合があります。これらの例では、Python バー
ジョン 3.7 を使用しています。必要に応じて、使用しているバージョン番号にバージョンを置き換え
ます。代表的なパスとしては、以下のようなものがあります。
• Python 3 とpip3 - C:\Program Files\Python37\Scripts\
• Python 3 とpip3 -- 以前のバージョンの Windows における user オプション -- %USERPROFILE%
\AppData\Local\Programs\Python\Python37\Scripts
• Python 3 とpip3 -- Windows 10 における user オプション -- %USERPROFILE%\AppData
\Roaming\Python\Python37\Scripts
• MSI インストーラ (64 ビット) - C:\Program Files\Amazon\AWSCLI\bin
• MSI インストーラ (32 ビット) - C:\Program Files (x86)\Amazon\AWSCLI\bin
ファイルパスが返されるかどうかに基づいて、次のステップを使用します。
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C:\> where aws
C:\Program Files\Amazon\AWSCLI\bin\aws.exe

次のコマンドを実行すると、aws プログラムがインストールされた場所を確認できます。
C:\> where c:\ aws
C:\Program Files\Python37\Scripts\aws

A file path is NOT returned
where コマンドが次のエラーを返す場合、プログラムはシステムの PATH 内にはなく、名前を入
力するだけでは実行できません。
C:\> where c:\ aws
INFO: Could not find files for the given pattern(s).

この場合は、where パラメータを指定して /R path コマンドを実行し、すべてのフォルダを検
索するように指示します。その後に、パスを手動で追加する必要があります。コマンドラインま
たはファイルエクスプローラーを使用して、コンピュータのインストールされている場所を見つ
けます。
C:\> where
c:\Program
c:\Program
c:\Program
c:\Program
...

/R c:\ aws
Files\Amazon\AWSCLI\bin\aws.exe
Files\Amazon\AWSCLI\bincompat\aws.cmd
Files\Amazon\AWSCLI\runtime\Scripts\aws
Files\Amazon\AWSCLI\runtime\Scripts\aws.cmd

2.

Windows キーを押し、「environment variables」と入力します。

3.

[Edit environment variables for your account] (アカウントの環境変数を編集する) を選択します。

4.

PATH を選択して、編集 を選択します。

5.

見つかったパスを [変数値] フィールドに追加します (例: C:\Program Files\Amazon\AWSCLI
\bin\aws.exe)。

6.

[OK] を 2 回選択して、新しい設定を適用します。

7.

実行中のコマンドプロンプトを閉じ、コマンドプロンプトウィンドウを再度開きます。

AWS CLI のインストールエラーとアンインストール
エラーのトラブルシューティング
AWS CLI をインストールまたはアンインストールした後に問題が発生した場合のトラブルシューティング
ステップについては、「 に関連するエラーのトラブルシューティング (p. 173)」を参照してください。
最も関連性の高いトラブルシューティングステップについては、「the section called “コマンドが見つから
ないエラー” (p. 178)」、「the section called “「aws --version」コマンドが、インストールしたのと
は異なるバージョンを返す” (p. 180)」、および「the section called “AWS CLI のアンインストール後に、
「aws --version」コマンドがバージョンを返す” (p. 181)」を参照してください。

27

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
Virtualenv

仮想環境での AWS CLI バージョン 1 のインストー
ルと更新
仮想環境に AWS Command Line Interface (AWS CLI) のバージョン 1 をインストールすることで、他の
pip パッケージとのバージョンに関する要件の競合を回避できます。
トピック
• 前提条件 (p. 28)
• 仮想環境での AWS CLI バージョン 1 のインストールと更新 (p. 28)
• AWS CLI のインストールエラーとアンインストールエラーのトラブルシューティング (p. 29)

前提条件
• Python 3.6 以降。インストール手順については、Python の Beginner Guide で「Downloading Python」
ページを参照してください。

Warning
Python 2.7 は、2020 年 1 月 1 日に Python Software Foundation によって非推奨になりまし
た。AWS CLI バージョン 1.20.0 から、Python 3.6 以上が必要になります。
AWS CLI バージョン 1 を古いバージョンの Python で使用するには、AWS CLI バージョン 1
の以前のバージョンをインストールする必要があります。AWS CLI バージョン 1 の Python
バージョンサポートマトリックスについては、「the section called “Python バージョンの要
件” (p. 5)」を参照してください。
• pip または pip3 がインストールされています。

仮想環境での AWS CLI バージョン 1 のインストール
と更新
1.

pip を使用して virtualenv をインストールします。
$ pip install --user virtualenv

2.

仮想環境を作成して名前を付けます。
$ virtualenv ~/cli-ve

または、-p オプションを使用してデフォルト以外のバージョンの Python を指定できます。
$ virtualenv -p /usr/bin/python37 ~/cli-ve

3.

新しい仮想環境をアクティブ化します。
Linux または macOS
$ source ~/cli-ve/bin/activate

Windows
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$ %USERPROFILE%\cli-ve\Scripts\activate

プロンプトが変わり、仮想環境がアクティブであることが示されます。
(cli-ve)~$

4.

仮想環境で AWS CLI バージョン 1 をインストールまたは更新します。
(cli-ve)~$ pip install --upgrade awscli

5.

AWS CLI バージョン 1 が正しくインストールされていることを確認します。
$ aws --version
aws-cli/1.25.55 Python/3.8.8 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.13

6.

deactivate コマンドを使用して、仮想環境を終了できます。新しいセッションを開始するたびに、
環境を再度アクティブ化する必要があります。

AWS CLI のインストールエラーとアンインストール
エラーのトラブルシューティング
AWS CLI をインストールまたはアンインストールした後に問題が発生した場合のトラブルシューティング
ステップについては、「 に関連するエラーのトラブルシューティング (p. 173)」を参照してください。
最も関連性の高いトラブルシューティングステップについては、「the section called “コマンドが見つから
ないエラー” (p. 178)」、「the section called “「aws --version」コマンドが、インストールしたのと
は異なるバージョンを返す” (p. 180)」、および「the section called “AWS CLI のアンインストール後に、
「aws --version」コマンドがバージョンを返す” (p. 181)」を参照してください。
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AWS CLI の設定
このセクションでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) が AWS と対話するために使用する設定
を指定する方法について説明します。これには、セキュリティ認証情報、デフォルトの出力形式、および
デフォルトの AWS リージョンが含まれます。

Note
AWS では、すべての着信リクエストは暗号で署名される必要があります。これは、AWS CLI に
よって行われます。「署名」には日時スタンプが含まれます。したがって、コンピュータの日付
と時刻が正しく設定されていることを確認する必要があります。日時が正しく設定されていない
場合、署名の日時が AWS サービスによって認識された日間と大きく異なることがあり、その場
合は AWS によってリクエストが却下されます。
トピックス
• 設定の基本 (p. 30)
• 設定ファイルと認証情報ファイルの設定 (p. 34)
• AWS CLI の名前付きプロファイル (p. 45)
• AWS CLI を設定する環境変数 (p. 46)
• コマンドラインオプション (p. 51)
• コマンド補完 (p. 54)
• AWS CLI の再試行 (p. 58)
• 外部プロセスを使用した認証情報の調達 (p. 61)
• Amazon EC2 インスタンスメタデータの認証情報の使用 (p. 62)
• HTTP プロキシを使用する (p. 64)
• AWS CLI での IAM ロールの使用 (p. 65)

設定の基本
このセクションでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) が config および credentials ファイ
ルを使用して AWS と対話するために使用する基本設定をすばやく指定する方法について説明します。こ
れには、セキュリティ認証情報、デフォルトの出力形式、およびデフォルトの AWS リージョンが含まれ
ます。

Note
AWS では、すべての着信リクエストは暗号で署名される必要があります。これは、AWS CLI に
よって行われます。「署名」には日時スタンプが含まれます。したがって、コンピュータの日付
と時刻が正しく設定されていることを確認する必要があります。日時が正しく設定されていない
場合、署名の日時が AWS サービスによって認識された日間と大きく異なることがあり、その場
合は AWS によってリクエストが却下されます。
トピック
• aws configure を使用したクイック設定 (p. 31)
• アクセスキー ID とシークレットアクセスキー (p. 31)
• キーペアの作成 (p. 31)
• リージョン (p. 32)
• 出力形式 (p. 32)
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• プロファイル (p. 33)
• 構成設定と優先順位 (p. 33)

aws configure を使用したクイック設定
一般的な使用の場合、aws configure コマンドが、AWS CLI のインストールをセットアップするための
最も簡単な方法です。このコマンドを入力すると、AWS CLI によって 4 つの情報の入力が求められます。
• アクセスキー ID (p. 31)
• シークレットアクセスキー (p. 31)
• AWS リージョン (p. 32)
• 出力形式 (p. 32)
この情報は、AWS CLI により、default ファイルの、credentials という名前のプロファイル (設定の
コレクション) に保存されます。デフォルトでは、このプロファイル内の情報は、使用するプロファイル
を明示的に指定しない AWS CLI コマンドを実行する場合に使用されます。credentials ファイルの詳細
については、「設定ファイルと認証情報ファイルの設定 (p. 34)」を参照してください。
次の例は、サンプル値を示しています。次のセクションで説明するように、これらの値を独自の値に置き
換えます。
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json

アクセスキー ID とシークレットアクセスキー
アクセスキーは、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーから成り、AWS に対するプログラムによ
るリクエストに署名する場合に使用されます。
トピック
• キーペアの作成 (p. 31)

キーペアの作成
アクセスキーはアクセスキー ID とシークレットアクセスキーから成り、AWS に対するプログラムによる
リクエストに署名するときに使用されます。アクセスキーがない場合は、AWS Management Console から
作成することができます。ベストプラクティスとして、必須ではないタスクでは AWS アカウント のルー
トユーザーアクセスキーを使用しないでください。代わりに、自身用のアクセスキーを持つ新しい管理者
IAM ユーザーを作成します。
シークレットアクセスキーを表示またはダウンロードできるのは、キーを作成するときのみです。後で回
復することはできません。ただし、いつでも新しいアクセスキーを作成できます。また、必要な IAM アク
ションを実行するための許可が必要です。詳細については、「IAM User Guide」(IAM ユーザーガイド) の
「Permissions required to access IAM resources」(IAM リソースにアクセスするために必要な許可) を参照
してください。

IAM ユーザーのアクセスキーを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/
iam/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。

3.

アクセスキーを作成するユーザー名を選択し、[Security credentials] (セキュリティ認証情報) タブを選
択します。

4.

[Access keys] (アクセスキー) セクションで、[Create access key] (アクセスキーを作成) を選択しま
す。

5.

新しいアクセスキーのペアを表示するには、[Show] (表示) を選択します。このダイアログボックスを
閉じた後で、シークレットアクセスキーに再度アクセスすることはできません。認証情報は以下のよ
うになります:
• アクセスキーID:AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
• シークレットアクセスキー: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

6.

キーペアをダウンロードするには、[Download .csv file.csv] (キーファイルのダウンロード) を選択しま
す。このキーは安全な場所に保存してください。このダイアログボックスを閉じた後で、シークレッ
トアクセスキーに再度アクセスすることはできません。
AWS アカウント を保護するためにキーは機密にしておき、E メールでは送信しないようにしてくだ
さい。また、所属している組織外にこの情報を公開してはいけません。AWS または Amazon.com を
名乗る人物から問い合わせがあった場合でも、この情報は開示しないでください。Amazonを正式に
代表する人物がシークレットキーの情報を要求することは一切ありません。

7.

.csv ファイルをダウンロードしたら、[Close(閉じる)] を選択します。アクセスキーを作成すると、
キーペアはデフォルトで有効になり、すぐにキーペアを使用できるようになります。

関連トピック
• IAM User Guide (IAM ユーザーガイド) の What is IAM? (IAM とは)
• AWS 全般リファレンスの AWS セキュリティ認証情報

リージョン
Default region name では、デフォルトでリクエストを送信するサーバーの AWS リージョンを特定
します。通常、お客様の最寄りのリージョンですが、どのリージョンでもかまいません。例えば、「uswest-2」と入力すると、米国西部 (オレゴン) を使用できます。これは、個別のコマンドで指定されない
限り、今後のすべてのリクエストが送信されるリージョンです。

Note
AWS を使用する際は、明示的に、またはデフォルトリージョンを設定して、AWS CLI リー
ジョンを指定する必要があります。使用可能なリージョンのリストについては、「リージョン
とエンドポイント」を参照してください。AWS CLI で使用されるリージョン識別子は、AWS
Management Console の URL およびサービスエンドポイントに表示されるのと同じ名前です。

出力形式
Default output format は、結果の形式を指定します。値は、次下のリストのいずれかの値を指定で
きます。出力形式を指定しない場合、json がデフォルトとして使用されます。
• json (p. 94) - 出力は JSON 文字列としてフォーマットされます。
• text (p. 95) - 出力は、複数行のタブ区切りの文字列値としてフォーマットされます。これ
は、grep、sed、または awk などのテキストプロセッサに出力を渡すのに役立ちます。
• table (p. 97) - 出力は、テーブルとしてフォーマットされ、文字の「+|-」を使用してセルの境界を
形成します。通常、情報は他の形式よりも読みやすい「わかりやすい」形式で表示されますが、プログ
ラムとしては役立ちません。
32

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
プロファイル

プロファイル
設定のコレクションをプロファイルと呼びます。デフォルトでは、AWS CLI は default プロファイルを
使用します。--profile オプションを指定して名前を割り当てることによって、さまざまな認証情報と
設定を持つ追加の名前付きプロファイルを作成して使用できます。
次の例では、produser という名前のプロファイルを作成します。
$ aws configure --profile produser
AWS Access Key ID [None]: AKIAI44QH8DHBEXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-east-1
Default output format [None]: text

次に --profile profilename を指定し、その名前の下に保存された認証情報と設定を使用できます。
$ aws s3 ls --profile produser

これらの設定を更新するには、aws configure を再度実行し (更新するプロファイルに応じて -profile パラメータを指定するか)、必要に応じて、新しい値を入力します。次のセクションでは、aws
configure で作成するファイル、追加の設定、名前付きプロファイルについて説明します。
プロファイルの詳細については、「AWS CLI の名前付きプロファイル (p. 45)」を参照してください。

構成設定と優先順位
AWS CLI は、システム環境変数、ユーザー環境変数、ローカルの AWS 設定ファイル、またはコマンドラ
インでパラメータとして明示的に宣言されたものなど、複数の場所にある認証情報と構成設定を使用しま
す。特定の場所が他の場所よりも優先されます。AWS CLI 認証情報と構成設定は、次の順序で優先されま
す。
1. コマンドラインオプション (p. 51) - 他の場所の設定を上書きします。コマンドラインで、-region、--output、および --profile をパラメータとして指定できます。
2. 環境変数 (p. 46) - システムの環境変数に値を格納できます。
3. CLI 認証情報ファイル (p. 34) – credentialsコマンドを実行すると、config およびaws
configureファイルが更新されます。「credentials」ファイルは、Linux または macOS では
「~/.aws/credentials」、Windows では「C:\Users\USERNAME\.aws\credentials」にあり
ます。このファイルには、default プロファイルと任意の名前付きプロファイルの認証情報の詳細が
含まれています。
4. CLI 設定ファイル (p. 34) - コマンドcredentialsを実行すると、「config」および「aws
configure」ファイルが更新されます。「config」ファイルは、Linux または macOS では
「~/.aws/config」、Windows では「C:\Users\USERNAME\.aws\config」にあります。この
ファイルには、 デフォルトプロファイルとあらゆる名前付きプロファイルの設定が含まれています。
5. コンテナ認証情報 - IAM ロールを各 Amazon Elastic コンテナサービス (Amazon ECS) タスク定義に関
連付けることができます。関連付けられると、そのロールの一時認証情報は、そのタスクのコンテナで
使用できるようになります。詳細については、Amazon Elastic Container Service 開発者ガイドの「タス
ク用の IAM ロール」を参照してください。
6. Amazon EC2 インスタンスプロファイルの認証情報 - IAM ロールを各 Amazon Elastic コンピュートク
ラウド (Amazon EC2) インスタンスに関連付けることができます。関連付けられると、そのロールの
一時認証情報は、インスタンスで実行中のコードで使用できるようになります。認証情報は、Amazon
EC2 メタデータサービスを通じて配信されます。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイドの「Amazon EC2 の IAM ロール」および「IAM ユーザーガイド」の「インスタンスプ
ロファイルの使用 」を参照してください。
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設定ファイルと認証情報ファイルの設定
頻繁に利用される構成設定および認証情報を AWS CLI が維持するファイルに保存することができます。
ファイルは profiles に分割されます。デフォルトで、AWS CLI は default という名前のプロファイル
にある設定を使用します。替わりの設定を使用するには、追加のプロファイルを作成して参照できます。
プロファイルの詳細については、「AWS CLI の名前付きプロファイル (p. 45)」を参照してください。
サポートされた環境変数のいずれかの設定を使用するか、あるいはコマンドラインパラメータを使用し
て、個別の設定を上書きすることもできます。構成設定の優先順位の詳細については、「構成設定と優先
順位 (p. 33)」を参照してください。
トピック
• 構成設定はどこに保存されていますか。 (p. 34)
• 構成設定の設定および表示 (p. 35)
• サポートされる config ファイル設定 (p. 36)

構成設定はどこに保存されていますか。
AWS CLI は aws configure で指定された機密性の高い認証情報を、ホームディレクトリの .aws とい
う名前のフォルダにある credentials という名前のローカルファイルに保存します。aws configure
で指定された機密性の低い設定オプションは、config という名前のローカルファイルに保存されるだけ
でなく、ホームディレクトリの .aws フォルダにも保存されます。

認証情報を設定ファイルに保存する
AWS CLI は config ファイルから認証情報を読み取ることができるので、すべてのプロファイル
設定を 1 つのファイルに保持できます。同じ名前を共有するプロファイルの両方のファイルに認
証情報がある場合、認証情報ファイルのキーが優先されます。
また、これらのファイルはさまざまな言語ソフトウェア開発キット (SDK) によっても使用されま
す。AWS CLI に加えて SDK のいずれかを使用する場合は、認証情報を独自のファイルに保存す
る必要があるかどうかを確認します。
ホームディレクトリの場所はオペレーティングシステムによって異なりますが、環境変数 %UserProfile
% (Windows の場合) および $HOME またはチルド ~ (Unix ベースのシステムの場合) を使用して参照されま
す。AWS_CONFIG_FILE と AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE の環境変数を別のローカルパスに設定す
ることで、ファイルの場所をデフォルト以外の場所に指定できます。詳細については、「AWS CLI を設定
する環境変数 (p. 46)」を参照してください。
例えば、aws configure で設定されたデフォルトプロファイルの AWS CLI によって生成されたファイ
ルは、次のようになります。
~/.aws/credentials
[default]
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

~/.aws/config
[default]
region=us-west-2
output=json
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複数の名前付きプロファイルを含むファイルの例については、「AWS CLI の名前付きプロファイ
ル (p. 45)」を参照してください。
AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを指定する共有プロファイルを使用する場合、AWS
CLI は AWS STS AssumeRole オペレーションを呼び出して一時的な認証情報を取得します。その後、こ
れらの認証情報は ~/.aws/cli/cache に保存されます。それ以降の AWS CLI コマンドは、このキャッ
シュされた一時的な認証情報を有効期限が切れるまで使用します。有効期限が切れると、そこで AWS CLI
によって自動的に認証情報が更新されます。

構成設定の設定および表示
ファイルの構成設定を表示および設定する方法は複数あります。
Credentials および config ファイル
テキストエディタで config ファイルおよび credentials ファイルを直接編集して、設定を表示お
よび編集します。詳細については、「構成設定はどこに保存されていますか。 (p. 34)」を参照して
ください。
設定を削除するには、config ファイルおよび credentials ファイルの対応する設定を削除しま
す。
aws configure
このコマンドを実行すると、認証情報、リージョン、出力形式をすばやく設定および表示できます。
次の例は、サンプル値を示しています。
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json

詳細については、「aws configure を使用したクイック設定 (p. 31)」を参照してください。
aws configure set
aws configure set を使用して、任意の認証情報または構成設定を設定できます。--profile 設
定で表示または変更するプロファイルを指定します。
例えば、次のコマンドは region という名前のプロファイル内の integ を設定します。
$ aws configure set region us-west-2 --profile integ

設定を削除するには、値として空の文字列を使用するか、テキストエディタで config ファイルおよ
び credentials ファイルの設定を手動で削除します。
$ aws configure set cli_pager "" --profile integ

aws configure get
aws configure get を使用して設定した認証情報または構成設定を取得できます。--profile 設
定で表示または変更するプロファイルを指定します。
例えば、次のコマンドは region という名前のプロファイル内の integ 設定を取得します。
$ aws configure get region --profile integ
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us-west-2

出力が空の場合にはその設定は明示的に構成されず、デフォルトの値が使用されます。
aws configure list
すべての設定データを一覧表示するには、aws configure list コマンドを使用します。このコマ
ンドは、設定したすべての設定の AWS CLIの 名前、その値、および設定を取得した場所を表示しま
す。
$ aws configure list
Name
Value
-------profile
<not set>
access_key
****************ABCD
secret_key
****************ABCD
region
us-west-2

Type
Location
----------None
None
shared-credentials-file
shared-credentials-file
env
AWS_DEFAULT_REGION

サポートされる config ファイル設定
トピック
• [Global settings (グローバル設定)] (p. 36)
• S3 カスタマーコマンド設定 (p. 42)
config ファイルでは、以下の設定がサポートされます。同名の環境変数があること、または同名の
コマンドラインオプションによって上書きされる場合を除き、指定された (またはデフォルトの) プロ
ファイルにリストされる値が使用されます。優先する順序設定の詳細については、「構成設定と優先順
位 (p. 33)」を参照してください。

[Global settings (グローバル設定)]
api_versions
一部の AWS サービスでは、下位互換性をサポートするために複数の API バージョンを維持します。
デフォルトで、AWS CLI コマンドは最新の API バージョンを使用します。config ファイル内の
api_versions 設定に含むプロファイルに使用する API ファイルを指定することができます。
これは、それぞれが使用する AWS サービスと使用する API バージョンを識別する 1 つ以上のインデ
ントされた行に適用される「ネストされた」設定です。どの API バージョンが利用可能を判断するに
は、各サービスのドキュメントを参照してください。
次の例は、2 つの AWS サービスに API バージョンを指定する方法を示しています。これらの API
バージョンは、この設定を含むプロファイルで実行するコマンドにのみ使用されます。
api_versions =
ec2 = 2015-03-01
cloudfront = 2015-09-017

この設定には、環境変数やコマンドラインパラメータに相当するものはありません。
aws_access_key_id (p. 31)
コマンドリクエストを認証するための認証情報の一部として使用する AWS アクセスキーを指定しま
す。これを config ファイルに保存することもできますが、credentials ファイルに保存すること
が推奨されます。
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AWS_ACCESS_KEY_ID 環境変数で上書きすることができます。アクセスキー ID をコマンドラインオ
プションとして指定することはできません。
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE

キーペアの詳細については、「the section called “アクセスキー ID とシークレットアクセス
キー” (p. 31)」を参照してください。
aws_secret_access_key (p. 31)
コマンドリクエストを認証するための認証情報の一部として使用する AWS シークレットキーを指定
します。これを config ファイルに保存することもできますが、credentials ファイルに保存する
ことが推奨されます。
AWS_SECRET_ACCESS_KEY 環境変数で上書きすることができます。シークレットアクセスキーをコ
マンドラインオプションとして指定することはできません。
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

キーペアの詳細については、「the section called “アクセスキー ID とシークレットアクセス
キー” (p. 31)」を参照してください。
aws_session_token
AWS セッショントークンを指定します。セッショントークンは、一時的なセキュリティ認証情
報を手動で指定する場合にのみ必要です。これを config ファイルに保存することもできます
が、credentials ファイルに保存することが推奨されます。
AWS_SESSION_TOKEN 環境変数で上書きすることができます。セッショントークンをコマンドライン
オプションとして指定することはできません。
aws_session_token = AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4BlCFFxWNE1OPTgk5TthT
+FvwqnKwRcOIfrRh3c/LTo6UDdyJwOOvEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/
IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3zrkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4Olgk

ca_bundle
SSL 証明書を検証するために使用される CA 証明書バンドル (.pem 拡張子があるファイル) を指定し
ます。
AWS_CA_BUNDLE (p. 48) 環境変数あるいは --ca-bundle (p. 51) コマンドラインオプショ
ンで上書きできます。
ca_bundle = dev/apps/ca-certs/cabundle-2019mar05.pem

cli_follow_urlparam
AWS CLI が、http:// または https:// で始まるコマンドラインパラメータの URL リンクに従お
うとするかどうかを指定します。これを有効にすると、取得されたコンテンツは URL の代わりにパラ
メータ値として使用されます。
• true - これはデフォルト値です。指定すると、http:// または https:// で始まるすべての文字列
パラメータが取得され、ダウンロードされたすべてのコンテンツはコマンドのパラメータ値として
使用されます。
• false – これを指定した場合、AWS CLI は http:// または https:// で始まるパラメータ文字列
値を他の文字列と同じように扱います。
このエントリには同等の環境変数あるいはコマンドラインオプションがありません。
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cli_follow_urlparam = false

cli_history
デフォルトでは無効になっています。この設定により、AWS CLI のコマンド履歴が有効になります。
この設定を有効にすると、AWS CLI は aws コマンドの履歴を記録します。
cli_history = enabled

aws history list コマンドを使用すると履歴を一覧表示でき、そこから得られた command_ids
を aws history show コマンドに使用すると詳細を確認できます。詳細については、AWS CLI リ
ファレンスガイドの「aws history」を参照してください。
cli_timestamp_format
出力に含まれるタイムスタンプの形式を指定します。次の値のいずれかを指定できます。
• iso8601 – AWS CLI バージョン 2 のデフォルト値。指定すると、AWS CLI は、ISO 8601 に従って
すべてのタイムスタンプを再フォーマットします。
ISO 8601 形式のタイムスタンプは、次の例のようになります。最初の例は、時刻を UTC (協定世界
時) で表し、時刻の後に Z を含めます。日付と時刻は T で区切られます。
2019-10-31T22:21:41Z

別のタイムゾーンを指定するには、Z ではなく、+ または - を指定し、目的のタイムゾーンが UTC
より進んでいるまたは遅れている時間数を 2 桁の値として指定します。次の例では、前の例と同じ
時刻を示していますが、UTC から 8 時間遅れている太平洋標準時刻に調整されています。
2019-10-31T14:21:41-08

• wire – AWS CLI バージョン 1 のデフォルト値。指定すると、AWS CLI は、HTTP クエリレスポンス
で受信したとおりにすべてのタイムスタンプ値を表示します。
このエントリには同等の環境変数あるいはコマンドラインオプションがありません。
cli_timestamp_format = iso8601

credential_process (p. 61)
このコマンドに使用する認証情報を生成あるいは取得するために AWS CLI が実行する外部のコマン
ドを指定します。このコマンドは、特定の形式で認証情報を返す必要があります。この設定を使用す
る方法の詳細については、「外部プロセスを使用した認証情報の調達 (p. 61)」を参照してくださ
い。
このエントリには同等の環境変数あるいはコマンドラインオプションがありません。
credential_process = /opt/bin/awscreds-retriever --username susan

credential_source (p. 65)
Amazon EC2 インスタンスまたは EC2 コンテナ内で使用され、role_arn パラメータで指
定したロールを引き受けるために使用する認証情報を AWS CLI が検索できる場所を指定しま
す。source_profile と credential_source の両方を同じプロファイルで指定することはできま
せん。
このパラメータには、次の 3 つの値のいずれかを指定できます。
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• Environment – AWS CLI が環境変数からソース認証情報を取得することを指定します。
• EC2InstanceMetadata – AWS CLI が EC2 インスタンスプロファイルにアタッチされた IAM ロール
を使用してソースの認証情報を取得することを指定します。
• EcsContainer – AWS CLI が ECS コンテナにアタッチされた IAM ロールをソースの認証情報として
使用することを指定します。
credential_source = Ec2InstanceMetadata

duration_seconds
ロールセッションの最大期間を秒単位で指定します。この値は 900 秒 (15 分) からロールの最大セッ
ション期間設定 (上限は 43200) までの範囲を指定できます。これはオプションのパラメータであり、
デフォルトでは 3600 秒に設定されています。
external_id (p. 69)
お客様のアカウントでサードパーティーがロールを引き受けるために使用される独自の識別子を指定
します。これは ExternalId オペレーションの AssumeRole パラメータにマップします。このパラ
メータは、ロールの信頼ポリシーで ExternalId の値が指定されている場合にのみ必要です。詳細に
ついては、IAM ユーザーガイドの「AWS リソースへのアクセス権を第三者に付与するときに外部 ID
を使用する方法」を参照してください。
max_attempts (p. 58)
AWS CLI 再試行ハンドラが使用する最大再試行回数を指定します。ここで最初の呼び出しは、指定し
た max_attempts 値に対してカウントされます。
環境変数 AWS_MAX_ATTEMPTS を使用して、この値を上書きできます。
max_attempts = 3

mfa_serial (p. 68)
ロールを引き受けるときに使用する MFA デバイスの ID 番号。これは、引き受けるロールの
信頼ポリシーに MFA 認証を必要とする条件が含まれている場合にのみ必須です。値には、
ハードウェアデバイスのシリアルナンバー (GAHT12345678など) または仮想 MFA デバイス
(arn:aws:iam::123456789012:mfa/userなど) の Amazon リソースネーム (ARN) のいずれか指
定できます。
output (p. 32)
このプロファイルを使用してリクエストするコマンドのデフォルトの出力形式を指定します。次の値
のいずれかを指定できます。
• json (p. 94) - 出力は JSON 文字列としてフォーマットされます。
• text (p. 95) - 出力は、複数行のタブ区切りの文字列値としてフォーマットされます。これ
は、grep、sed、または awk などのテキストプロセッサに出力を渡すのに役立ちます。
• table (p. 97) - 出力は、テーブルとしてフォーマットされ、文字の「+|-」を使用してセルの境界
を形成します。通常、情報は他の形式よりも読みやすい「わかりやすい」形式で表示されますが、
プログラムとしては役立ちません。
AWS_DEFAULT_OUTPUT 環境変数あるいは --output コマンドラインオプションで上書きできます。
output = table

parameter_validation
AWS CLI サービスエンドポイントに送信する前に、AWS クライアントがパラメータの検証を試行す
るかどうかを指定します。
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• true - これはデフォルト値です。これを指定すると、AWS CLI がコマンドラインパラメータのロー
カル検証を実行します。
• false – これを指定すると、AWS CLI は、コマンドラインパラメータを AWS サービスエンドポイン
トに送信する前に、それらの検証を行いません。
このエントリには同等の環境変数あるいはコマンドラインオプションがありません。
parameter_validation = false

region (p. 32)
このプロファイルを使用してリクエストされたコマンドへのリクエストを送信するための AWS リー
ジョン リージョンを指定します。
• Amazon Web Services 全般リファレンスの「AWS リージョンとエンドポイント」に記載されてい
るように、選択したサービスで使用できるリージョンコードを指定できます。
• aws_global では、AWS Security Token Service (AWS STS) や Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) などのリージョンのエンドポイントに加えて、グローバルエンドポイントをサポート
するサービスのグローバルエンドポイントを指定できます。
AWS_DEFAULT_REGION 環境変数または --region コマンドラインオプションを使用して、この値を
上書きできます。
region = us-west-2

retry_mode (p. 58)
AWS CLI が使用する再試行モードを指定します。再試行モードには、レガシー (デフォルト)、標準、
アダプティブの 3 つがあります。再試行の詳細については、「AWS CLI の再試行 (p. 58)」を参照
してください。
環境変数 AWS_RETRY_MODE を使用して、この値を上書きできます。
retry_mode = standard

role_arn (p. 65)
AWS CLI コマンドの実行に使用する IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。ま
た、以下のいずれかのパラメータを指定して、このロールを引き受けるアクセス権限を持つ認証情報
を特定する必要があります。
• source_profile
• credential_source
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/role-name

環境変数 AWS_ROLE_ARN (p. 49) により、この設定が上書きされます。
ウェブ ID の使用の詳細については、「the section called “ウェブ ID を使用したロールの継
承” (p. 70)」を参照してください。
role_session_name (p. 70)
ロールセッションにアタッチする名前を指定します。この値は、RoleSessionName が AWS CLI
オペレーションを呼び出す場合に AssumeRole パラメータに提供され、引き受けたロールユーザー
ARN arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/role_name/role_session_name の一
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部になります。このパラメータはオプションです。この値を指定しない場合、セッション名は自動的
に生成されます。この名前は、このセッションに関連付けられたエントリの AWS CloudTrail ログに
表示されます。
role_session_name = maria_garcia_role

環境変数 AWS_ROLE_SESSION_NAME (p. 49) により、この設定が上書きされます。
ウェブ ID の使用の詳細については、「the section called “ウェブ ID を使用したロールの継
承” (p. 70)」を参照してください。
source_profile (p. 65)
AWS CLI パラメータで指定したロールを引き受けるために role_arn が使用できる、長期的な認証
情報を持つ名前付きプロファイルを指定します。source_profile と credential_source の両方
を同じプロファイルで指定することはできません。
source_profile = production-profile

sts_regional_endpoints
AWS CLI クライアントが AWS (AWS CLI) と通信するために使用する AWS Security Token Service
サービスエンドポイントを AWS STS が判別する方法を指定します。AWS CLI バージョン 1 のデフォ
ルト値は legacy です。
次の 2 つの値のいずれかを指定できます。
• legacy – ap-northeast-1、ap-south-1、ap-southeast-1、ap-southeast-2、awsglobal、ca-central-1、eu-central-1、eu-north-1、eu-west-1、eu-west-2、euwest-3、sa-east-1、us-east-1、us-east-2、us-west-1、および us-west-2 の各 AWS
リージョンリージョンにグローバル STS エンドポイント sts.amazonaws.com を使用します。他
のすべてのリージョンでは、それぞれのリージョンエンドポイントが自動的に使用されます。
• regional – AWS CLI は常に、現在設定されているリージョンに AWS STS エンドポイントを使用
します。例えば、クライアントが us-west-2 を使用するように設定されている場合、AWS STS
へのすべてのコールは、グローバル sts.amazonaws.com エンドポイントではなく、リージョン
エンドポイント sts.us-west-2.amazonaws.com に対して行われます。この設定が有効なとき
にグローバルエンドポイントにリクエストを送信するには、リージョンを aws-global に設定しま
す。
この設定は、AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS 環境変数を使用して上書きできます。この値をコマ
ンドラインパラメータとして設定することはできません。
web_identity_token_file (p. 70)
OAuth 2.0 アクセストークンまたは ID プロバイダーによって提供される OpenID Connect ID
トークンを含むファイルへのパスを指定します。AWS CLI はこのファイルの内容をロード
し、WebIdentityToken 引数として AssumeRoleWithWebIdentity オペレーションに渡します。
環境変数 AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE (p. 50) により、この設定が上書きされます。
ウェブ ID の使用の詳細については、「the section called “ウェブ ID を使用したロールの継
承” (p. 70)」を参照してください。
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tcp_keepalive
AWS CLI クライアントが TCP キープアライブパケットを使用するかどうかを指定します。
このエントリには同等の環境変数あるいはコマンドラインオプションがありません。
tcp_keepalive = false

S3 カスタマーコマンド設定
Amazon S3 は、AWS CLI がどのように Amazon S3 オペレーションを実行するかを設定する複数の設定を
サポートします。一部は、s3api および s3 名前空間の両方のすべての S3 コマンドに適用されます。そ
れ以外は、一般的なオペレーションを抽象化する S3 の「カスタム」コマンド専用となり、API オペレー
ションで 1 対 1 のマッピング以上に機能します。aws s3 は cp、sync、mv を転送し、rm には S3 転送
に使用できる追加の設定があります。
これらすべてのオプションは、config ファイル内のネストされた s3 設定を指定することで構成できま
す。各設定は、それぞれの行にインデントされます。

Note
これらの設定はすべてオプションです。これらの設定を一切構成せずに、aws s3 転送コマンド
を正しく使用できることが必要です。これらの設定は、パフォーマンスを調整したり、上述の
aws s3 コマンドを実行する特定の環境に対応したりできるように用意されています。
次の s3 プロファイルの例に示すように、これらの設定はすべて、config ファイルの上位レベル
development キーで設定します。
[profile development]
s3 =
max_concurrent_requests = 20
max_queue_size = 10000
multipart_threshold = 64MB
multipart_chunksize = 16MB
max_bandwidth = 50MB/s
use_accelerate_endpoint = true
addressing_style = path

次の設定は、s3 あるいは s3api 名前空間内の任意の S3 コマンドに適用されます。
addressing_style
使用するアドレス形式を指定します。バケット名がホスト名にあるか、または URL の一部にあるかを
制御します。有効な値は、path、virtual、auto です。デフォルト値は auto です。
Amazon S3 エンドポイントを構成するには 2 つのスタイルがあります。1 つ目
は virtual と呼ばれ、ホスト名の一部としてバケット名が含まれています。例:
https://bucketname.s3.amazonaws.com。また、path スタイルでは、バケット名を URI 内の
パスとして扱います (例: https://s3.amazonaws.com/bucketname)。CLI におけるデフォルト
値では、できる範囲では virtual スタイルを使用し、必要に応じて path に戻る auto を使用しま
す。例えば、バケット名に DNS との互換性がない場合い、このバケット名はホスト名の一部になら
ず、パス内にする必要があります。auto を使用すると、CLI はこの条件を検出し、ユーザーに代わっ
て自動的に path に切り替えます。アドレス形式を path に設定する場合、AWS で設定した AWS
CLI リージョンがバケットのリージョンと一致していることを確認する必要があります。
payload_signing_enabled
SHA256 が sigv4 ペイロードを署名するかどうかを指定します。デフォルトでは、HTTPS 使用時の
ストリーミングアップロード (UploadPart および PutObject) にはこれが無効化されています。デ
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フォルトでは、ContentMD5 があり (デフォルトで生成されます)、エンドポイントが HTTPS を使用
する場合にのみ、これはストリーミングアップロード (UploadPart および PutObject) 用に false
に設定されます。
true に設定すると、S3 は SHA256 チェックサム形式 (自動的に計算されてリクエスト署名に追加) で
追加のコンテンツ検証の受信をリクエストします。false に設定すると、チェックサムは計算されませ
ん。これを無効にすると、チェックサム計算によって生じるパフォーマンスのオーバーヘッドの減少
に役立ちます。
use_dualstack_endpoint
s3 および s3api のすべてのコマンドに対して、Amazon S3 デュアル IPv4/IPv6 エンドポイントを使
用します。デフォルト値は false です。これは use_accelerate_endpoint 設定と相互に排他的と
なります。
true に設定すると、AWS CLI は、設定されているリージョンのデュアル IPv4 / IPv6 エンドポイント
にすべての Amazon S3 リクエストを送信します。
use_accelerate_endpoint
s3 および s3api のすべてのコマンドに対して Amazon S3 アクセラレートエンドポイントを使用し
ます。デフォルト値は false です。これは use_dualstack_endpoint 設定と相互に排他的となりま
す。
true に設定すると、AWS CLI は、s3-accelerate.amazonaws.com の S3 Accelerate エンド
ポイントにすべての Amazon S3 リクエストを送信します。このエンドポイントを使用するには、S3
Accelerate を使用するようにバケットを有効化する必要があります。リクエストはすべて、仮想形
式のバケットのアドレス指定 (my-bucket.s3-accelerate.amazonaws.com) を使用して送信され
ます。いずれの ListBuckets、CreateBucket、DeleteBucket リクエストも、S3 高速化エン
ドポイントには送信されません。高速化エンドポイントでは、これらのオペレーションをサポートし
ていないためです。また、--endpoint-url または https://s3-accelerate.amazonaws.com
コマンドのいずれかに http://s3-accelerate.amazonaws.com パラメータが s3 あるいは
s3api に設定されている場合には、この動作を実行できます。
以下の設定は、s3 名前空間コマンドセット内のコマンドのみに適用されます。
max_bandwidth
Amazon S3 との間でデータをアップロードおよびダウンロードするために消費できる最大帯域幅を指
定します。デフォルトは無制限です。
これにより、S3 コマンドが Amazon S3 との間でデータを転送するために使用できる最大帯域幅が制
限されます。この値は、アップロードとダウンロードのみに適用され、コピーや削除には適用されま
せん。この値は 1 秒あたりのバイト数で示されます。この値は次のように指定できます。
• 整数。例えば、1048576 は 1 秒あたりの 1 メガバイトの最大帯域幅使用を設定します。
• 整数に続くレートサフィックス。KB/s、MB/s、あるいは GB/s を使用して、レートサフィックス
を指定できます。例えば、300KB/s や 10MB/s などです。
一般的には、まず、max_concurrent_requests を低くして、低い帯域幅の消費を試してみるこ
とが推奨されます。必要なレートの帯域幅消費を十分に制限できない場合には、max_bandwidth
設定を使用して、さらに帯域幅消費を制限できます。これは、max_concurrent_requests が現
在実行中のスレッド数を制御できるためです。代わりに、まず max_bandwidth を低くしながら
max_concurrent_requests 設定を高くすると、スレッドが不必要に待機する結果が生じることが
あります。これにより、余分なリソースの消費と接続タイムアウトにつながる可能性があります。
max_concurrent_requests
同時リクエストの最大数を指定します。デフォルト値は 10 です。
aws s3 転送コマンドはマルチスレッドです。いつでも、複数の Amazon S3 リクエストを
実行できます。例えば、コマンド aws s3 cp localdir s3://bucket/ --recursive
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を使用して S3 バケットにファイルをアップロードする場合、AWS CLI は localdir/
file1、localdir/file2、localdir/file3 ファイルを並行してアップロードできま
す。max_concurrent_requests の設定は、同時に実行できる転送オペレーションの最大数を指定
します。
この値を変更する必要には、いくつかの理由が考えられます。
• この値を下げる - 環境によっては、デフォルトの 10 個の同時要求がシステムに過負荷になる場合が
あります。これによって接続タイムアウトやシステムの応答性の低下が見られる場合があります。
この値を小さくすると、S3 転送コマンドのリソース消費が減少します。その代わり、S3 転送の完
了により長くかかる可能性があります。帯域幅を制限するツールを使用する場合、この値を低めに
抑える必要が生じることがあります。
• この値を増やす – シナリオによっては、必要なだけのネットワーク帯域幅を使用して、Amazon S3
転送をできるだけ早く完了させることができます。このシナリオでは、利用できるすべてのネット
ワーク帯域幅を使用するためにデフォルトの同時リクエスト数が十分でないことがあります。この
値を大きくすると、Amazon S3 転送が完了する時間を短縮できます。
max_queue_size
タスクキューのタスクの最大数を指定します。デフォルト値は 1000 です。
AWS CLI は Amazon S3 タスクをキューに入れるモデルを内部で使用し、これらのタスクはその
後、max_concurrent_requests によって数が制限されているコンシューマーによって実行されま
す。タスクは通常の場合、単一の Amazon S3 オペレーションをマッピングします。例えば、タスク
は PutObjectTask、GetObjectTask、または UploadPartTask にできます。タスクがキューに
追加される率は、コンシューマーがタスクを終了する率よりも早くなることがあります。無限の拡大
を回避するには、タスクキューのサイズを指定するサイズに抑えます。この設定は、タスクキューの
最大数値を変更します。
一般的には、この設定を変更する必要はありません。この設定は、AWS CLI が実行される必要性を認
識しているタスクの数にも対応します。つまり、AWS CLI はデフォルトで、その先の 1,000 個のタス
クしか認識できないことを意味します。この値を大きくすると、AWS CLI は必要なタスクの合計数を
より迅速に把握できることになります (クエリ速度がタスクの完了速度よりも速いと仮定した場合)。
その代わり、より大きな max_queue_size はより多くのメモリを必要とします。
multipart_chunksize
個別ファイルのマルチパート転送用に AWS CLI が使用するチャンクのサイズを指定します。デフォ
ルト値は 8 MB、最小は 5 MB です。
ファイル転送が multipart_threshold を超えると、AWS CLI はファイルをこのサイズのチャンク
に分割します。multipart_threshold と同じ構文をバイト数あるいは整数として使用するか、ま
たはサイズとサフィックスを使用して、この値を指定することができます。
multipart_threshold
個別ファイルのマルチパート転送用に AWS CLI が使用するしきい値のサイズを指定します。デフォ
ルト値は 8 MB です。
ファイルのアップロード、ダウンロードやコピーを行うとき、Amazon S3 コマンドは、ファイルがこ
のサイズを超える場合に、マルチパートオペレーションに切り替わります。この値は、次の 2 つのい
ずれかに指定します。
• ファイルサイズ (バイト単位)。例えば、1048576 です。
• サイズのサフィックスを使用したファイルサイズ。KB、MB、GB、あるいは TB を使用できます。例:
10MB、1GB。

Note
S3 は、マルチパートオペレーションに使用できる有効値に制約を課すことができます。
詳細については、 Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイドのS3 マルチパート
アップロードのドキュメントを参照してください。
44

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
名前付きプロファイル

AWS CLI の名前付きプロファイル
名前付きプロファイルは、AWS CLI コマンドに適用できる設定と認証情報の集まりです。コマンドを実行
するプロファイルを指定すると、設定と認証情報を使用してそのコマンドが実行されます。複数の名前付
きプロファイルは、config ファイルおよび credentials ファイルに保存できます。
プロファイルが明示的に参照されない場合に使用される default プロファイルを 1 つ指定できます。他
のプロファイルには、コマンドラインで個々のコマンドのパラメータとして指定できる名前が付いていま
す。または、環境変数 AWS_PROFILE (p. 46) でプロファイルを指定でき、そのセッションで実行され
るコマンドのデフォルトのプロファイルを上書きします。
トピック
• 名前付きプロファイルを使用する (p. 45)
• 名前を指定されたプロファイルを使用する (p. 46)

名前付きプロファイルを使用する
追加のプロファイルを設定するには、--profile オプションで aws configure (p. 35) を使用す
るか、config ファイルと credentials ファイルにエントリを手動で追加します。config ファイル
とcredentials ファイルの詳細については、「the section called “設定ファイルと認証情報ファイルの設
定” (p. 34)」を参照してください。
認証情報プロファイル
2 つのプロファイルのある credentials ファイルの例を以下に示します。1 つ目の [default] は AWS CLI
コマンドをプロファイルなしで実行するときに使用します。2 つ目は、AWS CLI コマンドに --profile
user1 パラメータを指定して実行するときに使用します。
credentials ファイルは、名前付きプロファイルの AWS CLI config ファイルとは異なる命名形式を使
用します。credentials ファイルにエントリを作成するときは、profile という単語を使用しないでく
ださい。
~/.aws/credentials (Linux & Mac) または %USERPROFILE%\.aws\credentials(Windows)
[default]
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
[user1]
aws_access_key_id=AKIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY

キーペアの詳細については、「the section called “アクセスキー ID とシークレットアクセス
キー” (p. 31)」を参照してください。
設定プロファイル
各プロファイルには、異なる認証情報 (異なる IAM ユーザーからのものなど) を指定できます。また、さま
ざまな AWS リージョンと出力形式を指定することもできます。config ファイルでプロファイルに名前
を付ける際には、プレフィックス「profile」を含めてください。
次の例では、default および user1 プロファイルのリージョンと出力情報を指定します。
~/.aws/config (Linux & Mac) または %USERPROFILE%\.aws\config(Windows)
[default]
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region=us-west-2
output=json
[profile user1]
region=us-east-1
output=text

名前を指定されたプロファイルを使用する
名前付きプロファイルを使用するには、コマンドに --profile profile-name オプションを追加しま
す。次の例では、前のサンプルファイルの user1 プロファイルで定義されている認証情報および設定を使
用して、すべての Amazon EC2 インスタンスを一覧表示します。
$ aws ec2 describe-instances --profile user1

複数のコマンドで名前付きプロファイルを使用するには、コマンドラインに AWS_PROFILE 環境変数を設
定することで、すべてのコマンドでプロファイルを指定せずにすみます。
Linux または macOS
$ export AWS_PROFILE=user1

Windows
C:\> setx AWS_PROFILE user1

set を使用して環境変数を設定すると、現在のコマンドプロンプトセッションの終了時まで、または変数
を別の値に設定するまで、使用する値が変更されます。
setx を使用して環境変数を設定すると、コマンドの実行後に作成するすべてのコマンドシェルの値が変
更されます。コマンドの実行時に既に実行されているコマンドシェルには影響しません。変更の影響を確
認するには、コマンドシェルを閉じて再起動します。
環境変数を設定すると、シェルセッションの終了時まで、または変数に別の値を設定するまで、デフォ
ルトのプロファイルが変更されます。環境変数をシェルのスタートアップスクリプトに配置すると、今
後のセッションでこの環境変数を永続的にできます。詳細については、「AWS CLI を設定する環境変
数 (p. 46)」を参照してください。

Note
個々のコマンドで --profile を使用してプロファイルを指定すると、そのコマンドのみの環境
変数で指定された設定が上書きされます。

AWS CLI を設定する環境変数
環境変数を使用すると、別の方法で設定オプションと認証情報を指定できます。このため、スクリプト処
理や、名前付きプロファイルを一時的にデフォルトとして設定する場合に便利です。

オプションの優先順位
• このトピックで示されている環境変数のいずれかを使用してオプションを指定した場合、設定ファイル
のプロファイルからロードされた値は上書きされます。
• AWS CLI コマンドラインでパラメータを使用してオプションを指定した場合、対応する環境変数、また
は設定ファイルのプロファイルからの値が上書きされます。

46

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
環境変数の設定方法

優先順位および AWS CLI が使用する認証情報を決定する方法の詳細については、「構成設定と優先順
位 (p. 33)」を参照してください。
トピック
• 環境変数の設定方法 (p. 47)
• AWS CLI でサポートされている環境変数 (p. 48)

環境変数の設定方法
次の例では、デフォルトのユーザーの環境変数を設定する方法を示します。
Linux or macOS
$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
$ export AWS_DEFAULT_REGION=us-west-2

環境変数を設定すると、シェルセッションの終了時まで、または変数に別の値を設定するまで、使
用する値が変更されます。シェルのスタートアップスクリプトで変数を設定することで、以降のセッ
ションでその変数を永続的にすることができます。
Windows Command Prompt
すべてのセッションに設定するには
C:\> setx AWS_ACCESS_KEY_ID AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
C:\> setx AWS_SECRET_ACCESS_KEY wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
C:\> setx AWS_DEFAULT_REGION us-west-2

setx を使用して環境変数を設定すると、現在のコマンドプロンプトセッションおよびコマンド実行
後に作成するすべてのコマンドプロンプトセッションで使用する値が変更されます。これは、コマン
ド実行時にすでに実行されている他のコマンドシェルには影響を及ぼしません。設定をロードするに
は、ターミナルの再起動が必要になる場合があります。
現在のセッションのみに設定するには
set を使用して環境変数を設定すると、現在のコマンドプロンプトセッションの終了時まで、または
変数を別の値に設定するまで、使用する値が変更されます。
C:\> set AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
C:\> set AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
C:\> set AWS_DEFAULT_REGION=us-west-2

PowerShell
PS C:\> $Env:AWS_ACCESS_KEY_ID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
PS C:\> $Env:AWS_SECRET_ACCESS_KEY="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
PS C:\> $Env:AWS_DEFAULT_REGION="us-west-2"

前の例に示すように PowerShell プロンプトで環境変数を設定した場合は、現在のセッションの期間だ
け値が保存されます。PowerShell およびコマンドプロンプトセッション間で環境変数を永続的に設定
するには、[Control Panel] (コントロールパネル) の [System] (システム) アプリケーションを使用して
変数を保存します。または、変数を PowerShell プロファイルに追加すると、その変数を今後のすべて
の PowerShell セッションに設定できます。環境変数の保存やそれをセッション間で永続的に維持する
詳細については、PowerShell ドキュメントを参照してください。
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AWS CLI でサポートされている環境変数
AWS CLI は次の環境変数をサポートしています。
AWS_ACCESS_KEY_ID
IAM ユーザーまたはロールに関連付けられる AWS アクセスキーを指定します。
定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 aws_access_key_id の値よりも優先され
ます。アクセスキー ID をコマンドラインオプションを使用して指定することはできません。
AWS_CA_BUNDLE
HTTPS 証明書の検証に使用する証明書バンドルへのパスを指定します。
定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 ca_bundle (p. 37) の値よりも優先され
ます。この環境変数は、--ca-bundle (p. 51) コマンドラインパラメータを使用して上書きでき
ます。
AWS_CONFIG_FILE
AWS CLI が設定プロファイルを保存するために使用するファイルの場所を指定します。デフォルトの
パスは ~/.aws/config です。
この値は、名前付きプロファイル設定に指定したり、コマンドラインパラメータを使用して指定した
りすることはできません。
AWS_DATA_PATH
AWS CLI データをロードする場合、~/.aws/models のパスの検索が組み込まれた以外をチェックす
る追加のディレクトリのリスト。環境変数を設定することで、組み込まれた検索パスに戻る前に最初
にチェックする追加のディレクトリを表示します。複数のエントリは os.pathsep 文字で区切る必要
があり、Linux または macOS では :、Windows では ; を使用します。
AWS_DEFAULT_OUTPUT (p. 32)
使用する出力形式 (p. 93)を指定します。
定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 output の値よりも優先されます。この環境
変数は、--output コマンドラインパラメータを使用して上書きできます。
AWS_DEFAULT_REGION (p. 32)
リクエストを送信する AWS リージョンを指定します。
定義されている場合は、この環境変数によってプロファイル設定 region の値を上書きします。-region のコマンドラインパラメータを使用することにより、環境変数を上書きできます。
AWS_EC2_METADATA_DISABLED
Amazon EC2 インスタンスメタデータサービス (IMDS) の使用を無効にします。
true に設定した場合、ユーザーの認証情報または設定 (リージョンなど) は IMDS から要求されませ
ん。
AWS_MAX_ATTEMPTS (p. 39)
再試行ハンドラが使用する AWS CLI の最大再試行回数を指定します。最初の呼び出しは、指定した
値に対してカウントされます。再試行の詳細については、「AWS CLI の再試行 (p. 58)」を参照し
てください。
定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 max_attempts の値よりも優先されます。
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AWS_METADATA_SERVICE_NUM_ATTEMPTS
IAM ロールで設定された Amazon EC2 instance インスタンスで認証情報の取得を試行すると、AWS
CLI では停止する前にインスタンスメタデータサービスからの認証情報の取得を試行します。Amazon
EC2 インスタンスで実行されるコマンドがわかっている場合は、停止するまでに AWS CLI が複数回
再試行するように、この値を増やすことができます。
AWS_METADATA_SERVICE_TIMEOUT
インスタンスメタデータサービスに接続する前にタイムアウトするまでの秒数。IAM ロールで設定さ
れた Amazon EC2 インスタンスで認証情報の取得を試行すると、インスタンスメタデータサービスへ
の接続はデフォルトで 1 秒後にタイムアウトします。設定された IAM ロールを使用して Amazon EC2
インスタンスで実行されていることがわかっている場合は、必要に応じてこの値を増やすことができ
ます。
AWS_PROFILE (p. 45)
使用する認証情報およびオプションと共に AWS CLI プロファイルの名前を指定します。これ
は、credentials ファイルまたは config ファイルに保存されているプロファイルの名前、また
は、デフォルトプロファイルを使用する場合は値 default となります。
この環境変数を指定した場合、設定ファイルの [default] という名前のプロファイルを使用する動
作は上書きされます。この環境変数は、--profile コマンドラインパラメータを使用して上書きで
きます。
AWS_RETRY_MODE (p. 40)
AWS CLI が使用する再試行モードを指定します。再試行モードには、レガシー (デフォルト)、標準、
アダプティブの 3 つがあります。再試行の詳細については、「AWS CLI の再試行 (p. 58)」を参照
してください。
定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 retry_mode の値よりも優先されます。
AWS_ROLE_ARN
AWS CLI コマンドの実行に使用するウェブ ID プロバイダの IAM ロールの Amazon リソースネーム
(ARN) を指定します。
AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE および AWS_ROLE_SESSION_NAME 環境変数で使用されます。
定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 role_arn (p. 40) の値よりも優先されま
す。ロールセッション名をコマンドラインパラメータとして指定することはできません。

Note
この環境変数は、ウェブ ID プロバイダを使用したロール継承にのみ適用され、一般的なロー
ル継承プロバイダ設定には適用されません。
ウェブ ID の使用の詳細については、「the section called “ウェブ ID を使用したロールの継
承” (p. 70)」を参照してください。
AWS_ROLE_SESSION_NAME
ロールセッションにアタッチする名前を指定します。この値は、RoleSessionName が AWS CLI
オペレーションを呼び出す場合に AssumeRole パラメータに提供され、引き受けたロールユーザー
ARN arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/role_name/role_session_name の一
部になります。このパラメータはオプションです。この値を指定しない場合、セッション名は自動的
に生成されます。この名前は、このセッションに関連付けられたエントリの AWS CloudTrail ログに
表示されます。
定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 role_session_name (p. 40) の値よりも
優先されます。
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AWS_ROLE_ARN および AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE 環境変数で使用されます。
ウェブ ID の使用の詳細については、「the section called “ウェブ ID を使用したロールの継
承” (p. 70)」を参照してください。

Note
この環境変数は、ウェブ ID プロバイダを使用したロール継承にのみ適用され、一般的なロー
ル継承プロバイダ設定には適用されません。
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
アクセスキーに関連付けられるシークレットキーを指定します。これは、基本的にアクセスキーの
「パスワード」です。
定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 aws_secret_access_key の値よりも優先
されます。シークレットアクセスキー ID をコマンドラインオプションとして指定することはできませ
ん。
AWS_SESSION_TOKEN
AWS STS オペレーションから直接取得した一時的なセキュリティ認証情報を使用している場合に必
要なセッショントークン値を指定します。詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスにある
assume-role コマンドの「出力」セクションを参照してください。
定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 aws_session_token の値よりも優先され
ます。
AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE
AWS CLI がアクセスキーを保存するために使用するファイルの場所を指定します。デフォルトのパス
は ~/.aws/credentials です。
この値は、名前付きプロファイル設定に指定したり、コマンドラインパラメータを使用して指定した
りすることはできません。
AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS (p. 41)
AWS CLI クライアントが AWS (AWS CLI) と通信するために使用する AWS Security Token Service
サービスエンドポイントを AWS STS が判別する方法を指定します。AWS CLI バージョン 1 のデフォ
ルト値は legacy です。
次の 2 つの値のいずれかを指定できます。
• legacy – ap-northeast-1、ap-south-1、ap-southeast-1、ap-southeast-2、awsglobal、ca-central-1、eu-central-1、eu-north-1、eu-west-1、eu-west-2、euwest-3、sa-east-1、us-east-1、us-east-2、us-west-1、および us-west-2 の各 AWS
リージョンリージョンにグローバル STS エンドポイント sts.amazonaws.com を使用します。他
のすべてのリージョンでは、それぞれのリージョンエンドポイントが自動的に使用されます。
• regional – AWS CLI は常に、現在設定されているリージョンに AWS STS エンドポイントを使用
します。例えば、クライアントが us-west-2 を使用するように設定されている場合、AWS STS
へのすべてのコールは、グローバル sts.amazonaws.com エンドポイントではなく、リージョン
エンドポイント sts.us-west-2.amazonaws.com に対して行われます。この設定が有効なとき
にグローバルエンドポイントにリクエストを送信するには、リージョンを aws-global に設定しま
す。
AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE (p. 46)
OAuth 2.0 アクセストークンまたは ID プロバイダーによって提供される OpenID Connect ID
トークンを含むファイルへのパスを指定します。AWS CLI はこのファイルの内容をロード
し、WebIdentityToken 引数として AssumeRoleWithWebIdentity オペレーションに渡します。
AWS_ROLE_ARN および AWS_ROLE_SESSION_NAME 環境変数で使用されます。
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定義されている場合、この環境変数はプロファイル設定 web_identity_token_file の値よりも優
先されます。
ウェブ ID の使用の詳細については、「the section called “ウェブ ID を使用したロールの継
承” (p. 70)」を参照してください。

Note
この環境変数は、ウェブ ID プロバイダを使用したロール継承にのみ適用され、一般的なロー
ル継承プロバイダ設定には適用されません。

コマンドラインオプション
AWS CLI で、コマンドラインオプションはグローバルパラメータであり、デフォルトの設定、対応するプ
ロファイル設定、単一のコマンドの環境変数設定を上書きできます。使用するプロファイルを指定するこ
とはできますが、コマンドラインオプションを使用して認証情報を直接指定することはできません。
トピック
• コマンドラインオプションの使用方法 (p. 51)
• AWS CLI でサポートされているグローバルコマンドラインオプション (p. 51)
• コマンドラインオプションの一般的な用途 (p. 53)

コマンドラインオプションの使用方法
ほとんどのコマンドラインオプションは、次の例のプロファイル名 profile1 などの単純な文字列です。
$ aws s3 ls --profile profile1
example-bucket-1
example-bucket-2
...

引数を使用する各オプションには、オプション名から引数を分離するスペースまたは等号 (=) が必要で
す。引数値にスペースが含まれている文字列がある場合は、引数を引用符で囲む必要があります。引数の
型とパラメータの書式設定の詳細については、「AWS CLI のパラメータ値の指定 (p. 78)」を参照して
ください。

AWS CLI でサポートされているグローバルコマンド
ラインオプション
AWS CLI では、次のコマンドラインオプションを使用して、デフォルトの構成設定、対応するプロファイ
ル設定、またはその単一のコマンドの環境変数設定を上書きできます。
--ca-bundle <string>
SSL 証明書の検証時に使用する証明機関 (CA) 証明書バンドルを指定します。
定義されている場合、このオプションはプロファイル設定 ca_bundle (p. 37) の値および
AWS_CA_BUNDLE (p. 48) 環境変数よりも優先されます。
--cli-connect-timeout <integer>
ソケットの最大接続時間を秒単位で指定します。この値をゼロ (0) に設定すると、ソケットの接続は
無期限に待機し (ブロックされ)、タイムアウトになりません。
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ソケットの最大読み込み時間を秒単位で指定します。この値をゼロ (0) に設定すると、ソケットの読
み込みは無期限に待機し (ブロックされ)、タイムアウトになりません。
--color <string>
色出力のサポートを指定します。有効な値は、on、off、auto です。デフォルト値は auto です。
--debug
デバッグログ記録を有効にするブールスイッチ。デフォルトでは、AWS CLI は、コマンド出力のコマ
ンド結果に関する成功または失敗に関するクリーンアップ情報を提供します。--debug このオプショ
ンでは、完全な Python ログが提供されます。これには、コマンドが予期しない結果を提供する原因
をトラブルシューティングするときに使用できるコマンドのオペレーションに関する追加の stderr
診断情報が含まれています。デバッグログを簡単に表示するには、ログをファイルに送信して、情報
をより簡単に検索することをお勧めします。これを行うには、次のいずれかを使用します。
stderr の診断情報のみを送信するには、2> debug.txt を追加します。ここで、debug.txt はデ
バッグファイルに使用する名前です。
$ aws servicename commandname options --debug 2> debug.txt

出力情報と stderr 診断情報の両方を送信するには、&> debug.txt を追加します。ここ
で、debug.txt はデバッグファイルに使用する名前です。
$ aws servicename commandname options --debug &> debug.txt

--endpoint-url <string>
リクエストを送信する URL を指定します。ほとんどのコマンドでは、AWS CLI により、選択した
サービスと AWS リージョンに基づいて URL が自動的に決定されます。ただし、一部のコマンドで
は、アカウント固有の URL を指定する必要があります。一部の AWS サービスでは、プライベート
VPC 内で直接エンドポイントをホストすることもできますが、URL を指定する必要がある場合があり
ます。
各リージョンで利用可能な標準サービスエンドポイントのリストについては、Amazon Web Services
全般のリファレンスの「AWS リージョンとエンドポイント」を参照してください。
--no-paginate
出力のページ分割を作成するすべてのコマンド結果を受け取るために AWS CLI が自動的に行う複数
の呼び出しを無効にするブール型スイッチ。つまり、出力の最初のページのみが表示されます。
--no-sign-request
AWS サービスエンドポイントに対する HTTP リクエストへの署名を無効にするブールスイッチ。こ
れにより、認証情報がロードされることを防ぎます。
--no-verify-ssl
デフォルトでは、AWS CLI は AWS のサービスとの通信に SSL を使用します。SSL 接続およびコー
ルごとに、AWS CLI は SSL 証明書を検証します。このオプションを使用すると、SSL 証明書を検証
するデフォルトの動作がオーバーライドされます。

Warning
このオプションは、ベストプラクティスではありません。--no-verify-ssl を使用する
と、クライアントと AWS のサービスとの間のトラフィックは保護されなくなります。つま
り、トラフィックはセキュリティ上のリスクとなり、中間者攻撃を受けやすくなります。証
明書に問題がある場合は、代わりに問題を解決するのが最善です。証明書のトラブルシュー
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ティング手順については、「the section called “SSL 証明書のエラー” (p. 185)」を参照して
ください。
--output <string>
このコマンドに使用する出力形式を指定します。次の値のいずれかを指定できます。
• json (p. 94) - 出力は JSON 文字列としてフォーマットされます。
• text (p. 95) - 出力は、複数行のタブ区切りの文字列値としてフォーマットされます。これ
は、grep、sed、または awk などのテキストプロセッサに出力を渡すのに役立ちます。
• table (p. 97) - 出力は、テーブルとしてフォーマットされ、文字の「+|-」を使用してセルの境界
を形成します。通常、情報は他の形式よりも読みやすい「わかりやすい」形式で表示されますが、
プログラムとしては役立ちません。
--profile <string>
このコマンドに使用する named profile (p. 45) を指定します。追加の名前付きプロファイルを設定
するには、aws configure オプションを指定して --profile コマンドを使用します。
$ aws configure --profile <profilename>

--query <string>
JMESPath クエリを指定して、レスポンスデータのフィルタリングに使用します。詳細については、
「AWS CLI 出力をフィルタリングする (p. 100)」を参照してください。
--region <string>
このコマンドの AWS リクエストを送信する AWS リージョンを指定します。指定できるすべての
リージョンのリストについては、Amazon Web Services 全般のリファレンスの「AWS リージョンと
エンドポイント」を参照してください。
--version
実行している AWS CLI プログラムの現在バージョンを表示するブールスイッチ。

コマンドラインオプションの一般的な用途
コマンドラインオプションの一般的な使用方法には、複数の AWS リージョンでのリソースの確認、およ
び、スクリプティングでの読みやすさや使いやすさのための出力形式の変更が含まれます。次の例では、
インスタンスがどのリージョンにあるかを見つけるまで、各リージョンに対して describe-instances コマ
ンドを実行します。
$ aws ec2 describe-instances --output table --region us-west-1
------------------|DescribeInstances|
+-----------------+
$ aws ec2 describe-instances --output table --region us-west-2
-----------------------------------------------------------------------------|
DescribeInstances
|
+----------------------------------------------------------------------------+
||
Reservations
||
|+-------------------------------------+------------------------------------+|
|| OwnerId
| 012345678901
||
|| ReservationId
| r-abcdefgh
||
|+-------------------------------------+------------------------------------+|
|||
Instances
|||
||+------------------------+-----------------------------------------------+||
||| AmiLaunchIndex
| 0
|||
||| Architecture
| x86_64
|||
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コマンド補完
AWS Command Line Interface (AWS CLI) には、Tab キーを使用して部分的に入力されたコマンドを完了
できる bash 互換のコマンド補完機能が含まれています。ほとんどのシステムでは、これを手動で設定す
る必要があります。
トピック
• 仕組み (p. 54)
• Linux または macOS でのコマンド補完の設定。 (p. 54)
• Windows でのコマンド補完の設定。 (p. 57)

仕組み
コマンド、パラメータ、またはオプションの一部を入力すると、コマンド補完機能によってコマンドが自
動的に入力されるか、コマンドの候補リストが表示されます。コマンド補完を使用するには、コマンドの
一部を入力し、ほとんどのシェルで通常は[Tab] (タブ) になっている保管キーを押します。
次の例は、コマンド補完を使用するさまざまな方法を示しています。
• コマンドの一部を入力して Tab キーを押すと、コマンドの候補リストが表示されます。
$ aws dynamodb dTAB
delete-backup
delete-item
delete-table
describe-backup
describe-continuous-backups
describe-contributor-insights
describe-endpoints

describe-global-table
describe-global-table-settings
describe-limits
describe-table
describe-table-replica-auto-scaling
describe-time-to-live

• パラメータの一部を入力して Tab キーを押すと、パラメータの候補リストが表示されます。
$ aws dynamodb delete-table --TAB
--ca-bundle
--endpoint-url
--cli-connect-timeout
--generate-cli-skeleton
--cli-input-json
--no-paginate
--cli-read-timeout
--no-sign-request
--color
--no-verify-ssl
--debug
--output

--profile
--query
--region
--table-name
--version

• パラメータを入力して Tab キーを押すと、リソース値の候補リストが表示されます。この機能
は、AWS CLI バージョン 2 でのみ使用できます。
$ aws dynamodb db delete-table --table-name TAB
Table 1
Table 2

Table 3

Linux または macOS でのコマンド補完の設定。
Linux または macOS でコマンド補完を設定するには、使用しているシェルの名前と aws_completer ス
クリプトの場所を知っている必要があります。
54

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
Linux または macOS でのコマンド補完の設定。

Note
コマンド補完は自動的に設定され、Amazon Linux を実行する Amazon EC2 インスタンス上でデ
フォルトで有効化されます。
トピック
• コンプリータがフォルダがパスにあることを確認します (p. 55)
• コマンド補完を有効にする (p. 56)
• コマンド補完の確認 (p. 57)

コンプリータがフォルダがパスにあることを確認します
AWS コンプリータを正常に動作させるには、aws_completer がシェルのパス上にある必要がありま
す。「which」コマンドで、コンプリータがパスにあるかどうかをチェックできます。
$ which aws_completer
/usr/local/bin/aws_completer

「which」コマンドで補完するものが見つからない場合は、次の手順を使用してコンプリータのフォルダを
パスに追加します。

ステップ 1: AWS コンプリータを見つける
AWS コンプリータの場所は、使用するインストール方法によって異なります。
• パッケージマネージャー - pip、yum、brew、および apt-get などのプログラムは通常、AWS コンプ
リータ (またはシンボリックリンク) を標準のパスの場所にインストールします。
• pip を「--user」パラメータを指定せずにを使用した場合、デフォルトのパスは「/usr/local/
bin/aws_completer」です。
• pip を「--user」パラメータと共に使用した場合デフォルトのパスは「/
home/username/.local/bin/aws_completer」です。
• バンドルインストーラ - バンドルされたインストーラを使用した場合、デフォルトのパスは「/usr/
local/bin/aws_completer」です。
他のすべてが失敗した場合は、find コマンドを使用して AWS コンプリータのファイルシステムを検索し
ます。
$ find / -name aws_completer
/usr/local/bin/aws_completer

ステップ 2: シェルを識別する
使用しているシェルを特定するには、次のコマンドのいずれかを使用します。
• echo $SHELL - シェルのプログラムファイル名を表示します。これは通常、ログイン後に別のシェルを
起動しない限り、使用中のシェルの名前と一致します。
$ echo $SHELL
/bin/bash

• ps - 現在のユーザーに対して実行中のプロセスを表示します。それらの 1 つはシェルです。
$ ps
PID TTY

TIME CMD
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2148 pts/1
8756 pts/1

00:00:00 bash
00:00:00 ps

ステップ 3: コンプリータをパスに追加する
1. ユーザーフォルダーでシェルのプロファイルスクリプトを見つけます。
$ ls -a ~/
. .. .bash_logout

.bash_profile

.bashrc

Desktop

Documents

Downloads

• Bash – .bash_profile、.profile、または .bash_login。
• Zsh -.zshrc
• Tcsh - .tcshrc、.cshrc、.login
2. 次の例のように、プロファイルスクリプトの末尾にエクスポートコマンドを追加します。「/usr/
local/bin/」を、前のセクションで検出したフォルダに置き換えます。
export PATH=/usr/local/bin/:$PATH

3. 変更が有効になるように、プロファイルを現在のセッションに再ロードします。.bash_profile を最
初のセッションで見つけたシェルスクリプトの名前で置き換えます。
$ source ~/.bash_profile

コマンド補完を有効にする
コンプリータがパスにあることを確認したら、使用しているシェル上で適切なコマンドを実行して、コマ
ンド補完を有効にします。コマンドをシェルのプロファイルに追加して、新しいシェルを開くたびに実行
できます。各コマンドで、「/usr/local/bin/」パスを、コンプリータがフォルダがパスにあることを
確認します (p. 55) のシステムにあるパスに置き換えます。
• bash - 組み込みコマンド「complete」を使用します。
$ complete -C '/usr/local/bin/aws_completer' aws

前のコマンドを ~/.bashrc に追加して、新しいシェルを開くたびに実行します。~/.bash_profile
はソースとして ~/.bashrc を使用して、コマンドがログインシェルでも実行されるようにできます。
• zsh - コマンド補完を実行するには、 bashcompinit プロファイルスクリプトの最後に次の自動ロード
行を追加して「~/.zshrc」を実行する必要があります。
$ autoload bashcompinit && bashcompinit
$ autoload -Uz compinit && compinit

コマンド補完を有効にするには、組み込みコマンド complete を使用します。
$ complete -C '/usr/local/bin/aws_completer' aws

前のコマンドを ~/.zshrc に追加して、新しいシェルを開くたびに実行します。
• tcsh – 「tcsh」の補完は、補完の振る舞いを定義するためのワードタイプとパターンを取ります。
> complete aws 'p/*/`aws_completer`/'
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前のコマンドを ~/.tschrc に追加して、新しいシェルを開くたびに実行します。
コマンド補完を有効にした後は、「コマンド補完の確認 (p. 57)」は動作しています。

コマンド補完の確認
コマンド補完を有効にしたら、シェルをリロードし、コマンドの一部を入力し、Tab を押して使用可能な
コマンドを表示します。
$ aws sTAB
s3
s3api

ses
sns

sqs
storagegateway

sts
support

swf

Windows でのコマンド補完の設定。
Note
PowerShell による補完の処理 (さまざまな補完キーを含む) についての詳細
は、about_Tab_Expansion の Microsoft PowerShell Docs を参照してください。
Windows で PowerShell のコマンド補完を有効にするには、PowerShell で次の手順を実行します。
1. 次のコマンドで「$PROFILE」を開きます。
PS C:\> Notepad $PROFILE

「$PROFILE」がない場合は、次のコマンドを使用してユーザープロファイルを作成します。
PS C:\> if (!(Test-Path -Path $PROFILE ))
{ New-Item -Type File -Path $PROFILE -Force }

PowerShell プロファイルの詳細については、Microsoft Docs ウェブサイトの「Windows PowerShell
ISE でプロファイルを使用する方法」を参照してください。
2. コマンド補完を有効にするには、次のコードブロックをプロファイルに追加し、保存し、ファイルを閉
じます。
Register-ArgumentCompleter -Native -CommandName aws -ScriptBlock {
param($commandName, $wordToComplete, $cursorPosition)
$env:COMP_LINE=$wordToComplete
if ($env:COMP_LINE.Length -lt $cursorPosition){
$env:COMP_LINE=$env:COMP_LINE + " "
}
$env:COMP_POINT=$cursorPosition
aws_completer.exe | ForEach-Object {
[System.Management.Automation.CompletionResult]::new($_, $_,
'ParameterValue', $_)
}
Remove-Item Env:\COMP_LINE
Remove-Item Env:\COMP_POINT
}

3. コマンド補完を有効にしたらシェルをリロードして、コマンドの一部を入力し、[Tab] (タブ) を押して
使用可能なコマンドを順次表示させます。
$ aws sTab
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$ aws s3

補完で使用できるコマンドを表示するには、コマンドの一部を入力して、Ctrl + [Space] (スペース) を押
します。
$ aws sCtrl + Space
s3
ses
s3api
sns

sqs
storagegateway

sts
support

swf

AWS CLI の再試行
このトピックでは、予期しない問題による AWS CLI のサービスへの呼び出し失敗を AWS がどのように
判断するかについて説明します。これらの問題は、サーバー側で発生するか、呼び出しを実行しようと
している AWS のサービスからのレート制限が原因で発生する可能性があります。通常、これらの種類の
エラーは特別な処理を必要とせず、多くの場合、短い待機期間の後に自動的に再度呼び出しが実行されま
す。AWS CLI には、このようなエラーまたは例外が発生した場合に、AWS のサービスへのクライアント
呼び出しの再試行を支援する多くの機能があります。
トピック
• 使用可能な再試行モード (p. 58)
• 再試行モードの設定 (p. 60)
• 再試行ログの表示 (p. 60)

使用可能な再試行モード
AWS CLI には、バージョンに応じて複数のモードから選択できます。
• レガシー再試行モード (p. 58)
• 標準再試行モード (p. 59)
• アダプティブ再試行モード (p. 59)

レガシー再試行モード
レガシーモードは、AWS CLI バージョン 1 で使用されるデフォルトモードです。レガシーモードでは、以
下を含む、機能が制限された古い再試行ハンドラーが使用されます。
• 最大再試行回数のデフォルト値は 4 で、呼び出しの試行回数は合計 5 回です。この値
は、max_attempts 設定パラメータを使用して上書きできます。
• DynamoDB では、最大再試行回数のデフォルト値は 9 で、呼び出しの試行回数は合計 10 回です。この
値は、max_attempts 設定パラメータを使用して上書きできます。
• 次の限られた数のエラー/例外を再試行します。
• 一般的なソケット/接続エラー:
• ConnectionError
• ConnectionClosedError
• ReadTimeoutError
• EndpointConnectionError
• サービス側のスロットリング/制限エラーと例外:
• Throttling
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• ThrottlingException
• ThrottledException
• RequestThrottledException
• ProvisionedThroughputExceededException
• 429、500、502、503、504、509 など、複数の HTTP ステータスコードで再試行します。
• 再試行には、基本係数 2 によるエクスポネンシャルバックオフが含まれます。

標準再試行モード
標準モードは、レガシーよりも多くの機能を備えた AWS SDK 全体での再試行ルールの標準セットで
す。AWS CLI バージョン 2 には標準モードが作成されており、AWS CLI バージョン 1 にバックポートさ
れます。標準モードの機能は次のとおりです。
• 最大再試行回数のデフォルト値は 2 で、合計で 3 回呼び出しが試みられます。この値
は、max_attempts 設定パラメータを使用して上書きできます。
• 次の拡張されたエラー/例外リストを再試行します。
• 一時的なエラー/例外
• RequestTimeout
• RequestTimeoutException
• PriorRequestNotComplete
• ConnectionError
• HTTPClientError
• サービス側のスロットリング/制限エラーと例外:
• Throttling
• ThrottlingException
• ThrottledException
• RequestThrottledException
• TooManyRequestsException
• ProvisionedThroughputExceededException
• TransactionInProgressException
• RequestLimitExceeded
• BandwidthLimitExceeded
• LimitExceededException
• RequestThrottled
• SlowDown
• EC2ThrottledException
• わかりにくい一時的なエラーコードに対して再試行します。具体的には、これらの HTTP ステータス
コードは 500、502、503、504 です。
• 再試行には、最大バックオフ時間が 20 秒の場合、基本係数 2 によるエクスポネンシャルバックオフが
含まれます。

アダプティブ再試行モード
Warning
アダプティブモードは実験的なモードであり、機能と動作の両方について変更される可能性があ
ります。

59

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
再試行モードの設定

アダプティブ再試行モードは、標準モードのすべての機能を含む実験的な再試行モードです。アダプティ
ブモードでは、標準モード機能に加えて、トークンバケットおよびレート制限変数の使用を通じて、クラ
イアント側のレート制限も導入されます。これらの変数は、再試行するたびに動的に更新されます。この
モードは、AWS のサービスからのエラー/例外状態のレスポンスに適応するクライアント側の再試行にお
ける柔軟性を提供します。
新しい再試行ごとに、アダプティブモードは、AWS のサービスからのレスポンスに表示されるエラー、
例外、または HTTP ステータスコードに基づいて、レート制限変数を変更します。その後、クライアント
の新しい呼び出しレートを計算するためにこれらのレート制限変数が使用されす。成功する、トークンバ
ケットを使い果たす、または設定された最大試行値に達するまでは再試行が発生するため、AWS のサービ
スからの例外/エラーまたは成功以外の HTTP レスポンス (上記のリストを参照) がレート制限変数を更新
します。

再試行モードの設定
AWS CLI には、クライアントオブジェクトの作成時に考慮する必要がある、さまざまな再試行設定と設定
方法が用意されています。

使用可能な設定方法
AWS CLI では、次の方法で再試行を設定できます。
• 環境変数
• AWS CLI 設定ファイル
次の再試行オプションをカスタマイズできます。
• 再試行モード - AWS CLI が使用する再試行モードを指定します。前述のように、レガシー、標準、ア
ダプティブの 3 つの再試行モードを使用できます。AWS CLI バージョン 1 のデフォルト値はレガシー
で、。
• 最大試行回数 - AWS CLI 再試行ハンドラーが使用する最大再試行回数を指定します。最初の呼び出し
は、指定した値に対してカウントされます。デフォルト値は 5 です。

環境変数での再試行設定の定義
AWS CLI の再試行設定を定義するには、オペレーティングシステムの環境変数を更新します。
再試行環境変数は次のとおりです。
• AWS_RETRY_MODE
• AWS_MAX_ATTEMPTS
環境変数の詳細については、「AWS CLI を設定する環境変数 (p. 46)」を参照してください。

再試行ログの表示
AWS CLI は、Boto3 の再試行方法とログ記録を使用します。任意のコマンドで --debug オプションを使
用して、デバッグログを受け取ることができます。--debugオプションの使用方法の詳細については、
「コマンドラインオプション (p. 51)」を参照してください。
デバッグログで「retry」を検索すると、必要な再試行情報が表示されます。再試行のクライアントログエ
ントリは、有効にした再試行モードによって異なります。
レガシーモード:
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再試行メッセージは、botocore.retryhandler によって生成されます。次の 3 つのメッセージのいずれかが
表示されます。
• No retry needed
• Retry needed, action of: <action_name>
• Reached the maximum number of retry attempts: <attempt_number>
標準モードまたはアダプティブモード:
再試行メッセージは、botocore.retries.standard によって生成されます。次の 3 つのメッセージのいずれか
が表示されます。
• No retrying request
• Retry needed, retrying request after delay of: <delay_value>
• Retry needed but retry quota reached, not retrying request
botocore 再試行の完全な定義ファイルについては、botocore GitHub リポジトリの _retry.json を参照して
ください。

外部プロセスを使用した認証情報の調達
Warning
このトピックでは、外部プロセスからの認証情報の調達について説明します。認証情報を生成す
るコマンドが非承認のプロセスやユーザーからアクセスできることは、セキュリティ上のリス
クにつながります。AWS CLI および AWS が提供するサポートされた安全な代替方法を使用し
て、認証情報が侵害されるリスクを低下することをおすすめします。漏洩を防ぐために、config
ファイルおよびサポートされたファイルとツールの安全を確保します。
カスタム認証情報ツールが機密情報を StdErr に書き込まないことを確実にしてください。SDK
および AWS CLI がそのような情報をキャプチャしてログに記録し、不正ユーザーに情報を公開す
る可能性があるためです。
AWS CLI で直接サポートされていない認証情報を生成または参照する方法がある場合は、config ファイ
ル内の credential_process を設定することで、それを使用するように AWS CLI を設定できます。
例えば、config ファイルに次のようなエントリを含めることができます。
[profile developer]
credential_process = /opt/bin/awscreds-custom --username helen

構文
任意のオペレーティングシステムと互換性のある方法でこの文字列を作成するには、以下のルールに従い
ます。
• パスまたはファイル名にスペースが含まれている場合は、完全なパスとファイル名を二重引用符 (" ") で
囲みます。パスとファイル名は A 〜 Z、a 〜 z、0 〜 9、- _ . の文字、スペースのみで構成できます。
• パラメータ名またはパラメータ値にスペースが含まれている場合は、その要素を二重引用符 (" ") で囲み
ます。囲むのは、名前または値のみであり、そのペアではありません。
• 文字列に環境変数を含めないでください。例えば、$HOME または %USERPROFILE% を含めることはで
きません。
• ホームフォルダを ~ として指定しないでください。完全パスを指定する必要があります。
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Windows の例
credential_process = "C:\Path\To\credentials.cmd" parameterWithoutSpaces "parameter with
spaces"

Linux または macOS の例
credential_process = "/Users/Dave/path/to/credentials.sh" parameterWithoutSpaces "parameter
with spaces"

認証情報プログラムからの想定される出力
AWS CLI はプロファイルで指定されたようにコマンドを実行し、次に STDOUT からデータを読み取りま
す。指定するコマンドは、以下の構文と一致する JSON 出力を STDOUT に生成する必要があります。
{

}

"Version": 1,
"AccessKeyId": "an AWS access key",
"SecretAccessKey": "your AWS secret access key",
"SessionToken": "the AWS session token for temporary credentials",
"Expiration": "ISO8601 timestamp when the credentials expire"

Note
本文書の執筆時点では、Version キーは 1 に設定する必要があります。構造が進化するため、時
間の経過と共に増えていく可能性があります。
Expiration キーは、ISO8601 形式のタイムスタンプです。Expiration キーがツールの出力にない場
合、CLI はこの認証情報が更新されない長期の認証情報であると判断します。それ以外の認証情報は一時
的な認証情報と見なされ、有効期限が切れる前に credential_process を再実行して自動的に更新され
ます。

Note
AWS CLI は、外部プロセスの認証情報をロールを引き受けるような認証情報としてキャッシュし
ません。キャッシュが必要な場合は、外部プロセス内で実装する必要があります。
外部プロセスはゼロ以外のリターンコードを返して、認証情報の取得時にエラーが発生したことを示すこ
とができます。

Amazon EC2 インスタンスメタデータの認証情報
の使用
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス内から AWS CLI を実行すると、コマンドへ
の認証情報の提供を簡素化できます。各 Amazon EC2 インスタンスには、AWS CLI が一時的な認証情報
を直接クエリできるメタデータが含まれています。IAM ロールがインスタンスにアタッチされている場
合、AWS CLI はインスタンスメタデータから認証情報を自動的かつ安全に取得します。
このサービスを無効にするには、AWS_EC2_METADATA_DISABLED (p. 48) 環境変数を使用します。
トピック
• 前提条件 (p. 63)
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• Amazon EC2 メタデータのプロファイルの設定 (p. 63)

前提条件
AWS CLI で Amazon EC2 認証情報を使用するには、以下を完了する必要があります。
• AWS CLI をインストールして設定します。詳細については、AWS CLI のインストール (p. 5) および 設
定の基本 (p. 30) を参照してください。
• 設定ファイルおよび名前付きプロファイルについて理解します。詳細については、「設定ファイルと認
証情報ファイルの設定 (p. 34)」および「AWS CLI の名前付きプロファイル (p. 45)」を参照してく
ださい。
• 必要なリソースへのアクセス権を持つ AWS Identity and Access Management (IAM) ロールが作成され
ており、Amazon EC2 インスタンスの起動時にそのロールをインスタンスに割り当てた。詳細につい
ては、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 の IAM ポリシー」および
IAM ユーザーガイドの「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに AWS リソースへ
のアクセス許可を付与する」を参照してください。

Amazon EC2 メタデータのプロファイルの設定
ホスティングする Amazon EC2 インスタンスプロファイルで使用可能な認証情報の使用を指定するには、
設定ファイルの名前付きプロファイルで次の構文を使用します。詳細な手順については、以下のステップ
を参照してください。
[profile profilename]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/rolename
credential_source = Ec2InstanceMetadata
region = region

1.

設定ファイルにプロファイルを作成します。
[profile profilename]

2.

必要なリソースにアクセスできる IAM arn ロールを追加します。
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/rolename

3.

認証情報のソースとして Ec2InstanceMetadata を指定します。
credential_source = Ec2InstanceMetadata

4.

リージョンを設定します。
region = region

例
次の例では、marketingadminrole ロールを引き受け、marketingadmin という名前の Amazon EC2
インスタンスプロファイルの us-west-2 リージョンを使用します。
[profile marketingadmin]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/marketingadminrole
credential_source = Ec2InstanceMetadata
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region = us-west-2

HTTP プロキシを使用する
プロキシサーバーを使用して AWS にアクセスするには、DNS ドメイン名またはプロキシサービスが使用
する IP アドレスとポート番号で、HTTP_PROXY および HTTPS_PROXY 環境変数を設定できます。
トピック
• 例の使用 (p. 64)
• プロキシを認証する (p. 65)
• Amazon EC2 インスタンスでのプロキシの使用 (p. 65)

例の使用
Note
次の例は、環境変数名をすべて大文字で示しています。ただし、大文字と小文字を区別して変数
を 2 回指定した場合、小文字が優先されます。システムでの混同や予期しない動作を回避するた
め、各変数は 1 回だけ定義することをお勧めします。
次の例では、プロキシの明示的な IP アドレスあるいはプロキシの IP アドレスを解結する DNS 名のいず
れかを使用する方法を示しています。どちらの場合でも、コロンおよびクエリが送信されるべきポート番
号を追加することができます。
Linux or macOS
$
$
$
$

export
export
export
export

HTTP_PROXY=http://10.15.20.25:1234
HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:1234
HTTPS_PROXY=http://10.15.20.25:5678
HTTPS_PROXY=http://proxy.example.com:5678

Windows Command Prompt
すべてのセッションに設定するには
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>

setx
setx
setx
setx

HTTP_PROXY http://10.15.20.25:1234
HTTP_PROXY http://proxy.example.com:1234
HTTPS_PROXY http://10.15.20.25:5678
HTTPS_PROXY http://proxy.example.com:5678

setxを使用して環境変数を設定すると、現在のコマンドプロンプトセッションおよびコマンド実行後
に作成するすべてのコマンドプロンプトセッションで使用する値が変更されます。これは、コマンド
実行時にすでに実行されている他のコマンドシェルには影響を及ぼしません。
現在のセッションのみに設定するには
set を使用して環境変数を設定すると、現在のコマンドプロンプトセッションの終了時まで、または
変数を別の値に設定するまで、使用する値が変更されます。
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>

set
set
set
set

HTTP_PROXY=http://10.15.20.25:1234
HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:1234
HTTPS_PROXY=http://10.15.20.25:5678
HTTPS_PROXY=http://proxy.example.com:5678
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プロキシを認証する
Note
AWS CLI では NTLM プロキシはサポートされていません。NTLM または Kerberos プロトコルプ
ロキシを使用する場合は、Cntlm などの認証プロキシを介して接続できることがあります。
AWS CLI は HTTP Basic 認証をサポートしています。次のように、プロキシ URL にユーザー名とパス
ワードを指定します。
Linux or macOS
$ export HTTP_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:1234
$ export HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:5678

Windows Command Prompt
すべてのセッションに設定するには
C:\> setx HTTP_PROXY http://username:password@proxy.example.com:1234
C:\> setx HTTPS_PROXY http://username:password@proxy.example.com:5678

現在のセッションのみに設定するには
C:\> set HTTP_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:1234
C:\> set HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:5678

Amazon EC2 インスタンスでのプロキシの使用
IAM ロールがアタッチされた状態で起動された Amazon EC2 インスタンスでプロキシを設定する場合
は、インスタンスメタデータへのアクセスに使用されるアドレスを除外してください。これを行うに
は、NO_PROXY 環境変数をインスタンスメタデータサービスの IP アドレス「169.254.169.254」に設定し
ます。このアドレスは変化しません。
Linux or macOS
$ export NO_PROXY=169.254.169.254

Windows Command Prompt
すべてのセッションに設定するには
C:\> setx NO_PROXY 169.254.169.254

現在のセッションのみに設定するには
C:\> set NO_PROXY=169.254.169.254

AWS CLI での IAM ロールの使用
AWS Identity and Access Management (IAM) ロールは、IAM ユーザーが追加の (または異なる) 許可を取得
する、または異なる AWS アカウントでアクションを実行する許可を取得することを可能にする認証ツー
ルです。

65

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
前提条件

トピック
• 前提条件 (p. 66)
• IAM ロール使用の概要 (p. 66)
• ロールの設定と使用 (p. 67)
• 多要素認証を使用する (p. 68)
• クロスアカウントロールと外部 ID (p. 69)
• 監査を容易にするためのロールセッション名の指定 (p. 70)
• ウェブ ID を使用したロールの継承 (p. 70)
• キャッシュされた認証情報のクリア (p. 71)

前提条件
これらの iam コマンドを使用するには、AWS CLI をインストールして設定する必要があります。詳細に
ついては、「AWS CLI のインストール (p. 5)」を参照してください。

IAM ロール使用の概要
IAM ロールを使用するように AWS Command Line Interface (AWS CLI) を設定するには、~/.aws/
config ファイルでロールのプロファイルを定義します。
次の例は marketingadmin という名前のロールプロファイルを示しています。--profile
marketingadmin を使用して (または AWS_PROFILE 環境変数 (p. 46)でこれを指定して) コマンドを
実行する場合、AWS CLI は個別のプロファイル user1 で定義された認証情報を使用して Amazon リソー
スネーム (ARN) arn:aws:iam::123456789012:role/marketingadminrole のロールを引き受けま
す。このロールに割り当てられたアクセス権限で許可される任意のオペレーションを実行することができ
ます。
[profile marketingadmin]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/marketingadminrole
source_profile = user1

その後、ロールを使用するためのアクセス許可を持つ IAM ユーザー認証情報を含む別の名前付きプロファ
イルを示す source_profile を指定できます。前の例では、marketingadmin プロファイルは user1
プロファイル内の認証情報を使用しています。AWS CLI コマンドがプロファイル marketingadmin を使
用するように指定すると、AWS CLI はリンクされた user1 プロファイルの認証情報を自動的に検索し、
それらを使用して、指定された IAM ロールの一時的な認証情報をリクエストします。CLI では、バックグ
ラウンドで sts: AssumeRole オペレーションを使用してこれを実現します。これらの一時的な認証情報は
次に、リクエストされた AWS CLI コマンドを実行するために使用されます。指定されたロールには、リ
クエストされた AWS CLI コマンドの実行を許可する IAM 許可ポリシーがアタッチされている必要があり
ます。
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスまたは Amazon Elastic Container Service
(Amazon ECS) コンテナ内から AWS CLI コマンドを実行するには、インスタンスプロファイルまたはコン
テナにアタッチされた IAM ロールを使用できます。プロファイルを指定しない、または環境変数を設定し
ない場合、そのロールが直接使用されます。これにより、存続期間の長いアクセスキーをインスタンスで
保存することを回避できます。これらのインスタンスまたはコンテナのロールは、別のロールの認証情報
を取得するためにのみ使用できます。これを行うには、credential_source (source_profile の代わ
りに) を使用して、認証情報を検索する方法を指定します。credential_source 属性では、以下の値が
サポートされます。
• Environment - 環境変数からソース認証情報の取得。
• Ec2InstanceMetadata - Amazon EC2 インスタンスプロファイルにアタッチされた IAM ロールの使
用。
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• EcsContainer - Amazon ECS コンテナにアタッチされた IAM ロールの使用。
次の例は、Amazon EC2 インスタンスプロファイルを参照される場合に使われる同じ
marketingadminrole ロールを示しています。
[profile marketingadmin]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/marketingadminrole
credential_source = Ec2InstanceMetadata

ロールを呼び出すとき、多要素認証や外部 ID (サードパーティー企業がクライアントのリソースにアクセ
スするために使用する) の使用などを必須とする追加オプションがあります。AWS CloudTrail ログでより
簡単に監査できる一意のロールセッション名を指定することもできます。

ロールの設定と使用
IAM ロールを指定するプロファイルを使用してコマンドを実行すると、AWS CLI はソースプロファイ
ルの認証情報を使用して AWS Security Token Service (AWS STS) を呼び出し、指定したロールの一時
的な認証情報を要求します。ソースプロファイルのユーザーは、指定されたプロファイルのロール用の
sts:assume-role を呼び出すアクセス許可を持っている必要があります。ロールには、ソースプロファ
イルのユーザーがこのロールを使用できる信頼関係が必要です。ロールの一時的な認証情報を取得して使
用するプロセスを、一般にロールを引き受けると呼びます。
AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「IAM ユーザーにアクセス権限を委任するロー
ルの作成」にある手順を実行することによって、ユーザーに引き受けさせたい許可を持つロールを IAM で
作成できます。ロールとソースプロファイルの IAM ユーザーが同じアカウントにある場合は、ロールの信
頼関係を設定するときに自分のアカウント ID を入力できます。
ロールを作成したら、IAM ユーザー (または AWS アカウントのユーザー) がロールを引き受けられるよう
に信頼関係を変更します。
次の例では、ロールにアタッチできる信頼ポリシーを示します。このポリシーは、アカウント
「123456789012」の任意の IAM ユーザーがロールを引き受けることを許可します (そのアカウントの管
理者が明示的にユーザーに「sts:AssumeRole」のアクセス許可を付与した場合)。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

信頼ポリシーは、実際にはアクセス許可を付与しません。アカウントの管理者は、適切なアクセス許可を
持つポリシーをアタッチすることによって、ロールを引き受けるアクセス許可を個々のユーザーに委任す
る必要があります。次の例では、IAM ユーザーに付与を行い、ユーザーが marketingadminrole ロール
のみを引き受けることを許可するポリシーを示しています。ロールを引き受けるためのユーザーアクセス
の付与の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールを切り替えるためのユーザーアクセス許可の付
与」を参照してください。
{

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

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/marketingadminrole"

IAM ユーザーには、ロールプロファイルを使用して AWS CLI コマンドを実行するための追加の許可は必
要ありません。代わりに、コマンドを実行するためのアクセス権限は、ロールにアタッチされたアクセス
権限によって提供されます。アクセス許可ポリシーをロールにアタッチして、どの AWS リソースに対し
てどのアクションを実行できるかを指定します。ロールにアクセス許可をアタッチする (IAM ユーザーと
同じ機能) の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ユーザーのアクセス許可の変更」を参照して
ください。
ロールプロファイル、ロールのアクセス許可、ロールの信頼関係およびユーザーアクセス許可が正しく
設定されたので、コマンドラインで --profile オプションを呼び出してロールを使用できます。例え
ば、以下の例では、このトピックの冒頭で定義されたls ロールにアタッチされたアクセス権限を使用して
Amazon S3 marketingadmin コマンドを呼び出します。
$ aws s3 ls --profile marketingadmin

いくつかの呼び出しにロールを使用するには、コマンドラインから、現在のセッションに対して
AWS_PROFILE 環境変数を設定することができます。この環境変数が定義されている場合、各コマンドで
--profile オプションを指定する必要はありません。
Linux または macOS
$ export AWS_PROFILE=marketingadmin

Windows
C:\> setx AWS_PROFILE marketingadmin

IAM ユーザーとロールの設定の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ユーザーとグループ」と「ロー
ル」を参照してください。

多要素認証を使用する
セキュリティを高めるには、ロールプロファイルを使用して呼び出しを試みるときに、多要素認証 (MFA)
デバイスから生成された一回限りのキー、U2F デバイス、またはモバイルアプリケーションを指定するよ
うにユーザーに要求することができます。
まず、MFA を要求するために IAM ロールの信頼関係を変更することを選択できます。これにより、すべ
てのユーザーは最初に MFA を使用して認証しなくてはロールを使用できなくなります。例として、次の
例の Condition 行を参照してください。このポリシーは、anika という名前の IAM ユーザーが、ポリ
シーがアタッチされているロールを引き受けることを許可しますが、MFA を使用して認証する場合に限り
ます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/anika" },
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}

]

}

"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": { "Bool": { "aws:multifactorAuthPresent": true } }

次に、ロールプロファイルに、ユーザーの MFA デバイスの ARN を指定する行を追加します。次のサンプ
ル config ファイルエントリは、IAM ユーザーanika のアクセスキーを使用してロール cli-role の一
時認証情報をリクエストする 2 つのロールプロファイルを示しています。ユーザー anika には、ロール
の信頼ポリシーによって付与されたロールを引き受けるためのアクセス権限があります。
[profile role-without-mfa]
region = us-west-2
role_arn= arn:aws:iam::128716708097:role/cli-role
source_profile=cli-user
[profile role-with-mfa]
region = us-west-2
role_arn= arn:aws:iam::128716708097:role/cli-role
source_profile = cli-user
mfa_serial = arn:aws:iam::128716708097:mfa/cli-user
[profile anika]
region = us-west-2
output = json

この mfa_serial 設定では、次に示すような ARN またはハードウェア MFA トークンのシリアル番号を
使用できます。
最初のプロファイル role-without-mfa では、 MFA は不要です。ただし、前の例でロールにアタッチ
された信頼ポリシーが MFA を必要とするため、このプロファイルを使用してコマンドを実行しても失敗
します。
$ aws iam list-users --profile role-without-mfa
An error occurred (AccessDenied) when calling the AssumeRole operation: Access denied

2 番目のプロファイルエントリ role-with-mfa は、使用する MFA デバイスを識別します。ユーザーが
このプロファイルを使用した AWS CLI コマンドの実行を試行すると、AWS CLI が MFA デバイスによっ
て提供されるワンタイムパスワード (OTP) の入力を求めるプロンプトをユーザーに表示します。MFA 認
証が成功すると、コマンドによってリクエストされたオペレーションが実行されます。OTP は画面に表示
されません。
$ aws iam list-users --profile role-with-mfa
Enter MFA code for arn:aws:iam::123456789012:mfa/cli-user:
{
"Users": [
{
...

クロスアカウントロールと外部 ID
ロールをクロスアカウントロールとして設定することで、IAM ユーザーが異なるアカウントに属するロー
ルを使用できるようにすることができます。ロールの作成時に、「IAM ユーザーに権限を委任するロー
ルを作成する」の説明に従って、ロールタイプを [別の AWS アカウント] に設定します。必要に応じて、
[MFA が必要] を選択します。「MFA が必要」設定では、 多要素認証を使用する (p. 68) の説明に従っ
て、信頼関係の適切な条件を設定します。
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外部 ID を使用して、複数のアカウント間でロールを使用できるユーザーをさらに制御する場合は、ロール
プロファイルにも external_id パラメータを追加する必要があります。これは通常、もう一方のアカウ
ントが社外または組織外のユーザーによって制御される場合にのみ使用します。
[profile crossaccountrole]
role_arn = arn:aws:iam::234567890123:role/SomeRole
source_profile = default
mfa_serial = arn:aws:iam::123456789012:mfa/saanvi
external_id = 123456

監査を容易にするためのロールセッション名の指定
ロールが多くの個人間で共有されると、監査はより難しくなります。そこで、呼び出された各オペレー
ションを、アクションを呼び出した個人に関連付けることが必要になります。ただし、個人がロールを使
用する場合、個人によるロールの引き受けはオペレーションの呼び出しとは別のアクションであるため、
この 2 つを手動で相互に関連付ける必要があります。
ユーザーがロールを引き受けるときに一意のロールセッション名を指定すれば、この手順を簡素化でき
ます。これを行うには、ロールを指定する role_session_name ファイルの各名前付きプロファイルに
config パラメータを追加します。role_session_name 値が AssumeRole オペレーションに渡され、
ロールセッションの ARN の一部になります。また、ログに記録されたすべてのオペレーションの AWS
CloudTrail ログにも含まれます。
例えば、次のようにロールベースのプロファイルを作成できます。
[profile namedsessionrole]
role_arn = arn:aws:iam::234567890123:role/SomeRole
source_profile = default
role_session_name = Session_Maria_Garcia

これにより、ロールセッションに次の ARN が付与されます。
arn:aws:iam::234567890123:assumed-role/SomeRole/Session_Maria_Garcia

また、すべての AWS CloudTrail ログには、各オペレーションでキャプチャされた情報にロールセッショ
ン名が含まれます。

ウェブ ID を使用したロールの継承
プロファイルを設定して、AWS CLI がウェブ ID フェデレーションと Open ID Connect (OIDC) を使用し
てロールを引き受ける必要があることを示すことができます。これをプロファイルで指定すると、AWS
CLI は自動的に対応する AWS STS AssumeRoleWithWebIdentity 呼び出しを行います。

Note
IAM ロールを使用するプロファイルを指定すると、AWS CLI は適切な呼び出しを行って、一時的
な認証情報を取得します。これらの認証情報は ~/.aws/cli/cache に保存されます。同じプロ
ファイルを指定するそれ以降の AWS CLI コマンドでは、有効期限が切れるまで、キャッシュされ
た一時的な認証情報が使用されます。有効期限が切れると、AWS CLI は自動的に認証情報を更新
します。
ウェブ ID フェデレーションを使用して一時的な認証情報を取得、使用するには、共有プロファイルで以下
の設定値を指定します。
role_arn (p. 65)
引き受けるロールの ARN を指定します。
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web_identity_token_file
OAuth 2.0 アクセストークンまたは ID プロバイダによって提供される OpenID Connect ID トー
クンを含むファイルへのパスを指定します。AWS CLI はこのファイルをロードし、その内容を
WebIdentityToken 引数として AssumeRoleWithWebIdentity オペレーションに渡します。
role_session_name (p. 70)
このロール継承セッションに適用されるオプションの名前を指定します。
ウェブ ID を使用したロールの継承プロファイルの設定に必要な最小限の設定例を次に示します。
# In ~/.aws/config
[profile web-identity]
role_arn=arn:aws:iam:123456789012:role/RoleNameToAssume
web_identity_token_file=/path/to/a/token

この設定は、環境変数 (p. 46)を使用して提供することもできます。
AWS_ROLE_ARN
引き受けるロールの ARN。
AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE
ウェブ ID トークンファイルへのパス。
AWS_ROLE_SESSION_NAME
このロール継承セッションで適用される名前です。

Note
これらの環境変数は、現在、ウェブ ID プロバイダーのロールを継承する場合にのみ適用されま
す。これらは、AssumeRole プロバイダーの設定には適用されません。

キャッシュされた認証情報のクリア
ロールを使用する際、AWS CLI は、有効期限が切れるまで一時的な認証情報をキャッシュします。次回こ
の一時的な認証情報を使用しようとすると、AWS CLI はユーザーに代わってこの情報の更新を試みます。
ロールの一時的な認証情報が取り消された場合、それらは自動的には更新されず、使用しようとすると失
敗します。ただし、キャッシュを削除して、AWS CLI で新しい認証情報を取得するように強制することが
できます。
Linux または macOS
$ rm -r ~/.aws/cli/cache

Windows
C:\> del /s /q %UserProfile%\.aws\cli\cache

71

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
ヘルプの使用

AWS CLI の使用
このセクションでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) で使用できる多くの一般的な機能とオプ
ションを紹介します。コマンドのリストについては、AWS CLI リファレンスガイドを参照してください。

Note
デフォルトでは、AWS CLI は TCP ポート 443 で HTTPS を使用することによって、リクエスト
を AWS に送信します。AWS CLI を正常に使用するには、TCP ポート 443 でのアウトバウンド
接続が可能である必要があります。
このガイドのトピック
• AWS CLI のヘルプ (p. 72)
• AWS CLI のコマンド構造 (p. 76)
• AWS CLI のパラメータ値の指定 (p. 78)
• AWS CLI からのコマンド出力の制御 (p. 93)
• AWS CLI からのリターンコードを理解する (p. 116)
• AWS CLI エイリアスの作成と使用 (p. 117)

AWS CLI のヘルプ
このトピックでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) のヘルプコンテンツにアクセスする方法に
ついて説明します。
トピック
• 組み込みの AWS CLI help コマンド (p. 72)
• AWS CLI リファレンスガイド (p. 76)
• API ドキュメント (p. 76)
• に関連するエラーのトラブルシューティング (p. 76)
• その他のヘルプ (p. 76)

組み込みの AWS CLI help コマンド
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用している場合は、どのコマンドのヘルプも表示できま
す。そのためには、コマンド名の末尾に help と入力するだけです。
例えば、次のコマンドは、一般的な AWS CLI オプションと使用可能な最上位レベルのコマンドに関する
ヘルプを表示します。
$ aws help

次のコマンドは、利用可能な Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 固有のコマンドを表示しま
す。
$ aws ec2 help

次の例は、Amazon EC2 DescribeInstances オペレーションの詳細なヘルプを表示します。ヘルプに
は、入力パラメータ、使用可能なフィルター、および出力に含まれるものについての説明があります。コ
マンドの一般的なバリエーションを入力する方法を示す例も含まれています。
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$ aws ec2 describe-instances help

各コマンドのヘルプは 6 つのセクションに分かれています。
名前
コマンドの名前。
NAME

describe-instances -

説明
コマンドが呼び出す API 操作の説明。
DESCRIPTION
Describes one or more of your instances.

...

If you specify one or more instance IDs, Amazon EC2 returns information
for those instances. If you do not specify instance IDs, Amazon EC2
returns information for all relevant instances. If you specify an
instance ID that is not valid, an error is returned. If you specify an
instance that you do not own, it is not included in the returned
results.

概要
コマンドとそのオプションを使用するための基本的な構文。オプションが角括弧で示されている場合
は、そのオプションが任意である、デフォルト値がある、または使用できる代替オプションがあるこ
とを意味しています。
SYNOPSIS

describe-instances
[--dry-run | --no-dry-run]
[--instance-ids <value>]
[--filters <value>]
[--cli-input-json <value>]
[--starting-token <value>]
[--page-size <value>]
[--max-items <value>]
[--generate-cli-skeleton]

例えば、describe-instances のデフォルトの動作では、現在のアカウントおよび AWS リージョ
ン内のすべてのインスタンスを記述します。必要に応じて instance-ids のリストを指定して、1 つ
以上のインスタンスを定義することもできます。dry-run は値を取らないオプションのブールフラ
グです。ブールフラグを使用するには、表示される値のいずれかを指定します。この場合は --dryrun または --no-dry-run です。同様に、--generate-cli-skeleton も値を取りません。オプ
ションの使用に条件がある場合は、OPTIONS セクションで説明されるか、例に示されます。
オプション
Synopsis に示される各オプションの説明。
OPTIONS
--dry-run | --no-dry-run (boolean)
Checks whether you have the required permissions for the action,
without actually making the request, and provides an error response.
If you have the required permissions, the error response is DryRun-
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Operation . Otherwise, it is UnauthorizedOperation .
--instance-ids (list)
One or more instance IDs.
Default: Describes all your instances.

...

例
コマンドとそのオプションの使用方法を示す例。必要なコマンドまたはユースケースについて例が
ない場合は、このページまたはコマンドのヘルプページの AWS CLI コマンドリファレンスにある
フィードバックリンクを使用してリクエストしてください。
EXAMPLES
To describe an Amazon EC2 instance
Command:
aws ec2 describe-instances --instance-ids i-5203422c
To describe all instances with the instance type m1.small
Command:
aws ec2 describe-instances --filters "Name=instance-type,Values=m1.small"
To describe all instances with an Owner tag
Command:
...

aws ec2 describe-instances --filters "Name=tag-key,Values=Owner"

出力
からの応答に含まれる各フィールドとデータタイプの説明AWS
describe-instances の場合は、出力は予約オブジェクトのリストであり、それぞれのオブジェ
クトに、関連付けられたインスタンスに関する情報を含む複数のフィールドとオブジェクトがありま
す。この情報は、Amazon EC2 で使用される予約データタイプの API ドキュメントから取得されま
す。
OUTPUT

Reservations -> (list)
One or more reservations.
(structure)
Describes a reservation.
ReservationId -> (string)
The ID of the reservation.
OwnerId -> (string)
The ID of the AWS account that owns the reservation.
RequesterId -> (string)
The ID of the requester that launched the instances on your
behalf (for example, AWS Management Console or Auto Scaling).
Groups -> (list)
One or more security groups.
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(structure)
Describes a security group.
GroupName -> (string)
The name of the security group.
GroupId -> (string)
The ID of the security group.
Instances -> (list)
One or more instances.
(structure)
Describes an instance.
InstanceId -> (string)
The ID of the instance.
ImageId -> (string)
The ID of the AMI used to launch the instance.
State -> (structure)
The current state of the instance.
Code -> (integer)
The low byte represents the state. The high byte
is an opaque internal value and should be ignored.

...

出力が AWS CLI によって JSON にレンダリングされるときには、次の例と同様の予約オブジェクト
の配列になります。
{

...

"Reservations": [
{
"OwnerId": "012345678901",
"ReservationId": "r-4c58f8a0",
"Groups": [],
"RequesterId": "012345678901",
"Instances": [
{
"Monitoring": {
"State": "disabled"
},
"PublicDnsName": "ec2-52-74-16-12.us-west-2.compute.amazonaws.com",
"State": {
"Code": 16,
"Name": "running"
},

各予約オブジェクトには、予約およびインスタンスオブジェクトの配列を説明するフィールドがあ
り、それぞれにそれを説明する独自のフィールド (例: PublicDnsName) とオブジェクト (例: State)
があります。

Windows ユーザー
ヘルプコマンドの出力を more コマンドにパイプ (|) して、ヘルプファイルを 1 ページずつ表
示することができます。スペースバーまたは PgDn を押すと、ドキュメントの続きが表示さ
れ、q を押すと終了します。
C:\> aws ec2 describe-instances help | more
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AWS CLI リファレンスガイド
ヘルプファイルには、コマンドラインからは表示や移動ができないリンクが含まれています。オンライ
ンの AWS CLI バージョン 1 リファレンスガイドのリンクを利用することで、表示および操作できます。
リファレンスには、すべての AWS CLI コマンドのヘルプコンテンツも含まれています。説明は、モバイ
ル、タブレット、またはデスクトップ画面で移動や表示がしやすいように表示されます。

API ドキュメント
AWS CLI のすべてのコマンドは、AWS サービスのパブリック API に対して行われるリクエストに対応し
ています。パブリック API を使用する各サービスには API リファレンスがあり、これらは AWS ドキュメ
ントウェブサイトにあるサービスのホームページに記載されています。API リファレンスの内容は、API
の構築方法および使用されているプロトコルによって異なります。通常、API リファレンスには、API に
よってサポートされるオペレーション、サービスとの間で送受信されるデータ、およびサービスが報告す
るエラー条件に関する詳細情報が含まれています。

API ドキュメントセクション
• アクション - 各オペレーションとそのパラメータに関する詳細情報 (長さまたは内容に関する制約、デ
フォルト値を含む)。このオペレーションで発生する可能性のあるエラーが一覧表示されます。各オペ
レーションは、AWS CLI のサブコマンドに対応します。
• データタイプ - コマンドが必要なパラメータそして、リクエストに応答して返す構造体に関する詳細情
報。
• Common Parameters - サービスのすべてのアクションに共通のパラメータに関する詳細情報。
• Common Errors - サービスの操作によって返される可能性のあるエラーに関する詳細情報。
各セクションの名前と有無は、サービスによって異なる場合があります。

サービス固有の CLI
一部のサービスには、すべてのサービスで動作するように単一の AWS CLI が作成される前から存
在する個別の CLI があります。これらのサービス固有の CLI には、サービスのドキュメントペー
ジからリンクされた個別のドキュメントがあります。サービス固有の CLI のドキュメントは AWS
CLI には適用されません。

に関連するエラーのトラブルシューティング
AWS CLI エラーの診断と修正に関するヘルプについては、「 に関連するエラーのトラブルシューティン
グ (p. 173)」を参照してください。

その他のヘルプ
AWS CLI の問題に関する追加のヘルプについては、GitHub の AWS CLI コミュニティにアクセスしてくだ
さい。

AWS CLI のコマンド構造
このトピックでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドの構造と、wait コマンドの使用方
法について説明します。
トピック
• コマンド構造 (p. 77)
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• Wait コマンド (p. 77)

コマンド構造
AWS CLI は、コマンドラインでマルチパート構造を使用し、それは次の順序で指定される必要がありま
す。
1. aws プログラムのベースコール。
2. 最上位レベルの コマンド。一般に AWS によってサポートされる AWS CLI サービスに対応します。
3. 実行する操作を指定するサブコマンド。
4. 操作に必要となる一般的な AWS CLI オプションまたはパラメータ。これらは、最初の 3 つのパートに
続く限り、任意の順序で指定することができます。排他的パラメータが複数回指定された場合は、最後
の値のみ適用されます。

$ aws <command> <subcommand> [options and parameters]

パラメータは数値、文字列、リスト、マップ、JSON 構造体など、様々なタイプの入力値を取得できま
す。サポートされる内容は、指定したコマンドおよびサブコマンドによって異なります。

例
Amazon S3: 。
次の例では、すべての Amazon S3 バケットを一覧表示します。
$ aws s3 ls
2018-12-11 17:08:50 my-bucket
2018-12-14 14:55:44 my-bucket2

Amazon S3 コマンドの詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「aws s3」を参照してくださ
い。
AWS CloudFormation
以下の create-change-set コマンドの例は、CloudFormation スタック名を my-change-set に変更し
ます。
$ aws cloudformation create-change-set --stack-name my-stack --change-set-name my-changeset

AWS CloudFormation コマンドの詳細については、AWS CLI コマンドリファレンス の「aws
cloudformation」を参照してください。

Wait コマンド
一部の AWS のサービスでは、wait コマンドを使用できます。aws wait を使用するコマンドは、通常、
コマンドが完了するまで待機してから、次のステップに進みます。wait コマンドを使用すると、wait コマ
ンドが失敗した場合に後続のステップに移動するのを防ぐことができるため、マルチパートコマンドやス
クリプトに特に便利です。
AWS CLI は、wait コマンドのコマンドラインでマルチパート構造を使用します。それは次の順序で指定
される必要があります。
1. aws プログラムのベースコール。
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2. 最上位レベルの コマンド。一般に AWS によってサポートされる AWS CLI サービスに対応します。
3. wait コマンド。
4. 実行する操作を指定するサブコマンド。
5. 操作に必要な一般的な CLI オプションまたはパラメータ。これらは、最初の 3 つのパートに続く限り、
任意の順序で指定することができます。排他的パラメータが複数回指定された場合は、最後の値のみ適
用されます。

$ aws <command> wait <subcommand> [options and parameters]

パラメータは数値、文字列、リスト、マップ、JSON 構造体など、様々なタイプの入力値を取得できま
す。サポートされる内容は、指定したコマンドおよびサブコマンドによって異なります。

Note
すべての AWS のサービスが wait コマンドをサポートしているわけではありません。ご使用の
サービスが wait コマンドをサポートしているかどうかについては、AWS CLI リファレンスガイ
ドを参照してください。

例
AWS CloudFormation
次の wait change-set-create-complete コマンドの例は、my-stack スタック内の my-changeset 変更セットの実行準備が整っていることを確認できる場合に限り、一時停止と再開を行います。
$ aws cloudformation wait change-set-create-complete --stack-name my-stack --change-setname my-change-set

AWS CloudFormation waitコマンドの詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「wait」を参
照してください。
AWS CodeDeploy
次の wait deployment-successful コマンド例は、d-A1B2C3111 のデプロイが正常に完了するまで
一時停止します。
$ aws deploy wait deployment-successful --deployment-id d-A1B2C3111

AWS CodeDeploy waitコマンドの詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「wait」を参照し
てください。

AWS CLI のパラメータ値の指定
AWS Command Line Interface (AWS CLI) で使用される多くのパラメータは、以下の例のキーペア名 mykey-pair などのように、単純な文字列または数値です。
$ aws ec2 create-key-pair --key-name my-key-pair

スペース文字を含まない文字列は、引用符で囲んでも囲まなくてもかまいません。ただし、1 つ以上のス
ペース文字を含む文字列は引用符で囲む必要があります。複雑なパラメータを引用符で囲む方法の詳細に
ついては、「AWS CLI での文字列への引用符の使用 (p. 82)」を参照してください。
パラメータトピック
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• AWS CLI の一般的なパラメータタイプ (p. 79)
• AWS CLI での文字列への引用符の使用 (p. 82)
• ファイルから AWS CLI パラメータをロードする (p. 85)
• AWS CLI スケルトンと入力ファイル (p. 87)
• AWS CLI を使用した短縮構文の使用 (p. 91)

AWS CLI の一般的なパラメータタイプ
このセクションでは、いくつかの一般的なパラメータタイプと一般的に必要な形式について説明します。
特定のコマンドでパラメータの書式化に問題がある場合には、コマンド名の後に help と入力することに
よって、ヘルプを確認してみてください。各サブコマンドのヘルプには、オプションの名前と説明が示さ
れています。オプションのパラメータタイプは、括弧内に一覧表示されています。ヘルプ表示の詳細につ
いては、「the section called “ヘルプの使用” (p. 72)」を参照してください。
パラメータタイプには次のものがあります。
• 文字列 (p. 79)
• タイムスタンプ (p. 79)
• リスト (p. 80)
• ブール値 (p. 80)
• 整数 (p. 80)
• バイナリ/blob (バイナリラージオブジェクト) とストリーミング blob (p. 80)
• マップ (p. 80)
• Document (p. 81)

文字列
文字列パラメータには、ASCII 文字セットの英数字、記号、空白文字が使用できます。空白文字を含む文
字列は引用符で囲まれている必要があります。予期しない結果を避けるため、標準の空白文字以外の記号
や空白文字は使用せず、お使いの端末の引用符のルール (p. 82)に従うことをお勧めします。
一部の文字列パラメータはファイルからバイナリデータを受け取ることができます。例については、「バ
イナリファイル (p. 86)」を参照してください。

タイムスタンプ
タイムスタンプの形式は ISO 8601 標準に従います。これらは「DateTime」または「Date」パラメータ
と呼ばれることもあります。
$ aws ec2 describe-spot-price-history --start-time 2014-10-13T19:00:00Z

有効な形式は次のとおりです。
• YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD (UTC) (例: 2014-10-01T20:30:00.000Z)
• YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD (#######) (例: 2014-10-01T12:30:00.000-08:00)
• YYYY-MM-DD (例: 2014-10-01)
• Unix 時間 (秒)、例: 1412195400。これは Unix エポック時間と呼ばれることもあり、1970 年 1 月 1 日午
前 0 時 (UTC) からの秒数を表します。
cli_timestamp_format (p. 38) ファイル設定を使用して、タイプスタンプ形式を設定できます。
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リスト
スペースで区切られた 1 つ以上の文字列。文字列項目にスペースがある場合は、その項目を引用符で囲む
必要があります。予期しない結果を避けるため。お使いの端末の引用のルール (p. 82)を遵守してくださ
い。
$ aws ec2 describe-spot-price-history --instance-types m1.xlarge m1.medium

ブール値
オプションをオンまたはオフにするバイナリフラグです。例えば、ec2 describe-spot-pricehistory にはブール型の --dry-run パラメータがあり、このパラメータが指定されると、クエリを実際
に実行することなくサービスのクエリを検証します。
$ aws ec2 describe-spot-price-history --dry-run

出力にはコマンドが正しい形式だったかどうかが示されます。このコマンドには、--no-dry-run バー
ジョンのパラメータも含まれ、これを使用して、コマンドを通常どおりに実行することを明示的に示すこ
とができます。これは、デフォルトの動作であるため、含める必要はありません。

整数
符号なしの整数。
$ aws ec2 describe-spot-price-history --max-items 5

バイナリ/blob (バイナリラージオブジェクト) とストリーミング
blob
AWS CLI バージョン 1 で blob 型のパラメータに値を渡すには、バイナリデータが含まれるローカルファ
イルへのパスを指定する必要があります。パスにはプロトコル識別子 (http:// や file:// など) を含ま
ないようにします。指定されたパスは、現在の作業ディレクトリに対する相対パスとして解釈されます。
例えば、--body の aws s3api put-object パラメータは BLOB です。
$ aws s3api put-object --bucket my-bucket --key testimage.png --body /tmp/image.png

Note
aws cloudsearchdomain upload-documents のようなストリーミング blob に file://
または fileb:// のプレフィックスは付けられません。代わりに、ストリーミング BLOB
パラメータは直接ファイルパスを使用してフォーマットされます。次の例では、aws
cloudsearchdomain upload-documents コマンドに直接ファイルパス documentbatch.json を使用しています。
$ aws cloudsearchdomain upload-documents \
--endpoint-url https://doc-my-domain.us-west-1.cloudsearch.amazonaws.com \
--content-type application/json \
--documents document-batch.json

マップ
JSON または CLI の短縮構文 (p. 91)を使用して指定されたキーと値のペアのセット。次の JSON の例
では、マップパラメータ --keyを使用して、 my-table という名前の Amazon DynamoDB テーブルから項
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目を読み取ります。パラメータは、ネストされた JSON 構造の数値 1 で id という名前のプライマリキー
を指定します。
コマンドラインでより高度な JSON を使用するには、jq のようなコマンドライン JSON プロセッサを使
用して JSON 文字列を作成することを検討してください。jq の詳細については、GitHub の jq repository
を参照してください。
$ aws dynamodb get-item --table-name my-table --key '{"id": {"N":"1"}}'
{

"Item": {
"name": {
"S": "John"
},
"id": {
"N": "1"
}
}

}

Document
Note
短縮構文 (p. 91)は、ドキュメントタイプと互換性がありません。
ドキュメントタイプは、文字列内に JSON を埋め込む必要なく、データを送信するために使用されます。
ドキュメントタイプによってサービスが任意のスキーマを提供することで、より柔軟なデータ型を使用で
きます。
これにより、値をエスケープすることなく JSON データを送信できます。例えば、次のようにエスケープ
された JSON 入力の代わりに使用します。
{"document": "{\"key\":true}"}

次のドキュメントタイプが使用できます。
{"document": {"key": true}}

ドキュメントタイプに対し有効な値
ドキュメントタイプは柔軟な性質を持っているため、有効な値のタイプは複数あります。有効な値には次
のようなものがあります。
文字列
--option '"value"'

数値
--option 123
--option 123.456

ブール値
--option true
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Null
--option null

配列
--option '["value1", "value2", "value3"]'
--option '["value", 1, true, null, ["key1", 2.34], {"key2": "value2"}]'

オブジェクト
--option '{"key": "value"}'
--option '{"key1": "value1", "key2": 123, "key3": true, "key4": null, "key5":
["value3", "value4"], "key6": {"value5": "value6"}'

AWS CLI での文字列への引用符の使用
AWS CLI では、主に、一重引用符と二重引用符の使用方法が 2 つあります。
• 空白を含む文字列を引用符で囲む (p. 82)
• 文字列内での引用符の使用 (p. 83)

空白を含む文字列を引用符で囲む
コマンドラインでパラメータ名とその値はスペースで区切ります。文字列値にスペースが埋め込まれてい
る場合は、文字列全体を引用符で囲むことで、AWS CLI によってスペースが値と次のパラメータ名との区
切りとして誤って解釈されないようにする必要があります。使用する引用符のタイプは、AWS CLI を実行
しているオペレーティングシステムによって異なります。
Linux and macOS
一重引用符 ' ' を使用します。
$ aws ec2 create-key-pair --key-name 'my key pair'

引用符の使用方法の詳細については、使用するシェルのユーザードキュメントを参照してください。
PowerShell
一重引用符 (推奨)
一重引用符 ' ' は verbatim 文字列と呼ばれます。文字列は、入力したとおりにコマンドに渡され
るため、PowerShell 変数は通過しません。
PS C:\> aws ec2 create-key-pair --key-name 'my key pair'

二重引用符
二重引用符 " " は expandable 文字列と呼ばれます。変数は拡張可能な文字列で渡すことができま
す。
PS C:\> aws ec2 create-key-pair --key-name "my key pair"
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引用符の使用方法の詳細については、Microsoft PowerShell ドキュメントの「About Quoting Rules」
を参照してください。
Windows command prompt
二重引用符 " " を使用します。
C:\> aws ec2 create-key-pair --key-name "my key pair"

オプションとして、パラメータ名と値をスペースの代わりに等号 = で区切ることができます。通常、これ
はパラメータの値がハイフンで始まる場合にのみ必要です。
$ aws ec2 delete-key-pair --key-name=-mykey

文字列内での引用符の使用
文字列に引用符が含まれている場合があり、シェルが正しく動作するためには、引用符のエスケープが必
要になることがあります。パラメータ値の一般的なタイプの 1 つとして JSON 文字列があります。JSON
構造内の各要素の名前と値の前後にスペースと二重引用符 " " が含まれているため、これは複雑です。
コマンドラインで JSON 形式のパラメータを入力する方法はオペレーティングシステムによって異なりま
す。
コマンドラインでより高度な JSON を使用するには、jq のようなコマンドライン JSON プロセッサを使
用して JSON 文字列を作成することを検討してください。jq の詳細については、GitHub の jq repository
を参照してください。
Linux and macOS
Linux および macOS で文字列を文字どおりに解釈するには、次の例のように、一重引用符 ' ' を使
用して JSON データ構造を囲みます。JSON 文字列に埋め込まれた二重引用符は、文字どおり処理さ
れるため、エスケープする必要はありません。JSON は一重引用符で囲まれているため、文字列内の
一重引用符はエスケープする必要があります。このためには、通常は一重引用符 \' の前にバックス
ラッシュを使用します。
$ aws ec2 run-instances \
--image-id ami-12345678 \
--block-device-mappings '[{"DeviceName":"/dev/sdb","Ebs":
{"VolumeSize":20,"DeleteOnTermination":false,"VolumeType":"standard"}}]'

引用符の使用方法の詳細については、使用するシェルのユーザードキュメントを参照してください。
PowerShell
一重引用符 ' ' または二重引用符 " " を使用します。
一重引用符 (推奨)
一重引用符 ' ' は verbatim 文字列と呼ばれます。文字列は、入力したとおりにコマンドに渡され
るため、PowerShell 変数は通過しません。
JSON データ構造には二重引用符が含まれているため、一重引用符 ' ' で囲むことをお勧めしま
す。一重引用符を使用する場合は、JSON 文字列に埋め込まれた二重引用符をエスケープする必要は
ありません。ただし、JSON 構造内では、各一重引用符をバックティック ` でエスケープする必要が
あります。
PS C:\> aws ec2 run-instances `
--image-id ami-12345678 `
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--block-device-mappings '[{"DeviceName":"/dev/sdb","Ebs":
{"VolumeSize":20,"DeleteOnTermination":false,"VolumeType":"standard"}}]'

二重引用符
二重引用符 " " は expandable 文字列と呼ばれます。変数は拡張可能な文字列で渡すことができま
す。
二重引用符を使用する場合は、JSON 文字列に埋め込まれた 一重引用符をエスケープする必要はあり
ません。ただし、次の例のように、JSON 構造内で各二重引用符をバックティック ` でエスケープす
る必要があります。
PS C:\> aws ec2 run-instances `
--image-id ami-12345678 `
--block-device-mappings "[{`"DeviceName`":`"/dev/sdb`",`"Ebs`":
{`"VolumeSize`":20,`"DeleteOnTermination`":false,`"VolumeType`":`"standard`"}}]"

引用符の使用方法の詳細については、Microsoft PowerShell ドキュメントの「About Quoting Rules」
を参照してください。

Warning
PowerShell は AWS CLI にコマンドを送信する前に、コマンドが一般的な PowerShell
と CommandLineToArgvW 引用ルールのどちらを使用して解釈されるかを判断しま
す。PowerShell が CommandLineToArgvW を使用して処理する場合は、バックスラッシュ \
で文字をエスケープする必要があります。
PowerShell のCommandLineToArgvW 詳細については、 マイクロソフトドキュメントブログ
の「Microsoft DevBlogs の CommandLineToArgvW による引用符とバックスラッシュの奇妙
な扱いの理由」を参照してください。コマンドライン引数を間違った方法で引用する人々、
および Microsoft Docs の CommandLineToArgvW 関数を参照してください 。
一重引用符
一重引用符 ' ' は verbatim 文字列と呼ばれます。文字列は、入力したとおりにコマンドに
渡されるため、PowerShell 変数は通過しません。バックスラッシュ \ で文字をエスケープし
ます。
PS C:\> aws ec2 run-instances `
--image-id ami-12345678 `
--block-device-mappings '[{\"DeviceName\":\"/dev/sdb\",\"Ebs\":
{\"VolumeSize\":20,\"DeleteOnTermination\":false,\"VolumeType\":\"standard\"}}]'

二重引用符
二重引用符 " " は expandable 文字列と呼ばれます。変数は expandable 文字列で渡すこ
とができます。二重引用符で囲まれた文字列の場合、バックティックだけを使用するのでは
なく、引用符ごとに `\ を使用して 2 回エスケープする必要があります。バックティックは
バックスラッシュをエスケープし、バックスラッシュは CommandLineToArgvW プロセスの
エスケープ文字として使用されます。
PS C:\> aws ec2 run-instances `
--image-id ami-12345678 `
--block-device-mappings "[{`\"DeviceName`\":`\"/dev/sdb`\",`\"Ebs`\":{`
\"VolumeSize`\":20,`\"DeleteOnTermination`\":false,`\"VolumeType`\":`\"standard`
\"}}]"

Blobs (推奨)
JSON データ入力の PowerShell 引用ルールをバイパスするには、BLOB を使用して JSON
データを AWS CLI に直接渡します。BLOB の詳細については、「バイナリ/blob (バイナリ
ラージオブジェクト) とストリーミング blob (p. 80)」を参照してください。
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Windows command prompt
Windows コマンドプロンプトでは、JSON データ構造を二重引用符 " " で囲む必要があります。ま
た、コマンドプロセッサによって、JSON に埋め込まれた二重引用符が誤って解釈されないようにす
るには、以下の例のように、JSON データ構造内の各二重引用符 \ をエスケープする (バックスラッ
シュ " 文字で始める) 必要もあります。
C:\> aws ec2 run-instances ^
--image-id ami-12345678 ^
--block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdb\",\"Ebs\":
{\"VolumeSize\":20,\"DeleteOnTermination\":false,\"VolumeType\":\"standard\"}}]"

最も外側の二重引用符のみエスケープしません。

ファイルから AWS CLI パラメータをロードする
一部のパラメータでは、AWS CLI がデータをロードするファイル名を引数として期待します。他のパ
ラメータを使用すると、コマンドラインで入力するテキストまたはファイルから読み取るテキストとし
てパラメータ値を指定できます。ファイルが必須であるか省略可能であるかに関係なく、AWS CLI が
ファイルを理解できるように、ファイルを正しくエンコードする必要があります。ファイルのエンコー
ディングは、読み取りシステムのデフォルトロケールと一致する必要があります。これは、Python の
locale.getpreferredencoding() メソッドを使用して判断できます。

Note
デフォルトでは、Windows PowerShell はテキストを UTF-16 として出力します。これは、JSON
ファイルおよび多くの Linux システムで使用されている UTF-8 エンコードと競合します。Encoding ascii が結果として得られるファイルを読み取ることができるように、PowerShell
Out-File コマンドで AWS CLI を使用することをお勧めします。
トピック
• ファイルからパラメータをロードする方法 (p. 85)
• バイナリファイル (p. 86)
• リモートファイル (p. 87)

ファイルからパラメータをロードする方法
場合によっては、コマンドラインパラメータ値としてすべてを入力することを試みる代わりに、ファイル
からパラメータ値をロードすることが便利なことがあります (パラメータが複雑な JSON 文字列の場合な
ど)。値を含むファイルを指定するには、次の形式でファイル URL を指定します。
file://complete/path/to/file

• 最初の 2 つのスラッシュ「/」文字は仕様の一部です。必要なパスが「/」で始まる場合、結果は 3 つの
スラッシュ文字 file:///folder/file になります。
• この URI は、実際のパラメータコンテンツが含まれているファイルへのパスを示します。
• スペースまたは特殊文字を含むファイルを使用する場合は、お使いの端末の引用符とエスケープのルー
ル (p. 82)に従ってください。

Note
すでに URL を期待しているパラメータ (AWS CloudFormation テンプレート URL を特定する
パラメータなど) では、この動作が自動的に無効化されます。また、AWS CLI 設定ファイルの
cli_follow_urlparam (p. 37) 設定を無効にすることで、この動作を無効にできます。
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次の例のファイルパスは、現在の作業ディレクトリに対する相対値として解釈されます。
Linux or macOS
// Read from a file in the current directory
$ aws ec2 describe-instances --filters file://filter.json
// Read from a file in /tmp
$ aws ec2 describe-instances --filters file:///tmp/filter.json
// Read from a file with a filename with whitespaces
$ aws ec2 describe-instances --filters 'file://filter content.json'

Windows command prompt
// Read from a file in C:\temp
C:\> aws ec2 describe-instances --filters file://C:\temp\filter.json
// Read from a file with a filename with whitespaces
C:\> aws ec2 describe-instances --filters "file://C:\temp\filter content.json"

file:// プレフィックスオプションは、「~/」、「./」、および「../」など、Unix 形式の拡張子をサ
ポートしています。Windows では、「~/」式は、%USERPROFILE% 環境変数に格納されているユーザー
ディレクトリに展開されます。例えば、Windows 10 では、一般にユーザーディレクトリは C:\Users
\UserName\ にあります。
別の JSON ドキュメントの値として埋め込まれている JSON ドキュメントもエスケープする必要がありま
す。
$ aws sqs create-queue --queue-name my-queue --attributes file://attributes.json

attributes.json
{

"RedrivePolicy": "{\"deadLetterTargetArn\":\"arn:aws:sqs:uswest-2:0123456789012:deadletter\", \"maxReceiveCount\":\"5\"}"
}

バイナリファイル
バイナリデータをパラメータとして取るコマンドでは、fileb:// プレフィックスを使用して、データが
バイナリコンテンツであることを指定します。バイナリデータを受け入れるコマンドは次のとおりです。
• aws ec2 run-instances:--user-dataパラメータ
• aws s3api put-object:--sse-customer-keyパラメータ
• aws kms decrypt:--ciphertext-blobパラメータ
次の例では、Linux コマンドラインツールを使用してバイナリ 256 ビット AES キーを生成し、Amazon S3
に渡して、アップロードされたファイルをサーバー側で暗号化します。
$ dd if=/dev/urandom bs=1 count=32 > sse.key
32+0 records in
32+0 records out
32 bytes (32 B) copied, 0.000164441 s, 195 kB/s
$ aws s3api put-object \
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--bucket my-bucket \
--key test.txt \
--body test.txt \
--sse-customer-key fileb://sse.key \
--sse-customer-algorithm AES256

{

"SSECustomerKeyMD5": "iVg8oWa8sy714+FjtesrJg==",
"SSECustomerAlgorithm": "AES256",
"ETag": "\"a6118e84b76cf98bf04bbe14b6045c6c\""

}

リモートファイル
AWS CLI では、http:// または https:// URL を使用して、インターネットでホストされているファ
イルからパラメータをロードすることもできます。次の例では、Amazon S3 バケットに格納されている
ファイルを参照しています。これにより、任意のコンピュータからパラメータファイルにアクセスできま
すが、コンテナが公開されている必要があります。
$ aws ec2 run-instances \
--image-id ami-12345678 \
--block-device-mappings http://my-bucket.s3.amazonaws.com/filename.json

前の例では、ファイル filename.json が以下の JSON データを含んでいると仮定しています。
[

]

{

}

"DeviceName": "/dev/sdb",
"Ebs": {
"VolumeSize": 20,
"DeleteOnTermination": false,
"VolumeType": "standard"
}

JSON 形式のパラメータを含むファイルを参照する別の例については、IAM ユーザーへの IAM 管理ポリ
シーのアタッチ (p. 145) をご参照ください。

AWS CLI スケルトンと入力ファイル
ほとんどの AWS Command Line Interface(AWS CLI) コマンドは、ファイルからのすべてのパラメータ入
力を受け入れます。これらのテンプレートは、generate-cli-skeletonオプションを使用して生成でき
ます。
トピック
• AWS CLI スケルトンと入力ファイルについて (p. 87)
• コマンドスケルトンを生成生成する (p. 90)

AWS CLI スケルトンと入力ファイルについて
ほとんどの AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドは、--cli-input-json および パラメー
タを使用してファイルから入力されるパラメータのすべてを受け入れる機能をサポートしています。
これらの同じコマンドで、 JSONの形式 でファイルが生成する --generate-cli-skeleton パラメータ
が用意されており、すべてのパラメータを後で編集して値を入力することができます。その後、関連する
--cli-input-json パラメータを使用してコマンドを実行し、入力済みのファイルを指定できます。
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Important
一部の AWS CLI コマンド (aws s3 コマンドなど) は、個別の AWS API オペレーションに直接
マッピングされません。このようなコマンドは、このトピックで説明している --generatecli-skeleton または --cli-input-json パラメータもサポートしていません。特定のコ
マンドがこれらのパラメータをサポートしているか不明な場合は、次のコマンドを実行しま
す。service と command の名前は調べたいものに置き換えてください。
$ aws service command help

出力に、指定されたコマンドがサポートするパラメータを示す Synopsis セクションが含まれて
います。
$ aws iam list-users help
...
SYNOPSIS
list-users
...
[--cli-input-json]
...
[--generate-cli-skeleton <value>]
...

--generate-cli-skeleton パラメータを指定すると、コマンドは実行せず、パラメータテンプレート
を生成して表示します。これをカスタマイズして、後でコマンドに対する入力として使用することができ
ます。生成されるテンプレートには、そのコマンドによってサポートされているすべてのパラメータが含
まれています。
--generate-cli-skeleton パラメータには、次のいずれかの値を指定できます。
• input - 生成されたテンプレートには、JSON 形式の入力パラメータがすべて含まれます。これは、デ
フォルト値です。
• output - 生成されたテンプレートには、JSON 形式の出力パラメータがすべて含まれます。。
AWS CLI は基本的にサービスの API の「ラッパー」であるため、スケルトンファイルは、すべてのパラ
メータを、基になる API パラメータ名で参照することを想定しています。このパラメータ名は AWS CLI
のものとは異なることがあります。例えば、AWS CLI という名前の user-name パラメータは、AWS と
いう名前の UserName のサービスの API パラメータにマップされる場合があります (大文字小文字が変更
されダッシュがないことに注意)。エラーを回避するために、--generate-cli-skeleton オプションを
使用して「正しい」パラメータ名でテンプレートを生成することをお勧めします。サービスの API リファ
レンスガイドを参照して、想定されるパラメータ名を確認することもできます。テンプレートから、値を
指定しない必須でないパラメータを削除できます。
例えば、次のコマンドを実行すると、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) コマンドruninstancesのパラメータテンプレートが生成されます 。
JSON
次の例は、input パラメータのデフォルト値 (--generate-cli-skeleton) を使用して JSON で
フォーマットされたテンプレートを生成する方法を示しています。
$ aws ec2 run-instances --generate-cli-skeleton

{

"DryRun": true,
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"ImageId": "",
"MinCount": 0,
"MaxCount": 0,
"KeyName": "",
"SecurityGroups": [
""
],
"SecurityGroupIds": [
""
],
"UserData": "",
"InstanceType": "",
"Placement": {
"AvailabilityZone": "",
"GroupName": "",
"Tenancy": ""
},
"KernelId": "",
"RamdiskId": "",
"BlockDeviceMappings": [
{
"VirtualName": "",
"DeviceName": "",
"Ebs": {
"SnapshotId": "",
"VolumeSize": 0,
"DeleteOnTermination": true,
"VolumeType": "",
"Iops": 0,
"Encrypted": true
},
"NoDevice": ""
}
],
"Monitoring": {
"Enabled": true
},
"SubnetId": "",
"DisableApiTermination": true,
"InstanceInitiatedShutdownBehavior": "",
"PrivateIpAddress": "",
"ClientToken": "",
"AdditionalInfo": "",
"NetworkInterfaces": [
{
"NetworkInterfaceId": "",
"DeviceIndex": 0,
"SubnetId": "",
"Description": "",
"PrivateIpAddress": "",
"Groups": [
""
],
"DeleteOnTermination": true,
"PrivateIpAddresses": [
{
"PrivateIpAddress": "",
"Primary": true
}
],
"SecondaryPrivateIpAddressCount": 0,
"AssociatePublicIpAddress": true
}
],
"IamInstanceProfile": {
"Arn": "",
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}

"Name": ""
},
"EbsOptimized": true

コマンドスケルトンを生成生成する
パラメータスケルトンファイルを生成して使用するには
1.

--generate-cli-skeleton パラメータを指定してコマンドを実行して JSON を生成し、出力を保
存用ファイルに送ります。
JSON
$ aws ec2 run-instances --generate-cli-skeleton input > ec2runinst.json

2.

テキストエディタでパラメータスケルトンファイルを開き、不要なパラメータを削除します。例え
ば、テンプレートを次のように削除できます。不要な要素を削除した後、ファイルがまだ有効な
JSON であることを確認してください。
JSON
{

}

"DryRun": true,
"ImageId": "",
"KeyName": "",
"SecurityGroups": [
""
],
"InstanceType": "",
"Monitoring": {
"Enabled": true
}

この例では、Amazon EC2 ドライラン機能を使用するには、DryRun パラメータを true に設定した
ままにします。この機能を使用すると、実際にリソースを作成または変更することなく、コマンドを
安全にテストできます。
3.

残りの値には、シナリオに適した値を入力します。この例では、インスタンスタイプ、キー名、セ
キュリティグループ、および使用する Amazon マシンイメージ (AMI) の識別子を指定しています。
この例では、デフォルトの AWS リージョンを前提としています。AMI ami-dfc39aef は、uswest-2 リージョンでホストされている 64 ビットの Amazon Linux イメージです。別のリージョンを
使用する場合は、使用する正しい AMI ID を見つける必要があります。
JSON
{

"DryRun": true,
"ImageId": "ami-dfc39aef",
"KeyName": "mykey",
"SecurityGroups": [
"my-sg"
],
"InstanceType": "t2.micro",
"Monitoring": {
"Enabled": true
}
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}

4.

file:// プレフィックスを使用して、完了したテンプレートファイルを --cli-input-json パラ
メータに渡すことによって、入力済みパラメータでコマンドを実行します。AWS CLI はパスを現在の
作業ディレクトリに対する相対パスとして解釈するため、パスを付けずにファイル名だけを表示する
次の例は、現在の作業ディレクトリ内で直接検索されます。
JSON
$ aws ec2 run-instances --cli-input-json file://ec2runinst.json
A client error (DryRunOperation) occurred when calling the RunInstances operation:
Request would have succeeded, but DryRun flag is set.

リハーサルのエラーは、JSON の形式が正しく、パラメータ値が有効であることを示します。出力で
その他の問題が報告された場合は、それを修正し、「Request would have succeeded」という
メッセージが表示されるまで前のステップを繰り返します。
5.

これで、DryRun パラメータを false に設定して、dry run を無効にできます。
JSON
{

}

6.

"DryRun": false,
"ImageId": "ami-dfc39aef",
"KeyName": "mykey",
"SecurityGroups": [
"my-sg"
],
"InstanceType": "t2.micro",
"Monitoring": {
"Enabled": true
}

コマンドを実行すると、run-instances は Amazon EC2 インスタンスを実際に起動し、正常起動
によって生成された詳細を表示します。出力の形式は、入力パラメータテンプレートの形式とは別
に、--output パラメータによって制御されます。
JSON
$ aws ec2 run-instances --cli-input-json file://ec2runinst.json --output json
{

...

"OwnerId": "123456789012",
"ReservationId": "r-d94a2b1",
"Groups": [],
"Instances": [

AWS CLI を使用した短縮構文の使用
AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、JSON 形式の多くのオプションパラメータを受け入れるこ
とができます。ただし、大きな JSON リストや構造体をコマンドラインに入力するのは手間がかかる場合
があります。これを簡単にするために、AWS CLI は短縮構文もサポートしているため、完全な JSON 形式
を使用するより、オプションパラメータを簡単に表現できます。
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トピック
• 構造パラメータ (p. 92)
• AWS Command Line Interface を使用した短縮構文の使用 (p. 92)

構造パラメータ
AWS CLI の短縮構文を利用すると、ユーザーがフラットなパラメータ (ネストされていない構造) に入力す
るのが容易になります。形式は、キーと値のペアのカンマ区切りリストです。短縮構文は文字列であるた
め、必ず、お使いのターミナルに適した引用 (p. 82)とエスケープの規則を使用してください。
Linux or macOS
--option key1=value1,key2=value2,key3=value3

PowerShell
--option "key1=value1,key2=value2,key3=value3"

これらはいずれも、JSON で書式化された次の例と同じです。
--option '{"key1":"value1","key2":"value2","key3":"value3"}'

それぞれのカンマ区切りのキーと値のペアの間に空白があってはいけません。以下に、Amazon
DynamoDB update-table コマンドの例を示します。--provisioned-throughput オプションは、省
略表記で指定されています。
$ aws dynamodb update-table \
--provisioned-throughput ReadCapacityUnits=15,WriteCapacityUnits=10 \
--table-name MyDDBTable

これは、JSON 形式の次の例と同じになっています。
$ aws dynamodb update-table \
--provisioned-throughput '{"ReadCapacityUnits":15,"WriteCapacityUnits":10}' \
--table-name MyDDBTable

AWS Command Line Interface を使用した短縮構文の使用
リストフォーム内の入力パラメータは、JSON または省略形の 2 つの方法で指定できます。AWS CLI の短
縮構文は、数値、文字列、またはネストされていない構造体が含まれるリストを簡単に渡せるように設計
されています。
基本的な形式を次に示します。ここで、リストの値は、1 つのスペースで区切られます。
--option value1 value2 value3

これは、JSON 形式の次の例と同じになっています。
--option '[value1,value2,value3]'

前述したように、数字のリスト、文字列のリスト、またはネストされていない構造の省略表現のリストを
指定できます。Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の stop-instances コマンドの例を次に
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示します。ここで、--instance-ids オプションの入力パラメータ (文字列のリスト) は省略表現で指定
されています。
$ aws ec2 stop-instances \
--instance-ids i-1486157a i-1286157c i-ec3a7e87

これは、JSON 形式の次の例と同じになっています。
$ aws ec2 stop-instances \
--instance-ids '["i-1486157a","i-1286157c","i-ec3a7e87"]'

次の例は、Amazon EC2 create-tags コマンドを示しています。このコマンドは、--tags オプション
のネストされていない構造のリストを取得します。--resources オプションは、タグを付けるインスタ
ンスの ID を指定します。
$ aws ec2 create-tags \
--resources i-1286157c \
--tags Key=My1stTag,Value=Value1 Key=My2ndTag,Value=Value2 Key=My3rdTag,Value=Value3

これは、JSON 形式の次の例と同じになっています。JSON パラメータは、読みやすくするために複数行
で記述されます。
$ aws ec2 create-tags \
--resources i-1286157c \
--tags '[
{"Key": "My1stTag", "Value": "Value1"},
{"Key": "My2ndTag", "Value": "Value2"},
{"Key": "My3rdTag", "Value": "Value3"}
]'

AWS CLI からのコマンド出力の制御
このセクションでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) からの出力を制御するさまざまな方法を
示します。
トピック
• AWS CLI 出力フォーマットの設定 (p. 93)
• AWS CLI のページ分割オプションの使用 (p. 98)
• AWS CLI 出力をフィルタリングする (p. 100)

AWS CLI 出力フォーマットの設定
このトピックでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) のさまざまな出力形式について説明しま
す。AWS CLI は以下の出力形式をサポートしています。
• json (p. 94) - 出力は JSON 文字列としてフォーマットされます。
• text (p. 95) - 出力は、複数行のタブ区切りの文字列値としてフォーマットされます。これ
は、grep、sed、または awk などのテキストプロセッサに出力を渡すのに役立ちます。
• table (p. 97) - 出力は、テーブルとしてフォーマットされ、文字の「+|-」を使用してセルの境界を
形成します。通常、情報は他の形式よりも読みやすい「わかりやすい」形式で表示されますが、プログ
ラムとしては役立ちません。
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出力形式を選択する方法
「設定 (p. 30)」トピックで説明したように、出力形式は 3 つの異なる方法で指定できます。
• output ファイル内の名前付きプロファイルでconfigオプションを使用する - 次の例では、デフォルト
の出力形式を text に設定します。
[default]
output=text

• AWS_DEFAULT_OUTPUT環境変数の使用 - 次の出力は、変数が変更されるか、セッションが終了するま
で、このコマンドラインセッションのコマンドの形式を table に設定します。この環境変数を使用する
と、config ファイルで設定された値が上書きされます。
$ export AWS_DEFAULT_OUTPUT="table"

• コマンドラインで「--output」オプションを使用 - 次の例では、この 1 つのコマンドのみの出力を
json に設定します。このコマンドでこのオプションを使用すると、現在設定されている環境変数また
は config ファイルの値をオーバーライドします。
$ aws swf list-domains --registration-status REGISTERED --output json

JSON 出力形式
JSON は AWS CLI のデフォルトの出力形式です。ほとんどのプログラミング言語は、組み込み関数を使用
するか、公開されているライブラリを使用して、簡単に JSON 文字列をデコードできます。JSON 出力と
--query オプション (p. 100)を強力な方法で組み合わせて、AWS CLI JSON 形式の出力をフィルタリング
および書式設定することができます。
--query ではできない可能性がある高度なフィルタリングを行うには、コマンドライン JSON プロ
セッサである jq の使用を検討してください。これをダウンロードし、公式のチュートリアルを http://
stedolan.github.io/jq/ で見ることができます。
以下は、JSON 出力の例です。
$ aws iam list-users --output json
{

"Users": [
{
"Path": "/",
"UserName": "Admin",
"UserId": "AIDA1111111111EXAMPLE",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Admin",
"CreateDate": "2014-10-16T16:03:09+00:00",
"PasswordLastUsed": "2016-06-03T18:37:29+00:00"
},
{
"Path": "/backup/",
"UserName": "backup-user",
"UserId": "AIDA2222222222EXAMPLE",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/backup/backup-user",
"CreateDate": "2019-09-17T19:30:40+00:00"
},
{
"Path": "/",
"UserName": "cli-user",
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}

]

}

"UserId": "AIDA3333333333EXAMPLE",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/cli-user",
"CreateDate": "2019-09-17T19:11:39+00:00"

テキストの出力形式
text 形式では、AWS CLI の出力がタブ区切りの行に整形されます。grep、sed、awk など、従来の
Unix テキストツールでも、PowerShell スクリプトによって実行されるテキスト処理でも機能します。
text 出力形式は、以下に示す基本的な構造に従います。列は、基になる JSON オブジェクトの対応する
キー名によってアルファベット順にソートされます。
IDENTIFIER sorted-column1 sorted-column2
IDENTIFIER2 sorted-column1 sorted-column2

text 出力例を次に示します。各フィールドは他のフィールドからタブで区切られ、空のフィールドがあ
る追加のタブが含まれます。
$ aws iam list-users --output text

USERS
arn:aws:iam::123456789012:user/Admin
2014-10-16T16:03:09+00:00
2016-06-03T18:37:29+00:00
/
AIDA1111111111EXAMPLE
Admin
USERS
arn:aws:iam::123456789012:user/backup/backup-user
2019-09-17T19:30:40+00:00
/backup/
AIDA2222222222EXAMPLE
backup-user
USERS
arn:aws:iam::123456789012:user/cli-user
2019-09-17T19:11:39+00:00
/
AIDA3333333333EXAMPLE
cli-user

4 番目の列は PasswordLastUsed フィールドで、最後の 2 つのエントリは空です。これらのユーザーは
AWS Management Console にサインインしないためです。

Important
text 出力を指定する場合は、--query (p. 100) オプションも必ず使用して、一貫した動作を
確保することを強くお勧めします。
これは、AWS サービスから返される、テキスト形式では出力列が基本の JSON オブジェクトの
キー名のアルファベット順に並べられるためであり、同様のリソースが同じキー名を持つとは限
らないためです。例えば、Linux ベースの Amazon EC2 インスタンスの JSON 表現は、Windows
ベースのインスタンスの JSON 表現にはない要素を持つことがあり、逆も同様です。また、リ
ソースのキー値要素が将来の更新で追加または削除されて、列の順序が変わる可能性がありま
す。このような場合、--query は text 出力の機能を補強して、出力形式に対する完全な制御を
提供します。
次の例では、コマンドは表示する要素を指定し、列の順序をリスト表記 [key1, key2, ...]
で定義します。これにより、正しいキー値が常に予期される列に表示されることを確信できま
す。最後に、AWS CLI は存在しないキーの値として None を出力していることに注目してくださ
い。
$ aws iam list-users --output text --query 'Users[*].
[UserName,Arn,CreateDate,PasswordLastUsed,UserId]'

Admin
arn:aws:iam::123456789012:user/Admin
2014-10-16T16:03:09+00:00
2016-06-03T18:37:29+00:00
AIDA1111111111EXAMPLE
backup-user
arn:aws:iam::123456789012:user/backup-user
2019-09-17T19:30:40+00:00
None
AIDA2222222222EXAMPLE
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cli-user
arn:aws:iam::123456789012:user/cli-backup
2019-09-17T19:11:39+00:00
None

AIDA3333333333EXAMPLE

以下の例では、grep および awk を text コマンドからの aws ec2 describe-instances 出力で使
用する方法を示しています。最初のコマンドは各インスタンスのアベイラビリティーゾーン、現在の状
態、およびインスタンス ID を text 出力で表示します。2 番目のコマンドは、その出力を処理して、uswest-2a アベイラビリティーゾーンで実行中のすべてのインスタンスのインスタンス ID のみを表示しま
す。
$ aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instances[*].
[Placement.AvailabilityZone, State.Name, InstanceId]' --output text
us-west-2a
us-west-2a
us-west-2b
us-west-2a
us-west-2a

running
stopped
stopped
running
running

i-4b41a37c
i-a071c394
i-97a217a0
i-3045b007
i-6fc67758

$ aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instances[*].
[Placement.AvailabilityZone, State.Name, InstanceId]' --output text | grep us-west-2a |
grep running | awk '{print $3}'
i-4b41a37c
i-3045b007
i-6fc67758

次の例は、さらに一歩踏み込んで、出力をフィルタリングする方法だけでなく、その出力を使用して、停
止した各インスタンスのインスタンスタイプの変更を自動化する方法も示しています。
$ aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instances[*].[State.Name,
InstanceId]' --output text |
> grep stopped |
> awk '{print $2}' |
> while read line;
> do aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id $line --instance-type '{"Value":
"m1.medium"}';
> done

text 出力は、PowerShell でも使用できます。text 出力の列はタブ区切りであるため、PowerShell の `t
区切り文字を使用して、出力を配列に簡単に分割できます。次のコマンドは、最初の列 (InstanceId) が
文字列 AvailabilityZone に一致する場合に 3 列目 (us-west-2a) の値を表示します。
PS C:\>aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instances[*].
[Placement.AvailabilityZone, State.Name, InstanceId]' --output text |
%{if ($_.split("`t")[0] -match "us-west-2a") { $_.split("`t")[2]; } }
-4b41a37c
i-a071c394
i-3045b007
i-6fc67758

前の例では、--query パラメータを使用して基になる JSON オブジェクトを解析し、目的の列を取り出
す方法を示していますが、PowerShell には、プラットフォーム間の互換性がない場合に JSON を処理す
る独自の機能があります。ほとんどのコマンドシェルでは、出力をテキストとして扱う必要があります
が、PowerShell では、ConvertFrom-JSON コマンドレットを使用して階層構造のオブジェクトを生成で
きます。その後、そのオブジェクトから必要なメンバーに直接アクセスできます。
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(aws ec2 describe-instances --output json | ConvertFromJson).Reservations.Instances.InstanceId

Tip
テキスト出力を行い、--query パラメータを使用して出力を単一のフィールドにフィルタリング
すると、出力は 1 行のタブ区切り値になります。次の例に示すように、各値を別々の行に入れる
には、出力フィールドを角括弧で囲みます。
タブ区切りの単一の行の出力
$ aws iam list-groups-for-user --user-name susan
"Groups[].GroupName"

--output text --query

HRDepartment

LocalAdmins

Developers

SpreadsheetUsers

[GroupName] を角括弧で囲むことで、各値を 1 行におさめることができます。
$ aws iam list-groups-for-user --user-name susan
"Groups[].[GroupName]"

--output text --query

HRDepartment
Developers
SpreadsheetUsers
LocalAdmins

テーブルの出力形式
table 形式は、複雑な AWS CLI 出力を人間が読み取れる表現で、表形式で生成します。
$ aws iam list-users --output table

------------------------------------------------------------------------------------------------------|
ListUsers
|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
||
Users
||
|+----------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+----------+-----------------------+-------------+|
||
Arn
|
CreateDate
|
PasswordLastUsed
|
Path
|
UserId
|
UserName ||
|+----------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+----------+-----------------------+-------------+|
|| arn:aws:iam::123456789012:user/Admin
| 2014-10-16T16:03:09+00:00 |
2016-06-03T18:37:29+00:00 | /
| AIDA1111111111EXAMPLE | Admin
||
|| arn:aws:iam::123456789012:user/backup/backup-user | 2019-09-17T19:30:40+00:00 |
| /backup/ | AIDA2222222222EXAMPLE | backup-user ||
|| arn:aws:iam::123456789012:user/cli-user
| 2019-09-17T19:11:39+00:00 |
| /
| AIDA3333333333EXAMPLE | cli-user
||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

--query オプションを table 形式と組み合わせて、raw 出力から事前に選択された要素のセットを表
示することができます。ディクショナリ表記とリスト表記の出力の違いに注意してください。最初の
例では、列名はアルファベット順ですが、2 番目の例では、名前のない列がユーザーによって定義され
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た順序になっています。--query オプションの詳細については、「AWS CLI 出力をフィルタリングす
る (p. 100)」を参照してください。
$ aws ec2 describe-volumes --query 'Volumes[*].
{ID:VolumeId,InstanceId:Attachments[0].InstanceId,AZ:AvailabilityZone,Size:Size}' --output
table
-----------------------------------------------------|
DescribeVolumes
|
+------------+----------------+--------------+-------+
|
AZ
|
ID
| InstanceId
| Size |
+------------+----------------+--------------+-------+
| us-west-2a| vol-e11a5288 | i-a071c394 | 30
|
| us-west-2a| vol-2e410a47 | i-4b41a37c | 8
|
+------------+----------------+--------------+-------+
$ aws ec2 describe-volumes --query 'Volumes[*].
[VolumeId,Attachments[0].InstanceId,AvailabilityZone,Size]' --output table
---------------------------------------------------|
DescribeVolumes
|
+--------------+--------------+--------------+-----+
| vol-e11a5288| i-a071c394 | us-west-2a | 30 |
| vol-2e410a47| i-4b41a37c | us-west-2a | 8 |
+--------------+--------------+--------------+-----+

AWS CLI のページ分割オプションの使用
このトピックでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) からの出力をページネーションするための
さまざまな方法を示します。

サーバー側のページ分割
項目の大きなリストを返すことができるコマンドの場合、AWS Command Line Interface (AWS CLI) が
サービスの API を呼び出してリストを生成するときに出力に含める項目の数を制御できる複数のオプショ
ンが AWS CLI にあります。
オプションは以下のとおりです。
• --no-paginate パラメータの使用方法 (p. 98)
• --page-size パラメータの使用方法 (p. 99)
• --max-items パラメータの使用方法 (p. 99)
• --starting-token パラメータの使用方法 (p. 99)
デフォルトでは、AWS CLI は、個々のサービスによって決定されるページサイズを使用し、利用可能な
すべての項目を取得します。例えば、Amazon S3 では、デフォルトのページサイズは 1,000 です。3,500
のオブジェクトを含む Amazon S3 バケットで aws s3api list-objects を実行すると、AWS CLI は
Simple Storage Service (Amazon S3) に対して 4 つの呼び出しを自動的に実行し、サービス固有の分割ロ
ジックをバックグラウンドで処理して、最終的な出力で 3,500 オブジェクトのすべてを返します。

--no-paginate パラメータの使用方法
--no-paginate オプションでは、クライアント側で分割トークンの追従を無効にします。コマンドを使
用する場合、デフォルトでは、AWS CLI は複数の呼び出しを自動的に行い、すべての可能な結果を返して
ページ分割を作成します。ページごとに 1 回の呼び出し。ページ分割を無効にすると、コマンド結果の最
初のページに対して AWS CLI は 1 回の呼び出しのみを行います。
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例えば、3,500 のオブジェクトを含む Amazon S3 バケットで aws s3api list-objects を実行する場
合、AWS CLI は Amazon S3 への最初の呼び出しのみを行い、最終的な出力では最初の 1,000 のオブジェ
クトのみを返します。
$ aws s3api list-objects \
--bucket my-bucket \
--no-paginate
{
"Contents": [
...

--page-size パラメータの使用方法
大量のリソースに対してリストコマンドを実行しているときに問題が発生する場合は、デフォルトのペー
ジサイズが大きすぎる可能性があります。これにより、AWS サービスの呼び出しが最大許容時間を超え
て、「タイムアウト」エラーを生成することがあります。--page-size オプションを使用して、AWS
CLI が AWS のサービスの 1 回の呼び出しで要求する項目数を少なくすることができます。その場合でも
AWS CLI は完全なリストを取得しますが、多数のサービス API コールをバックグラウンドで実行し、1 回
の呼び出しで取得する項目数が少なくなります。このため、個々の呼び出しがタイムアウトにならずに成
功する可能性が高くなります。ページサイズを変更しても、出力には影響しません。出力を生成するため
に必要な API 呼び出しの数が変わるだけです。
$ aws s3api list-objects \
--bucket my-bucket \
--page-size 100
{
"Contents": [
...

--max-items パラメータの使用方法
AWS CLI 出力で一度に含める項目を少なくするには、--max-items オプションを使用します。前に説明
したように、AWS CLI はサービスとのページ区切りを処理しますが、指定した時点での項目数のみを出力
します。
$ aws s3api list-objects \
--bucket my-bucket \
--max-items 100
{
"NextToken": "eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxfQ==",
"Contents": [
...

--starting-token パラメータの使用方法
出力される項目数 (--max-items) が基本の API 呼び出しによって返される合計項目数より少ない場合、
出力には NextToken が含まれ、これにより、後続のコマンドを渡して、次の項目のセットを取得できま
す。次の例は、前の例で返された NextToken 値を使用して、2 番目の 100 項目を取得する方法を示して
います。

Note
パラメータ --starting-token を null または空にすることはできません。前のコマンドが
NextToken 値を返さない場合、返す項目はこれ以上存在せず、このコマンドを再度呼び出す必要
はありません。
$ aws s3api list-objects \
--bucket my-bucket \
--max-items 100 \
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--starting-token eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxfQ==

{
...

"Contents": [

指定された AWS サービスは、呼び出しごとに同じ順序で項目を返さないことがあります。--page-size
と --max-items に異なる値を指定した場合、項目の不足や重複など、予期しない結果になることがあり
ます。これを防ぐには、--page-size と --max-items に同じ数を使用して、AWS CLI のページ分割と
基本のサービスを同期させます。リスト全体を取得し、必要な解析オペレーションをローカルで実行する
こともできます。

AWS CLI 出力をフィルタリングする
AWS Command Line Interface (AWS CLI) には、サーバー側とクライアント側の両方のフィルタリングが
あり、AWS CLI 出力をフィルタリングするために個別または一緒に使用することができます。サーバー側
のフィルタリングが最初に処理され、クライアント側のフィルタリングのために出力が返されます。
• サーバー側のフィルタリングは API によってサポートされており、通常は --filter パラメータを使用
して実装します。このサービスは一致する結果のみを返し、大きなデータセットの HTTP レスポンス時
間を短縮できます。
• クライアント側のフィルタリングは、AWS CLI パラメータを使用して --query クライアントによって
サポートされます。このパラメータには、サーバー側のフィルタリングにはない可能性がある機能があ
ります。
トピック
• サーバー側のフィルタリング (p. 100)
• クライアント側のフィルタリング (p. 100)
• サーバー側とクライアント側のフィルタリングを組み合わせる (p. 115)
• その他のリソース (p. 115)

サーバー側のフィルタリング
AWS CLI でのサーバー側のフィルタリングは、AWS サービス API によって提供されます。AWS サービ
スは、フィルターに一致する HTTP レスポンス内のレコードのみを返します。これにより、大規模なデー
タセットの HTTP レスポンス時間が短縮されます。サーバー側のフィルタリングはサービス API によって
定義されるため、パラメータ名と関数はサービスによって異なります。フィルタリングに使用される一般
的なパラメータ名は次のとおりです。
• --filter (ses、ceなど)。
• --filters (ec2、autoscaling、rdsなど)。
• 単語「filter」で始まる名前 (aws dynamodb scan コマンドの --filter-expression など)。
特定のコマンドにサーバー側のフィルタリングとフィルタリングルールがあるかどうかについては、AWS
CLI リファレンスガイドを参照してください。

クライアント側のフィルタリング
AWS CLI は、--query パラメータによって、組み込みの JSON ベースのクライアント側のフィルタリン
グ機能を提供します。--query パラメータは、出力の内容とスタイルをカスタマイズするために使用でき
る強力なツールです。--query パラメータは、サーバーから返される HTTP レスポンスを受け取り、結
果を表示する前にフィルタリングします。フィルタリングする前に HTTP レスポンス全体がクライアント
に送信されるため、大規模なデータセットでは、クライアント側のフィルタリングはサーバー側のフィル
タリングよりも遅くなる可能性があります。
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クエリでは、JMESPath 構文を使用して、出力をフィルタリングするための式を作成します。JMESPath
構文については、JMESPath ウェブサイトの「Tutorial」をご参照ください。

Important
指定する出力タイプによって、--query オプションの動作が変更されます。
• --output text を指定する場合、出力は --query フィルターが適用される前にページ分割
され、AWS CLI は出力の各ページでクエリを 1 回実行します。このため、クエリには各ページ
で最初に一致する要素が含まれており、予期しない余分な出力が発生する可能性があります。
出力をさらにフィルタリングするには、head や tail などの他のコマンドラインツールを使用
できます。
• --output json、 を指定する場合、単一のネイティブな構造として完全に処理されてから -query フィルターが適用されます。AWS CLI は構造全体に対してクエリを 1 回だけ実行し、
フィルタリングされた結果を生成してから出力されます。
クライアント側のフィルタリングのトピック
• 開始する前に (p. 101)
• ID (p. 102)
• リストから選択する (p. 103)
• ネストされたデータをフィルタリングする (p. 107)
• 結果をフラット化する (p. 108)
• 特定の値をフィルタリングする (p. 109)
• パイピング式 (p. 109)
• 複数の識別子の値をフィルタリングする (p. 110)
• 識別子の値にラベルを追加する (p. 111)
• 関数 (p. 112)
• 高度な --query の例 (p. 113)

開始する前に
これらの例で使用されているフィルター式を使用する場合は、ターミナルシェルに正しい引用規則を使用
してください。詳細については、「the section called “文字列を含む引用符” (p. 82)」を参照してくださ
い。
次の JSON 出力は、--query パラメータが生成できるものの例を示しています。出力は、個別の
Amazon EC2 インスタンスにアタッチされた 3 つの Amazon EBS ボリュームについて説明しています。

出力例
$ aws ec2 describe-volumes
{
"Volumes": [
{
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Attachments": [
{
"AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
"InstanceId": "i-a071c394",
"VolumeId": "vol-e11a5288",
"State": "attached",
"DeleteOnTermination": true,
"Device": "/dev/sda1"
}
],
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}

]

"VolumeType": "standard",
"VolumeId": "vol-e11a5288",
"State": "in-use",
"SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
"CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
"Size": 30
},
{
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Attachments": [
{
"AttachTime": "2013-09-18T20:26:16.000Z",
"InstanceId": "i-4b41a37c",
"VolumeId": "vol-2e410a47",
"State": "attached",
"DeleteOnTermination": true,
"Device": "/dev/sda1"
}
],
"VolumeType": "standard",
"VolumeId": "vol-2e410a47",
"State": "in-use",
"SnapshotId": "snap-708e8348",
"CreateTime": "2013-09-18T20:26:15.000Z",
"Size": 8
},
{
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Attachments": [
{
"AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z",
"InstanceId": "i-1jd73kv8",
"VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
"State": "attached",
"DeleteOnTermination": true,
"Device": "/dev/sda1"
}
],
"VolumeType": "standard",
"VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
"State": "in-use",
"SnapshotId": "snap-234087fb",
"CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z",
"Size": 15
}

ID
識別子は、出力値のラベルです。フィルターを作成するときは、識別子を使用してクエリ結果を絞り込み
ます。次の出力例では、Volumes、AvailabilityZone、AttachTime などのすべての識別子が強調表
示されます。
$ aws ec2 describe-volumes
{
"Volumes": [
{
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Attachments": [
{
"AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
"InstanceId": "i-a071c394",
"VolumeId": "vol-e11a5288",
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"State": "attached",
"DeleteOnTermination": true,
"Device": "/dev/sda1"

}

]

}
],
"VolumeType": "standard",
"VolumeId": "vol-e11a5288",
"State": "in-use",
"SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
"CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
"Size": 30
},
{
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Attachments": [
{
"AttachTime": "2013-09-18T20:26:16.000Z",
"InstanceId": "i-4b41a37c",
"VolumeId": "vol-2e410a47",
"State": "attached",
"DeleteOnTermination": true,
"Device": "/dev/sda1"
}
],
"VolumeType": "standard",
"VolumeId": "vol-2e410a47",
"State": "in-use",
"SnapshotId": "snap-708e8348",
"CreateTime": "2013-09-18T20:26:15.000Z",
"Size": 8
},
{
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Attachments": [
{
"AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z",
"InstanceId": "i-1jd73kv8",
"VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
"State": "attached",
"DeleteOnTermination": true,
"Device": "/dev/sda1"
}
],
"VolumeType": "standard",
"VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
"State": "in-use",
"SnapshotId": "snap-234087fb",
"CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z",
"Size": 15
}

詳細については、JMESPath ウェブサイトの「Identifiers」をご参照ください。

リストから選択する
リストまたは配列は、[ における Volumes や Attachments などの角括弧「the section called “開始する
前に” (p. 101)」の後に続く識別子です。
[Syntax] (構文)
<listName>[ ]
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配列からのすべての出力をフィルタリングするには、ワイルドカード表記を使用できます。ワイルドカー
ド式は、* 表記法を使用して要素を返すために使用される式です。
次の例では、すべての Volumes コンテンツに対するクエリを実行します。
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes[*]'
[
{
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Attachments": [
{
"AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
"InstanceId": "i-a071c394",
"VolumeId": "vol-e11a5288",
"State": "attached",
"DeleteOnTermination": true,
"Device": "/dev/sda1"
}
],
"VolumeType": "standard",
"VolumeId": "vol-e11a5288",
"State": "in-use",
"SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
"CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
"Size": 30
},
{
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Attachments": [
{
"AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z",
"InstanceId": "i-1jd73kv8",
"VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
"State": "attached",
"DeleteOnTermination": true,
"Device": "/dev/sda1"
}
],
"VolumeType": "standard",
"VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
"State": "in-use",
"SnapshotId": "snap-234087fb",
"CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z",
"Size": 15
}
]

配列内の特定のボリュームをインデックス別に表示するには、配列インデックスを呼び出します。例え
ば、Volumes 配列の最初の項目のインデックスは 0 で、Volumes[0] クエリが生成されます。配列イン
デックスの詳細については、JMESPath ウェブサイトの「index expressions」をご参照ください。
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes[0]'
{
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Attachments": [
{
"AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
"InstanceId": "i-a071c394",
"VolumeId": "vol-e11a5288",
"State": "attached",
"DeleteOnTermination": true,
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}

}

"Device": "/dev/sda1"

],
"VolumeType": "standard",
"VolumeId": "vol-e11a5288",
"State": "in-use",
"SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
"CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
"Size": 30

ボリュームの特定範囲をインデックス別に表示するには、次の構文とともに slice を使用します。ここ
で、start は開始配列インデックス、stop はフィルターが処理を停止するインデックス、step はスキップ間
隔です。
[Syntax] (構文)
<arrayName>[<start>:<stop>:<step>]

スライス式からこれらのいずれかを省略すると、次のデフォルト値が使用されます。
• Start - リストの最初のインデックス、0。
• Stop - リストの最後のインデックス。
• Step - ステップスキップなし。値は 1 です。
最初の 2 つのボリュームだけを返すには、次の例に示すように、start 値 0、stop 値 2、step 値 1 を使用し
ます。
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes[0:2:1]'
[
{
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Attachments": [
{
"AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
"InstanceId": "i-a071c394",
"VolumeId": "vol-e11a5288",
"State": "attached",
"DeleteOnTermination": true,
"Device": "/dev/sda1"
}
],
"VolumeType": "standard",
"VolumeId": "vol-e11a5288",
"State": "in-use",
"SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
"CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
"Size": 30
},
{
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Attachments": [
{
"AttachTime": "2013-09-18T20:26:16.000Z",
"InstanceId": "i-4b41a37c",
"VolumeId": "vol-2e410a47",
"State": "attached",
"DeleteOnTermination": true,
"Device": "/dev/sda1"
}
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]

}

],
"VolumeType": "standard",
"VolumeId": "vol-2e410a47",
"State": "in-use",
"SnapshotId": "snap-708e8348",
"CreateTime": "2013-09-18T20:26:15.000Z",
"Size": 8

この例にはデフォルト値が含まれているため、スライスを Volumes[0:2:1] から Volumes[:2] に短縮
できます。
次の例では、デフォルト値を省略し、配列全体におけるあらゆる 2 つのボリュームを返します。
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes[::2]'
[
{
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Attachments": [
{
"AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
"InstanceId": "i-a071c394",
"VolumeId": "vol-e11a5288",
"State": "attached",
"DeleteOnTermination": true,
"Device": "/dev/sda1"
}
],
"VolumeType": "standard",
"VolumeId": "vol-e11a5288",
"State": "in-use",
"SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
"CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
"Size": 30
},
{
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Attachments": [
{
"AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z",
"InstanceId": "i-1jd73kv8",
"VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
"State": "attached",
"DeleteOnTermination": true,
"Device": "/dev/sda1"
}
],
"VolumeType": "standard",
"VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
"State": "in-use",
"SnapshotId": "snap-234087fb",
"CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z",
"Size": 15
}
]

次の例に示すように、step には、配列の逆の順序でフィルタリングするために負の数を使用することもで
きます。
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes[::-2]'
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[

{

"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Attachments": [
{
"AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z",
"InstanceId": "i-1jd73kv8",
"VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
"State": "attached",
"DeleteOnTermination": true,
"Device": "/dev/sda1"
}
],
"VolumeType": "standard",
"VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
"State": "in-use",
"SnapshotId": "snap-234087fb",
"CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z",
"Size": 15

},
{

]

}

"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"Attachments": [
{
"AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
"InstanceId": "i-a071c394",
"VolumeId": "vol-e11a5288",
"State": "attached",
"DeleteOnTermination": true,
"Device": "/dev/sda1"
}
],
"VolumeType": "standard",
"VolumeId": "vol-e11a5288",
"State": "in-use",
"SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
"CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
"Size": 30

詳細については、JMESPath ウェブサイトの「Slices」をご参照ください。

ネストされたデータをフィルタリングする
ネストされた値の Volumes[*] のフィルタリング結果を絞り込むには、ピリオドとフィルター条件を追加
して部分式を使用します。
[Syntax] (構文)
<expression>.<expression>

次の例は、すべてのボリュームのすべての Attachments 情報を示しています。
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes[*].Attachments'
[
[
{
"AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
"InstanceId": "i-a071c394",
"VolumeId": "vol-e11a5288",
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}

"State": "attached",
"DeleteOnTermination": true,
"Device": "/dev/sda1"

],
[

{

}

"AttachTime": "2013-09-18T20:26:16.000Z",
"InstanceId": "i-4b41a37c",
"VolumeId": "vol-2e410a47",
"State": "attached",
"DeleteOnTermination": true,
"Device": "/dev/sda1"

],
[

{

]

]

}

"AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z",
"InstanceId": "i-1jd73kv8",
"VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
"State": "attached",
"DeleteOnTermination": true,
"Device": "/dev/sda1"

ネストされた値までさらに絞り込むには、ネストされた各識別子の式を追加します。次の例では、すべて
の State の Volumes をリストします。
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes[*].Attachments[*].State'
[
[
"attached"
],
[
"attached"
],
[
"attached"
]
]

結果をフラット化する
詳細については、JMESPath ウェブサイトの「SubExpressions」をご参照ください。
Volumes[*].Attachments[*].State クエリの結果として生成されたワイルドカード表記を削除する
ことで、Volumes[*].Attachments[].State の結果をフラット化することができます。フラット化
は、多くの場合、結果の可読性を向上させるのに役立ちます。
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes[*].Attachments[].State'
[
"attached",
"attached",
"attached"
]

詳細については、JMESPath ウェブサイトの「Flatten」をご参照ください。
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特定の値をフィルタリングする
リスト内の特定の値をフィルタリングするには、次の構文に示すように、フィルター式を使用します。
[Syntax] (構文)
? <expression> <comparator> <expression>]

式の比較演算子には、==、!=、<、<=、>、>= などがあります。次の例では、VolumeIds Volumes のす
べての Attached の State をフィルタリングします。
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes[*].Attachments[?State==`attached`].VolumeId'
[
[
"vol-e11a5288"
],
[
"vol-2e410a47"
],
[
"vol-a1b3c7nd"
]
]

その後、これをフラット化することができ、次の例になります。
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes[*].Attachments[?State==`attached`].VolumeId[]'
[
"vol-e11a5288",
"vol-2e410a47",
"vol-a1b3c7nd"
]

次の例では、サイズが 20 未満のすべての VolumeIds の Volumes をフィルタリングします。
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes[?Size < `20`].VolumeId'
[
"vol-2e410a47",
"vol-a1b3c7nd"
]

詳細については、JMESPath ウェブサイトの「Filter Expressions」をご参照ください。

パイピング式
フィルターの結果を新しいリストにパイプ処理し、次の構文を使用して別の式で結果をフィルタリングで
きます。
[Syntax] (構文)
<expression> | <expression>]

次の例では、Volumes[*].Attachments[].InstanceId 式のフィルタリング結果を取得し、配列の最
初の結果を出力します。

109

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
フィルタリング
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes[*].Attachments[].InstanceId | [0]'
"i-a071c394"

この例では、最初に次の式から配列を作成することによってこれを行います。
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes[*].Attachments[].InstanceId'
"i-a071c394",
"i-4b41a37c",
"i-1jd73kv8"

その後、その配列の最初の要素を返します。
"i-a071c394"

詳細については、JMESPath ウェブサイトの「Pipe Expressions」をご参照ください。

複数の識別子の値をフィルタリングする
複数の識別子をフィルタリングするには、次の構文を使用して、複数選択リストを使用します。
[Syntax] (構文)
<listName>[].[<expression>, <expression>]

次の例では、VolumeId および VolumeType が Volumes リストでフィルタリングされ、次の式になりま
す。
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes[].[VolumeId, VolumeType]'
[
[
"vol-e11a5288",
"standard"
],
[
"vol-2e410a47",
"standard"
],
[
"vol-a1b3c7nd",
"standard"
]
]

ネストされたデータをリストに追加するには、別の複数選択リストを追加します。次の例では、ネストさ
れた InstanceId リストの State および Attachments もフィルタリングすることによって、前の例を
拡張します。これにより、式は次のようになります。
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes[].[VolumeId, VolumeType, Attachments[].[InstanceId, State]]'
[
[
"vol-e11a5288",
"standard",
[
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[

]

]

"i-a071c394",
"attached"

],
[

"vol-2e410a47",
"standard",
[
[
"i-4b41a37c",
"attached"
]
]

],
[

]

]

"vol-a1b3c7nd",
"standard",
[
[
"i-1jd73kv8",
"attached"
]
]

可読性を向上させるには、次の例に示すように、式をフラット化します。
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes[].[VolumeId, VolumeType, Attachments[].[InstanceId, State][]][]'
[
"vol-e11a5288",
"standard",
[
"i-a071c394",
"attached"
],
"vol-2e410a47",
"standard",
[
"i-4b41a37c",
"attached"
],
"vol-a1b3c7nd",
"standard",
[
"i-1jd73kv8",
"attached"
]
]

詳細については、JMESPath ウェブサイトの「Multiselect list」をご参照ください。

識別子の値にラベルを追加する
この出力を読みやすくするには、次の構文で複数選択ハッシュを使用します。
[Syntax] (構文)
<listName>[].{<label>: <expression>, <label>: <expression>}
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識別子のラベルは、識別子の名前と同じである必要はありません。次の例では、Type 値のラベル
VolumeType を使用します。
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes[].{VolumeType: VolumeType}'
[
{
"VolumeType": "standard",
},
{
"VolumeType": "standard",
},
{
"VolumeType": "standard",
}
]

簡単にするために、以下の例では、各ラベルの識別子名を保持し、すべてのボリュームの
VolumeId、VolumeType、InstanceId、および State を表示します。
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes[].{VolumeId: VolumeId, VolumeType: VolumeType, InstanceId:
Attachments[0].InstanceId, State: Attachments[0].State}'
[
{
"VolumeId": "vol-e11a5288",
"VolumeType": "standard",
"InstanceId": "i-a071c394",
"State": "attached"
},
{
"VolumeId": "vol-2e410a47",
"VolumeType": "standard",
"InstanceId": "i-4b41a37c",
"State": "attached"
},
{
"VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
"VolumeType": "standard",
"InstanceId": "i-1jd73kv8",
"State": "attached"
}
]

詳細については、JMESPath ウェブサイトの「Multiselect hash」を参照してください。

関数
JMESPath 構文には、クエリに使用できる多くの関数が含まれています。JMESPath 関数の詳細について
は、JMESPath ウェブサイトの「Built-in Functions」をご参照ください。
クエリに関数を組み込む方法を示すために、次の例では sort_by 関数を使用します。sort_by 関数は、
次の構文を使用して、ソートキーとして式を使用して配列をソートします。
[Syntax] (構文)
sort_by(<listName>, <sort expression>)[].<expression>

次の例では、前述の複数選択ハッシュの例 (p. 111)を使用して、出力を VolumeId でソートします。
$ aws ec2 describe-volumes \
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--query 'sort_by(Volumes, &VolumeId)[].{VolumeId: VolumeId, VolumeType: VolumeType,
InstanceId: Attachments[0].InstanceId, State: Attachments[0].State}'

[

{

"VolumeId": "vol-2e410a47",
"VolumeType": "standard",
"InstanceId": "i-4b41a37c",
"State": "attached"

},
{

"VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
"VolumeType": "standard",
"InstanceId": "i-1jd73kv8",
"State": "attached"

},
{

]

}

"VolumeId": "vol-e11a5288",
"VolumeType": "standard",
"InstanceId": "i-a071c394",
"State": "attached"

詳細については、JMESPath ウェブサイトの「sort_by」をご参照ください。

高度な --query の例
特定のアイテムから情報を抽出するには
次の例では、--query パラメータを使用してリスト上の特定の項目を検索し、その項目から情報
を抽出します。この例では、指定されたサービスエンドポイントに関連付けられているすべての
AvailabilityZones をリストします。指定された ServiceDetails が含まれる ServiceName リスト
から項目を抽出し、選択されたその項目から AvailabilityZones フィールドを出力します。
$ aws --region us-east-1 ec2 describe-vpc-endpoint-services \
--query 'ServiceDetails[?ServiceName==`com.amazonaws.us-east-1.ecs`].AvailabilityZones'
[
[
"us-east-1a",
"us-east-1b",
"us-east-1c",
"us-east-1d",
"us-east-1e",
"us-east-1f"
]
]

指定した作成日より後のスナップショットを表示するには
次の例は、指定された日付以降に作成されたすべてのスナップショットを一覧表示する方法を示していま
す (例: 出力の利用可能な一部のフィールド)。
$ aws ec2 describe-snapshots --owner self \
--output json \
--query 'Snapshots[?StartTime>=`2018-02-07`].
{Id:SnapshotId,VId:VolumeId,Size:VolumeSize}'
[
{
"id": "snap-0effb42b7a1b2c3d4",
"vid": "vol-0be9bb0bf12345678",
"Size": 8
}
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最新の AMI を表示するには
次の例では、作成した最新の 5 つの Amazon マシンイメージ (AMI) を最新のものから古いものの順に並べ
替えています。
$ aws ec2 describe-images \
--owners self \
--query 'reverse(sort_by(Images,&CreationDate))[:5].{id:ImageId,date:CreationDate}'
[
{
"id": "ami-0a1b2c3d4e5f60001",
"date": "2018-11-28T17:16:38.000Z"
},
{
"id": "ami-0a1b2c3d4e5f60002",
"date": "2018-09-15T13:51:22.000Z"
},
{
"id": "ami-0a1b2c3d4e5f60003",
"date": "2018-08-19T10:22:45.000Z"
},
{
"id": "ami-0a1b2c3d4e5f60004",
"date": "2018-05-03T12:04:02.000Z"
},
{
"id": "ami-0a1b2c3d4e5f60005",
"date": "2017-12-13T17:16:38.000Z"
}
]

異常な Auto Scaling インスタンスを表示する方法
次の例は、指定した Auto Scaling グループで異常のあるインスタンスのみの InstanceId を示していま
す。
$ aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
--auto-scaling-group-name My-AutoScaling-Group-Name \
--output text \
--query 'AutoScalingGroups[*].Instances[?HealthStatus==`Unhealthy`].InstanceId'

指定したタグを持つボリュームを除外するには
次の例では、test タグを持たないすべてのインスタンスを説明します。ボリュームは複数のタグを持つ
ことができるため、シンプルな ?Value != `test` 式を使用しても、ボリュームを除外することはでき
ません。ボリュームにアタッチされた、test ではない別のタグがある限り、ボリュームは結果に含まれ
て返されます。
test タグを持つすべてのボリュームを除外するには、以下の式から開始して、test タグを含むすべての
タグを配列に含めて返します。test タグでないタグには null 値が含まれています。
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes.Tags[?Value == `test`]'

その後、test 関数を使用してすべての肯定的な not_null の結果をフィルタリングで抽出します。
$ aws ec2 describe-volumes \
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--query 'Volumes[?not_null(Tags[?Value == `test`].Value)]'

結果をパイプ処理して、結果をフラット化すると、次のクエリになります。
$ aws ec2 describe-volumes \
--query 'Volumes[?not_null(Tags[?Value == `test`].Value)] | []'

サーバー側とクライアント側のフィルタリングを組み合わせる
サーバー側とクライアント側のフィルタリングを一緒に使用できます。サーバー側のフィルタリングが最
初に完了し、得られたデータがクライアントに送信され、--query パラメータがそのデータをフィルタリ
ングします。大規模なデータセットを使用している場合、サーバー側のフィルタリングを最初に使用する
と、クライアント側のフィルタリングによって提供される強力なカスタマイズを維持しながら、各 AWS
CLI 呼び出しについてクライアントに送信されるデータの量を減らすことができます。
次の例では、サーバー側とクライアント側の両方のフィルタリングを使用して Amazon EC2 ボリューム
を一覧表示します。このサービスでは、us-west-2a アベイラビリティーゾーンでアタッチされたすべて
のボリュームのリストがフィルタリングされます。--query パラメータでは、Size 値が 50 を超えるボ
リュームにのみ出力を制限し、ユーザー定義の名前を持つ指定されたフィールドのみ表示されます。
$ aws ec2 describe-volumes \
--filters "Name=availability-zone,Values=us-west-2a" "Name=status,Values=attached" \
--query 'Volumes[?Size > `50`].{Id:VolumeId,Size:Size,Type:VolumeType}'
[
{
"Id": "vol-0be9bb0bf12345678",
"Size": 80,
"VolumeType": "gp2"
}
]

次の例では、いくつかの基準を満たすイメージのリストを取得します。--query パラメータを使用し
て、CreationDate で出力を絞り込み、最新のイメージのみ選択します。最後に、1 つのイメージの
ImageId が表示されます。
$ aws ec2 describe-images \
--owners amazon \
--filters "Name=name,Values=amzn*gp2" "Name=virtualization-type,Values=hvm" "Name=rootdevice-type,Values=ebs" \
--query "sort_by(Images, &CreationDate)[-1].ImageId" \
--output text
ami-00ced3122871a4921

以下の例では、length を使用してリスト内の数をカウントすることで、1,000 IOPS を超える利用可能な
ボリュームの数を表示します。
$ aws ec2 describe-volumes \
--filters "Name=status,Values=available" \
--query 'length(Volumes[?Iops > `1000`])'
3

その他のリソース
JMESPath ターミナル
JMESPath ターミナルは、クライアント側のフィルタリングに使用される JMESPath 式を実験するイ
ンタラクティブなターミナルコマンドです。jpterm コマンドを使用すると、ターミナルに入力する
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と即時にクエリ結果が表示されます。AWS CLI 出力をターミナルに直接パイプすることができ、これ
により、高度なクエリ実験が可能となります。
次の例では、JMESPath ターミナルに aws ec2 describe-volumes 出力を直接パイプします。
$ aws ec2 describe-volumes | jpterm

JMESPath ターミナルとインストール手順の詳細については、GitHub の「JMESPath Terminal」をご
参照ください。
jq ユーティリティ
jq ユーティリティは、クライアント側の出力を必要な出力形式に変換する方法を提供します。jq お
よびインストール手順の詳細については、GitHub の「jq」をご参照ください。

AWS CLI からのリターンコードを理解する
通常、リターンコードは、コマンドのステータスを示す AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマン
ドを実行した後に送信される非表示のコードです。echo コマンドを使用して、最後の AWS CLI コマンド
から送信されたコードを表示し、これらのコードを使用して、コマンドが成功したか失敗したかを判断で
きます。失敗した場合は、エラーの理由を判断できます。リターンコードに加えて、--debug スイッチを
使用してコマンドを実行すると、エラーに関する詳細情報を表示できます。このスイッチにより、コマン
ドを処理するために AWS CLI が使用するステップおよび各ステップの結果についての詳細なレポートが
作成されます。
AWS CLI コマンドのリターンコードを判断するには、CLI コマンドの実行直後に次のいすれかのコマンド
を実行します。
Linux and macOS
$ echo $?
0

Windows PowerShell
PS> echo $lastexitcode
0

Windows Command Prompt
C:\> echo %errorlevel%
0

以下に示すのは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドの実行後に返される可能性があるリ
ターンコードです。
コー
ド

意味

0

このサービスでは、リクエストが送信された AWS CLI および AWS サービスでエラーが発生し
ていないことを示す HTTP レスポンスステータスコード 200 で応答しました。

1

1 つ以上の Amazon S3 転送操作が失敗しました。S3 コマンドに制限されます。
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コー
ド

意味

2

このリターンコードの意味は、コマンドによって異なります。
• すべての AWS CLI コマンドに該当 – 入力されたコマンドを解析できませんでした。解析エ
ラーは、必要なサブコマンドまたは引数の欠如、不明なコマンドまたは引数の使用、あるいは
その他の要因によって生じることがあります。
• S3 コマンドに限定 - 転送対象としてマークされた 1 つまたは複数のファイルが、転送プロセ
ス中にスキップされました。ただし、転送対象としてマークされた他のすべてのファイルは正
常に転送されました。転送プロセス中にスキップされたファイルには以下が含まれます。存在
しないファイル、文字が特殊なデバイス、ブロックが特殊なデバイス、FIFO キューまたはソ
ケットのファイル、およびユーザーに読み取り権限がないファイル。

130

このコマンドは、SIGINT によって中断されました。これは、Ctrl + C キーでコマンドをキャン
セルするために送信されるシグナルです。

255

コマンドが失敗しました。リクエストが送信された AWS CLI または AWS サービスのいずれか
でエラーが生成されました。

AWS CLI エイリアスの作成と使用
エイリアスは、頻繁に使用するコマンドやスクリプトを短縮するために AWS Command Line Interface
(AWS CLI) で作成できるショートカットです。設定フォルダにある alias ファイルにエイリアスを作成し
ます。
トピック
• 前提条件 (p. 117)
• ステップ 1: エイリアスファイルを作成する (p. 117)
• ステップ 2: エイリアスを作成する (p. 118)
• ステップ 3: エイリアスを呼び出す (p. 120)
• エイリアスリポジトリの例 (p. 121)
• リソース (p. 122)

前提条件
エイリアスコマンドを使用するには、以下を完了する必要があります。
• AWS CLI をインストールして設定します。詳細については、「AWS CLI のインストール (p. 5)」および
「設定の基本 (p. 30)」を参照してください。
• 1.11.24 または 2.0.0 の最小 AWS CLI バージョンを使用してください。
• (オプション) AWS CLI エイリアス bash スクリプトを使用するには、bash 対応のターミナルを使用する
必要があります。

ステップ 1: エイリアスファイルを作成する
alias ファイルを作成するには、ファイルナビゲーションとテキストエディタを使用するか、ステップ
バイステップの手順に従って任意のターミナルを使用します。エイリアスファイルをすばやく作成するに
は、次のコマンドブロックを使用します。
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Linux and macOS
$ mkdir -p ~/.aws/cli
$ echo '[toplevel]' > ~/.aws/cli/alias

Windows
C:\> md %USERPROFILE%\.aws\cli
C:\> echo [toplevel] > %USERPROFILE%/.aws/cli/alias

エイリアスファイルを作成するには
1.

AWS CLI 設定フォルダに cli という名前のフォルダを作成します。デフォルトでは、構成フォルダ
は Linux または macOS では「~/.aws/」、Windows 上は「%USERPROFILE%\.aws\」にありま
す。これは、ファイルナビゲーションまたは次のコマンドを使用して作成できます。
Linux and macOS
$ mkdir -p ~/.aws/cli

Windows
C:\> md %USERPROFILE%\.aws\cli

作成されるフォルダ「cli」のデフォルトパスは、Linux または macOS では「~/.aws/
cli/」、Windows では「%USERPROFILE%\.aws\cli」上にあります。
2.

cli フォルダで、拡張子なしの alias という名前のテキストファイルを作成し、最初の行に
[toplevel] を追加します。任意のテキストエディタを使用してこのファイルを作成するか、次のコ
マンドを使用できます。
Linux and macOS
$ echo '[toplevel]' > ~/.aws/cli/alias

Windows
C:\> echo [toplevel] > %USERPROFILE%/.aws/cli/alias

ステップ 2: エイリアスを作成する
エイリアスは、基本的なコマンドまたは bash スクリプトを使用して作成できます。

基本的なコマンドエイリアスの作成
前の手順で作成した alias ファイルで、次の構文を使用してコマンドを追加することにより、エイリアス
を作成できます。
[Syntax] (構文)
aliasname = command [--options]

118

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
ステップ 2: エイリアスを作成する

aliasname は、エイリアスの呼び名です。command は、呼び出すコマンドで、他のエイリアスを含める
ことができます。エイリアスにオプションやパラメータを含めたり、エイリアスを呼び出すときに追加し
たりできます。
次の例では、aws sts get-caller-identity コマンドを使用して、「aws whoami」という名前の
エイリアスを作成します。このエイリアスは既存の AWS CLI コマンドを呼び出すことから、aws プレ
フィックスなしでコマンドを記述できます。
whoami = sts get-caller-identity

次の例は、前の whoami の例を用いて、Account フィルターオプションと output テキストオプション
を追加します。
whoami2 = sts get-caller-identity --query AccountName --output text

bash スクリプトエイリアスの作成
Warning
AWS CLI エイリアス bash スクリプトを使用するには、bash 対応のターミナルを使用する必要が
あります。
次の構文を使用して、より高度なプロセス用の bash スクリプトを使用してエイリアスを作成できます。
[Syntax] (構文)
aliasname =
!f() {
script content
}; f

aliasname はエイリアスの呼び名であり、script content はエイリアスを呼び出すときに実行するス
クリプトです。
次の例では、opendns を使用して現在の IP アドレスを出力します。他のエイリアスでもエイリアスを使
用できるため、次の myip エイリアスは、他のエイリアス内から IP アドレスのアクセスを許可または取り
消す場合に便利です。
myip =
!f() {
dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com
}; f

次のスクリプト例では、前の aws myip エイリアスを呼び出して、Amazon EC2 セキュリティグループの
受信 IP アドレスを認証します。
authorize-my-ip =
!f() {
ip=$(aws myip)
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id ${1} --cidr $ip/32 --protocol tcp
--port 22
}; f

bash スクリプトを使用するエイリアスを呼び出すと、変数は常に入力した順序で渡されます。bash スク
リプトでは、変数名は考慮されず、表示される順序のみが考慮されます。次の textalert エイリアスの
例では、--message オプションの変数が最初で、--phone-number オプションが 2 番目です。
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textalert =
!f() {
aws sns publish --message "${1}" --phone-number ${2}
}; f

ステップ 3: エイリアスを呼び出す
alias ファイルに作成したエイリアスを実行するには、次の構文を使用します。エイリアスを呼び出すと
きに、追加のオプションを追加できます。
[Syntax] (構文)
$ aws aliasname

次の例では、aws whoami エイリアスを使用しています。
$ aws
whoami
{
"UserId": "A12BCD34E5FGHI6JKLM",
"Account": "1234567890987",
"Arn": "arn:aws:iam::1234567890987:user/userName"
}

次の例では、aws whoami エイリアスを追加オプションとともに使用して、Account 出力で text の数
のみを返します。
$ aws whoami --query Account --output
text
1234567890987

bash スクリプト変数を使用したエイリアスの呼び出し
bash スクリプトを使用するエイリアスを呼び出すと、変数は入力された順序で渡されます。bash スクリ
プトでは、変数の名前は考慮されず、表示される順序のみが考慮されます。例えば、次の textalert エ
イリアスでは、オプション --message の変数が最初で、--phone-number が 2 番目です。
textalert =
!f() {
aws sns publish --message "${1}" --phone-number ${2}
}; f

textalert エイリアスを呼び出すときは、エイリアスで実行されるのと同じ順序で変数を渡す必要があ
ります。次の例では、変数 $message と $phone を使用します。$message 変数は ${1} オプションの
--message として渡され、$phone 変数は ${2} オプションの --phone-number として渡されます。こ
れにより、textalert エイリアスを正常に呼び出してメッセージを送信できます。
$ aws textalert $message
$phone
{
"MessageId": "1ab2cd3e4-fg56-7h89-i01j-2klmn34567"
}

次の例では、エイリアスを $phone および $message に呼び出すときに順序が切り替わります。$phone
変数は ${1} オプションの --message として渡され、$message 変数は ${2} オプションの --phone-
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number として渡されます。変数の順序が間違っているため、エイリアスは変数を間違って渡しま
す。$message の内容が --phone-number オプションの電話番号の書式要件と一致しないため、これは
エラーを引き起こします。
$ aws textalert $phone
$message
usage: aws [options] <command> <subcommand> [<subcommand> ...] [parameters]
To see help text, you can run:
aws help
aws <command> help
aws <command> <subcommand> help
Unknown options: text

エイリアスリポジトリの例
GitHub の AWS CLI alias repository には、AWS CLI デベロッパーチームとコミュニティによって作成され
た AWS CLI エイリアスの例が含まれています。alias ファイルサンプル全体を使用することも、個々の
エイリアスを使うこともできます。

Warning
このセクションのコマンドを実行すると、既存の alias ファイルが削除されます。既存のエイリ
アスファイルが上書きされないようにするには、ダウンロード先の場所を変更します。

リポジトリのエイリアスを使用するには
1.

Git をインストールします。インストール手順については、Git の Documentation の Getting Started Installing Git をご参照ください。

2.

jp コマンドをインストールします。jp コマンドは、tostring エイリアスで使用されます。インス
トール手順については、GitHub の JMESPath (jp) README.md をご参照ください。

3.

jq コマンドをインストールします。jq コマンドは、tostring-with-jq エイリアスで使用されま
す。インストール手順については、GitHub の JSON processor (jq) をご参照ください。

4.

次のいずれかの操作を行って、alias ファイルをダウンロードします。
• 次のコマンドを実行して、alias ファイルをリポジトリからダウンロードし、設定フォルダにコ
ピーします。
Linux and macOS
$ git clone https://github.com/awslabs/awscli-aliases.git
$ mkdir -p ~/.aws/cli
$ cp awscli-aliases/alias ~/.aws/cli/alias

Windows
C:\> git clone https://github.com/awslabs/awscli-aliases.git
C:\> md %USERPROFILE%\.aws\cli
C:\> copy awscli-aliases\alias %USERPROFILE%\.aws\cli

5.

• リポジトリから直接ダウンロードして、AWS CLI 設定フォルダ内の cli フォルダに保存しま
す。デフォルトでは、構成フォルダは Linux または macOS では「~/.aws/」、Windows 上は
「%USERPROFILE%\.aws\」にあります。
エイリアスが機能していることを確認するには、次のエイリアスを実行します。
$ aws whoami
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aws sts get-caller-identity コマンドと同じ応答が表示されます。
{

}

"Account": "012345678901",
"UserId": "AIUAINBADX2VEG2TC6HD6",
"Arn": "arn:aws:iam::012345678901:user/myuser"

リソース
• GitHub の AWS CLI alias repository には、AWS CLI デベロッパーチームによって作成された AWS CLI
エイリアスの例と、AWS CLI コミュニティのコントリビューションが含まれています。
• YouTube の AWS re:Invent 2016: The Effective AWS CLI User からのエイリアス機能の発表。
• aws sts get-caller-identity
• aws ec2 describe-instances
• aws sns publish
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AWS CLI を使用して AWS サービス
を使用する
このセクションでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してさまざまな AWS サービスに
アクセスする方法を示す例を紹介します。

Note
各サービスで利用できるすべてのコマンドが網羅されたリファレンスについては、AWS CLI リ
ファレンスガイド 、または組み込まれているコマンドラインヘルプを使用してください。詳細に
ついては、「AWS CLI のヘルプ (p. 72)」を参照してください。
サービス
• AWS CLI での Amazon DynamoDB の使用 (p. 123)
• AWS CLI での Amazon EC2 の使用 (p. 126)
• AWS CLI での Amazon S3 Glacier の使用 (p. 139)
• AWS CLI からの AWS Identity and Access Management の使用 (p. 144)
• AWS CLI での Amazon S3 の使用 (p. 147)
• AWS CLI での Amazon SNS の使用 (p. 160)
• AWS CLI での Amazon Simple Workflow Service の使用 (p. 162)

AWS CLI での Amazon DynamoDB の使用
Amazon DynamoDB のご紹介
Amazon DynamoDB とは
AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、Amazon DynamoDB を含めた AWS のすべてのデータベー
スサービスをサポートします。AWS CLI は、テーブルの作成などの臨時のオペレーションに使用できま
す。また、ユーティリティスクリプト内に DynamoDB オペレーションを埋め込むときにも使用できま
す。
DynamoDB での AWS CLI の使用に関する詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの dynamodb
を参照してください。
DynamoDB 向けの AWS CLI コマンドを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。
$ aws dynamodb help

トピック
• 前提条件 (p. 124)
• DynamoDB テーブルの作成と使用 (p. 124)
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• DynamoDB Local を使用する (p. 125)
• リソース (p. 125)

前提条件
dynamodb コマンドを実行するには、次のことが必要です。
• AWS CLI のインストールの詳細については、AWS CLI のインストール (p. 5) を参照してください。
• AWS CLI の設定。詳細については、「設定の基本 (p. 30)」を参照してください。使用するプロファイル
には、例によって実行される AWS オペレーションに対する許可が必要です。

DynamoDB テーブルの作成と使用
コマンドラインの形式は、DynamoDB コマンド名の後に、そのコマンドのパラメータが続きます。AWS
CLI は、パラメータ値の CLI 短縮構文 (p. 91)と、完全な JSON をサポートしています。
次の例では、MusicCollectionという名前のテーブルを作成します。
$ aws dynamodb create-table \
--table-name MusicCollection \
--attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S
AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
--key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput ReadCapacityUnits=1,WriteCapacityUnits=1

次の例に示されているようなコマンドと同様のコマンドで、新しい行をテーブルに追加できます。この例
では、短縮構文と JSON を組み合わせて使用しています。
$ aws dynamodb put-item \
--table-name MusicCollection \
--item '{
"Artist": {"S": "No One You Know"},
"SongTitle": {"S": "Call Me Today"} ,
"AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}
}' \
--return-consumed-capacity TOTAL
{
"ConsumedCapacity": {
"CapacityUnits": 1.0,
"TableName": "MusicCollection"
}
}

$ aws dynamodb put-item \
--table-name MusicCollection \
--item '{
"Artist": {"S": "Acme Band"},
"SongTitle": {"S": "Happy Day"} ,
"AlbumTitle": {"S": "Songs About Life"}
}' \
--return-consumed-capacity TOTAL
{
"ConsumedCapacity": {
"CapacityUnits": 1.0,
"TableName": "MusicCollection"
}
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}

有効な JSON を 1 行のコマンドで作成するのは難しい場合があります。これを簡単にするために、AWS
CLI は JSON ファイルを読み取ることができます。例えば、expression-attributes.json という名
前のファイルに格納されている次の JSON スニペットがあるとします。
{
}

":v1": {"S": "No One You Know"},
":v2": {"S": "Call Me Today"}

そのファイルを使用して、query を使用する AWS CLI リクエストを発行することができます。次の例
では、expression-attributes.json ファイルの内容が --expression-attribute-values パラ
メータの値に使用されます。
$ aws dynamodb query --table-name MusicCollection \
--key-condition-expression "Artist = :v1 AND SongTitle = :v2" \
--expression-attribute-values file://expression-attributes.json
{
"Count": 1,
"Items": [
{
"AlbumTitle": {
"S": "Somewhat Famous"
},
"SongTitle": {
"S": "Call Me Today"
},
"Artist": {
"S": "No One You Know"
}
}
],
"ScannedCount": 1,
"ConsumedCapacity": null
}

DynamoDB Local を使用する
DynamoDB に加えて、DynamoDB Local でも AWS CLI を使用できます。DynamoDB Local は、小規模の
クライアント側データベースとサーバーで、DynamoDB サービスに似せて作られています。DynamoDB
Local では、DynamoDB ウェブサービスでテーブルまたはデータを操作しなくても、DynamoDB API を使
用するアプリケーションを作成することができます。すべての API アクションがローカルデータベースに
転送されます。これにより、プロビジョニングされたスループット、データストレージ、およびデータ転
送料金を節約できます。
DynamoDB Local、および AWS CLI での使用方法の詳細については、Amazon DynamoDB デベロッパー
ガイドの以下のセクションを参照してください。
• DynamoDB Local
• DynamoDB Local での AWS CLI の使用

リソース
AWS CLI リファレンス:
• aws dynamodb
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• aws dynamodb create-table
• aws dynamodb put-item
• aws dynamodb query
サービスリファレンス:
• Amazon DynamoDB デベロッパーガイドの DynamoDB Local
• Amazon DynamoDB デベロッパーガイドの「DynamoDB Local での AWS CLI の使用」

AWS CLI での Amazon EC2 の使用
Amazon Elastic Compute Cloud のご紹介
Amazon EC2 のご紹介 - Elastic クラウドサーバーと AWS でのホスティング
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の
機能にアクセスできます。Amazon EC2 用の AWS CLI コマンドを一覧表示するには、次のコマンドを使
用します。
aws ec2 help

コマンドを実行する前に、デフォルトの認証情報を設定します。詳細については、「AWS CLI の設
定 (p. 30)」を参照してください。
このトピックでは、Amazon EC2 の一般的なタスクを実行する AWS CLI コマンドの省略表記での例につ
いて説明します。
完全表記の AWS CLI コマンドの例については、GitHub の AWS CLI code examples repository を参照して
ください。
トピック
• Amazon EC2 キーペアの作成、表示、削除 (p. 126)
• Amazon EC2 のセキュリティグループの作成、設定、および削除 (p. 129)
• Amazon EC2 インスタンスの起動、一覧表示、および終了 (p. 132)
• bash スクリプトを使用して Amazon EC2 インスタンスタイプを変更する (p. 137)

Amazon EC2 キーペアの作成、表示、削除
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の
キーペアを作成、表示、および削除することができます。キーペアは Amazon EC2 インスタンスに接続す
るときに使用します。
インスタンスを作成するときに Amazon EC2 にキーペアを指定する必要があり、インスタンスに接続する
ときには、そのキーペアを使用して認証する必要があります。

Note
その他のコマンドの例については、AWS CLI リファレンスガイドを参照してください。
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トピック
• 前提条件 (p. 127)
• キーペアを作成する (p. 127)
• キーペアの表示 (p. 128)
• キーペアの削除 (p. 128)
• リファレンス: (p. 128)

前提条件
ec2 コマンドを実行するには、次のことが必要です。
• AWS CLI をインストールして設定します。詳細については、「AWS CLI のインストール (p. 5)」および
「設定の基本 (p. 30)」を参照してください。
• Amazon EC2 アクセスできるように IAM アクセス許可を設定します。Amazon EC2 に対する IAM アク
セス許可の詳細については、Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの 「Amazon EC2 の
IAM ポリシー」を参照してください。

キーペアを作成する
キーペアを作成するには、aws ec2 create-key-pair コマンドを --query オプションおよび -output text オプションと共に使用して、プライベートキーをファイルに直接パイプします。
$ aws ec2 create-key-pair --key-name MyKeyPair --query 'KeyMaterial' --output text
> MyKeyPair.pem

PowerShell では、> file リダイレクトはデフォルトで UTF-8 エンコードされます。これは一部の SSH
クライアントでは使用できません。そのため、出力を out-file コマンドにパイプすることによって変換
し、エンコードを ascii に明示的に設定する必要があります。
PS C:\>aws ec2 create-key-pair --key-name MyKeyPair --query 'KeyMaterial' --output text |
out-file -encoding ascii -filepath MyKeyPair.pem

出力された MyKeyPair.pem ファイルは以下のようになります。
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----EXAMPLEKEYKCAQEAy7WZhaDsrA1W3mRlQtvhwyORRX8gnxgDAfRt/gx42kWXsT4rXE/b5CpSgie/
vBoU7jLxx92pNHoFnByP+Dc21eyyz6CvjTmWA0JwfWiW5/akH7iO5dSrvC7dQkW2duV5QuUdE0QW
Z/aNxMniGQE6XAgfwlnXVBwrerrQo+ZWQeqiUwwMkuEbLeJFLhMCvYURpUMSC1oehm449ilx9X1F
G50TCFeOzfl8dqqCP6GzbPaIjiU19xX/azOR9V+tpUOzEL+wmXnZt3/nHPQ5xvD2OJH67km6SuPW
oPzev/D8V+x4+bHthfSjR9Y7DvQFjfBVwHXigBdtZcU2/wei8D/HYwIDAQABAoIBAGZ1kaEvnrqu
/uler7vgIn5m7lN5LKw4hJLAIW6tUT/fzvtcHK0SkbQCQXuriHmQ2MQyJX/0kn2NfjLV/ufGxbL1
mb5qwMGUnEpJaZD6QSSs3kICLwWUYUiGfc0uiSbmJoap/GTLU0W5Mfcv36PaBUNy5p53V6G7hXb2
bahyWyJNfjLe4M86yd2YK3V2CmK+X/BOsShnJ36+hjrXPPWmV3N9zEmCdJjA+K15DYmhm/tJWSD9
81oGk9TopEp7CkIfatEATyyZiVqoRq6k64iuM9JkA3OzdXzMQexXVJ1TLZVEH0E7bhlY9d8O1ozR
oQs/FiZNAx2iijCWyv0lpjE73+kCgYEA9mZtyhkHkFDpwrSM1APaL8oNAbbjwEy7Z5Mqfql+lIp1
YkriL0DbLXlvRAH+yHPRit2hHOjtUNZh4Axv+cpg09qbUI3+43eEy24B7G/Uh+GTfbjsXsOxQx/x
p9otyVwc7hsQ5TA5PZb+mvkJ5OBEKzet9XcKwONBYELGhnEPe7cCgYEA06Vgov6YHleHui9kHuws
ayav0elc5zkxjF9nfHFJRry21R1trw2Vdpn+9g481URrpzWVOEihvm+xTtmaZlSp//lkq75XDwnU
WA8gkn6O3QE3fq2yN98BURsAKdJfJ5RL1HvGQvTe10HLYYXpJnEkHv+Unl2ajLivWUt5pbBrKbUC
gYBjbO+OZk0sCcpZ29sbzjYjpIddErySIyRX5gV2uNQwAjLdp9PfN295yQ+BxMBXiIycWVQiw0bH
oMo7yykABY7Ozd5wQewBQ4AdSlWSX4nGDtsiFxWiI5sKuAAeOCbTosy1s8w8fxoJ5Tz1sdoxNeGs
Arq6Wv/G16zQuAE9zK9vvwKBgF+09VI/1wJBirsDGz9whVWfFPrTkJNvJZzYt69qezxlsjgFKshy
WBhd4xHZtmCqpBPlAymEjr/TOlbxyARmXMnIOWIAnNXMGB4KGSyl1mzSVAoQ+fqR+cJ3d0dyPl1j
jjb0Ed/NY8frlNDxAVHE8BSkdsx2f6ELEyBKJSRr9snRAoGAMrTwYneXzvTskF/S5Fyu0iOegLDa
NWUH38v/nDCgEpIXD5Hn3qAEcju1IjmbwlvtW+nY2jVhv7UGd8MjwUTNGItdb6nsYqM2asrnF3qS
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VRkAKKKYeGjkpUfVTrW0YFjXkfcrR/V+QFL5OndHAKJXjW7a4ejJLncTzmZSpYzwApc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

プライベートキーは AWS に保存されず、作成時にのみ取得することができます。後で復元することはで
きません。代わりに、プライベートキーを紛失した場合は、新しいキーペアを作成する必要があります。
Linux コンピュータからインスタンスに接続している場合は、他のユーザーが読み取れないように、次の
コマンドを使用してプライベートキーファイルのアクセス許可を設定することをお勧めします。
$ chmod 400 MyKeyPair.pem

キーペアの表示
「フィンガープリント」はキーペアから生成され、これを使用してローカルマシンのプライベートキーが
AWS に保存されたパブリックキーと一致することを確認できます。
フィンガープリントは、DER でエンコードされたプライベートキーのコピーから取得される SHA1
ハッシュです。この値はキーペアの作成時にキャプチャされて、パブリックキーとともに AWS に格納
されます。フィンガープリントは、Amazon EC2 コンソールで、または AWS CLI コマンド aws ec2
describe-key-pairs を実行することで表示できます。
次の例は、MyKeyPair のフィンガープリントを表示します。
$ aws ec2 describe-key-pairs --key-name MyKeyPair
{
"KeyPairs": [
{
"KeyName": "MyKeyPair",
"KeyFingerprint": "1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f"
}
]
}

キーとフィンガープリントの詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの
「Amazon EC2 キーペア」を参照してください。

キーペアの削除
キーペアを削除するには、MyKeyPair を削除するペアの名前に置き換えて、aws ec2 delete-keypair コマンドを実行します。
$ aws ec2 delete-key-pair --key-name MyKeyPair

リファレンス:
AWS CLI リファレンス:
• aws ec2
• aws ec2 create-key-pair
• aws ec2 delete-key-pair
• aws ec2 describe-key-pairs
その他のリファレンス:
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• Amazon Elastic Compute Cloud のドキュメント
• AWS SDK および AWS CLI のコード例を表示したり、提供したりするには、GitHub の AWS コード例
のリポジトリを参照してください。

Amazon EC2 のセキュリティグループの作成、設定、
および削除
本質的にファイアウォールとして動作する Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス用
のセキュリティグループを作成し、入退出が可能なネットワークトラフィックを決めるルールと共に作成
することができます。
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して新しいセキュリティグループを作成し、既存のセ
キュリティグループにルールを追加して、セキュリティグループを削除します。

Note
その他のコマンドの例については、AWS CLI リファレンスガイドを参照してください。
トピック
• 前提条件 (p. 129)
• セキュリティグループの作成 (p. 129)
• ルールをセキュリティグループに追加する (p. 130)
• セキュリティグループを削除する (p. 131)
• リファレンス: (p. 132)

前提条件
ec2 コマンドを実行するには、次のことが必要です。
• AWS CLI をインストールして設定します。詳細については、「AWS CLI のインストール (p. 5)」および
「設定の基本 (p. 30)」を参照してください。
• Amazon EC2 アクセスできるように IAM アクセス許可を設定します。Amazon EC2 に対する IAM アク
セス許可の詳細については、Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの 「Amazon EC2 の
IAM ポリシー」を参照してください。

セキュリティグループの作成
仮想プライベートクラウド (VPC) に関連するセキュリティグループを作成できます。
次の aws ec2 create-security-group の例は、指定された VPC のセキュリティグループを作成する
方法を示しています。
$ aws ec2 create-security-group --group-name my-sg --description "My security group" --vpcid vpc-1a2b3c4d
{
"GroupId": "sg-903004f8"
}

セキュリティグループの初期情報を表示するには、aws ec2 describe-security-groups コマンドを
実行します。EC2-VPC セキュリティグループは、名前ではなく vpc-id によってのみ参照することがで
きます。
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$ aws ec2 describe-security-groups --group-ids sg-903004f8
{
"SecurityGroups": [
{
"IpPermissionsEgress": [
{
"IpProtocol": "-1",
"IpRanges": [
{
"CidrIp": "0.0.0.0/0"
}
],
"UserIdGroupPairs": []
}
],
"Description": "My security group"
"IpPermissions": [],
"GroupName": "my-sg",
"VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
"OwnerId": "123456789012",
"GroupId": "sg-903004f8"
}
]
}

ルールをセキュリティグループに追加する
Amazon EC2 インスタンスを実行するときには、セキュリティグループのルールを有効にして、イメージ
に接続する手段としての着信ネットワークトラフィックを有効にする必要があります。
例えば、Windows インスタンスを起動する場合、Remote Desktop Protocol (RDP) をサポートするには、
一般に TCP ポート 3389 へのインバウンドトラフィックを許可するルールを追加します。Linux インスタ
ンスを起動する場合、SSH 接続をサポートするには、一般に TCP ポート 22 へのインバウンドトラフィッ
クを許可するルールを追加します。
セキュリティグループにルールを追加するには、aws ec2 authorize-security-group-ingress コ
マンドを使用します。このコマンドの必須パラメータは、コンピュータのパブリック IP アドレス、または
コンピュータが接続しているネットワーク (アドレス範囲の形式で) の CIDR 表記です。

Note
当社では、以下のサービス https://checkip.amazonaws.com/ を提供し、お客様のパブリック IP ア
ドレスを特定できます。IP アドレスの識別に役立つその他のサービスを見つけるには、ブラウザ
を使用して「what is my IP address」を検索します。ISP 経由、またはファイアウォールの内側か
ら動的な IP アドレスを使用して接続している場合 (プライベートネットワークの NAT ゲートウェ
イ経由)、アドレスは定期的に変更される場合があります。その場合、クライアントコンピュータ
によって使用される IP アドレスの範囲を見つける必要があります。
次の例は、IP アドレスを使用して ID sg-903004f8 を持つ EC2-VPC セキュリティグループに RDP (TCP
ポート 3389) のルールを追加する方法を示しています。
まず、あなたの IP アドレスを探してください。
$ curl https://checkip.amazonaws.com
x.x.x.x

その後、aws ec2 authorize-security-group-ingress コマンドを実行して、セキュリティグルー
プに IP アドレスを追加できます。
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$ aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id sg-903004f8 --protocol tcp --port
3389 --cidr x.x.x.x

次のコマンドは、同じセキュリティグループのインスタンスに SSH を有効にする別のルールを追加しま
す。
$ aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id sg-903004f8 --protocol tcp --port 22
--cidr x.x.x.x

セキュリティグループに加えられた変更を表示するには、aws ec2 describe-security-groups コマ
ンドを実行します。
$ aws ec2 describe-security-groups --group-ids sg-903004f8
{
"SecurityGroups": [
{
"IpPermissionsEgress": [
{
"IpProtocol": "-1",
"IpRanges": [
{
"CidrIp": "0.0.0.0/0"
}
],
"UserIdGroupPairs": []
}
],
"Description": "My security group"
"IpPermissions": [
{
"ToPort": 22,
"IpProtocol": "tcp",
"IpRanges": [
{
"CidrIp": "x.x.x.x"
}
]
"UserIdGroupPairs": [],
"FromPort": 22
}
],
"GroupName": "my-sg",
"OwnerId": "123456789012",
"GroupId": "sg-903004f8"
}
]
}

セキュリティグループを削除する
セキュリティグループを削除するには、aws ec2 delete-security-group コマンドを実行します。

Note
環境に現在アタッチされているセキュリティグループは削除できません。
次のコマンド例は、EC2-VPC セキュリティグループを削除します。
$ aws ec2 delete-security-group --group-id sg-903004f8
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リファレンス:
AWS CLI リファレンス:
• aws ec2
• aws ec2 authorize-security-group-ingress
• aws ec2 create-security-group
• aws ec2 delete-security-group
• aws ec2 describe-security-groups
その他のリファレンス:
• Amazon Elastic Compute Cloud のドキュメント
• AWS SDK および AWS CLI のコード例を表示したり、提供したりするには、GitHub の AWS コード例
のリポジトリを参照してください。

Amazon EC2 インスタンスの起動、一覧表示、および
終了
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) イ
ンスタンスを起動、一覧表示、および終了することができます。AWS 無料利用枠に含まれないインスタン
スを起動する場合は、インスタンスを起動すると料金が発生し、そのインスタンスの実行中はアイドル状
態であっても料金がかかります。

Note
その他のコマンドの例については、AWS CLI リファレンスガイドを参照してください。
トピック
• 前提条件 (p. 132)
• インスタンスの起動 (p. 133)
• インスタンスへのブロックデバイスの追加 (p. 134)
• インスタンスへのタグの追加 (p. 135)
• インスタンスへの接続 (p. 135)
• インスタンスの一覧表示 (p. 135)
• インスタンスの終了 (p. 136)
• リファレンス: (p. 136)

前提条件
このトピックの ec2 コマンドを実行するには、次の操作を行う必要があります。
• AWS CLI をインストールして設定します。詳細については、「AWS CLI のインストール (p. 5)」および
「設定の基本 (p. 30)」を参照してください。
• Amazon EC2 アクセスできるように IAM アクセス許可を設定します。Amazon EC2 に対する IAM アク
セス許可の詳細については、Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの 「Amazon EC2 の
IAM ポリシー」を参照してください。
• キーペア (p. 126)とセキュリティグループ (p. 129)を作成します。
• Amazon マシンイメージ (AMI) を選択し、AMI ID をメモします。詳細については、Linux インスタンス
用の Amazon EC2 ユーザーガイドの「 適切な AMI の検索」を参照してください。
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インスタンスの起動
選択した AMI を使用して Amazon EC2 インスタンスを起動するには、aws ec2 run-instances コマ
ンドを使用します。インスタンスは、仮想プライベートクラウド (VPC) で起動できます。
当初、インスタンスは pending 状態で表示されますが、数分後に running 状態に変わります。
以下の例は、t2.micro インスタンスを指定された VPC のサブネットで起動する方法を示しています。#
########パラメータ値をユーザー自身の値に置き換えてください。
$ aws ec2 run-instances --image-id ami-xxxxxxxx --count 1 --instance-type t2.micro --keyname MyKeyPair --security-group-ids sg-903004f8 --subnet-id subnet-6e7f829e
{
"OwnerId": "123456789012",
"ReservationId": "r-5875ca20",
"Groups": [
{
"GroupName": "my-sg",
"GroupId": "sg-903004f8"
}
],
"Instances": [
{
"Monitoring": {
"State": "disabled"
},
"PublicDnsName": null,
"Platform": "windows",
"State": {
"Code": 0,
"Name": "pending"
},
"EbsOptimized": false,
"LaunchTime": "2013-07-19T02:42:39.000Z",
"PrivateIpAddress": "10.0.1.114",
"ProductCodes": [],
"VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
"InstanceId": "i-5203422c",
"ImageId": "ami-173d747e",
"PrivateDnsName": ip-10-0-1-114.ec2.internal,
"KeyName": "MyKeyPair",
"SecurityGroups": [
{
"GroupName": "my-sg",
"GroupId": "sg-903004f8"
}
],
"ClientToken": null,
"SubnetId": "subnet-6e7f829e",
"InstanceType": "t2.micro",
"NetworkInterfaces": [
{
"Status": "in-use",
"SourceDestCheck": true,
"VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
"Description": "Primary network interface",
"NetworkInterfaceId": "eni-a7edb1c9",
"PrivateIpAddresses": [
{
"PrivateDnsName": "ip-10-0-1-114.ec2.internal",
"Primary": true,
"PrivateIpAddress": "10.0.1.114"
}
],
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"PrivateDnsName": "ip-10-0-1-114.ec2.internal",
"Attachment": {
"Status": "attached",
"DeviceIndex": 0,
"DeleteOnTermination": true,
"AttachmentId": "eni-attach-52193138",
"AttachTime": "2013-07-19T02:42:39.000Z"
},
"Groups": [
{
"GroupName": "my-sg",
"GroupId": "sg-903004f8"
}
],
"SubnetId": "subnet-6e7f829e",
"OwnerId": "123456789012",
"PrivateIpAddress": "10.0.1.114"

}

]

}

}
],
"SourceDestCheck": true,
"Placement": {
"Tenancy": "default",
"GroupName": null,
"AvailabilityZone": "us-west-2b"
},
"Hypervisor": "xen",
"BlockDeviceMappings": [
{
"DeviceName": "/dev/sda1",
"Ebs": {
"Status": "attached",
"DeleteOnTermination": true,
"VolumeId": "vol-877166c8",
"AttachTime": "2013-07-19T02:42:39.000Z"
}
}
],
"Architecture": "x86_64",
"StateReason": {
"Message": "pending",
"Code": "pending"
},
"RootDeviceName": "/dev/sda1",
"VirtualizationType": "hvm",
"RootDeviceType": "ebs",
"Tags": [
{
"Value": "MyInstance",
"Key": "Name"
}
],
"AmiLaunchIndex": 0

インスタンスへのブロックデバイスの追加
起動する各インスタンスにはルートデバイスボリュームが関連付けられています。ブロックデバイスマッ
ピングを使用すると、インスタンスの起動時にインスタンスにアタッチする追加の Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS) ボリュームまたはインスタンスストアボリュームを指定できます。
ブロックデバイスをインスタンスに追加するには、run-instances を使用するときに --blockdevice-mappings オプションを指定します。
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次のパラメータ例では、20 GB のサイズの標準の Amazon EBS ボリュームをプロビジョニングし、識別子
/dev/sdf を使用してインスタンスにマッピングします。
--block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdf\",\"Ebs\":{\"VolumeSize\":20,
\"DeleteOnTermination\":false}}]"

次の例では、既存のスナップショットに基づいて /dev/sdf にマッピングされる Amazon EBS ボリュー
ムを追加します。スナップショットは、ボリュームに自動的にロードされるイメージを表します。スナッ
プショットを指定するとき、ボリュームサイズを指定する必要はありません。イメージを保持できる十分
な大きさになります。ただし、サイズを指定する場合は、スナップショットのサイズ以上である必要があ
ります。
--block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdf\",\"Ebs\":{\"SnapshotId\":\"snapa1b2c3d4\"}}]"

次の例は、2 つのボリュームをインスタンスに追加します。インスタンスで使用できるボリュームの数
は、インスタンスタイプによって異なります。
--block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdf\",\"VirtualName\":\"ephemeral0\"},
{\"DeviceName\":\"/dev/sdg\",\"VirtualName\":\"ephemeral1\"}]"

次の例では、マッピング (/dev/sdj) を作成しますが、インスタンスのボリュームはプロビジョニングさ
れません。
--block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdj\",\"NoDevice\":\"\"}]"

詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「ブロックデバイスマッピング」
を参照してください。

インスタンスへのタグの追加
タグとは、AWS リソースに付けるラベルです。リソースにメタデータを追加して、さまざまな目的に使用
できます。詳細については、Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイド の「リソースのタグ付
け」を参照してください。
次の例は、aws ec2 create-tags コマンドを使用して、キー名「Name」と値「MyInstance」を持つ
タグを指定されたインスタンスに追加する方法を示しています。
$ aws ec2 create-tags --resources i-5203422c --tags Key=Name,Value=MyInstance

インスタンスへの接続
実行中のインスタンスに接続して、目の前にあるコンピュータと同じように使用することができます。詳
細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 インスタンスへの接
続」を参照してください。

インスタンスの一覧表示
AWS CLI を使用して、インスタンスを一覧表示し、それらの情報を表示できます。すべてのインスタンス
を一覧表示することも、目的のインスタンスに基づいて結果をフィルタリングすることもできます。
次に、aws ec2 describe-instances コマンドの使用例を示します。
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次のコマンドでは、すべてのインスタンスが一覧表示されます。
$ aws ec2 describe-instances

次のコマンドは、リストを t2.micro インスタンスのみにフィルタリングして、一致した InstanceId
値のみを出力します。
$ aws ec2 describe-instances --filters "Name=instance-type,Values=t2.micro" --query
"Reservations[].Instances[].InstanceId"
[
"i-05e998023d9c69f9a"
]

次のコマンドは、タグ Name=MyInstance を持つインスタンスをリストします。
$ aws ec2 describe-instances --filters "Name=tag:Name,Values=MyInstance"

次のコマンドは、ami-x0123456、ami-y0123456、および ami-z0123456 のいずれかの AMI を使用し
て起動されたインスタンスをリストします。
$ aws ec2 describe-instances --filters "Name=image-id,Values=ami-x0123456,ami-y0123456,amiz0123456"

インスタンスの終了
インスタンスを終了すると、インスタンスが削除されます。インスタンスの終了後に、インスタンスに再
接続することはできません。
インスタンスの状態が shutting-down または terminated に変わったら、そのインスタンスへの課
金は停止します。後でインスタンスに再接続する必要がある場合は、terminate-instances の代わり
に stop-instances を使用します。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの
「インスタンスの終了」を参照してください。
インスタンスを削除するには、コマンド aws ec2 terminate-instances を使用して削除します。
$ aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-5203422c
{
"TerminatingInstances": [
{
"InstanceId": "i-5203422c",
"CurrentState": {
"Code": 32,
"Name": "shutting-down"
},
"PreviousState": {
"Code": 16,
"Name": "running"
}
}
]
}

リファレンス:
AWS CLI リファレンス:
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• aws ec2
• aws ec2 create-tags
• aws ec2 describe-instances
• aws ec2 run-instances
• aws ec2 terminate-instances
その他のリファレンス:
• Amazon Elastic Compute Cloud のドキュメント
• AWS SDK および AWS CLI のコード例を表示したり、提供したりするには、GitHub の AWS コード例
のリポジトリを参照してください。

bash スクリプトを使用して Amazon EC2 インスタン
スタイプを変更する
この Amazon EC2 用の bash スクリプト例は、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して
Amazon EC2 インスタンスのインスタンスタイプを変更します。実行中の場合はインスタンスを停止し、
インスタンスタイプを変更してから、リクエストに応じてインスタンスを再起動します。シェルスクリプ
トは、コマンドラインインターフェイスで実行するように設計されたプログラムです。

Note
その他のコマンドの例については、AWS CLI リファレンスガイドを参照してください。
トピック
• 開始する前に (p. 137)
• この例について (p. 138)
• パラメータ (p. 138)
• ファイル (p. 138)
• リファレンス: (p. 139)

開始する前に
以下の例を実行する前に、次のことを完了する必要があります。
• AWS CLI のインストールの詳細については、AWS CLI のインストール (p. 5) を参照してください。
• AWS CLI の設定。詳細については、「設定の基本 (p. 30)」を参照してください。使用するプロファイル
には、例によって実行される AWS オペレーションに対する許可が必要です。
• 停止および変更するアクセス許可を持つ、アカウントで実行中の Amazon EC2 インスタンス。テストス
クリプトを実行すると、インスタンスが起動し、タイプの変更がテストされてから、インスタンスが終
了します。
• AWS のベストプラクティスとして、このコードには最小権限を付与するか、タスクの実行に必要な許
可のみを付与します。詳細については、AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーガイドの
「最小限の特権を認める」を参照してください。
• このコードは、すべての AWS リージョンでテストされているわけではありません。一部の AWS の
サービスは、特定のリージョンでのみ利用可能です。詳細については、AWS 全般のリファレンスガイ
ドの「サービスエンドポイントとクォータ」を参照してください。
• このコードを実行すると、AWS アカウントに課金される場合があります。作業が終了したら、このスク
リプトによって作成されたすべてのリソースを確実に削除するのはお客様の責任になります。
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この例について
この例は、シェルスクリプトファイル change_ec2_instance_type.sh 内の関数として記述されてお
り、別のスクリプトまたはコマンドラインから source できます。各スクリプトファイルには、各関数に
ついて説明するコメントが含まれています。関数がメモリに置かれたら、コマンドラインから呼び出すこ
とができます。例えば、次のコマンドは、指定されたインスタンスのタイプを t2.nano に変更します。
$ source ./change_ec2_instance_type.sh
$ ./change_ec2_instance_type -i *instance-id* -t new-type

完全な例とダウンロード可能なスクリプトファイルについては、GitHub の AWS コード例のリポジトリの
「Change Amazon EC2 Instance Type」を参照してください。

パラメータ
-i - (文字列) 変更するインスタンス ID を指定します。
-t - (文字列) 切り替え先の Amazon EC2 インスタンスタイプを指定します。
-r - (スイッチ) デフォルトでは、これは設定されていません。-r が設定されている場合、タイプの切り替
え後にインスタンスを再起動します。
-f - (スイッチ) デフォルトでは、スクリプトは切り替えを行う前にインスタンスのシャットダウンを確認す
るプロンプトを表示します。-f が設定されている場合、この関数はインスタンスをシャットダウンしてタ
イプを切り替える前にユーザーにプロンプトを表示しません。
-v - (スイッチ) デフォルトでは、スクリプトはサイレントに動作し、エラーが発生した場合のみ出力を表
示します。-v が設定されている場合、関数はそのオペレーション全体にわたってステータスを表示しま
す。

ファイル
change_ec2_instance_type.sh
メインスクリプトファイルには、次のタスクを実行する change_ec2_instance_type() 関数が含
まれています。
• 指定された Amazon EC2 インスタンスが存在することを検証する。
• -f が選択されていない限り、インスタンスを停止する前にユーザーに警告を表示します。
• インスタンスタイプを変更する。
• -r を設定した場合、インスタンスを再起動し、インスタンスが実行中であることを確認します。
change_ec2_instance_type.sh のコードを GitHub で表示します。
test_change_ec2_instance_type.sh
ファイル change_ec2_instance_type_test.sh のスクリプト
は、change_ec2_instance_type 関数のさまざまなコードパスをテストします。テストスクリプ
トのすべてのステップが正しく動作する場合、テストスクリプトは作成したすべてのリソースを削除
します。
テストスクリプトは、次のパラメータを使用して実行できます。
• -v - (スイッチ) 各テストは、実行時に合格/失敗ステータスを示します。デフォルトでは、テストは
サイレントに実行され、出力には最終的な合格/失敗ステータスのみが含まれます。
• -i - (スイッチ) 各テストの後にスクリプトが一時停止し、各ステップの中間結果を参照できるように
します。Amazon EC2 コンソールを使用して、インスタンスの現在のステータスを調べることがで
きます。プロンプトで Enter キーを押すと、スクリプトは次のステップに進みます。
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test_change_ec2_instance_type.sh のコードを GitHub で表示します。
awsdocs_general.sh
スクリプトファイル awsdocs_general.sh には、AWS CLI の高度な例全体で使用される汎用関数
が格納されています。
awsdocs_general.sh のコードを GitHub で表示します。

リファレンス:
AWS CLI リファレンス:
• aws ec2
• aws ec2 describe-instances
• aws ec2 modify-instance-attribute
• aws ec2 start-instances
• aws ec2 stop-instances
• aws ec2 wait instance-running
• aws ec2 wait instance-stopped
その他のリファレンス:
• Amazon Elastic Compute Cloud のドキュメント
• AWS SDK および AWS CLI のコード例を表示したり、提供したりするには、GitHub の AWS コード例
のリポジトリを参照してください。

AWS CLI での Amazon S3 Glacier の使用
Amazon S3 Glacier のご紹介
Amazon S3 Glacier のご紹介
このトピックでは、S3 Glacier の一般的なタスクを実行する AWS CLI コマンドの例について説明します。
これらの例は、AWS CLI を使用して大きなファイルを S3 Glacier にアップロードする方法を示していま
す。これは、ファイルを小さなパーツに分割し、コマンドラインからアップロードすることで実行されま
す。
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Amazon S3 Glacier の機能にアクセスできま
す。S3 Glacier 用の AWS CLI コマンドを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。
aws glacier help

Note
コマンドリファレンスおよびその他の例については、AWS CLI リファレンスガイドの aws
glacier を参照してください。
トピック
• 前提条件 (p. 140)
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• Amazon S3 Glacier ボールトを作成します (p. 140)
•
•
•
•

ファイルのアップロードの準備 (p. 140)
マルチパートアップロードの開始とファイルのアップロード (p. 141)
アップロードの完了 (p. 142)
リソース (p. 143)

前提条件
glacier コマンドを実行するには、次のことが必要です。
• AWS CLI のインストールの詳細については、AWS CLI のインストール (p. 5) を参照してください。
• AWS CLI の設定。詳細については、「設定の基本 (p. 30)」を参照してください。使用するプロファイル
には、例によって実行される AWS オペレーションに対する許可が必要です。
• このチュートリアルでは、Linux や macOS など、Unix 互換オペレーティングシステムに通常プリイン
ストールされている、いくつかのコマンドラインツールを使用します。Windows ユーザーは、Cygwin
をインストールし、Cygwin ターミナルからコマンドを実行することで、同じツールを使用できます。同
じ機能を実行する Windows のネイティブコマンドとユーティリティはそのように注記されています。

Amazon S3 Glacier ボールトを作成します
create-vault コマンドを使用してボールトを作成します。
$ aws glacier create-vault --account-id - --vault-name myvault
{
"location": "/123456789012/vaults/myvault"
}

Note
すべての S3 Glacier コマンドにはアカウント ID パラメータが必要です。現在のアカウントを使
用するには、ハイフン文字を使用します (--account-id -)。

ファイルのアップロードの準備
テストアップロード用のファイルを作成します。以下のコマンドは、ちょうど 3 MiB のランダムデータを
含む largefile という名前のファイルを作成します。
Linux または macOS
$ dd if=/dev/urandom of=largefile bs=3145728 count=1
1+0 records in
1+0 records out
3145728 bytes (3.1 MB) copied, 0.205813 s, 15.3 MB/s

dd は、多数のバイトを入力ファイルから出力ファイルにコピーするユーティリティです。前の例では、
ランダムデータのソースとしてシステムデバイスファイル /dev/urandom を使用します。fsutil は
Windows で同様の関数を実行します。
Windows
C:\> fsutil file createnew largefile 3145728
File C:\temp\largefile is created

140

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
マルチパートアップロードの開始とファイルのアップロード

次に、ファイルを 1 MiB (1,048,576 バイト) のチャンクに分割します。
$ split -b 1048576 --verbose largefile chunk
creating file `chunkaa'
creating file `chunkab'
creating file `chunkac'

Note
HJ-Split は、Windows および他の多くのプラットフォームで無料で使用できるファイルスプリッ
タです。

マルチパートアップロードの開始とファイルのアップ
ロード
initiate-multipart-upload コマンドを使用して、Amazon S3 Glacier でマルチパートアップロード
を作成します。
$ aws glacier initiate-multipart-upload --account-id - --archive-description "multipart
upload test" --part-size 1048576 --vault-name myvault
{
"uploadId": "19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKkOssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ",
"location": "/123456789012/vaults/myvault/multipartuploads/19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKkOssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ"
}

S3 Glacier では、マルチパートアップロードを設定するために各パートのサイズ (バイト) (この例では 1
MiB)、ボールト名、アカウント ID が必要です。オペレーションが完了すると、AWS CLI によってアップ
ロード ID が出力されます。後で使用できるように、アップロード ID をシェル変数に保存します。
Linux または macOS
$ UPLOADID="19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKkOssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ"

Windows
C:\> set UPLOADID="19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKkOssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ"

次に、upload-multipart-part コマンドを使用して 3 つのパートをそれぞれアップロードします。
$ aws glacier upload-multipart-part --upload-id $UPLOADID --body chunkaa --range 'bytes
0-1048575/*' --account-id - --vault-name myvault
{
"checksum": "e1f2a7cd6e047fa606fe2f0280350f69b9f8cfa602097a9a026360a7edc1f553"
}
$ aws glacier upload-multipart-part --upload-id $UPLOADID --body chunkab --range 'bytes
1048576-2097151/*' --account-id - --vault-name myvault
{
"checksum": "e1f2a7cd6e047fa606fe2f0280350f69b9f8cfa602097a9a026360a7edc1f553"
}
$ aws glacier upload-multipart-part --upload-id $UPLOADID --body chunkac --range 'bytes
2097152-3145727/*' --account-id - --vault-name myvault
{
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}

"checksum": "e1f2a7cd6e047fa606fe2f0280350f69b9f8cfa602097a9a026360a7edc1f553"

Note
前の例では、ドル記号 ($) を使用して Linux の UPLOADID シェル変数の内容を参照してい
ます。Windows コマンドラインでは、変数名の両側にパーセント記号 (%) を使用します
(例:%UPLOADID%)。
S3 Glacier によって正しい順序で再構成されるように、アップロード時には各パートのバイト範囲を指
定する必要があります。各部分は 1,048,576 バイトであるため、1 番目の部分は 0-1048575、2 番目は
1048576-2097151、3 番目は 2097152-3145727 に配置されます。

アップロードの完了
Amazon S3 Glacier では、アップロードされたすべてのパーツが完全な状態で AWS に到達したことを確
認するために、元のファイルの木構造ハッシュが必要になります。
木構造ハッシュを計算するには、ファイルを 1 MiB のパーツに分割し、各部分のバイナリ SHA-256 ハッ
シュを計算する必要があります。次に、ハッシュのリストをペアに分割し、各ペアの 2 つのバイナリハッ
シュを結合して、結果のハッシュを取得します。ハッシュが 1 つだけになるまでこのプロセスを繰り返し
ます。レベルのいずれかに奇数のハッシュがある場合は、変更せずに次のレベルに昇格させます。
コマンドラインユーティリティを使用して木構造ハッシュを正しく計算するために重要なことは、各ハッ
シュをバイナリ形式で保存し、最後のステップでのみ 16 進数に変換することです。木構造で 16 進数バー
ジョンのハッシュを結合またはハッシュすると、正しい結果を得ることができません。

Note
Windows ユーザーは、type の代わりに cat コマンドを使用できます。Windows 用の OpenSSL
は OpenSSL.org で入手できます。

木構造ハッシュを計算するには
1.

元のファイルを分割していない場合は、1 MiB のパーツに分割します。
$ split --bytes=1048576 --verbose largefile chunk
creating file `chunkaa'
creating file `chunkab'
creating file `chunkac'

2.

各チャンクのバイナリ SHA-256 ハッシュを計算して保存します。
$ openssl dgst -sha256 -binary chunkaa > hash1
$ openssl dgst -sha256 -binary chunkab > hash2
$ openssl dgst -sha256 -binary chunkac > hash3

3.

最初の 2 つのハッシュ結合を実行し、結果のバイナリハッシュを取得します。
$ cat hash1 hash2 > hash12
$ openssl dgst -sha256 -binary hash12 > hash12hash

4.

チャンク aa および ab の親ハッシュをチャンク ac のハッシュと結合して結果をハッシュします。今
回は 16 進数で出力します。シェル変数に結果を保存します。
$ cat hash12hash hash3 > hash123
$ openssl dgst -sha256 hash123
SHA256(hash123)= 9628195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67
$ TREEHASH=9628195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67

142

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
リソース

最後に、complete-multipart-upload コマンドを使用してアップロードを完了します。このコマンド
は、元のファイルのサイズ (バイト単位)、最終的な 16 進数の木構造ハッシュ値、およびアカウント ID と
ボールト名を使用します。
$ aws glacier complete-multipart-upload --checksum $TREEHASH --archive-size 3145728 -upload-id $UPLOADID --account-id - --vault-name myvault
{
"archiveId": "d3AbWhE0YE1m6f_fI1jPG82F8xzbMEEZmrAlLGAAONJAzo5QdPN83MKqd96Unspoa5H5lItWX-sK8-QS0ZhwsyGiu9-R-kwWUyS1dSBlmgPPWkEbeFfqDSav053rU7FvVLHfRc6hg",
"checksum": "9628195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67",
"location": "/123456789012/vaults/myvault/archives/
d3AbWhE0YE1m6f_fI1jPG82F8xzbMEEZmrAlLGAAONJAzo5QdP-N83MKqd96Unspoa5H5lItWX-sK8QS0ZhwsyGiu9-R-kwWUyS1dSBlmgPPWkEbeFfqDSav053rU7FvVLHfRc6hg"
}

describe-vault コマンドを使用して、ボールトのステータスを確認することもできます。
$ aws glacier describe-vault --account-id - --vault-name myvault
{
"SizeInBytes": 3178496,
"VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/myvault",
"LastInventoryDate": "2018-12-07T00:26:19.028Z",
"NumberOfArchives": 1,
"CreationDate": "2018-12-06T21:23:45.708Z",
"VaultName": "myvault"
}

Note
ボールトのステータスは約 1 日 1 回更新されます。詳細については、「Glacier のボールトに関す
る各種操作」を参照してください。
これで、作成したチャンクおよびハッシュファイルを安全に削除できます。
$ rm chunk* hash*

マルチパートアップロードの詳細については、Amazon S3 Glacier デベロッパーガイドの「 パート単位で
の大きなアーカイブのアップロード」および「チェックサムの計算」を参照してください。

リソース
AWS CLI リファレンス:
• aws glacier
• aws glacier complete-multipart-upload
• aws glacier create-vault
• aws glacier describe-vault
• aws glacier initiate-multipart-upload
サービスリファレンス:
• Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
• Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド、「パート単位での大きなアーカイブのアップロード」
• Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド、「チェックサムの計算」
• Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド、「ボールトに関する各種操作」
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AWS CLI からの AWS Identity and Access
Management の使用
AWS Identity and Access Management のご紹介
AWS Identity and Access Managementへの概論
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して AWS Identity and Access Management (IAM) の機能
にアクセスできます。IAM 用の AWS CLI コマンドを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。
aws iam help

このトピックでは、IAM の一般的なタスクを実行する AWS CLI コマンドの例について説明します。
コマンドを実行する前に、デフォルトの認証情報を設定します。詳細については、「AWS CLI の設
定 (p. 30)」を参照してください。
IAM サービスの詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドを参照してくだ
さい。
トピック
• IAM ユーザーおよびグループの作成 (p. 144)
• IAM ユーザーへの IAM 管理ポリシーのアタッチ (p. 145)
• IAM ユーザーの初期パスワードの設定 (p. 146)
• IAM ユーザーのアクセスキーの作成 (p. 146)

IAM ユーザーおよびグループの作成
このトピックでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを使用して AWS Identity and
Access Management (IAM) グループと新しい IAM ユーザーを作成してから、そのユーザーをグルー
プに追加する方法について説明します。IAM サービスの詳細については、AWS Identity and Access
Management ユーザーガイドを参照してください。
コマンドを実行する前に、デフォルトの認証情報を設定します。詳細については、「AWS CLI の設
定 (p. 30)」を参照してください。

IAM グループを作成してそのグループに新しい IAM ユーザーを追加するには。
1.

グループを作成するには、create-group コマンドを使用します。
$ aws iam create-group --group-name MyIamGroup
{
"Group": {
"GroupName": "MyIamGroup",
"CreateDate": "2018-12-14T03:03:52.834Z",
"GroupId": "AGPAJNUJ2W4IJVEXAMPLE",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/MyIamGroup",
"Path": "/"
}
}

2.

ユーザーを作成するには、create-user コマンドを使用します。

144

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
IAM ユーザーへの IAM 管理ポリシーのアタッチ
$ aws iam create-user --user-name MyUser
{
"User": {
"UserName": "MyUser",
"Path": "/",
"CreateDate": "2018-12-14T03:13:02.581Z",
"UserId": "AIDAJY2PE5XUZ4EXAMPLE",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser"
}
}

3.

ユーザーをグループに追加するには、add-user-to-group コマンドを使用します。
$ aws iam add-user-to-group --user-name MyUser --group-name MyIamGroup

4.

MyIamGroup グループが MyUser を含んでいることを確認するには、get-group コマンドを使用し
ます。
$ aws iam get-group --group-name MyIamGroup
{
"Group": {
"GroupName": "MyIamGroup",
"CreateDate": "2018-12-14T03:03:52Z",
"GroupId": "AGPAJNUJ2W4IJVEXAMPLE",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/MyIamGroup",
"Path": "/"
},
"Users": [
{
"UserName": "MyUser",
"Path": "/",
"CreateDate": "2018-12-14T03:13:02Z",
"UserId": "AIDAJY2PE5XUZ4EXAMPLE",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser"
}
],
"IsTruncated": "false"
}

IAM ユーザーへの IAM 管理ポリシーのアタッチ
このトピックでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを使用して AWS Identity and
Access Management (IAM) ポリシーを IAM ユーザーにアタッチする方法について説明します。この例の
ポリシーは、ユーザーに「Power User Access」を付与します。IAM サービスの詳細については、AWS
Identity and Access Management ユーザーガイドを参照してください。
コマンドを実行する前に、デフォルトの認証情報を設定します。詳細については、「AWS CLI の設
定 (p. 30)」を参照してください。

IAM 管理ポリシーを IAM ユーザーにアタッチするには。
1.

アタッチするポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) を決定します。次のコマンドでは、listpolicies を使用して、PowerUserAccess という名前のポリシーの ARN を検索します。次に、そ
の ARN を環境変数に格納します。
$ export POLICYARN=$(aws iam list-policies --query 'Policies[?
PolicyName==`PowerUserAccess`].{ARN:Arn}' --output text)
~
$ echo $POLICYARN
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arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess

2.

ポリシーをアタッチするには、attach-user-policyattach-user-policy コマンドを使用し、
ポリシー ARN を保持している環境変数を参照します。
$ aws iam attach-user-policy --user-name MyUser --policy-arn $POLICYARN

3.

ポリシーがユーザーにアタッチされたことを確認するには、list-attached-user-policies コマ
ンドを実行します。
$ aws iam list-attached-user-policies --user-name MyUser
{
"AttachedPolicies": [
{
"PolicyName": "PowerUserAccess",
"PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess"
}
]
}

詳細については、「アクセス管理リソース」を参照してください。このトピックでは、アクセス権限とポ
リシーの概要へのリンクと、Amazon S3、Amazon EC2、およびその他のサービスにアクセスするための
ポリシーの例へのリンクを示しています。

IAM ユーザーの初期パスワードの設定
このトピックでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを使用して AWS Identity and
Access Management (IAM) ユーザーの初期パスワードを設定する方法について説明します。IAM サービス
の詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドを参照してください。
コマンドを実行する前に、デフォルトの認証情報を設定します。詳細については、「AWS CLI の設
定 (p. 30)」を参照してください。
次のコマンドは、create-login-profile を使用して指定されたユーザーの初期パスワードを設定しま
す。初回サインイン時、ユーザーは自分だけが知っているパスワードに変更するように求められます。
$ aws iam create-login-profile --user-name MyUser --password My!User1Login8P@ssword -password-reset-required
{
"LoginProfile": {
"UserName": "MyUser",
"CreateDate": "2018-12-14T17:27:18Z",
"PasswordResetRequired": true
}
}

update-login-profile コマンドを使用して、IAM ユーザーのパスワードを変更することができます。
$ aws iam update-login-profile --user-name MyUser --password My!User1ADifferentP@ssword

IAM ユーザーのアクセスキーの作成
このトピックでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを使用して AWS Identity and
Access Management (IAM) ユーザー用の一連のアクセスキーを作成する方法について説明します。IAM
サービスの詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドを参照してください。
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コマンドを実行する前に、デフォルトの認証情報を設定します。詳細については、「AWS CLI の設
定 (p. 30)」を参照してください。
create-access-key コマンドを使用して、IAM ユーザーのアクセスキーを作成できます。アクセスキー
は、アクセスキー ID とシークレットキーで構成される一連のセキュリティ認証情報です。
IAM ユーザーが作成できるアクセスキーは一度に 2 つのみです。3 番目のセットを作成しようとすると、
コマンドは LimitExceeded エラーを返します。
$ aws iam create-access-key --user-name MyUser
{
"AccessKey": {
"UserName": "MyUser",
"AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"Status": "Active",
"SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
"CreateDate": "2018-12-14T17:34:16Z"
}
}

delete-access-key コマンドを使用して、IAM ユーザーのアクセスキーを削除します。アクセスキー
ID を使用して、削除するアクセスキーを指定します。
$ aws iam delete-access-key --user-name MyUser --access-key-id AKIAIOSFODNN7EXAMPLE

AWS CLI での Amazon S3 の使用
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のご紹介
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のご紹介 - AWS でのクラウドストレージ
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の機
能にアクセスできます。AWS CLI は、Amazon S3 へのアクセスのために 2 つの階層のコマンドを提供し
ます。
• s3 – オブジェクトおよびバケットの作成、操作、削除など、一般的なタスクの実行を簡素化する高レベ
ルのコマンドです。
• s3api— Amazon S3 API すべてのオペレーションへの直接アクセスを公開することで、高度なオペレー
ションを実行できます。
このガイドのトピック
• AWS CLI での高レベル (S3) コマンドの使用 (p. 147)
• AWS CLI での API レベル (s3api) コマンドの使用 (p. 156)
• Amazon S3 バケットライフサイクルオペレーションのスクリプト例 (p. 158)

AWS CLI での高レベル (S3) コマンドの使用
このトピックでは、AWS CLI で aws s3 コマンドを使用して、Amazon S3 のバケットとオブジェクトを
管理するために使用できるコマンドの一部について説明します。このトピックで説明されていないコマン
ドおよびその他のコマンドの例については、AWS CLI リファレンスの aws s3 コマンドを参照してくださ
い。
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高レベル aws s3 コマンドを使用すると、Amazon S3 オブジェクトの管理が容易になります。これらのコ
マンドにより、Amazon S3 のコンテンツの管理をそれ自体の内部およびローカルディレクトリ内で管理す
ることができます。
トピック
• 前提条件 (p. 148)
• 開始する前に (p. 148)
• バケットの作成 (p. 149)
• バケットとオブジェクトの一覧表示 (p. 149)
• バケットの削除 (p. 150)
• オブジェクトの削除 (p. 150)
• オブジェクトの移動 (p. 150)
• オブジェクトのコピー (p. 151)
• オブジェクトの同期 (p. 152)
• s3 コマンドでよく使用されるオプション (p. 154)
• リソース (p. 156)

前提条件
s3 コマンドを実行するには、次のことが必要です。
• AWS CLI のインストールの詳細については、AWS CLI のインストール (p. 5) を参照してください。
• AWS CLI の設定。詳細については、「設定の基本 (p. 30)」を参照してください。使用するプロファイル
には、例によって実行される AWS オペレーションに対する許可が必要です。
• Amazon S3 の以下の用語を解説します。
• バケット - トップレベルの Amazon S3 フォルダ。
• プレフィックス - バケット内の Amazon S3 フォルダ。
• オブジェクト - Amazon S3 バケットでホストされているすべてのアイテム。

開始する前に
このセクションでは、aws s3 コマンドを使用する前の注意事項をいくつか示します。

大容量オブジェクトのアップロード
aws s3 コマンドを使用して大きなオブジェクトを Amazon S3 バケットにアップロードする場合、AWS
CLI は自動的にマルチパートアップロードを実行します。これらの aws s3 コマンドを使用した場合、失
敗したアップロードを再開することはできません。
マルチパートアップロードがタイムアウトして失敗した場合、または AWS CLI で手動でキャンセルした
場合、AWS CLI はアップロードを停止し、作成されたすべてのファイルをクリーンアップします。この処
理には数分かかることもあります。
マルチパートアップロードまたはクリーンアッププロセスが kill コマンドまたはシステム障害によって
キャンセルされた場合、作成されたファイルは Amazon S3 バケットに残ります。マルチパートアップ
ロードをクリーンアップするには、s3api abort-multipart-upload コマンドを使用します。

マルチパートコピーのファイルプロパティとタグ
1 つの Amazon S3 バケットの場所から別の Amazon S3 バケットの場所にファイルをコピーするために
aws s3 名前空間で AWS CLI バージョン 1 のコマンドバージョンを使用しており、そのオペレーション
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がマルチパートコピーを使用する場合は、コピー先にソースオブジェクトのファイルプロパティがコピー
されません。

バケットの作成
s3 mb コマンドを使用して、バケットを作成します。バケット名はグローバルに一意で (Amazon S3 全体
で一意)、DNS に準拠している必要があります。
バケット名には、小文字の英文字、数字、ハイフン、およびピリオドを使用することができます。バケッ
ト名の先頭と末尾は文字または数値とし、ハイフンまたは別のピリオドの横にピリオドを使用することは
できません。
[Syntax] (構文)
$ aws s3 mb <target> [--options]

s3 mb の例
次の例では、s3://bucket-name バケットを作成します。
$ aws s3 mb s3://bucket-name

バケットとオブジェクトの一覧表示
バケット、フォルダ、オブジェクトのいずれかを一覧表示するには、s3 ls コマンドを使用します。ター
ゲットまたはオプションを指定せずにコマンドを使用すると、すべてのバケットが一覧表示されます。
[Syntax] (構文)
$ aws s3 ls <target> [--options]

このコマンドで使用するいくつかの一般的なオプションと例については、「s3 コマンドでよく使用され
るオプション (p. 154)」を参照してください。使用可能なオプションの完全なリストについては、AWS
CLI コマンドリファレンスの s3 ls を参照してください。

s3 ls の例
次の例では、すべての Amazon S3 バケットを一覧表示します。
$ aws s3 ls
2018-12-11 17:08:50 my-bucket
2018-12-14 14:55:44 my-bucket2

次のコマンドでは、バケット内のすべてのオブジェクトとプレフィックスを一覧表示します。この出力例
では、プレフィックス example/ 内に MyFile1.txt という名前のファイル が 1 つあります。
$ aws s3 ls s3://bucket-name
PRE example/
2018-12-04 19:05:48
3 MyFile1.txt

コマンドに含めることによって、出力を特定のプレフィックスに絞り込むことができます。次のコマ
ンドでは、bucket-name/example/ 内のオブジェクトを一覧表示します (つまり、プレフィックス
example/ でフィルタリングされた、bucket-name 内のオブジェクトを表示します)。
$ aws s3 ls s3://bucket-name/example/
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3 MyFile1.txt

バケットの削除
バケットを削除するには、s3 rb コマンドを使用します。
[Syntax] (構文)
$ aws s3 rb <target> [--options]

s3 rb の例
次の例では、s3://bucket-name バケットを削除します。
$ aws s3 rb s3://bucket-name

デフォルトでは、オペレーションが成功するにはバケットが空である必要があります。空でないバケット
を削除するには、--force オプションを含める必要があります。以前に削除されたが保持されているオブ
ジェクトを含む、バージョニングされたバケットを使用している場合、このコマンドでバケットを削除す
ることはできません。すべての内容を削除しておく必要があります。
次の例では、バケット内のすべてのオブジェクトとプレフィックスを削除し、さらにバケット自体を削除
します。
$ aws s3 rb s3://bucket-name --force

オブジェクトの削除
バケット内またはローカルディレクトリ内のオブジェクトを削除するには、s3 rm コマンドを使用しま
す。
[Syntax] (構文)
$ aws s3 rm

<target> [--options]

このコマンドで使用するいくつかの一般的なオプションと例については、「s3 コマンドでよく使用される
オプション (p. 154)」を参照してください。オプションの完全なリストについては、AWS CLI コマンド
リファレンスの「s3 rm」を参照してください。

s3 rm の例
以下の例では、filename.txt から s3://bucket-name/example が削除されます。
$ aws s3 rm s3://bucket-name/example/filename.txt

以下の例では、s3://bucket-name/example オプションを使用して --recursive からすべてのオブ
ジェクトが削除されます。
$ aws s3 rm s3://bucket-name/example --recursive

オブジェクトの移動
バケットまたはローカルディレクトリからオブジェクトを移動するには、s3 mv コマンドを使用します。
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[Syntax] (構文)
$ aws s3 mv <source> <target> [--options]

このコマンドで使用するいくつかの一般的なオプションと例については、「s3 コマンドでよく使用され
るオプション (p. 154)」を参照してください。使用可能なオプションの完全なリストについては、AWS
CLI コマンドリファレンスの s3 mv を参照してください。

s3 mv の例
次の例では、すべてのオブジェクトを s3://bucket-name/example から s3://my-bucket/ に移動し
ます。
$ aws s3 mv s3://bucket-name/example s3://my-bucket/

次の例では、s3 mv コマンドを使用して、ローカルファイルを現在の作業ディレクトリから Amazon S3
バケットに移動します。
$ aws s3 mv filename.txt s3://bucket-name

次の例では、ファイルを Amazon S3 バケットから現在の作業ディレクトリに移動します。./ では、現在
の作業ディレクトリを指定します。
$ aws s3 mv s3://bucket-name/filename.txt ./

オブジェクトのコピー
バケットまたはローカルディレクトリからオブジェクトをコピーするには、s3 cp コマンドを使用しま
す。
[Syntax] (構文)
$ aws s3 cp <source> <target> [--options]

標準入力 (stdin) または標準出力 (stdout) へのファイルストリーミングには dash パラメータを使用で
きます。

Warning
PowerShellを使用している場合、シェルによって CRLF のエンコーディングが変更されたり、パ
イプされた入力/出力またはリダイレクトされた出力に CRLF が追加されたりすることがありま
す。
s3 cp コマンドでは、次の構文を使用して、stdin から指定先のバケットにファイルストリームをアップ
ロードします。
[Syntax] (構文)
$ aws s3 cp - <target> [--options]

s3 cp コマンドは、次の構文を使用して stdout 用の Amazon S3 ファイルストリームをダウンロードし
ます。
[Syntax] (構文)

151

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
高レベル (s3) コマンド
$ aws s3 cp <target> [--options] -

このコマンドで使用するいくつかの一般的なオプションと例については、「s3 コマンドでよく使用される
オプション (p. 154)」を参照してください。オプションの完全なリストについては、AWS CLI コマンド
リファレンスの s3 cp を参照してください。

s3 cp の例
次の例では、すべてのオブジェクトを s3://bucket-name/example から s3://my-bucket/ にコピー
します。
$ aws s3 cp s3://bucket-name/example s3://my-bucket/

次の例では、s3 cp コマンドを使用して、現在の作業ディレクトリから Amazon S3 バケットにローカル
ファイルをコピーします。
$ aws s3 cp filename.txt s3://bucket-name

次の例では、ファイルを Amazon S3 バケットから現在の作業ディレクトリにコピーします (./ では現在
の作業ディレクトリを指定します)。
$ aws s3 cp s3://bucket-name/filename.txt ./

次の例では、echo を使用して「hello world」というテキストを s3://bucket-name/filename.txt
ファイルにストリームします。
$ echo "hello world" | aws s3 cp - s3://bucket-name/filename.txt

次の例では、s3://bucket-name/filename.txt ファイルを stdout にストリーミングし、その内容
をコンソールに出力します。
$ aws s3 cp s3://bucket-name/filename.txt hello world

次の例では、s3://bucket-name/pre の内容を stdout にストリーミングし、bzip2 コマンドを使用
してファイルを圧縮します。この圧縮したファイルを key.bz2 という名前で s3://bucket-name に
アップロードします。
$ aws s3 cp s3://bucket-name/pre - | bzip2 --best | aws s3 cp - s3://bucket-name/key.bz2

オブジェクトの同期
s3 sync コマンドはバケットとディレクトリの内容、または 2 つのバケットの内容を同期します。通
常、s3 sync は欠落しているか古くなったファイルやオブジェクトを、ソースとターゲットの間でコピー
します。ただし、--delete オプションを指定して、ソースに存在しないファイルまたはオブジェクトを
ターゲットから削除することもできます。
[Syntax] (構文)
$ aws s3 sync <source> <target> [--options]
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このコマンドで使用するいくつかの一般的なオプションと例については、「s3 コマンドでよく使用される
オプション (p. 154)」を参照してください。オプションの完全なリストについては、AWS CLI コマンド
リファレンスの s3 sync を参照してください。

s3 sync の例
次の例では、my-bucket という名前のバケット内の path という名前の Amazon S3 プレフィックスの内容
を現在の作業ディレクトリと同期します。
s3 sync は、同期先で同じ名前を持つファイルと、サイズや変更時間が異なるファイルを更新します。出
力には、同期中に実行された特定のオペレーションが表示されます。このオペレーションでは、サブディ
レクトリ MySubdirectory とその内容を s3://my-bucket/path/MySubdirectory と再帰的に同期
することに注意してください。
$ aws s3 sync . s3://my-bucket/path
upload: MySubdirectory\MyFile3.txt to s3://my-bucket/path/MySubdirectory/MyFile3.txt
upload: MyFile2.txt to s3://my-bucket/path/MyFile2.txt
upload: MyFile1.txt to s3://my-bucket/path/MyFile1.txt

次の例 (前の例の拡張) では、--delete オプションの使用方法を示します。
// Delete local file
$ rm ./MyFile1.txt
// Attempt sync without --delete option - nothing happens
$ aws s3 sync . s3://my-bucket/path
// Sync with deletion - object is deleted from bucket
$ aws s3 sync . s3://my-bucket/path --delete
delete: s3://my-bucket/path/MyFile1.txt
// Delete object from bucket
$ aws s3 rm s3://my-bucket/path/MySubdirectory/MyFile3.txt
delete: s3://my-bucket/path/MySubdirectory/MyFile3.txt
// Sync with deletion - local file is deleted
$ aws s3 sync s3://my-bucket/path . --delete
delete: MySubdirectory\MyFile3.txt
// Sync with Infrequent Access storage class
$ aws s3 sync . s3://my-bucket/path --storage-class STANDARD_IA

--delete オプションを使用する場合、--exclude オプションと --include オプションによって、s3
sync オペレーション中に削除するファイルやオブジェクトをフィルタリングできます。この場合、パラ
メータ文字列で、ターゲットディレクトリまたはバケットに関連して、削除から除外するか、削除に含め
るファイルを指定する必要があります。例を以下に示します。
Assume local directory and s3://my-bucket/path currently in sync and each contains 3 files:
MyFile1.txt
MyFile2.rtf
MyFile88.txt
'''
// Sync with delete, excluding files that match a pattern. MyFile88.txt is deleted, while
remote MyFile1.txt is not.
$ aws s3 sync . s3://my-bucket/path --delete --exclude "path/MyFile?.txt"
delete: s3://my-bucket/path/MyFile88.txt
'''
// Sync with delete, excluding MyFile2.rtf - local file is NOT deleted
$ aws s3 sync s3://my-bucket/path . --delete --exclude "./MyFile2.rtf"
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download: s3://my-bucket/path/MyFile1.txt to MyFile1.txt
'''
// Sync with delete, local copy of MyFile2.rtf is deleted
$ aws s3 sync s3://my-bucket/path . --delete
delete: MyFile2.rtf

s3 コマンドでよく使用されるオプション
このトピックで説明するコマンドでは、次のオプションがよく使用されます。コマンドで使用できるオプ
ションの完全なリストについては、AWS CLI リファレンスガイド のコマンドリファレンスで特定のコマ
ンドを参照してください。
acl
s3 sync と s3 cp では、--acl オプションを使用できます。これにより、Amazon S3 にコピーさ
れたファイルのアクセス権限を設定できます。--acl オプションは、private、public-read、
および public-read-write の値を受け入れます。詳細については、Amazon Simple Storage ユー
ザーガイドの「既定 ACL」を参照してください。
$ aws s3 sync . s3://my-bucket/path --acl public-read

exclude
s3 cp、s3 mv、s3 sync、s3 rm のいずれかのコマンドを使用する場合、--exclude オプション
または --include オプションを使用して結果をフィルタリングできます。--exclude オプション
は、コマンドからオブジェクトのみを除外するようにルールを設定します。各オプションは、指定し
た順に適用されます。これを次の例で示します。
Local directory contains 3 files:
MyFile1.txt
MyFile2.rtf
MyFile88.txt
// Exclude all .txt files, resulting in only MyFile2.rtf being copied
$ aws s3 cp . s3://my-bucket/path --exclude "*.txt"
// Exclude all .txt files but include all files with the "MyFile*.txt" format,
resulting in, MyFile1.txt, MyFile2.rtf, MyFile88.txt being copied
$ aws s3 cp . s3://my-bucket/path --exclude "*.txt" --include "MyFile*.txt"
// Exclude all .txt files, but include all files with the "MyFile*.txt" format,
but exclude all files with the "MyFile?.txt" format resulting in, MyFile2.rtf and
MyFile88.txt being copied
$ aws s3 cp . s3://my-bucket/path --exclude "*.txt" --include "MyFile*.txt" --exclude
"MyFile?.txt"

include
s3 cp、s3 mv、s3 sync、s3 rm のいずれかのコマンドを使用する場合、--exclude オプション
または --include オプションを使用して結果をフィルタリングできます。--include オプション
は、指定したオブジェクトのみをコマンドに含めるようにルールを設定します。各オプションは、指
定した順に適用されます。これを次の例で示します。
Local directory contains 3 files:
MyFile1.txt
MyFile2.rtf
MyFile88.txt

154

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
高レベル (s3) コマンド
// Include all .txt files, resulting in MyFile1.txt and MyFile88.txt being copied
$ aws s3 cp . s3://my-bucket/path --include "*.txt"
// Include all .txt files but exclude all files with the "MyFile*.txt" format,
resulting in no files being copied
$ aws s3 cp . s3://my-bucket/path --include "*.txt" --exclude "MyFile*.txt"
// Include all .txt files, but exclude all files with the "MyFile*.txt" format, but
include all files with the "MyFile?.txt" format resulting in MyFile1.txt being copied
$ aws s3 cp . s3://my-bucket/path --include "*.txt" --exclude "MyFile*.txt" --include
"MyFile?.txt"

許可
s3 cp、s3 mv、s3 sync の各コマンドには、指定したユーザーやグループにオブジェクトへのアク
セス許可を付与できる --grants オプションが含まれています。次の構文を使用して、--grants オ
プションをアクセス許可リストに設定します。Permission、Grantee_Type、Grantee_ID を独自
の値に置き換えます。
[Syntax] (構文)
--grants Permission=Grantee_Type=Grantee_ID
[Permission=Grantee_Type=Grantee_ID ...]

各値には以下の要素が含まれます。
• Permission - 付与されたアクセス許可を指定します。read、readacl、writeacl、full のい
ずれかに設定できます。
• Grantee_Type - 被付与者の識別方法を指定します。uri、emailaddress、id のいずれかに設定
できます。
• Grantee_ID - Grantee_Type に基づいて被付与者を指定します。
• uri – グループの URI。詳細については、「被付与者とは」を参照してください。
• emailaddress – アカウントの E メールアドレス。
• id – アカウントの正規 ID。
Amazon S3 アクセスコントロールの詳細については、「アクセスコントロール」を参照してくださ
い。
次の例では、バケットにオブジェクトをコピーします。これは、オブジェクトへの read アクセス許
可を全員に付与し、full アクセス許可 (read、readacl、writeacl) を user@example.com に関
連付けられたアカウントに付与します。
$ aws s3 cp file.txt s3://my-bucket/ --grants read=uri=http://acs.amazonaws.com/groups/
global/AllUsers full=emailaddress=user@example.com

Amazon S3 にアップロードするオブジェクトについて、デフォルト以外のストレージクラス
(REDUCED_REDUNDANCY または STANDARD_IA) を指定することもできます。そのためには、-storage-class オプションを使用します。
$ aws s3 cp file.txt s3://my-bucket/ --storage-class REDUCED_REDUNDANCY

recursive
このオプションを使用すると、指定のディレクトリ内またはプレフィックス内のすべてのファイルや
オブジェクトに対してコマンドが実行されます。次の例では、s3://my-bucket/path とそのすべ
ての内容を削除します。
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$ aws s3 rm s3://my-bucket/path --recursive

リソース
AWS CLI リファレンス:
• aws s3
• aws s3 cp
• aws s3 mb
• aws s3 mv
• aws s3 ls
• aws s3 rb
• aws s3 rm
• aws s3 sync
サービスリファレンス:
• Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド の「Amazon S3 バケットの概要」
• Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド の「Amazon S3 オブジェクトの概要」
• Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「プレフィックスを使用してオブジェクトを整理す
る」
• Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「AWS SDK for .NET (低レベル) を使用したマルチ
パートアップロードの中止)」

AWS CLI での API レベル (s3api) コマンドの使用
API レベルのコマンド (s3api コマンドセットに含まれる) は、Amazon Simple Storage Service (Amazon
S3) API への直接アクセスを提供し、高レベルの s3 コマンドでは公開されていない一部の操作を有効
にします。これらのコマンドは、サービスの機能性への API レベルのアクセスを提供する他の AWS
サービスに相当します。s3 コマンドの詳細については、「AWS CLI での高レベル (S3) コマンドの使
用 (p. 147)」を参照してください。
このトピックでは、Amazon S3 API にマッピングする低レベルコマンドの使用方法を示す例を示します。
さらに、各 S3 API コマンドの例については、AWS CLI リファレンスガイドの s3api セクションで参照で
きます。
トピック
• 前提条件 (p. 156)
• カスタム ACL の適用 (p. 157)
• ログ記録ポリシーの設定 (p. 157)
• リソース (p. 158)

前提条件
s3api コマンドを実行するには、次のことが必要です。
• AWS CLI のインストールの詳細については、AWS CLI のインストール (p. 5) を参照してください。
• AWS CLI の設定。詳細については、「設定の基本 (p. 30)」を参照してください。使用するプロファイル
には、例によって実行される AWS オペレーションに対する許可が必要です。
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• Amazon S3 の以下の用語を解説します。
• バケット - トップレベルの Amazon S3 フォルダ。
• プレフィックス - バケット内の Amazon S3 フォルダ。
• オブジェクト - Amazon S3 バケットでホストされているすべてのアイテム。

カスタム ACL の適用
高レベルコマンドでは、--acl オプションを使用して、事前定義されたアクセスコントロールリスト
(ACL) を Amazon S3 オブジェクトに適用できます。ただし、そのコマンドを使用してバケット全体の
ACL を設定することはできません。ただし、put-bucket-acl API レベルコマンドを使用することで、
これを実行できます。
次の例は、完全なコントロールを 2 人の AWS ユーザー (user1@example.com と user2@example.com)
に付与し、読み取りアクセス許可を everyone に付与する方法を示しています。「everyone」の識別子
は、パラメータとして渡す特殊な URI から取得されます。
$ aws s3api put-bucket-acl --bucket MyBucket --grant-full-control
'emailaddress="user1@example.com",emailaddress="user2@example.com"' --grant-read
'uri="http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers"'

ACL の作成方法の詳細については、Amazon シンプルストレージサービス API リファレンスの「PUT
Bucket acl」を参照してください。s3api など、CLI の put-bucket-acl ACL コマンドは、同様の引数
の略記法を使用します。

ログ記録ポリシーの設定
API コマンド put-bucket-logging は、バケットのログ記録ポリシーを設定します。
次の例では、AWS ユーザー user@example.com にログファイルに対する完全なコントロールが付与さ
れ、すべてのユーザーがログファイルに対する読み取り許可を持っています。put-bucket-acl コマン
ドは、Amazon S3 ログ配信システム (URI で指定された) に、バケットへのログの読み取りと書き込みに
必要なアクセス許可を付与するためにも必要です。
$ aws s3api put-bucket-acl --bucket MyBucket --grant-read-acp 'URI="http://
acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery"' --grant-write 'URI="http://acs.amazonaws.com/
groups/s3/LogDelivery"'
$ aws s3api put-bucket-logging --bucket MyBucket --bucket-logging-status file://
logging.json

前のコマンドで logging.json ファイルの内容は、次のとおりです。
{

"LoggingEnabled": {
"TargetBucket": "MyBucket",
"TargetPrefix": "MyBucketLogs/",
"TargetGrants": [
{
"Grantee": {
"Type": "AmazonCustomerByEmail",
"EmailAddress": "user@example.com"
},
"Permission": "FULL_CONTROL"
},
{
"Grantee": {
"Type": "Group",
"URI": "http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers"
},
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}

}

]

}

"Permission": "READ"

リソース
AWS CLI リファレンス:
• aws s3api
• aws s3api put-bucket-acl
• aws s3api put-bucket-logging
サービスリファレンス:
• Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド の「Amazon S3 バケットの概要」
• Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド の「Amazon S3 オブジェクトの概要」
• Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「プレフィックスを使用してオブジェクトを整理す
る」
• Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「AWS SDK for .NET (低レベル) を使用したマルチ
パートアップロードの中止)」

Amazon S3 バケットライフサイクルオペレーション
のスクリプト例
このトピックでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用した Amazon S3 バケットライフサ
イクルオペレーション用の bash スクリプトの例を使用します。このスクリプトの例では、一連の aws
s3api コマンドを使用しています。シェルスクリプトは、コマンドラインインターフェイスで実行するよ
うに設計されたプログラムです。
トピック
• 開始する前に (p. 158)
• この例について (p. 159)
• ファイル (p. 159)
• リファレンス: (p. 160)

開始する前に
以下の例を実行する前に、次のことを完了する必要があります。
• AWS CLI のインストールの詳細については、AWS CLI のインストール (p. 5) を参照してください。
• AWS CLI の設定。詳細については、「設定の基本 (p. 30)」を参照してください。使用するプロファイル
には、例によって実行される AWS オペレーションに対する許可が必要です。
• AWS のベストプラクティスとして、このコードには最小権限を付与するか、タスクの実行に必要な許可
のみを付与します。詳細については、IAM ユーザーガイドの 最小権限を付与する を参照してください。
• このコードは、すべての AWS リージョンでテストされているわけではありません。一部の AWS の
サービスは、特定のリージョンでのみ利用可能です。詳細については、AWS 全般のリファレンスガイ
ドの「サービスエンドポイントとクォータ」を参照してください。
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• このコードを実行すると、AWS アカウントに課金される場合があります。作業が終了したら、このスク
リプトによって作成されたすべてのリソースを確実に削除するのはお客様の責任になります。
Amazon S3 サービスでは、次の用語を使用します。
• バケット - トップレベルの Amazon S3 フォルダ。
• プレフィックス - バケット内の Amazon S3 フォルダ。
• オブジェクト - Amazon S3 バケットでホストされているアイテム。

この例について
この例では、シェルスクリプトファイルの一連の関数を使用して、基本的な Amazon S3 オペレーション
を操作する方法を示します。関数は、bucket-operations.sh という名前のシェルスクリプトファイル
にあります。これらの関数を別のファイルで呼び出すことができます。各スクリプトファイルには、各関
数について説明するコメントが含まれています。
各ステップの中間結果を表示するには、-i パラメータを指定してスクリプトを実行します。Amazon S3
コンソールを使用して、バケットまたはそのコンテンツの現在のステータスを表示できます。プロンプト
で Enter キーを押すと、スクリプトは次のステップに進むだけです。
完全な例とダウンロード可能なスクリプトファイルについては、GitHub の AWS コード例のリポジトリの
「Amazon S3 Bucket Lifecycle Operations」を参照してください。

ファイル
サンプルには以下のファイルが含まれています。
bucket-operations.sh
このメインスクリプトファイルは、別のファイルから取得できます。このファイルには、次のタスク
を実行する関数が含まれています。
• バケットを作成し、それが存在することを検証する
• ローカルコンピュータからバケットにファイルをコピーする
• あるバケットの場所から別のバケットの場所にファイルをコピーする
• バケットの内容の一覧表示
• バケットからファイルを削除する
• バケットの削除
bucket-operations.sh のコードを GitHub で表示します。
test-bucket-operations.sh
シェルスクリプトファイル test-bucket-operations.sh は、bucket-operations.sh ファイ
ルを取得し、各関数を呼び出すことによって関数を呼び出す方法を示しています。関数を呼び出す
と、テストスクリプトは作成したすべてのリソースを削除します。
test-bucket-operations.sh のコードを GitHub で表示します。
awsdocs-general.sh
スクリプトファイル awsdocs-general.sh には、AWS CLI の高度なコード例で使用される汎用関
数が格納されています。
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awsdocs-general.sh のコードを GitHub で表示します。

リファレンス:
AWS CLI リファレンス:
• aws s3api
• aws s3api create-bucket
• aws s3api copy-object
• aws s3api delete-bucket
• aws s3api delete-object
• aws s3api head-bucket
• aws s3api list-objects
• aws s3api put-object
その他のリファレンス:
• Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド の「Amazon S3 バケットの概要」
• Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド の「Amazon S3 オブジェクトの概要」
• AWS SDK および AWS CLI のコード例を表示したり、提供したりするには、GitHub の AWS コード例
のリポジトリを参照してください。

AWS CLI での Amazon SNS の使用
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
の機能にアクセスできます。Amazon SNS 用の AWS CLI コマンドを一覧表示するには、次のコマンドを
使用します。
aws sns help

コマンドを実行する前に、デフォルトの認証情報を設定します。詳細については、「AWS CLI の設
定 (p. 30)」を参照してください。
このトピックでは、Amazon SNS の一般的なタスクを実行する AWS CLI コマンドの例について説明しま
す。
トピック
• トピックの作成 (p. 160)
• トピックへのサブスクライブ (p. 161)
• トピックへの発行 (p. 161)
• トピックからサブスクリプションを解除する (p. 162)
• トピックの削除 (p. 162)

トピックの作成
トピックを作成するには、sns create-topic コマンドを使用して、トピックに割り当てる名前を指定
します。
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$ aws sns create-topic --name my-topic
{
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
}

レスポンスの TopicArn を書き留めます。これは、後でメッセージを発行するために使用します。

トピックへのサブスクライブ
トピックをサブスクライブするには、sns subscribe コマンドを使用します。
次の例では、email プロトコルと notification-endpoint の E メールアドレスを指定します。
$ aws sns subscribe --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic -protocol email --notification-endpoint saanvi@example.com
{
"SubscriptionArn": "pending confirmation"
}

AWS は、subscribe コマンドで指定したアドレスに E メールで確認メッセージを送信します。E メール
メッセージには、次のようなテキストが含まれています。
You have chosen to subscribe to the topic:
arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic
To confirm this subscription, click or visit the following link (If this was in error no
action is necessary):
Confirm subscription

受信者が サブスクリプションを確認 リンクをクリックすると、受信者のブラウザに次のような情報を含ん
だ通知メッセージが表示されます。
Subscription confirmed!
You have subscribed saanvi@example.com to the topic:my-topic.
Your subscription's id is:
arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic:1328f057-de93-4c15-512e-8bb22EXAMPLE
If it was not your intention to subscribe, click here to unsubscribe.

トピックへの発行
トピックのすべての受信者にメッセージを送信するには、sns publish コマンドを使用します。
次の例は、「Hello World!」というメッセージを 指定されたトピックのサブスクライバー全員に送信しま
す。
$ aws sns publish --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic --message "Hello
World!"
{
"MessageId": "4e41661d-5eec-5ddf-8dab-2c867EXAMPLE"
}

この例では、AWS が「Hello World!」というテキストが含まれる E メールメッセージを
saanvi@example.com に送信します。
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トピックからサブスクリプションを解除する
トピックのサブスクリプションを解除し、そのトピックに発行されたメッセージの受信を停止するに
は、sns unsubscribe コマンドを使用して、購読を解除するトピックの ARN を指定します。
$ aws sns unsubscribe --subscription-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:mytopic:1328f057-de93-4c15-512e-8bb22EXAMPLE

サブスクリプションが正常に解除されたことを確認するには、sns list-subscriptions コマンドを使
用して、ARN がリストに表示されなくなったことを確認します。
$ aws sns list-subscriptions

トピックの削除
トピックを削除するには、sns delete-topic コマンドを実行します。
$ aws sns delete-topic --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic

AWS によってトピックが正常に削除されたことを確認するには、sns list-topics コマンドを使用し
て、トピックがリストに表示されなくなったことを確認します。
$ aws sns list-topics

AWS CLI での Amazon Simple Workflow Service の
使用
Amazon Simple Workflow Service のご紹介
Amazon Simple Workflow Service
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)
の機能にアクセスできます。
Amazon SWF 用の AWS CLI コマンドを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。
aws swf help

コマンドを実行する前に、デフォルトの認証情報を設定します。詳細については、「AWS CLI の設
定 (p. 30)」を参照してください。
以下のトピックでは、Amazon SWF の一般的なタスクを実行する AWS CLI コマンドの例について説明し
ます。
トピック
• Amazon SWF コマンドのカテゴリ別の一覧 (p. 163)
• AWS CLI を使用した Amazon SWF ドメインの操作 (p. 165)
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Amazon SWF コマンドのカテゴリ別の一覧
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)
でワークフローを作成、表示、および管理できます。
このセクションでは、AWS CLI の Amazon SWF コマンドのリファレンストピックを機能カテゴリ別にま
とめてリストします。
コマンドのアルファベット順のリストについては、AWS CLI コマンドリファレンスの Amazon SWF セク
ションを参照するか、次のコマンドを使用します。
$ aws swf help

コマンド名の後に help ディレクティブを付けることによって、個々のコマンドのヘルプを取得すること
もできます。例を以下に示します。
$ aws swf register-domain help

トピック
• アクティビティに関連するコマンド (p. 163)
• ディサイダーに関連するコマンド (p. 163)
• ワークフロー実行に関連するコマンド (p. 164)
• 管理に関するコマンド (p. 164)
• 可視化コマンド (p. 164)

アクティビティに関連するコマンド
アクティビティワーカーは poll-for-activity-task を使用して新しいアクティビティタスクを取得
します。ワーカーは Amazon SWF からアクティビティタスクを受け取った後、タスクを実行し、成功し
た場合 respond-activity-task-completed または失敗した場合は、respond-activity-taskfailed を使用して応答します。
アクティビティワーカーによって実行されるコマンドを以下に示します。
• poll-for-activity-task
• respond-activity-task-completed
• respond-activity-task-failed
• respond-activity-task-canceled
• record-activity-task-heartbeat

ディサイダーに関連するコマンド
ディサイダーは poll-for-decision-task を使用して決定タスクを取得します。ディサイダーは
Amazon SWF からデシジョンタスクを受け取った後、そのワークフロー実行履歴を調べて、次の動作を決
定します。決定タスクを完了するために respond-decision-task-completed が呼び出され、ゼロ以
上の次の判断が提供されます。
ディサイダーによって実行されるコマンドを以下に示します。
• poll-for-decision-task
• respond-decision-task-completed
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ワークフロー実行に関連するコマンド
次のコマンドはワークフロー実行で動作します。
• request-cancel-workflow-execution
• start-workflow-execution
• signal-workflow-execution
• terminate-workflow-execution

管理に関するコマンド
Amazon SWF コンソールから管理タスクを実行できますが、このセクションのコマンドを使用して機能を
自動化したり、独自の管理ツールを構築したりできます。

アクティビティ管理
• register-activity-type
• deprecate-activity-type

ワークフロー管理
• register-workflow-type
• deprecate-workflow-type

ドメイン管理
• register-domain
• deprecate-domain
これらのドメイン管理コマンドの詳細と例については、「AWS CLI を使用した Amazon SWF ドメインの
操作 (p. 165)」を参照してください。

ワークフロー実行管理
• request-cancel-workflow-execution
• terminate-workflow-execution

可視化コマンド
Amazon SWF コンソールから可視性アクションを実行できますが、このセクションのコマンドを使用し
て、独自のコンソールまたは管理ツールを作成できます。

アクティビティの可視化
• list-activity-types
• describe-activity-type

ワークフローの可視化
• list-workflow-types
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• describe-workflow-type

ワークフロー実行の可視化
• describe-workflow-execution
• list-open-workflow-executions
• list-closed-workflow-executions
• count-open-workflow-executions
• count-closed-workflow-executions
• get-workflow-execution-history

ドメインの可視化
• list-domains
• describe-domain
これらのドメイン可視化コマンドの詳細と例については、「AWS CLI を使用した Amazon SWF ドメイン
の操作 (p. 165)」を参照してください。

タスクリストの可視化
• count-pending-activity-tasks
• count-pending-decision-tasks

AWS CLI を使用した Amazon SWF ドメインの操作
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)
ドメインを管理できます。
トピック
• ドメインを一覧表示する (p. 165)
• ドメインに関する情報を取得する (p. 166)
• ドメインの登録 (p. 166)
• ドメインの非推奨 (p. 167)

ドメインを一覧表示する
AWS アカウント用に登録した Amazon SWF ドメインを一覧表示するには、swf list-domains を使用
できます。--registration-status を含めて、REGISTERED または DEPRECATED を指定する必要が
あります。
以下に最小限の例を示します。
$ aws swf list-domains --registration-status REGISTERED
{
"domainInfos": [
{
"status": "REGISTERED",
"name": "ExampleDomain"
},

165

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
Amazon SWF ドメインの操作
{

}

]

}

"status": "REGISTERED",
"name": "mytest"

Note
DEPRECATED の使用例については、「ドメインの非推奨 (p. 167)」を参照してください。
詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの swf list-domains を参照してください。

ドメインに関する情報を取得する
特定のドメインに関する詳細情報を表示するには、swf describe-domain を使用します。次に示すよ
うに、--name という必須パラメータが 1 つあり、これを使用して、情報が必要なドメインの名前を取得
します。
$ aws swf describe-domain --name ExampleDomain
{
"domainInfo": {
"status": "REGISTERED",
"name": "ExampleDomain"
},
"configuration": {
"workflowExecutionRetentionPeriodInDays": "1"
}
}

詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの swf describe-domain を参照してください。

ドメインの登録
新しいドメインを登録するには、swf register-domain を使用します。
必須パラメータには、--name と --workflow-execution-retention-period-in-days の 2 つ
があります。--name パラメータには、登録するドメイン名を指定します。--workflow-executionretention-period-in-days パラメータには、このドメインでワークフロー実行データを保持する日
数を指定します。最大期間は 90 日です (詳細については、 Amazon SWF FAQ を参照してください)。
この値にゼロ (0) を指定した場合、保持期間は自動的に最大継続時間に設定されます。それ以外の場合、
ワークフロー実行データは指定された日数の経過後は保持されません。次の例は、新しいドメインを登録
する方法を示しています。
$ aws swf register-domain --name MyNeatNewDomain --workflow-execution-retention-period-indays 0

このコマンドは出力を返しませんが、次の例に示すように、swf list-domains または swf
describe-domain を使用して新しいドメインを表示できます。
$ aws swf describe-domain --name MyNeatNewDomain
{
"domainInfo": {
"status": "REGISTERED",
"name": "MyNeatNewDomain"
},
"configuration": {
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}

}

"workflowExecutionRetentionPeriodInDays": "0"

詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの swf register-domain を参照してください。

ドメインの非推奨
ドメインを廃止するには、swf deprecate-domain を使用します(まだ表示できますが、新しいワーク
フロー実行の作成、またはタイプを登録することはできません)。これには、唯一の必須パラメータ -name があり、廃止するドメイン名を取得します。
$ aws swf deprecate-domain --name MyNeatNewDomain

register-domain と同様に、出力は返されません。ただし、登録したドメインを表示するために listdomains を使用する場合、ドメイン間でそのドメインは表示されなくなります。--registrationstatus DEPRECATED を使用することもできます。
$ aws swf list-domains --registration-status DEPRECATED
{
"domainInfos": [
{
"status": "DEPRECATED",
"name": "MyNeatNewDomain"
}
]
}

詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの deprecate-domain を参照してください。
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AWS Command Line Interface でのセ
キュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。
セキュリティは、AWS とお客様の間の共有責任です。責任共有モデル、、は、これをクラウドのセキュリ
ティ、およびクラウド内のセキュリティとして説明しています。
• クラウドのセキュリティ – AWS が AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラクチャ
を保護する責任を担います。AWS は、ユーザーがセキュアに使用できるサービスも提供します。AWS
コンプライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性
をテストおよび検証しています。AWS Command Line Interface に適用するコンプライアンスプログラ
ムの詳細については、コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービスをご参照くだ
さい。
• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、お客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要
因についても責任を担います。
このドキュメントは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する際に責任共有モデルを適用す
る方法を理解するのに役立ちます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を
達成するために AWS CLI を設定する方法を示します。また、AWS CLI を使用して、AWS リソースのモニ
タリングとセキュリティ保護を行う方法についても説明します。
トピック
• AWS CLI でのデータ保護 (p. 168)
• AWS CLI の Identity and Access Management (p. 169)
• AWS CLI のコンプライアンス検証 (p. 170)
• TLS の最小バージョンの指定 (p. 170)

AWS CLI でのデータ保護
AWS 責任共有モデルは、AWS Command Line Interface でのデータ保護に適用されます。このモデルで説
明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを
保護する責任を負います。お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する
管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ設定
と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質
問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された
「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。
データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方法により、
それぞれのジョブを遂行するために必要な許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデー
タを保護することをお勧めします。
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
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• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon
S3 に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
顧客のメールアドレスなどの機密または注意を要する情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなど自由
形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、または
AWS SDK で AWS CLI または他の AWS のサービスを使用する場合も同様です。タグまたは名前に使用す
る自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへの URL
を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含めないように強く
お勧めします。q

データの暗号化
セキュリティで保護されたサービスの重要な特徴として、情報はアクティブに使用されていないときに暗
号化されます。

保管時の暗号化
AWS CLI は、ユーザーに代わって AWS のサービスとやり取りするために必要な認証情報を除き、それ自
体にカスタマーデータを保存することはありません。
AWS CLI を使用して、カスタマーデータをローカルコンピュータに転送して保存する AWS のサービスを
呼び出す場合は、そのサービスのユーザーガイドの「セキュリティ & コンプライアンス」の章で、データ
の保存、保護、および暗号化の方法を参照してください。

転送時の暗号化
デフォルトでは、AWS CLI や AWS のサービスエンドポイントを実行しているクライアントコンピュータ
から転送されるすべてのデータは、HTTPS/TLS 接続を介した送信により、すべてが暗号化されます。
HTTPS/TLS の使用を有効にするために必要な操作はありません。--no-verify-ssl コマンドラインオ
プションを使用して個々のコマンドに対して明示的に無効にしない限り、常に有効になります。

AWS CLI の Identity and Access Management
AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、同じユーザーとロールを使用して、AWS リソースとその
サービスにアクセスします。アクセス許可を付与するポリシーも同様です。これは、AWS CLI が呼び出す
API オペレーションが、サービスコンソールで使用されるものと同じであるためです。詳細については、
使用する AWS のサービスで「セキュリティ」章の「Identity and Access Management」を参照してくださ
い。
唯一の大きな違いは、標準の IAM ユーザーと長期の認証情報を使用する場合の認証方法です。IAM ユー
ザーが AWS のサービスのコンソールにアクセスするにはパスワードが必要ですが、同じ IAM ユーザーが
AWS CLI を使用して同じオペレーションを実行するにはアクセスキーペアが必要です。他のすべての短期
の認証情報については、使用方法がコンソールと同じです。
AWS CLI で使用される認証情報は、プレーンテキストファイルに保存され、暗号化されません。
• $HOME/.aws/credentials には、AWS リソースにアクセスするために必要な長期の認証情報が保存
されます。これには、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーが含まれます。
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• 引き受けるロールや AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) サービスなどの短期
認証情報は、それぞれ $HOME/.aws/cli/cache フォルダおよび $HOME/.aws/sso/cache フォルダに
保存されます。
リスクの軽減
• $HOME/.aws フォルダとその子フォルダおよびファイルに対して、許可されたユーザーにのみアクセス
を制限するようにファイルシステムのアクセス許可を設定することを強くお勧めします。
• 一時的な認証情報を持つロールをできるだけ使用し、認証情報が漏洩した場合の損害の可能性を減らし
ます。長期の認証情報は、短期のロールの認証情報を要求および更新する場合にのみ使用します。

AWS CLI のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、複数の AWS コンプライアンスプログラムの一部として AWS のサービス
のセキュリティとコンプライアンスを評価します。AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して
サービスにアクセスしても、そのサービスのコンプライアンスは変更されません。
特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS サービスのリストについては、「コンプライア
ンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。一般的な情報については、
「AWS コンプライアンスプログラム」を参照してください。
サードパーティーの監査レポートをダウンロードするには、 を使用しますAWS Artifact 詳細については、
「AWS Artifact でのレポートのダウンロード」を参照してください。
AWS CLI を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や貴社のコンプライ
アンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンスに役立つ以下
のリソースを提供しています。
• セキュリティ＆コンプライアンス クイックリファレンスガイド – これらのデプロイガイドには、アーキ
テクチャ上の考慮事項の説明と、AWS でセキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン
環境をデプロイするためのステップが記載されています。
• HIPAA セキュリティおよびコンプライアンスホワイトペーパーのアーキテクチャの設計 - このホワイト
ペーパーでは、企業が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明し
ます。
• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックおよびガイドのコレクションは、ユーザーの業界
や地域で使用できるかもしれません。
• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。
• AWS Security Hub - この AWS サービスは、AWS 内でのユーザーのセキュリティ状態に関する包括的な
見解を提供し、業界のセキュリティスタンダード、およびベストプラクティスに対するコンプライアン
スを確認するために役立ちます。

TLS の最小バージョンの指定
AWS のサービスと通信する際のセキュリティを強化するには、TLS 1.2 以降を使用する必要がありま
す。AWS CLI を使用するときは、Python を使用して TLS のバージョンを設定します。
AWS CLI バージョン 1 が TLS 1.2 より前の TLS バージョンを使用しないようにするには、この最小バー
ジョンを適用するように OpenSSL を再コンパイルしてから、新しく構築された OpenSSL を使用するよ
うに Python を再コンパイルしなければならない場合があります。
トピック
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• 現在サポートされているプロトコルの確認 (p. 171)
• OpenSSL と Python のコンパイル (p. 172)

現在サポートされているプロトコルの確認
まず、OpenSSL を使用して、テストサーバーと Python SDK に使用する自己署名証明書を作成します。
$ openssl req -subj '/CN=localhost' -x509 -newkey rsa:4096 -nodes -keyout key.pem -out
cert.pem -days 365

次に、OpenSSL を使用してテストサーバーをスピンアップします。
$ openssl s_server -key key.pem -cert cert.pem -www

新しいターミナルウィンドウで仮想環境を作成し、SDK for Python をインストールします。
$ python3 -m venv test-env
source test-env/bin/activate
pip install botocore

SDK の基になる HTTP ライブラリを使用する、check.py という名前の新しい Python スクリプトを作成
します。
$ import urllib3
URL = 'https://localhost:4433/'
http = urllib3.PoolManager(
ca_certs='cert.pem',
cert_reqs='CERT_REQUIRED',
)
r = http.request('GET', URL)
print(r.data.decode('utf-8'))

新しいスクリプトを実行します。
$ python check.py

確立された接続に関する詳細が表示されます。出力で「Protocol:」を検索します。出力が「TLSv1.2」以
降の場合、SDK のデフォルト設定は TLS v1.2 以降です。それ以前のバージョンの場合は、OpenSSL を再
コンパイルして Python を再コンパイルする必要があります。
ただし、Python のインストールがデフォルトで TLS v1.2 以降に設定されている場合でも、サーバーが
TLS v1.2 以降をサポートしていないと、Python は TLS v1.2 より前のバージョンに再ネゴシエートする可
能性があります。Python が以前のバージョンに自動的に再ネゴシエートしないことを確認するには、次の
ようにしてテストサーバーを再起動します。
$ openssl s_server -key key.pem -cert cert.pem -no_tls1_3 -no_tls1_2 -www

以前のバージョンの OpenSSL を使用している場合は、-no_tls_3 フラグが使用できない可能性がありま
す。この場合は、使用している OpenSSL のバージョンが TLS v1.3 をサポートしていないため、フラグを
削除します。次に、Python スクリプトを実行します。
$ python check.py
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Python のインストールが TLS 1.2 より前のバージョンに対して正しく再ネゴシエートしない場合は、SSL
エラーが表示されます。
$ urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='localhost', port=4433): Max
retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLError(1, '[SSL: UNSUPPORTED_PROTOCOL]
unsupported protocol (_ssl.c:1108)')))

接続を確立できる場合は、OpenSSL と Python を再コンパイルして、TLS v1.2 より前のプロトコルのネゴ
シエーションを無効にする必要があります。

OpenSSL と Python のコンパイル
SDK または AWS CLI が TLS 1.2 より前のバージョンをネゴシエートしないようにするには、OpenSSL
と Python を再コンパイルする必要があります。これを行うには、次のコンテンツをコピーしてスクリプ
トを作成し、実行します。
#!/usr/bin/env bash
set -e
OPENSSL_VERSION="1.1.1d"
OPENSSL_PREFIX="/opt/openssl-with-min-tls1_2"
PYTHON_VERSION="3.8.1"
PYTHON_PREFIX="/opt/python-with-min-tls1_2"
curl -O "https://www.openssl.org/source/openssl-$OPENSSL_VERSION.tar.gz"
tar -xzf "openssl-$OPENSSL_VERSION.tar.gz"
cd openssl-$OPENSSL_VERSION
./config --prefix=$OPENSSL_PREFIX no-ssl3 no-tls1 no-tls1_1 no-shared
make > /dev/null
sudo make install_sw > /dev/null
cd /tmp
curl -O "https://www.python.org/ftp/python/$PYTHON_VERSION/Python-$PYTHON_VERSION.tgz"
tar -xzf "Python-$PYTHON_VERSION.tgz"
cd Python-$PYTHON_VERSION
./configure --prefix=$PYTHON_PREFIX --with-openssl=$OPENSSL_PREFIX --disable-shared > /dev/
null
make > /dev/null
sudo make install > /dev/null

これにより、静的にリンクされた OpenSSL を持つ Python のバージョンがコンパイルされます。このバー
ジョンは、TLS 1.2 より前のバージョンは自動的にネゴシエートしません。また、/opt/openssl-withmin-tls1_2 ディレクトリに OpenSSL がインストールされ、/opt/python-with-min-tls1_2 ディ
レクトリに Python がインストールされます。このスクリプトを実行した後、新しいバージョンの Python
のインストールを確認します。
$ /opt/python-with-min-tls1_2/bin/python3 --version

これにより、以下が出力されます。
$ Python 3.8.1

この新しいバージョンの Python が TLS 1.2 より前のバージョンをネゴシエートしないことを確認する
には、新しくインストールされた Python バージョン (つまり現在サポートされているプロトコルの確
認 (p. 171)) を使用する手順 /opt/python-with-min-tls1_2/bin/python3 を再実行します。
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AWS CLI に関連するエラーのトラブ
ルシューティング
このセクションでは、問題を解決するために従うべき一般的なエラーとトラブルシューティング手順につ
いて説明します。最初に、一般的なトラブルシューティング (p. 173)に従うことをお勧めします。
目次
• 最初に試す一般的なトラブルシューティング (p. 173)
• AWS CLI コマンドの形式を確認する (p. 173)
• 最新バージョンの AWS CLI を実行していることを確認する (p. 174)
• --debug オプションを使用する (p. 174)
• AWS CLI コマンド履歴ログを有効にして確認します (p. 178)
• AWS CLI が設定済みであることを確認する (p. 178)
• コマンドが見つからないエラー (p. 178)
• 「aws --version」コマンドが、インストールしたのとは異なるバージョンを返す (p. 180)
• AWS CLI のアンインストール後に、「aws --version」コマンドがバージョンを返す (p. 181)
• アクセス拒否エラー (p. 182)
• 無効な認証情報とキーエラー (p. 183)
• 署名がエラーと一致しない (p. 184)
• Windows コンソールでエラーが見つからなかった (p. 185)
• SSL 証明書のエラー (p. 185)
• 無効な JSON エラー (p. 186)
• その他のリソース (p. 187)

最初に試す一般的なトラブルシューティング
エラーが発生した場合、または AWS CLI で問題が発生した場合は、トラブルシューティングに役立つ以
下の一般的なヒントを参照してください。
先頭に戻る (p. 173)

AWS CLI コマンドの形式を確認する
コマンドが存在しないことを示すエラー、またはドキュメントに記述されているパラメータ (Parameter
validation failed) が認識されないことを示すエラーが表示された場合は、コマンドの形式が正しく
ない可能性があります。以下について確認することをお勧めします。
• コマンドでスペルミスや形式エラーがないか確認します。
• コマンドで使用しているすべての引用符とエスケープが端末に合っている (p. 82)ことを確認します。
• AWS CLI スケルトン (p. 87)を生成して、コマンド構造を確認します。
• JSON については、追加の JSON 値のトラブルシューティング (p. 186)を参照してください。端末の
JSON 形式の処理に問題がある場合は、JSON データを直接 AWS CLI に渡す BLOB (p. 80) を使用し
て、端末での引用ルールをスキップすることをお勧めします。
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特定のコマンドの構造化方法の詳細については、AWS CLI リファレンスガイドを参照してください。
先頭に戻る (p. 173)

最新バージョンの AWS CLI を実行していることを確
認する
AWS CLI リファレンスガイドで利用可能であると記載されているコマンドが存在しない、またはパラメー
タが認識されないことを示すエラーが表示された場合は、最初にコマンドの形式が正しいことを確認しま
す。形式が正しい場合は、最新バージョンの AWS CLI にアップグレードすることをお勧めします。AWS
CLI の更新バージョンはほぼ毎営業日にリリースされています。AWS の新しいバージョンでは、AWS CLI
の新しいサービス、機能、パラメータが導入されています。これらの新しいサービスや機能、パラメータ
にアクセスする唯一の方法は、その要素が最初に導入された後にリリースされたバージョンにアップグ
レードすることです。
AWS CLI のバージョンを更新する方法は、AWS CLI のインストール (p. 5) で説明されているように最初
にインストールした方法によって異なります。
バンドルされたインストーラのいずれかを使用した場合は、オペレーティングシステム用の最新バージョ
ンをダウンロードしてインストールする前に、既存のインストールの削除が必要になる場合があります。
先頭に戻る (p. 173)

--debug オプションを使用する
AWS CLI が、すぐに理解できないエラーを報告する場合や、予期しない結果を生成した場合は、--debug
オプションを指定してコマンドを再度実行すると、エラーの詳細を取得できます。このオプションを使用
すると、AWS CLI は、コマンドを処理するために必要な各ステップの詳細を出力します。出力される詳
細は、いつエラーが発生し、そのエラーがどこで開始されたかを特定するために役立つヒントを提供しま
す。
この出力は、後で確認できるようテキストファイルに送信するか、求められた場合に AWS Support に送信
できます。
--debug オプションを含める場合、詳細の一部には以下が含まれます。
• 認証情報の検索
• 指定されたパラメータの解析
• AWS サーバーに送信されるリクエストの作成
• に送信されるリクエストの内容AWS
• raw レスポンスの内容
• フォーマットされた出力
--debug オプションを使用した場合と使用しない場合のコマンドの例を次に示します。
$ aws iam list-groups --profile MyTestProfile
{
"Groups": [
{
"Path": "/",
"GroupName": "MyTestGroup",
"GroupId": "AGPA0123456789EXAMPLE",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/MyTestGroup",
"CreateDate": "2019-08-12T19:34:04Z"
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}

]

}

$ aws iam list-groups --profile MyTestProfile --debug
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - CLI version: awscli/1.16.215 Python/3.7.3 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.12.205
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - Arguments entered to CLI:
['iam', 'list-groups', '--debug']
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event session-initialized:
calling handler <function add_scalar_parsers at 0x7fdf173161e0>
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event session-initialized:
calling handler <function register_uri_param_handler at 0x7fdf17dec400>
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event session-initialized:
calling handler <function inject_assume_role_provider_cache at 0x7fdf17da9378>
2019-08-12 12:36:18,307 - MainThread - botocore.credentials - DEBUG - Skipping environment
variable credential check because profile name was explicitly set.
2019-08-12 12:36:18,307 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event session-initialized:
calling handler <function attach_history_handler at 0x7fdf173ed9d8>
2019-08-12 12:36:18,308 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON file: /home/
ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/iam/2010-05-08/service-2.json
2019-08-12 12:36:18,317 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event building-commandtable.iam: calling handler <function add_waiters at 0x7fdf1731a840>
2019-08-12 12:36:18,320 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON file: /home/
ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/iam/2010-05-08/waiters-2.json
2019-08-12 12:36:18,321 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - OrderedDict([('pathprefix', <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171ac780>), ('marker',
<awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171b09e8>), ('max-items',
<awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171b09b0>)])
2019-08-12 12:36:18,322 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event buildingargument-table.iam.list-groups: calling handler <function add_streaming_output_arg at
0x7fdf17316510>
2019-08-12 12:36:18,322 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event building-argumenttable.iam.list-groups: calling handler <function add_cli_input_json at 0x7fdf17da9d90>
2019-08-12 12:36:18,322 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event building-argumenttable.iam.list-groups: calling handler <function unify_paging_params at 0x7fdf17328048>
2019-08-12 12:36:18,326 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON file: /home/
ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/iam/2010-05-08/paginators-1.json
2019-08-12 12:36:18,326 - MainThread - awscli.customizations.paginate - DEBUG - Modifying
paging parameters for operation: ListGroups
2019-08-12 12:36:18,326 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event building-argumenttable.iam.list-groups: calling handler <function add_generate_skeleton at 0x7fdf1737eae8>
2019-08-12 12:36:18,326 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event
before-building-argument-table-parser.iam.list-groups: calling handler
<bound method OverrideRequiredArgsArgument.override_required_args of
<awscli.customizations.cliinputjson.CliInputJSONArgument object at 0x7fdf171b0a58>>
2019-08-12 12:36:18,327 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event
before-building-argument-table-parser.iam.list-groups: calling handler
<bound method GenerateCliSkeletonArgument.override_required_args of
<awscli.customizations.generatecliskeleton.GenerateCliSkeletonArgument object at
0x7fdf171c5978>>
2019-08-12 12:36:18,327 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event operationargs-parsed.iam.list-groups: calling handler functools.partial(<function
check_should_enable_pagination at 0x7fdf17328158>, ['marker', 'max-items'], {'maxitems': <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171b09b0>}, OrderedDict([('pathprefix', <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171ac780>), ('marker',
<awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171b09e8>), ('max-items',
<awscli.customizations.paginate.PageArgument object at 0x7fdf171c58d0>), ('cliinput-json', <awscli.customizations.cliinputjson.CliInputJSONArgument object at
0x7fdf171b0a58>), ('starting-token', <awscli.customizations.paginate.PageArgument
object at 0x7fdf171b0a20>), ('page-size', <awscli.customizations.paginate.PageArgument
object at 0x7fdf171c5828>), ('generate-cli-skeleton',
<awscli.customizations.generatecliskeleton.GenerateCliSkeletonArgument object at
0x7fdf171c5978>)]))
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2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cliarg.iam.list-groups.path-prefix: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler
object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cliarg.iam.list-groups.marker: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler object at
0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cliarg.iam.list-groups.max-items: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler object
at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cliarg.iam.list-groups.cli-input-json: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler
object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cliarg.iam.list-groups.starting-token: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler
object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cliarg.iam.list-groups.page-size: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler object
at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event
load-cli-arg.iam.list-groups.generate-cli-skeleton: calling handler
<awscli.paramfile.URIArgumentHandler object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG
- Event calling-command.iam.list-groups: calling handler
<bound method CliInputJSONArgument.add_to_call_parameters of
<awscli.customizations.cliinputjson.CliInputJSONArgument object at 0x7fdf171b0a58>>
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG Event calling-command.iam.list-groups: calling handler <bound
method GenerateCliSkeletonArgument.generate_json_skeleton of
<awscli.customizations.generatecliskeleton.GenerateCliSkeletonArgument object at
0x7fdf171c5978>>
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.credentials - DEBUG - Looking for
credentials via: assume-role
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.credentials - DEBUG - Looking for
credentials via: assume-role-with-web-identity
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.credentials - DEBUG - Looking for
credentials via: shared-credentials-file
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.credentials - INFO - Found credentials in
shared credentials file: ~/.aws/credentials
2019-08-12 12:36:18,330 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON file: /home/
ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/endpoints.json
2019-08-12 12:36:18,334 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event choose-service-name:
calling handler <function handle_service_name_alias at 0x7fdf1898eb70>
2019-08-12 12:36:18,337 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event creating-clientclass.iam: calling handler <function add_generate_presigned_url at 0x7fdf18a028c8>
2019-08-12 12:36:18,337 - MainThread - botocore.regions - DEBUG - Using partition endpoint
for iam, us-west-2: aws-global
2019-08-12 12:36:18,337 - MainThread - botocore.args - DEBUG - The s3 config key is not a
dictionary type, ignoring its value of: None
2019-08-12 12:36:18,340 - MainThread - botocore.endpoint - DEBUG - Setting iam timeout as
(60, 60)
2019-08-12 12:36:18,341 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON file: /home/
ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/_retry.json
2019-08-12 12:36:18,341 - MainThread - botocore.client - DEBUG - Registering retry handlers
for service: iam
2019-08-12 12:36:18,342 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event before-parameterbuild.iam.ListGroups: calling handler <function generate_idempotent_uuid at 0x7fdf189b10d0>
2019-08-12 12:36:18,342 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event beforecall.iam.ListGroups: calling handler <function inject_api_version_header_if_needed at
0x7fdf189b2a60>
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.endpoint - DEBUG - Making
request for OperationModel(name=ListGroups) with params: {'url_path': '/',
'query_string': '', 'method': 'POST', 'headers': {'Content-Type': 'application/xwww-form-urlencoded; charset=utf-8', 'User-Agent': 'aws-cli/1.16.215 Python/3.7.3
Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.12.205'}, 'body': {'Action':
'ListGroups', 'Version': '2010-05-08'}, 'url': 'https://iam.amazonaws.com/', 'context':
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{'client_region': 'aws-global', 'client_config': <botocore.config.Config object at
0x7fdf16e9a4a8>, 'has_streaming_input': False, 'auth_type': None}}
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event requestcreated.iam.ListGroups: calling handler <bound method RequestSigner.handler of
<botocore.signers.RequestSigner object at 0x7fdf16e9a470>>
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event choosesigner.iam.ListGroups: calling handler <function set_operation_specific_signer at
0x7fdf18996f28>
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.auth - DEBUG - Calculating signature using
v4 auth.
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.auth - DEBUG - CanonicalRequest:
POST
/
content-type:application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
host:iam.amazonaws.com
x-amz-date:20190812T193618Z
content-type;host;x-amz-date
5f776d91EXAMPLE9b8cb5eb5d6d4a787a33ae41c8cd6eEXAMPLEca69080e1e1f
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - botocore.auth - DEBUG - StringToSign:
AWS4-HMAC-SHA256
20190812T193618Z
20190812/us-east-1/iam/aws4_request
ab7e367eEXAMPLE2769f178ea509978cf8bfa054874b3EXAMPLE8d043fab6cc9
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - botocore.auth - DEBUG - Signature:
d85a0EXAMPLEb40164f2f539cdc76d4f294fe822EXAMPLE18ad1ddf58a1a3ce7
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - botocore.endpoint - DEBUG - Sending http request:
<AWSPreparedRequest stream_output=False, method=POST, url=https://iam.amazonaws.com/,
headers={'Content-Type': b'application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8',
'User-Agent': b'aws-cli/1.16.215 Python/3.7.3 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64
botocore/1.12.205', 'X-Amz-Date': b'20190812T193618Z', 'Authorization': b'AWS4-HMACSHA256 Credential=AKIA01234567890EXAMPLE-east-1/iam/aws4_request, SignedHeaders=contenttype;host;x-amz-date, Signature=d85a07692aceb401EXAMPLEa1b18ad1ddf58a1a3ce7EXAMPLE',
'Content-Length': '36'}>
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - urllib3.util.retry - DEBUG - Converted retries
value: False -> Retry(total=False, connect=None, read=None, redirect=0, status=None)
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - urllib3.connectionpool - DEBUG - Starting new HTTPS
connection (1): iam.amazonaws.com:443
2019-08-12 12:36:18,664 - MainThread - urllib3.connectionpool - DEBUG - https://
iam.amazonaws.com:443 "POST / HTTP/1.1" 200 570
2019-08-12 12:36:18,664 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response headers: {'xamzn-RequestId': '74c11606-bd38-11e9-9c82-559da0adb349', 'Content-Type': 'text/xml',
'Content-Length': '570', 'Date': 'Mon, 12 Aug 2019 19:36:18 GMT'}
2019-08-12 12:36:18,664 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response body:
b'<ListGroupsResponse xmlns="https://iam.amazonaws.com/doc/2010-05-08/">\n
<ListGroupsResult>\n
<IsTruncated>false</IsTruncated>\n
<Groups>\n
<member>\n
<Path>/</Path>\n
<GroupName>MyTestGroup</GroupName>
\n
<Arn>arn:aws:iam::123456789012:group/MyTestGroup</Arn>\n
<GroupId>AGPA1234567890EXAMPLE</GroupId>\n
<CreateDate>2019-08-12T19:34:04Z</
CreateDate>\n
</member>\n
</Groups>\n </ListGroupsResult>\n <ResponseMetadata>\n
<RequestId>74c11606-bd38-11e9-9c82-559da0adb349</RequestId>\n </ResponseMetadata>\n</
ListGroupsResponse>\n'
2019-08-12 12:36:18,665 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event needsretry.iam.ListGroups: calling handler <botocore.retryhandler.RetryHandler object at
0x7fdf16e9a780>
2019-08-12 12:36:18,665 - MainThread - botocore.retryhandler - DEBUG - No retry needed.
2019-08-12 12:36:18,665 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event aftercall.iam.ListGroups: calling handler <function json_decode_policies at 0x7fdf189b1d90>
{
"Groups": [
{
"Path": "/",
"GroupName": "MyTestGroup",
"GroupId": "AGPA123456789012EXAMPLE",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/MyTestGroup",
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}

]

}

"CreateDate": "2019-08-12T19:34:04Z"

先頭に戻る (p. 173)

AWS CLI コマンド履歴ログを有効にして確認します
cli_history (p. 38) ファイル設定を使用して、AWS CLI コマンド履歴ログを有効にできます。この
設定を有効にすると、AWS CLI は aws コマンドの履歴を記録します。
aws history list コマンドを使用すると履歴を一覧表示でき、そこから得られた command_id を aws
history show コマンドに使用すると詳細を確認できます。詳細については、AWS CLI リファレンスガ
イドの「aws history」を参照してください。
--debug オプションを含める場合、詳細の一部には以下が含まれます。
• bootcore に対して行われた API 呼び出し
• ステータスコード
• HTTP レスポンス
• ヘッダー
• リターンコード
この情報を使用すると、パラメータデータと API 呼び出しが期待どおりに動作していることを確認でき、
さらにプロセスのどの段階でコマンドが失敗しているかの推測を行えます。
先頭に戻る (p. 173)

AWS CLI が設定済みであることを確認する
config および credentials ファイル、または IAM ユーザーやロールが正しく設定されていない場合、
さまざまなエラーが発生する可能性があります。config および credentials ファイル、または IAM
ユーザーやロールに関するエラーを解決する方法の詳細については、「the section called “アクセス拒否エ
ラー” (p. 182)」および「the section called “無効な認証情報とキーエラー” (p. 183)」を参照してくださ
い。
先頭に戻る (p. 173)

コマンドが見つからないエラー
このエラーは、オペレーティングシステムによって AWS CLI コマンドが見つからないことを意味しま
す。インストールが不完全であるか、更新が必要な可能性があります。
考えられる原因: インストールされているバージョンより新しい AWS CLI の機能の使用を試みているか、
形式が正しくない
エラーの例:
$ aws s3 copy
usage: aws [options] <command> <subcommand> [<subcommand> ...] [parameters]
To see help text, you can run:
aws help
aws <command> help
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aws <command> <subcommand> help
aws: error: argument subcommand: Invalid choice, valid choices are:
ls
cp
....

| website
| mv

コマンドの形式が正しくない場合や、機能がリリースされる前のバージョンを使用している場合は、
さまざまなエラーが発生する可能性があります。これら 2 つの問題のエラーの解決方法の詳細につ
いては、「the section called “AWS CLI コマンドの形式を確認する” (p. 173)」および「the section
called “最新バージョンの AWS CLI を実行していることを確認する” (p. 174)」を参照してくださ
い。
先頭に戻る (p. 173)
考えられる原因: インストール後に端末を再起動する必要がある
エラーの例:
$ aws --version
command not found: aws

AWS CLI を最初にインストールまたは更新した後、aws コマンドが見つからない場合は、PATH の更
新を認識させるため、端末の再起動が必要な場合があります。
先頭に戻る (p. 173)
考えられる原因: AWS CLI が完全にインストールされなかった
エラーの例:
$ aws --version
command not found: aws

最初に AWS CLI をインストールまたは更新した後、aws コマンドが見つからない場合、完全にイン
ストールされていない可能性があります。「AWS CLI のインストール (p. 5)」に記載された、プラッ
トフォーム用のステップに従って、再インストールを試してください。
先頭に戻る (p. 173)
考えられる原因: AWS CLI にアクセス権限がありません (Linux)
Linux で AWS CLI の初回インストールまたは更新の後、aws コマンドが見つからない場合は、イン
ストールされたフォルダに関する execute 権限を持っていない可能性があります。AWS CLI をイン
ストールした場所への PATH とともに以下のコマンドを実行し、AWS CLI に chmod 権限を提供しま
す。
$ sudo chmod -R 755 /usr/local/aws-cli/

先頭に戻る (p. 173)
考えられる原因: インストール中にオペレーティングシステムの PATH が更新されなかった。
エラーの例:
$ aws --version
command not found: aws

オペレーティングシステムの aws 環境変数への PATH 実行ファイルの追加が必要になる場合がありま
す。AWS CLI をPATH に追加する場合は、オペレーティングシステム用の次の手順を使用します。
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ユーザーディレクトリでシェルのプロファイルスクリプトを見つけます。現在使用している
シェルが不明な場合は、echo $SHELL を実行します。
$ ls -a ~
. .. .bash_logout

.bash_profile

.bashrc

Desktop

Documents

Downloads

• Bash - .bash_profile、.profile、.bash_login
• Zsh – .zshrc
• Tcsh - .tcshrc、.cshrc、.login
2.

プロファイルスクリプトにエクスポートコマンドを追加します。次のコマンドは、local の
bin を現在の PATH 変数に追加します。
export PATH=/usr/local/bin:$PATH

3.

現在のセッションに更新されたプロファイルをリロードします。
$ source ~/.bash_profile

Windows
1.

Windows コマンドプロンプトで、/R path パラメータ で where コマンドを使用して検索す
る aws ファイルの場所を検索します。結果には、aws を含むすべてのフォルダを返します。
C:\> where /R c:\ aws
c:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws.exe
...

デフォルトでは、AWS CLI バージョン 2 は次の場所にあります。
c:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws.exe

2.

Windows キーを押し、「environment variables」と入力します。

3.

候補のリストから、[Edit environment variables for your account] (アカウントの環境変数を編
集する) を選択します。

4.

PATH を選択して、編集 を選択します。

5.

最初のステップで見つかったパスを [Variable value] (変数値) フィールドに追加します (例:
C:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws.exe)。

6.

[OK] を 2 回選択して、新しい設定を適用します。

7.

実行中のコマンドプロンプトを閉じ、コマンドプロンプトウィンドウを再度開きます。

先頭に戻る (p. 173)

「aws --version」コマンドが、インストールし
たのとは異なるバージョンを返す
端末が、予期している AWS CLI とは異なる PATH を返している可能性があります。
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--version」コマンドがバージョンを返す
考えられる原因: インストール後に端末を再起動する必要がある

aws コマンドで間違ったバージョンが表示される場合は、PATH の更新を認識させるため、端末の再
起動が必要である場合があります。
先頭に戻る (p. 173)
考えられる原因: AWS CLI の複数のバージョンがある
AWS CLI を更新し、以前のインストールとは異なるインストール方法を使用した場合、複数のバー
ジョンがインストールされる可能性があります。例えば、Linux や macOS の場合、現在のインストー
ルでは pip を使用したが、.pkg インストールファイルを使用して更新を試みた場合 (特に PATH が古
いバージョンを指している場合)、これにより何らかの競合が発生する可能性があります。
この問題を解決するには、AWS CLI のすべてのバージョンをアンインストール (p. 181)して、ク
リーンインストールを実行します。
すべてのバージョンをアンインストールした後、オペレーティングシステム用の手順に従って、AWS
CLI バージョン 1 またはAWS CLI バージョン 2 の目的のバージョンをインストールします。

Note
AWS CLI バージョン 1 が既にインストールされている場合に、AWS CLI バージョン 2 をイ
ンストールした後でこの問題が発生したときは、「AWS CLI バージョン 1 から移行する際の
インストール手順」の移行手順に従います。
先頭に戻る (p. 173)

AWS CLI のアンインストール後に、「aws -version」コマンドがバージョンを返す
これは、システムのどこかにまだ AWS CLI がインストールされている場合によく発生します。
考えられる原因: アンインストール後に端末を再起動する必要がある
aws --version コマンドがまだ機能する場合は、端末の更新を認識させるため、端末の再起動が必
要な場合があります。
先頭に戻る (p. 173)
考えられる原因: システムに複数のバージョンの AWS CLI が存在する、または、AWS CLI を最初にインス
トールしたときと同じアンインストール方法を使用しなかった
インストールに使用した方法とは異なる方法を使用して AWS CLI をアンインストールするか、複数
のバージョンをインストールした場合、AWS CLI は正しくアンインストールされない可能性がありま
す。例えば、現在のインストールに pip を使用した場合は、pip を使用してアンインストールする必
要があります。これを解決するには、インストールに使用したのと同じ方法を使用して、AWS CLI を
アンインストールします。
1.

オペレーティングシステム用の手順、および AWS CLI バージョン 1 と AWS CLI バージョン 2 を
アンインストールするための元のインストール方法に従います。

2.

開いているターミナルをすべて閉じます。

3.

目的の端末を開き、次のコマンドを入力して、バージョンが返されないことを確認します。
$ aws --version
command not found: aws
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出力にまだバージョンが表示されている場合は、おそらく AWS CLI が異なる方法でインストー
ルされたか、複数のバージョンが存在します。AWS CLI をインストールするのにどの方法を使
用したかわからない場合は、バージョンが出力されなくなるまで、オペレーティングシステム用
の、AWS CLI バージョン 1 および AWS CLI バージョン 2 の各アンインストール方法の手順に従
います。

Note
パッケージマネージャーを使用して AWS CLI をインストールした場合
(pip、apt、brew など）は、同じパッケージマネージャーを使用してアンインストール
する必要があります。パッケージのすべてのバージョンをアンインストールする方法に
ついては、パッケージマネージャーの手順に従ってください。
先頭に戻る (p. 173)

アクセス拒否エラー
考えられる原因: AWS CLI プログラムファイルに「実行」許可がない
Linux または macOS で、aws プログラムに呼び出し元ユーザーの実行許可があることを確認します。
通常、この権限は 755 に設定されます。
ユーザーに実行権限を付与するには、~/.local/bin/aws をご使用のコンピュータのプログラムへ
のパスに置き換えて、以下のコマンドを実行します。
$ chmod +x ~/.local/bin/aws

先頭に戻る (p. 173)
考えられる原因: IAM ID にオペレーションを実行する許可がない。
エラーの例:
$ aws s3 ls
An error occurred (AcessDenied) when calling the ListBuckets operation: Access denied.

AWS CLI コマンドを実行すると、ユーザーを IAM ユーザーまたはロールに関連付ける認証情報を使
用して、AWS オペレーションがユーザーに代わって実行されます。その IAM ユーザーまたはロール
にアタッチされたポリシーは、AWS CLI で実行するコマンドに対応する API アクションを呼び出す許
可をユーザーに付与する必要があります。
ほとんどのコマンドは、コマンド名と一致する名前を指定して 1 つのアクションを呼び出します。た
だし、aws s3 sync などのカスタムコマンドは複数の API を呼び出します。--debug オプションを
使用して、コマンドが呼び出す API を確認できます。
ユーザーまたはロールにポリシーによって割り当てられた適切な許可があることが確実である場合
は、AWS CLI コマンドで想定した認証情報が使用されていることを確認します。AWS CLI が使用
している認証情報が想定どおりのものであることを確認するには、認証情報に関する次のセクショ
ン (p. 183)を参照してください。
IAM ユーザーおよびロールへのアクセス許可の割り当ての詳細については、IAM ユーザーガイ
ドの「アクセス管理の概要：アクセス許可とポリシー」を参照してください。
先頭に戻る (p. 173)
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無効な認証情報とキーエラー
エラーの例:
$ aws s3 ls
An error occurred (InvalidAccessKeyId) when calling the ListBuckets operation: The AWS
Access Key Id
you provided does not exist in our records.

$ aws s3 ls
An error occurred (InvalidClientTokenId) when calling the ListBuckets operation: The
security token
included in the request is invalid.

考えられる原因: AWS CLI が不正な認証情報を読み取っている、または想定外の場所から読み取っている
AWS CLI が想定外の場所から認証情報を読み取っているか、キーペア情報が正しくない可能性があり
ます。aws configure list を実行して、使用される認証情報を確認することができます。
次の例は、デフォルトのプロファイルに使用される認証情報をチェックする方法を示しています。
$ aws configure list
Name
Value
Type
Location
-----------------profile
<not set>
None
None
access_key
****************XYVA shared-credentials-file
secret_key
****************ZAGY shared-credentials-file
region
us-west-2
config-file
~/.aws/config

次の例は、名前付きプロファイルの認証情報をチェックする方法を示しています。
$ aws configure list --profile saanvi
Name
Value
Type
Location
-----------------profile
saanvi
manual
--profile
access_key
**************** shared-credentials-file
secret_key
**************** shared-credentials-file
region
us-west-2
config-file
~/.aws/config

キーペアの詳細を確認するには、config および credentials ファイルを確認します。config
ファイルと credentials ファイルの詳細については、「the section called “設定ファイルと認証情報
ファイルの設定” (p. 34)」を参照してください。キーペアの詳細については、「the section called “ア
クセスキー ID とシークレットアクセスキー” (p. 31)」を参照してください。
先頭に戻る (p. 173)
考えられる原因: コンピュータのクロックが同期していない
有効な認証情報を使用している場合は、クロックが同期していない可能性があります。Linux または
macOS では、date を実行して時刻を確認します。
$ date

システムクロックのずれが数分以内の場合は、ntpd を使用して同期します。
$ sudo service ntpd stop
$ sudo ntpdate time.nist.gov
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$ sudo service ntpd start
$ ntpstat

Windows では、コントロールパネルで日付と時刻オプションを使用してシステムクロックを設定しま
す。
先頭に戻る (p. 173)

署名がエラーと一致しない
エラーの例:
$ aws s3 ls
An error occurred (SignatureDoesNotMatch) when calling the ListBuckets operation: The
request signature we
calculated does not match the signature you provided. Check your key and signing method.

AWS CLI がコマンドを実行する際、暗号化されたリクエストを AWS サーバーに送信して、適切な AWS
サービスオペレーションを実行します。認証情報 (アクセスキーとシークレットキー) は暗号化に関与し、
リクエストを行うユーザーを AWS が認証できるようにします。このプロセスが正しく行われない原因に
は、次のようにいくつかあります。
考えられる原因: 時刻が AWS サーバーと同期していない
リプレイ攻撃への保護対策として、現在の時刻を暗号化/復号プロセス中に使用できます。クライアン
トとサーバーの時間に許容範囲外の差がある場合、プロセスが失敗し、リクエストが拒否される可能
性があります。このエラーは、クロックがホストマシンのクロックと同期していない仮想マシンでコ
マンドを実行した場合にも発生します。考えられる原因の 1 つは、仮想マシンが休止した後、ウェイ
クアップしてからホストマシンとクロックを同期するまで時間がかかる場合です。
Linux または macOS では、date を実行して時刻を確認します。
$ date

システムクロックのずれが数分以内の場合は、ntpd を使用して同期します。
$
$
$
$

sudo service ntpd stop
sudo ntpdate time.nist.gov
sudo service ntpd start
ntpstat

Windows では、コントロールパネルで日付と時刻オプションを使用してシステムクロックを設定しま
す。
先頭に戻る (p. 173)
考えられる原因: オペレーティングシステムが特定の特殊文字を含む AWS シークレットキーを誤って処理
している
AWS シークレットキーに -、+、/、% などの特定の特殊文字が含まれている場合、一部のオペレー
ティングシステムバリアントで文字列が適切に処理されず、シークレットキーの文字列が誤って解釈
される原因になります。
他のツールやスクリプト (作成時に認証情報ファイルを新しいインスタンス上に構築するツールなど)
を使用してアクセスキーとシークレットキーを処理する場合、これらのツールやスクリプトでは特殊
文字に独自の処理が行われ、AWS によって認識できないものに変換される可能性があります。

184

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
Windows コンソールでエラーが見つからなかった

シークレットキーを再生成して、問題の発生原因となっている特殊文字を含まないキーを取得するこ
とをお勧めします。
先頭に戻る (p. 173)

Windows コンソールでエラーが見つからなかった
エラーの例:
$ aws s3 ls
No Windows console found. Are you running cmd.exe?

AWS CLI コマンドを使用すると、「No Windows console found. Are you running cmd.exe? (Winows コ
ンソールが見つかりませんでした。cmd.exe を実行しますか?)」 というエラーメッセージが表示されま
す。これは通常、インストールした Python の prompt_toolkit が古くなっている場合に、AWS CLI
バージョン 1 で発生するエラーです。この問題を解決するには、Python ウェブサイトで最新バージョンの
prompt_toolkit をインストールしてください。
先頭に戻る (p. 173)

SSL 証明書のエラー
考えられる原因: AWS CLI がプロキシの証明書を信頼していない
エラーの例:
$ aws s3 ls
[SSL: CERTIFICATE_ VERIFY_FAILED] certificate verify failed

AWS CLI コマンドを使用すると、[SSL: CERTIFICATE_ VERIFY_FAILED] certificate
verify failed というエラーメッセージが表示されます。これは、企業が認定機関 (CA) に設定さ
れており、プロキシの証明書が自己署名されているなどの要因により、AWS CLI がプロキシの証明
書を信頼していないことが原因です。これにより、AWS CLI はローカル CA レジストリにある企業の
CA ルート証明書を検索できません。
この問題を解決するには、ca_bundle (p. 37) 設定ファイルの設定、--ca-bundle (p. 51) コマンド
ラインオプション、または AWS_CA_BUNDLE (p. 48) 環境変数を使用して、AWS CLI に企業ファイ
ル .pem の場所を指示します。
先頭に戻る (p. 173)
考えられる原因: 設定が正しい CA ルート証明書の場所を指していない
エラーの例:
$ aws s3 ls
SSL validation failed for regionname [Errno 2] No such file or directory

これは、認証局 (CA) バンドルファイルの場所が、AWS CLI で正しく設定されていない
ことによって発生します。この問題を解決するには、企業の .pem ファイルの場所を確認
し、ca_bundle (p. 37) 設定ファイルの設定、--ca-bundle (p. 51) コマンドラインオプション、ま
たは AWS_CA_BUNDLE (p. 48) 環境変数を使用して、AWS CLI の設定を更新します。
先頭に戻る (p. 173)

185

AWS Command Line Interface
バージョン 1 用ユーザーガイド
無効な JSON エラー

無効な JSON エラー
エラーの例:
$ aws dynamodb update-table \
--provisioned-throughput '{"ReadCapacityUnits":15,WriteCapacityUnits":10}' \
--table-name MyDDBTable
Error parsing parameter '--provisioned-throughput': Invalid JSON: Expecting property name
enclosed in
double quotes: line 1 column 25 (char 24)
JSON received: {"ReadCapacityUnits":15,WriteCapacityUnits":10}

AWS CLI コマンドを使用すると、「Invalid JSON」というエラーメッセージが表示されます。これは通
常、想定される JSON 形式のコマンドを入力し、AWS CLI が JSON を正しく読み取れないときに発生す
るエラーです。
考えられる原因: AWS CLI が使用する有効な JSON を入力しなかった
コマンドに有効な JSON を入力していることを確認します。形式に問題がある JSON には JSON バ
リデータを使用することをお勧めします。
コマンドラインでより高度な JSON を使用するには、jq のようなコマンドライン JSON プロセッサ
を使用して JSON 文字列を作成することを検討してください。jq の詳細については、GitHub の jq
repository を参照してください。
先頭に戻る (p. 173)
考えられる原因: ターミナルの引用ルールにより、有効な JSON がAWS CLI に送信されなくなっている
AWS CLI がコマンドから何かを受け取る前に、ターミナルは独自の引用とエスケープのルールを使用
してコマンドを処理します。ターミナルの書式ルールにより、コマンドが AWS CLI に渡される前に
JSON コンテンツの一部が省かれている可能性があります。コマンドを作成するときは、必ずターミ
ナルの引用ルール (p. 82)を使用してください。
トラブルシューティングを行うには、echo コマンドを使用して、シェルがパラメータをどのように
処理しているかを確認します。
$ echo {"ReadCapacityUnits":15,"WriteCapacityUnits":10}
ReadCapacityUnits:15 WriteCapacityUnits:10
$ echo '{"ReadCapacityUnits":15,"WriteCapacityUnits":10}'
{"ReadCapacityUnits":15,"WriteCapacityUnits":10}

有効な JSON が返されるまでコマンドを変更します。
詳細なトラブルシューティングについては、--debug パラメータを使用して、AWS CLI に渡された
内容を正確に表示するデバッグログを表示します。
$ aws dynamodb update-table \
--provisioned-throughput '{"ReadCapacityUnits":15,WriteCapacityUnits":10}' \
--table-name MyDDBTable \
--debug
2022-07-19 22:25:07,741 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - CLI version: awscli/1.18.147
Python/2.7.18 Linux/5.4.196-119.356.amzn2int.x86_64 botocore/1.18.6
2022-07-19 22:25:07,741 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - Arguments entered to
CLI:
['dynamodb', 'update-table', '--provisioned-throughput',
'{"ReadCapacityUnits":15,WriteCapacityUnits":10}',
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'--table-name', 'MyDDBTable', '--debug']

ターミナルの引用ルールを使用して、AWS CLI に送信されるときに JSON 入力で発生する問題を修正
します。引用ルールの詳細については、「the section called “文字列を含む引用符” (p. 82)」を参照し
てください。

Note
有効な JSON を AWS CLI に渡す際に問題が発生する場合は、BLOB を使用して JSON デー
タを直接 AWS CLI に渡すことにより、JSON データ入力に関するターミナルの引用ルールを
バイパスすることをお勧めします。BLOB の詳細については、「バイナリ/blob (バイナリラー
ジオブジェクト) とストリーミング blob (p. 80)」を参照してください。
先頭に戻る (p. 173)

その他のリソース
AWS CLI の問題に関する追加のヘルプについては、GitHub の AWS CLI コミュニティまたは AWS re:Post
コミュニティにアクセスしてください。
先頭に戻る (p. 173)
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AWS CLI ユーザーガイドドキュメン
トの履歴
次の表は、2019 年 1 月以降の AWS Command Line Interface ユーザーガイドへの重要な追加点について
説明しています。このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードにサブスクライブでき
ます。
変更

説明

日付

AWS CLI V1 および V2 のコンテ
ンツが、それぞれのガイドに分
離されました (p. 188)

明瞭さと使いやすさのため
に、AWS CLI バージョン 1 およ
び AWS CLIバージョン 2 のコン
テンツが独自のガイドに分割さ
れました。 を参照してくださ
い。AWS CLI バージョン 2 につ
いては、最新の AWS Command
Line Interface ユーザーガイドを
参照してください

2021 年 11 月 2 日

AWS CLI エイリアス情報を追加

AWS CLI エイリアス情報を追加 2021 年 3 月 11 日
しました。エイリアスは、頻繁に
使用するコマンドやスクリプトを
短縮するために AWS Command
Line Interface (AWS CLI) で作成
できるショートカットです。

フィルター出力情報を更新しま
した

フィルターの情報を更新し、独自 2021 年 2 月 1 日
のページに移動しました。

Python 2.7、3.4、および 3.5 の
非推奨のお知らせ (p. 188)

Python 2.7 は、2020 年 1 月 1 日 2021 年 1 月 29 日
に Python Software Foundation
によって非推奨になりました。今
後、AWS CLI バージョン 1 を使
用しているお客様は、Python 3.6
以上の Python 3 の使用に移行す
る必要があります。2021 年 7 月
19 日をもって、Python 2.7 のサ
ポートが AWS CLI バージョン 1
の新しいバージョンで非推奨にな
ります。2021 年 2 月 1 日をもっ
て、Python 3.4 および 3.5 が非推
奨になります。

Amazon S3 スクリプトの例を追
加しました

Amazon S3 ライフサイクルのス
クリプト例を追加しました。

Amazon EC2 スクリプトの例を
追加しました

Amazon EC2 インスタンスタイ
2020 年 10 月 15 日
プのスクリプトの例を追加しまし
た。

再試行情報を追加しました

AWS CLI のリトライの機能と動 2020 年 9 月 17 日
作のリトライページを追加しまし
た。
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サーバー側とクライアント側の
ページネーションページ

ページネーションの情報を更新
2020 年 8 月 17 日
し、単一のページに一元化しまし
た。

S3 コマンドページを更新しまし
た

新しい例とリソースを含めて、高 2020 年 7 月 30 日
レベルの S3 コマンドページを更
新しました。

更新されたインストール情報

Linux、macOS、Windows のイ
2020 年 5 月 19 日
ンストール、更新、およびアン
インストール情報が更新されまし
た。

AWS CLI バージョン 1 から
Python 2.6 および 3.3 のサポー
トを削除するよう更新しまし
た。

2020 年 1 月 10 日をもっ
2020 年 1 月 10 日
て、AWS CLI バージョン 1 は
Python バージョン 2.6 または 3.3
の使用をサポートしなくなりまし
た。AWS CLI バージョン 1.17 以
降を使用するには、Python の新
しいバージョンに更新する必要が
あります。

新しい MFA セクション

多要素認証とロールを使用して
2019 年 5 月 3 日
CLI にアクセスする方法について
説明した新しいセクションを追加
しました。

「CLI の使用」セクションを更新

使用方法の説明と手順を大きく改 2019 年 3 月 7 日
善および追加しました。

「CLI のインストール」セクショ
ンを更新

AWS CLI をインストールするた 2019 年 3 月 7 日
めの説明と手順の大幅な改善と追
加を行いました。

「CLI の設定」セクションを更新

AWS CLI を設定するための説明 2019 年 3 月 7 日
と手順の大幅な改善と追加を行い
ました。
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