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AWS CloudShell の機能

AWS CloudShell とは?
AWS CloudShell はブラウザベースの事前に認証されたシェルで、AWS Management Console から直接起
動できます。には、CloudShellAWS Management Consoleいくつかの異なる方法から移動できます。AWS 
CloudShellよくあるよくあるよくある質問に戻に戻に戻に戻に戻に戻に戻に戻に戻に戻に戻に戻に戻に戻
に戻に戻に戻に戻に戻 (p. 3)

、、などBashPowerShell、AWS CLIお好みのシェルを使用してコマンドを実行できますZ shell。これは、
コマンドラインツールのダウンロードもインストールも不要です。

AWS CloudShell を起動すると、 Amazon Linux 2 に基づいたコンピューティング (p. 55)環境が作成さ
れます。この環境では、プリインストールされたさまざまな開発ツール、ファイルのアップロードとダウ
ンロードのオプション (p. 16) (p. 17) (p. 56)、セッションの間も保持されるファイルストレージ
にアクセスできます (p. 2)。

(AWS CloudShell の開始方法 (p. 11)今すぐ試に戻に戻に戻に戻に戻に戻に戻に戻に戻に戻

AWS CloudShell の機能
AWS Command Line Interface
AWS CloudShellから起動できますAWS Management Console。コンソールへのサインインに使用した
AWS認証情報は、新しいシェルセッションで自動的に利用できます。AWS CloudShellユーザーは事前に
認証されているため、AWS CLIバージョン 2AWS のサービス を使用して操作するときに認証情報を設定
する必要はありません。AWS CLIは、シェルのコンピューティング環境にプリインストールされているも
のです。

AWS のサービスコマンドラインインターフェイスを使用した操作の詳細については、を参照してくださ
いAWS での AWS CloudShell サービスの使用 (p. 35)。
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シェルおよび開発ツール

シェルおよび開発ツール
AWS CloudShellセッションのために作成されたシェルで、優先するコマンドラインシェル間をシー
ムレスに切り替えることができます。具体的には、BashPowerShell、とを切り替えることができ
ますZ shell。プリインストールされたツールとユーティリティにもアクセスできます。これらには
git、make、pip、sudo、、tar、tmux、vimwget、およびが含まれますzip。

シェル環境は、Node.jsおよびなど、Python主要なよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくある
よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよく
あるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくある質問への対応です。つまり、
たとえば、Node.jsPython最初にランタイムインストールを実行しなくてもプロジェクトを実行できま
す。PowerShell.NET Coreユーザーはランタイムを使用できます。

AWS CloudShellで管理されているリモートリポジトリにプッシュする前に、ローカルリポジトリで作成ま
たはアップロードされたファイルをコミットできますAWS CodeCommit。

詳細については、「AWS CloudShell コンピューティング環境: 仕様およびソフトウェア (p. 55)」を参
照してください。

永続的ストレージ
ではAWS CloudShell、AWS リージョン追加費用なしで、それぞれに最大 1 GB の永続ストレージを使用
できます。永続的ストレージはホームディレクトリ ($HOME) にあり、ユーザーのプライベートな記憶域で
す。各シェルセッションが終了した後にリサイクルされるエフェメラル環境リソースとは異なり、ホーム
ディレクトリ内のデータはセッション間で保持されます。

永続的ストレージでのデータの保持の詳細については、「永続的ストレージ (p. 72)」を参照してくださ
い。

セキュリティ
AWS CloudShell環境とそのユーザーは、特定のセキュリティ機能によって保護されています。これに
は、IAM アクセス許可管理、シェルセッションの制限、テキスト入力用の安全な貼り付けなどの機能が含
まれます。

IAM を使用したアクセス許可管理

管理者は、IAMAWS CloudShell ポリシーを使用してユーザーに対し、権限を付与および拒否できます。
ユーザーがシェル環境で実行できる特定のアクションを指定するポリシーを作成することもできます。詳
細については、「IMPポリシー内でのアクセスおよび使用の管理AWS CloudShell (p. 43)」を参照して
ください。

シェルセッション管理

非アクティブなセッションと長時間実行されているセッションは自動的に停止され、リサイクルされま
す。詳細については、「シェルセッション (p. 73)」を参照してください。

テキスト入力用の安全な貼り付け

デフォルトでは、安全な貼り付けが有効になっています。このセキュリティ機能では、シェルに貼り付け
たいマルチテキストに悪意のあるスクリプトが含まれていないことを確認する必要があります。詳細につ
いては、「マルチテキストに安全な貼り付けを使用する (p. 39)」を参照してください。

カスタマイズオプション
AWS CloudShell好みに合わせてエクスペリエンスをカスタマイズできます。たとえば、画面レイアウト 
(複数のタブ)、表示されるテキストサイズの変更、明暗インターフェイスのテーマの切り替えが可能で
す。詳細については、「AWS CloudShell 環境のカスタマイズ (p. 38)」を参照してください。
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セッション復に戻に戻に戻

独自のソフトウェアをインストール (p. 64)してスタートアップシェルスクリプトを変更 (p. 64)すれ
ば、シェル環境を拡張することもできます。

セッション復に戻に戻に戻
セッション復元機能により、CloudShellターミナルの 1 つまたは複数のブラウザタブで実行していたセッ
ションが復元されます。最近閉じたブラウザタブを更新または再度開くと、この機能は非アクティブな
セッションのためにシェルが停止するまでセッションを再開します。CloudShellセッションを引き続き使
用するには、ターミナルウィンドウ内の任意のキーを押します。シェルセッションの詳細については、
「シェルセッション (p. 73)」を参照してください。

セッション復元では、各ターミナルタブの最新のターミナル出力と実行中のプロセスも復元されます。

Note

セッションの復元は、モバイルアプリケーションでは利用できません。

料金
AWS CloudShellAWS のサービスは追加料金なしでご利用いただけます。ただし、で実行しているその他
のAWSAWS CloudShellリソースについては有料です。さらに、標準のデータ転送料金も適用されます。

詳細については、「のータータータータータータータータータータータータと制限AWS 
CloudShell (p. 72)」を参照してください。

の開始方法AWS CloudShell
シェルの使用を開始するには、AWS Management Consoleにサイインし、次のいずれかのオプションを選
択します。

• ナビゲーションバーで、CloudShellアイコンを選択します。

• 検索ボックスに「CloudShell」と入力し、を選択しますCloudShell。

3
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の開始方法AWS CloudShell

このステップは、CloudShellセッションを全画面で開きます。

• 「最近アクセスした項目」ウィジェットで、を選択しますCloudShell。

このステップは、CloudShellセッションを全画面で開きます。

• コンソールの左下にあるののを選択しますCloudShell。Console ToolbarCloudShellセッションの高さは
ドラッグして調整できます=。
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主な AWS CloudShell トピック

また、「新しいブラウザタブで開く」をクリックして、CloudShellセッションを全画面表示に切り替え
ることもできます。

にサインインして主要なタスクを実行する方法についてはAWS CloudShell、「はじめに (p. 11)」を
参照してくださいAWS CloudShell。AWS Management Console

主な AWS CloudShell トピック
• AWS CloudShell の開始方法 (p. 11)
• AWS CloudShell の使用 (p. 32)
• AWS での AWS CloudShell サービスの使用 (p. 35)
• AWS CloudShell 環境のカスタマイズ (p. 38)

5
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よくある質問

• AWS CloudShell コンピューティング環境: 仕様およびソフトウェア (p. 55)

AWS CloudShellよくある質問
よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
るよくある質問への回答AWS のサービス。

セキュリティに関するその他のよくある質問については、を参照してくださいAWS CloudShellセキュリ
ティに関する FAQ (p. 53)。

• AWSCloudShell の使用を開始するには (p. 6)
• AWS にアクセスするのに必要なものはCloudShell? (p. 7)
• AWS CloudShellConsole Toolbarには何が入っていますか？ (p. 7)
• AWS CloudShellConsole Toolbarで起動するにはどうすればいいですか? (p. 7)
• AWS リージョンAWS CloudShellで利用できるのはどれですか? (p. 7)
• CloudShellで起動したときに、AWS リージョンAWS CloudShellConsole Toolbar選択したリージョンで

利用できない場合に割り当てられるのはどれですか? (p. 7)
• で使用できるシェルの種類はAWS CloudShell? (p. 7)
• AWS CloudShell で使用できるウェブブラウザは? (p. 8)
• AWS CloudShellを起動すると、どの Web ブラウザを使用できますかConsole Toolbar? (p. 8)
• AWS CloudShellを起動したときにファイルをダウンロードできますかConsole Toolbar? (p. 8)
• シェル環境にプリインストールされているソフトウェアは何ですか。 (p. 8)
• シェル環境では利用できないソフトウェアをインストールできますか。 (p. 9)
• ユーザーが実行できるアクションを制限できますかAWS CloudShell？ (p. 9)
• を使用しているAWS リージョン場所を変更したい場合、AWS CloudShellどうすればホームディレクト

リからデータを移動できますか？ (p. 9)
• AWS CloudShellユーザーの操作がないためにタイムアウトするタイミングを決定する制限を増やすこと

はできますか? (p. 9)
• AWS CloudShellAWS Console Mobile Applicationホーム画面からアクセスできますか？ (p. 10)
• AWS CloudShellで起動するにはどうしたらいいですかAWS Console Mobile Application？ (p. 10)
• IOS と Android のキーボードをで使用する場合、AWS CloudShellAWS Console Mobile Application修飾

キーを使用できますか。 (p. 10)
• AWS CloudShellAWS Console Mobile Applicationタブの表示を複数のタブに分割することはできます

か? (p. 10)
• AWS CloudShellモバイルデバイスのコンソールツールバーからアクセスできますか? (p. 10)

AWS CloudShell使用を開始するには
AWS CloudShellから数ステップで起動することから始めることができますAWS Management Console。
これを行うには、https://console.aws.amazon.com/console/home で、AWS アカウントまたは IAM 認証情
報を使用してコンソールにサインインします。

詳細については、「AWS CloudShell の使用開始 (p. 11)」を参照してください。

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
る (p. 6)
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AWS CloudShell何にアクセスする必要がありますか

AWS CloudShell何にアクセスする必要がありますか
AWS CloudShell から AWS Management Console にアクセスするので、有効なアカウントのエイリアスま
たは ID、ユーザー名とパスワードを提供できる IAM ユーザーである必要があります。

AWS CloudShellコンソールで起動するには、添付されたポリシーが提供する IAM 権限が必要です。詳細
については、「IMPポリシー内でのアクセスおよび使用の管理AWS CloudShell (p. 43)」を参照してく
ださい。

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
る (p. 6)

AWS CloudShellConsole Toolbarには何が入っていま
すか？
CloudShellの左下にあるアイコンAWS Management Console。

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
る (p. 6)

AWS CloudShellConsole Toolbarで起動するにはどう
すればいいですか?
Console ToolbarCloudShellコンソールの左下にあるアイコンを選択することで、AWS CloudShellを起動で
きます。

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
る (p. 6)

AWS リージョンAWS CloudShellで利用できるのはど
れですか?
AWS リージョンサポートされているサービスエンドポイントと関連するサービスエンドポイントのリスト
については、AWS CloudShellのページを参照してくださいAmazon Web Services 全般のリファレンス。

CloudShellで起動したときに、AWS リージョンAWS 
CloudShellConsole Toolbar選択したリージョンで利用
できない場合に割り当てられるのはどれですか?
デフォルトのリージョンは、選択したリージョンに最も近いリージョンに割り当てられます。詳細につい
ては、「リージョンの選択、起動AWS CloudShell、シェルの選択」 (p. 14) を参照してください。

デフォルトのリージョンとは別のリージョンのリソースを管理する権限を与えるコマンドを実行できま
す。詳細については、「での作業方法 (p. 33)」を参照してくださいAWS リージョン。

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
る (p. 6)

で使用できるシェルの種類はAWS CloudShell?
ではAWS CloudShell、Bash shellPowerShell、またはを使用してコマンドを実行できますZ shell。シェル
を切り替えるには、使用するシェル名を次の形式でコマンドプロンプトに入力します。
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AWS CloudShell ユーザーガイド
AWS CloudShell で使用できるウェブブラウザは?

• bash: を使用してくださいBash shell
• pwsh: 使用PowerShell
• zsh: を使用してくださいZ shell

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
る (p. 6)

AWS CloudShell で使用できるウェブブラウザは?
AWS CloudShellは、Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft エッジ、Apple Safari の4つの最新バー
ジョンをサポートしています。

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
る (p. 6)

AWS CloudShellを起動すると、どの Web ブラウザを
使用できますかConsole Toolbar?
Google Chrome と Microsoft EdgeCloudShellConsole Toolbar の最新バージョンを使用してを起動できま
す。現在、Mozilla Firefox と Apple SafariCloudShellConsole Toolbar を使用して起動することはできませ
ん。

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
る (p. 6)

AWS CloudShellを起動したときにファイルをダウン
ロードできますかConsole Toolbar?
はい、CloudShellを起動するとファイルをダウンロードできますConsole Toolbar。ファイルは、最新バー
ジョンの Google Chrome を使用してダウンロードできます。

現在、Mozilla Firefox、Microsoft エッジ、Apple Safari を使用してファイルをダウンロードすることはでき
ません。

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
る (p. 6)

シェル環境にプリインストールされているソフトウェ
アは何ですか。
AWS CloudShellセッションのために作成されたシェルで、(Bash、、Z shell) 優先するコマンドラインシェ
ル間をシームレスに切り替えることができます。PowerShellまた、、、、Makepipsudotar、tmuxなどのプ
リインストールされたツールやユーティリティにもアクセスできますZip。VimWget

シェル環境は、主要なよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよ
くあるよくある質問への対応です。たとえば、Node.jsPythonランタイムインストールを実行しなくても、
これを使用することができます。PowerShell.NET Coreユーザーはランタイムを使用できます。

シェルを使用して作成したか、またはシェルインターフェイスでアップロードされたファイルは、のプリ
インストールされたバージョンを使用して管理されますgit。

詳細については、「プリインストールされたソフトウェア (p. 56)」を参照してください。
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AWS CloudShell ユーザーガイド
シェル環境では利用できないソフト
ウェアをインストールできますか。

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
る (p. 6)

シェル環境では利用できないソフトウェアをインス
トールできますか。
はい。AWS CloudShellsudoユーザーには特権があり、コマンドラインからソフトウェアをインストールで
きます。詳細については、「シェル環境へのサードパーティーソフトウェアのインストール (p. 64)」を
参照してください。

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
る (p. 6)

ユーザーが実行できるアクションを制限できますか
AWS CloudShell？
はい、ユーザーが実行できるアクションを制御できますAWS CloudShell。例えば、ユーザーが AWS 
CloudShell にアクセスできるけれども、シェル環境内でファイルをアップロードまたはダウンロードでき
ないようにします。または、ユーザーのアクセスを完全に禁止することもできますAWS CloudShell。詳細
については、「IMPポリシー内でのアクセスおよび使用の管理AWS CloudShell (p. 43)」を参照してく
ださい。

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
る (p. 6)

を使用しているAWS リージョン場所を変更したい場
合、AWS CloudShellどうすればホームディレクトリ
からデータを移動できますか？
AWS CloudShellデータを 1 つのAWS リージョンリージョンから別のリージョンに移動するには、まず
リージョンのホームディレクトリの内容をローカルマシンにダウンロードし、次に、ローカルマシンにダ
ウンロードし、次に、ローカルマシンにアップロードできます。詳細については、「チュートリアル: ロー
カルマシンと AWS CloudShell の間で複数のファイルをコピーする (p. 23)」を参照してください。

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
る (p. 6)

AWS CloudShellユーザーの操作がないためにタイム
アウトするタイミングを決定する制限を増やすことは
できますか?
AWS CloudShellキーボードやポインタを使用して操作しない場合、シェルセッションは約 20 ～ 30 分後
に自動的に終了します。よくあるよくある質問に戻に戻に戻に戻に戻に戻に戻に戻に戻に戻に戻に戻に戻
に戻 CloudShellは、タスクベースの集中的なアクティビティ向けに設計されているため、現時点ではこの
タイムアウト制限を引き上げる予定はありません (p. 73)。

より柔軟なタイムアウトを使用してターミナルベースのタスクを実行したい場合は、クラウドベース
の IDE を使用するかAWS Cloud9、Amazon EC2 インスタンスを起動して接続することをお勧めしま
す。AWS のサービス
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AWS CloudShell ユーザーガイド
AWS CloudShellAWS Console Mobile Application

ホーム画面からアクセスできますか？

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
る (p. 6)

AWS CloudShellAWS Console Mobile Applicationホー
ム画面からアクセスできますか？
はい、Console Mobile ApplicationAWS Console Mobile Application にログインすることでアクセスできま
すAWS CloudShell。詳細については、AWS Console Mobile Applicationユーザーガイド を参照してくださ
い。

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
る (p. 6)

AWS CloudShellで起動するにはどうしたらいいです
かAWS Console Mobile Application？
AWS CloudShell次のいずれかの方法を使用して起動できます。

1. AWS CloudShellナビゲーションバーの下部にあるアイコンを選択します。
2. [サービス] メニューの [] を選択します。AWS CloudShell

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
る (p. 6)

iOS と Android のキーボードをで使用する場合、AWS 
CloudShellAWS Console Mobile Application修飾キー
を使用できますか。
はい、iOS と Android のキーボードで修飾キーを使用できます。詳細については、AWS Console Mobile 
Application ユーザーガイドを参照してください。

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
る (p. 6)

AWS CloudShellAWS Console Mobile Applicationタブ
の表示を複数のタブに分割することはできますか?
いいえ。現在、AWS CloudShellモバイルアプリケーションで複数のタブを実行することはできません。

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
る (p. 6)

AWS CloudShellConsole Toolbarモバイルデバイスで
にアクセスできますか?
いいえ。現在、AWS CloudShellConsole Toolbarモバイル端末ではアクセスできません。

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあ
る (p. 6)
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AWS CloudShell ユーザーガイド
前提条件

AWS CloudShell の開始方法
この入門チュートリアルでは、AWS CloudShell の起動方法およびシェルコマンドラインインターフェイ
スを使用して主なタスクを実行する方法を示します。

まず、AWS Management Consoleにログインしてを選択しますAWS リージョン。次に、CloudShell新し
いブラウザウィンドウと使用するシェルタイプを起動します。

次に、ホームディレクトリに新しいフォルダを作成し、ローカルマシンからフォルダにファイルをアップ
ロードします。コマンドラインからプログラムとして実行する前に、プリインストールされたエディタを
使用してそのファイルを操作します。最後に、Amazon S3 バケットを作成しするため、AWS CLIコマンド
を呼び、ファイルをオブジェクトとして追加します。

前提条件
IAM アクセス許可

AWS CloudShellのアクセス許可を取得し、次のAWSマネージドポリシーを IAM アイデンティティ (ユー
ザー、ロール、グループなどの) にアタッチできます。

• AWSCloudShellFullAccess: ユーザにAWS CloudShellとその機能へのフルアクセスを提供します。

このチュートリアルでは、AWS のサービスも操作します。具体的には、Amazon S3 とやり取り、S3 
バケットを作成して、そのバケットにオブジェクトを追加します。最低限、アイデンティティに
は、s3:CreateBuckets3:PutObjectとアクセス許可を付与するポリシーが必要です。

詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドのAmazon S3 Action を参照してくださ
い。

演習ファイル

この演習では、コマンドラインインターフェイスからプログラムとして実行されるファイルをアップロー
ドして編集することが含まれます。ローカルマシンでテキストエディタを開き、次のコードスニペットを
追加します。

import sys
x=int(sys.argv[1])
y=int(sys.argv[2])
sum=x+y
print("The sum is",sum)

次に、add_prog.py という名前でファイルを保存します。

内容
• ステップ 1: にサイインします。AWS Management Console (p. 12)
• ステップ 2: リージョンを選択し、を起動しAWS CloudShell、シェルを選択します。 (p. 14)
• ステップ 3: ファイルをダウンロードしてAWS CloudShell (p. 16)
• ステップ 4: にファイルをアップロードをします。AWS CloudShell (p. 17)
• ステップ 5: からファイルを削除するAWS CloudShell (p. 18)
• ステップ 6: シェルセッションを再開する (p. 18)
• ステップ 7: シェルセッションのホームディレクトリを削除する (p. 19)
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AWS CloudShell ユーザーガイド
ステップ 1: AWS Management Console にサイインします。

• ステップ 8: ファイルのコードを編集し、コマンドラインから実行します。 (p. 20)
• ステップ 9: を使用しAWS CLI、ファイルを Amazon S3 バケットにオブジェクトとして追加しま

す。 (p. 21)

ステップ 1: AWS Management Console にサイイン
します。

このステップでは、IAM ユーザー情報を入力して、AWS Management Consoleにアクセスします。コン
ソールにすでに入っている場合は、ステップ 2 (p. 14)に進みます。

• IAM ユーザーのサインイン URL を使用するか、メインのサインインページに移動して、AWS 
Management Consoleにアクセスできます。

IAM user sign-in URL

• ブラウザを開き、次のサインイン URL を入力します。管理者から提供されたアカウントエイリ
アスもしくはアカウント IDaccount_alias_or_id に置き換えます。

https://account_alias_or_id.signin.aws.amazon.com/console/

• 最低限、サインイン認証情報を入力し、[サインイン] を選択します。

Main sign-in page

• https://aws.amazon.com/console/ を開きます。
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AWS CloudShell ユーザーガイド
ステップ 1: AWS Management Console にサイインします。

• このブラウザを使用して以前にサインインしたことがない場合は、メインのサインインページ
が表示されます。IAM ユーザー を選択し、アカウントエイリアスもしくはアカウント ID を入
力して、[次へ] を選択します。

• 以前にすでに IAM ユーザーとしてサインインしている場合。ブラウザには、のアカウントエイ
リアスもしくはアカウント ID が記憶されている可能性がありますAWS アカウント。その場合
は、IAM サインイン認証情報を入力し、[サインイン] を選択します。
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AWS CloudShell ユーザーガイド
ステップ 2: リージョンを選択し、を起動

しAWS CloudShell、シェルを選択します。

Note

root ユーザーとしてログインすることもできます。このアイデンティでは、アカウントのす
べてのAWS のサービスとリソースに完全にアクセスできます。日常的なタスクには (それが
管理タスクであっても)、ルートユーザーを使用しないよう強くお勧めします。代わりに、
初期の IAM ユーザーを作成するためにのみ、ルートユーザーを使用するというベストプラク
ティスに従います。

ステップ 2: リージョンを選択し、を起動しAWS 
CloudShell、シェルを選択します。

このステップでは、AWS CloudShellをコンソールインターフェイスから起動し、使用可能なシェルを選択
しAWS リージョン、使用可能なシェルを選択し、任意のシェル (、BashPowerShell、など) に切り替えま
すZ shell。

1. AWS リージョン働くリージョンを選択するには、リージョンの選択メニューを選択し、サポートされ
ているAWS働くリージョン (p. 71)を選択します。(使用可能なリージョンがハイライト表示されま
す)。

Important

リージョンを切り替えると、インターフェイスがアップロードされ、AWS リージョン選択し
たリージョンの名前はコマンドラインテキストの上に表示されます。永続的ストレージに追
加したファイルは、同じAWS リージョン。リージョンを変更すると、異なるストレージや
ファイルにアクセスできます。
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AWS CloudShell ユーザーガイド
ステップ 2: リージョンを選択し、を起動

しAWS CloudShell、シェルを選択します。

Important

CloudShellコンソールの左下にあるを起動したときに選択したリージョンで使用できない場
合、デフォルトのリージョンは、選択したリージョンに最も近いリージョンに設定されま
す。CloudShellConsole Toolbarデフォルトのリージョンとは別のリージョンのリソースを管
理する権限を与えるコマンドを実行できます。詳細については、「での作業 (p. 33)」を参
照してくださいAWS リージョン。

Example

例

ヨーロッパ (スペイン)eu-south-2 を選択してもヨーロッパ (スペイン) では利用できない場合
eu-south-2、デフォルトのリージョンはヨーロッパ (スペイン)eu-west-1 に最も近いヨーロッ
パ (アイルランド)eu-south-2 に設定されます。CloudShell

デフォルトのリージョンであるヨーロッパ (アイルランド) のサービスクォータを使用すると
eu-west-1、CloudShell同じセッションがすべてのリージョンで復元されます。デフォルトの
リージョンは変更される可能性があり、CloudShellブラウザウィンドウに通知されます。

2. からAWS Management Console、CloudShell次のオプションのいずれかを選択して起動できます。

1. ナビゲーションバーで、CloudShellアイコンを選択します。
2. 検索ボックスに「CloudShell」と入力し、を選択しますCloudShell。
3. 「最近アクセスした項目」ウィジェットで、を選択しますCloudShell。
4. コンソールの左下にある、を選択しますCloudShell。Console Toolbar

• CloudShellセッションの高さを調整するには、ドラッグします=。
• CloudShellセッションを全画面表示に切り替えるには、「新しいブラウザタブで開く」 アイコン

をクリックします。

コマンドプロンプトが表示されたら、シェルは対話的な操作の準備ができています。
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AWS CloudShell ユーザーガイド
ステップ 3: からファイルをダ

ウンロードするAWS CloudShell

Note

AWS CloudShell を正常に起動または操作できない問題が発生した場合、AWS CloudShell の
トラブルシューティング (p. 66) でこれらの問題を特定して対処するための情報を確認し
てください。

3. 働くプリインストールされたシェルを選択するには、コマンドラインプロンプトでプログラム名を入
力します。

Bash

bash

に切り替えるとBash、$コマンドプロンプトの記号がにアップロードします。

Note

BashAWS CloudShellを起動時に実行されるデフォルトのシェルです。
PowerShell

pwsh

に切り替えるとPowerShell、PS>コマンドプロンプトの記号がにアップロードします。
Z shell

zsh

に切り替えるとZ shell、%コマンドプロンプトの記号がにアップロードします。

シェル環境にプリインストールされているバージョンの詳細については、AWSCloudShell コンピュー
ティング環境セクションの (p. 55)シェルの表 (p. 56)を参照してください。

ステップ 3: からファイルをダウンロードするAWS 
CloudShell

このステップでは、ファイルをダウンロードするステップを説明します。

1. ファイルをダウンロードするには、[アクション] に移動し、メニューから [ファイルをダウンロード] 
を選択します。

[ファイルをダウンロード] ダイアログボックスが表示されます。
2. ダウンロードファイルダイアログボックス、ダウンロードするファイルのパスを入力します。
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AWS CloudShell ユーザーガイド
ステップ 4: にファイルをアップ

ロードをします。AWS CloudShell

Note

ダウンロードするファイルを指定するときは、絶対パスもしくは相対パスを使用できます。
相対パス名で指定すると、/home/cloudshell-user/ がデフォルトで自動的にスタートに
追加されます。したがって、というファイルをダウンロードしようとする場合mydownload-
file、次のどちらも有効なパスです。

• 絶対パス: /home/cloudshell-user/subfolder/mydownloadfile.txt
• 相対パス: subfolder/mydownloadfile.txt

3. [ダウンロード] を選択します。

ファイルパスが正しい場合は、ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスを使用
して、デフォルトでのアプリケーションでファイルを開くことができます。または、ファイルをロー
カルマシン上のフォルダに保存することもできます。

Note

CloudShellを起動すると、ダウンロードオプションは使用できませんConsole Toolbar。ファ
イルは、CloudShellコンソールまたは Chrome ウェブブラウザからダウンロードできます。
ファイルのダウンロード方法の詳細については、「ステップ 3: からファイルをダウンロードす
る (p. 16)」を参照してくださいAWS CloudShell。

ステップ 4: にファイルをアップロードをしま
す。AWS CloudShell

このステップでは、ファイルをアップロードし、ホームディレクトリ内の新しいディレクトリに移動する
方法を説明します。

1. 現在の作業ディレクトリをチェックするには、プロンプトで次のコマンドを入力します。

pwd

Enter を押すと、シェルは現在の作業ディレクトリ (などの/home/cloudshell-user) を戻ります。
2. ファイルをこのディレクトリにアップロードするには、アクションに移動し、メニューから [ファイル

のアップロ―ド] を選択します。
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ステップ 5: からファイルを削除するAWS CloudShell

[ファイルをアップロード] ダイアログボックスが表示されます。
3. Browse (参照) を選択します。
4. システムのファイルのアップロードダイアログボックスで、このチュートリアル用に作成したテキス

トファイルを選択します (add_prog.py) を選択し、[開く] を選択します。
5. アップロードファイル ダイアログボックスで、アップロード を選択します。

プログレスバーはアップロードを追跡します。アップロードが成功すると、add_prog.pyがホーム
ディレクトリのルートに追加されたというメッセージがチェックされます。

6. ファイルのディレクトリを作成するには、ディレクトリ作成コマンドを入力します: mkdir 
mysub_dir

7. アップロードしたファイルをホームディレクトリのルートから新しいディレクトリに移動するに
は、mv コマンドを使用します。

mv add_prog.py mysub_dir.
8. 作業ディレクトリを新しいディレクトリに変更するには、cd mysub_dirを入力します。

コマンドプロンプトがアップロードされ、作業ディレクトリが変更されたことを示します。
9. 現在のディレクトリ mysub_dir の内容を表示するには、ls コマンドを入力します。

作業ディレクトリの内容が一覧表示されます。これには、アップロードしたファイルが含まれます。

ステップ 5: からファイルを削除するAWS 
CloudShell

このステップでは、からファイルを削除する方法について説明しますAWS CloudShell。

1. からファイルを削除するにはAWS CloudShell、rm (削除) などのスタンダードのシェルコマンドを使
用します。

rm my-file-for-removal
2. また、findコマンドを実行して、指定した条件を満たす複数のファイルを削除できます。次の例で

は、名前にサフィックス「.pdf」を含むすべてのファイルを削除します。

find -type f -name '*pdf*' -delete

Note

AWS CloudShellAWS リージョン特定の場所での使用をやめたとします。次に、そのリージョン
の永続的ストレージにあるデータは、指定された期間が過ぎると自動的に削除されます。詳細に
ついては、「永続ストレージ (p. 72)」を参照してください。

ステップ 6: シェルセッションを再開する
Note

セキュリティ対策として、長時間キーボードもしくはポインタを使用してシェルと対話しない
と、セッションは自動的に停止します。長時間実行されているセッションも自動的に停止しま
す。詳細については、「シェルセッション (p. 73)」を参照してください。

1. シェルセッションを再開するには、[アクション]、[再起動] を選択しますAWS CloudShell。

18



AWS CloudShell ユーザーガイド
ステップ 7: シェルセッション
ホームディレクトリを削除する

現在のを再開すると、AWS CloudShellAWS リージョンアクティブなすべてのセッションが停止する
という通知が届きます。

2. 確認するには、[再起動] を選択します。

CloudShell コンピューティング環境が停止しているというメッセージがインターフェイスに表示され
ます。環境が停止して再起動したら、新しいセッションでコマンドラインの操作を開始できます。

Note

場合によっては、環境を再起動するまで数分かかる場合があります。

ステップ 7: シェルセッションホームディレクトリ
を削除する

Warning

ホームディレクトリを削除することは、ホームディレクトリに保存されているすべてのデータが
完全に削除されるという不可逆的なアクションです。ただし、次のような場合には、このオプ
ションを考慮してもよいでしょう。

• ファイルを誤って変更したため、AWS CloudShellコンピューティング環境にアクセスできな
い。ホームディレクトリを削除すると、AWS CloudShell がデフォルト設定に戻ります。

• AWS CloudShell からすべてのデータをすぐに削除してください。使用をAWS CloudShellAWS
リージョンでやめた場合、そのリージョンでAWS CloudShellを再起動しない限り、永続的スト
レージは保持期間の終了時に自動的に削除されます (p. 72)。

ファイルに長期ストレージが必要な場合は、Amazon S3 などのサービスを検討してください
CodeCommit。

1. シェルセッションを削除するには、[アクション]、[AWSCloudShell ホームディレクトリの削除] を選
択します。

AWS CloudShellホームディレクトリを削除すると、AWS CloudShell現在環境に保存されているすべ
てのデータが削除されることが通知されます。

Note

このアクションは元に戻すことができません。
2. 削除を確認するには、テキスト入力フィールドに delete と入力し、[Delete] を選択します。
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ステップ 8: ファイルのコードを編集し、
コマンドラインを使用して実行します。

AWS では、CloudShellAWS リージョン現在のアクティブなすべてのセッションを停止し、新しい環
境を直ちに作成します。

シェルセッションを手動で終了する

コマンドラインで、コマンドを使用してexitコシェルセッションを終了し、シェルセッションを終了
し、ログアウトができます。次いで、任意のキーを押して再接続すれば、引き続き AWS CloudShell 
を使用できます。

ステップ 8: ファイルのコードを編集し、コマンド
ラインを使用して実行します。

このステップでは、Vimプリインストールされたエディタを使用してファイルを操作する方法を説明しま
す。その後、コマンドラインからそのファイルをプログラムとして実行します。

1. 前のステップでアップロードしたファイルを編集するには、次のコマンドを入力します。

vim add_prog.py

シェルインターフェイスがアップロードされ、Vimエディタが表示されます。
2. でファイルを編集するにはVim、Iキーを押します。次に、プログラムが 2 つではなく 3 つの数字を加

算するように内容を編集します。

import sys
x=int(sys.argv[1])
y=int(sys.argv[2])
z=int(sys.argv[3])
sum=x+y+z
print("The sum is",sum)

Note

テキストをエディタに貼り付けて、安全な貼り付け機能を (p. 39)有効にすると、警告が表
示されます。コピーされたマルチテキストには、悪意のあるスクリプトが含まれている可能
性があります。安全な貼り付け機能を使用すると、貼り付け前にテキスト全体が検証できま
す。テキストが安全であることが満足したら、Paste (貼り付ける)を選択します。

3. プログラムを編集したら、EscVimを押してコマンドモードに入力します。次に、:wqコマンドを入力
してファイルを保存し、エディタを終了します。

Note

コマンドモードを初めて使用する場合は、Vimコマンドモードと挿入モードを切り替えるの
が最初難しいかもしれません。コマンドモードは、ファイルを保存してアプリケーション
を終了するときに使用されます。挿入モードは、新しいテキストを挿入するときに使用さ
れます。挿入モードに入力するにはをクリックしI、マンドモードを開始するにはを押しま
すEsc。Vimおよびで使用できるその他のツールの詳細についてはAWS CloudShell、を参照
してください開発ツールおよびシェルユーティリティ (p. 59)。

4. メインコマンドラインインターフェイスで、次のプログラムを実行し、入力に3つの数値を指定しま
す。構文は次のとおりです。

python3 add_prog.py 4 5 6

コマンドラインにプログラムの出力が表示されます: The sum is 15
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ステップ 9: を使用しAWS CLI、ファイルを Amazon 

S3 バケットにオブジェクトとして追加します。

ステップ 9: を使用しAWS CLI、ファイルを 
Amazon S3 バケットにオブジェクトとして追加し
ます。

このステップでは、Amazon S3 バケットを作成し、PutObjectメソッドを使用して、コードファイルをオ
ブジェクトとしてバケットに追加します。

Note

ほとんどの場合、CodeCommitなどのサービスを使用して、 (p. 26)ソフトウェアファイルを
バージョン管理されたリポジトリにコミットできます。このチュートリアルでは、AWS CLIAWS 
CloudShellをで他の AWS サービスとやり取り、する方法を説明します。この方法を使用すれば、
追加のリソースをダウンロードもしくはインストールする必要はありません。さらに、ユーザー
はシェル内で既に認証されているので、呼び出しを行う前に認証情報を設定する必要はありませ
ん。

1. 指定したバケットを作成するにはAWS リージョン、次のコマンドを入力します。

aws s3api create-bucket --bucket insert-unique-bucket-name-here --region us-east-1

Note

us-east-1 リージョン外にバケットを作成しようとする場合、LocationConstraint パ
ラメータ付きの create-bucket-configuration を追加してリージョンを指定します。
構文の例を次に示します。

$ aws s3api create-bucket --bucket my-bucket --region eu-west-1 --create-
bucket-configuration LocationConstraint=eu-west-1

コールが成功すると、コマンドラインに次のような出力に似たサービスからのレスポンスが表示され
ます。

{ 
    "Location": "/insert-unique-bucket-name-here"
}                     

Note

バケット名の命名規則に従わない、以下のようなエラーが表示されます:CreateBucketオペ
レーションの呼び出し時にエラー (InvalidBucketName) が発生しました。指定されたバケッ
トは有効ではありません。

2. ファイルをアップロードし、作成したばかりのバケットにオブジェクトとしてファイルを追加するに
は、PutObjectメソッドを呼び出します。

aws s3api put-object --bucket insert-unique-bucket-name-here --key add_prog --body 
 add_prog.py

オブジェクトが Amazon S3 バケットにアップロードされると、コマンドラインに次のような出力に
似たサービスからのレスポンスが表示されます。

{"ETag": "\"ab123c1:w:wad4a567d8bfd9a1234ebeea56\""}
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AWS CloudShell ユーザーガイド
関連トピック

ETagは、格納されたオブジェクトのハッシュです。このハッシュを使用して、Amazon S3 にアップ
ロードされたオブジェクトの整合性を確認できます。

関連トピック
• AWS での AWS CloudShell サービスの使用 (p. 35)
• チュートリアル: ローカルマシンと AWS CloudShell の間で複数のファイルをコピーする (p. 23)
• チュートリアル: CodeCommit での使用AWS CloudShell (p. 26)
• AWS CloudShell の使用 (p. 32)
• AWS CloudShell 環境のカスタマイズ (p. 38)
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チュートリアル: 複数のファイルをコピーする

AWS CloudShell のチュートリアル
以下のチュートリアルでは、ローカルマシンとの間で複数のファイルをコピーする方法 CloudShell、 
CodeCommit CloudShellリポジトリを作成してコンピューティング環境に複製する方法、およびを使用し
て Amazon S3 オブジェクト用の署名付き URL を作成する方法を示しています CloudShell。

トピック
• チュートリアル: ローカルマシンと AWS CloudShell の間で複数のファイルをコピーする (p. 23)
• チュートリアル: CodeCommit での使用AWS CloudShell (p. 26)
• チュートリアル: AWS CloudShell を使用して Amazon S3 オブジェクトの署名付き URL を作成す

る (p. 29)

チュートリアル: ローカルマシンと AWS 
CloudShell の間で複数のファイルをコピーする

CloudShell このインターフェイスを使用して、ローカルマシンとシェル環境の間で一度に 1 つのファイル
をアップロードまたはダウンロードできます。 CloudShellとローカルマシン間で複数のファイルを同時に
コピーするには、次のいずれかのオプションを使用します。

• Amazon S3: ローカルマシンと間でファイルをコピーするときは、S3 CloudShell バケットを仲介として
使用します。

• Zip ファイル: CloudShell インターフェイスを使用してアップロードまたはダウンロードできる 1 つの 
zip フォルダに複数のファイルを圧縮します。

Note

CloudShell は着信インターネットトラフィックを許可しないので、現時点では、scprsync
CloudShell またはなどのコマンドを使用してローカルマシンとコンピューティング環境の間で複
数のファイルをコピーすることはできません。

Amazon S3 を使用した複数のファイルのアップロー
ドとダウンロード
前提条件
バケットとオブジェクトを操作するには、次の Amazon S3 API アクションを実行するアクセス許可を付与
する IAM ポリシーが必要です。

• s3:CreateBucket
• s3:PutObject
• s3:GetObject

Amazon S3 のアクション一覧については、Amazon Simple Storage Service API リファレンスの「アク
ション」を参照してください。

Amazon S3 の使用して複数のファイルを AWS CloudShell にアップロードする

1. AWS CloudShell 内で、s3コマンドを実行して S3 バケットを作成します。
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Amazon S3 を使用した複数のファ
イルのアップロードとダウンロード

aws s3api create-bucket --bucket your-bucket-name --region us-east-1

コールが成功すると、コマンドラインに S3 サービスからのレスポンスが表示されます。

{ 
    "Location": "/your-bucket-name"
}           

2. ローカルマシンからバケットにディレクトリ内のファイルをアップロードします。次のいずれかのオ
プションを選択して、ファイルをアップロードします。

• AWS Management Console: drag-and-drop バケットにファイルとフォルダをアップロードするため
に使用します。

• AWS CLI: ローカルマシンにインストールされているバージョンのツールで、コマンドラインを使
用してファイルとフォルダをバケットにアップロードします。

Using the console

• https://s3.console.aws.amazon.com/s3/ にある Amazon S3 コンソールを開きます。

(AWS CloudShell を使用する場合、コンソールに既にログインしている必要があります。)
• 左側のナビゲーションペインで、[バケット] を選択してから、フォルダまたはファイルのアッ

プロード先のバケットの名前を選択します。Create bucket を選択して、お好みのバケットを作
成することもできます。

• アップロードするファイルとフォルダを選択するには、[アップロード] を選択します。次に、
ターゲットバケット内のオブジェクトを一覧表示するコンソールウィンドウ内に選択内容をド
ラッグアンドドロップするか、[ファイルを追加] または [フォルダを追加] を選択します。

選択したファイルは、[Upload (アップロード)] ページに一覧表示されます。
• チェックボックスを選択して、追加するファイルを指定します。
• 選択したファイルをバケットに追加するには、[アップロード] を選択します。

Note

コンソールを使用する際の設定オプションの全範囲の詳細については、Amazon Simple 
Storage Service コンソールユーザーガイドの「S3 バケットにファイルとフォルダを
アップロードする方法」を参照してください。

Using AWS CLI

Note

このオプションの場合、ローカルマシンに AWS CLI ツールをインストールし、AWS の
サービスを呼び出せるように認証情報を設定しておく必要があります。詳細について
は、AWS Command Line Interface ユーザーガイドを参照してください。

• AWS CLI ツールを起動し、次の aws s3 コマンドを実行して、指定したバケットをローカルマ
シン上の現在のディレクトリの内容と同期します。

aws s3 sync folder-path s3://your-bucket-name 

同期が成功すると、バケットに追加されたすべてのオブジェクトについてアップロードメッセー
ジが表示されます。
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Amazon S3 を使用した複数のファ
イルのアップロードとダウンロード

3. CloudShell コマンドラインで次のコマンドを入力して、シェル環境のディレクトリを S3 バケットの
内容と同期します。

aws s3 sync  s3://your-bucket-name folder-path

Note

また、--exclude "<value>"--include "<value>"syncコマンドにパラメータを追加
してパターンマッチングを実行して、特定のファイルまたはオブジェクトを除外または含め
ることもできます。
詳細については、AWS CLIコマンドリファレンスの「除外フィルターと包含フィルターの使
用」を参照してください。

同期が成功すると、バケットからディレクトリにダウンロードされたすべてのファイルについて、ダ
ウンロードメッセージが表示されます。

Note

新しいファイルおよび更新されたファイルをソースディレクトリから送信先に再帰的にコ
ピーします。

Amazon S3 を使用して AWS CloudShell から複数のファイルをダウンロードする

1. AWS CloudShell コマンドラインを使用して、次の aws s3 コマンドを入力し、シェル環境内の現在
のディレクトリの内容に S3 バケットを同期します。

aws s3 sync folder-path s3://your-bucket-name

Note

また、--exclude "<value>"--include "<value>"syncコマンドにパラメータを追加
してパターンマッチングを実行して、特定のファイルまたはオブジェクトを除外または含め
ることもできます。
詳細については、AWS CLIコマンドリファレンスの「除外フィルターと包含フィルターの使
用」を参照してください。

同期が成功すると、バケットに追加されたすべてのオブジェクトについてアップロードメッセージが
表示されます。

2. バケットの内容をローカルマシンにダウンロードします。Amazon S3 コンソールは複数のオブジェク
トのダウンロードをサポートしていないので、ローカルマシンにインストールされる AWS CLI ツー
ルを使用する必要があります。

AWS CLI ツールのコマンドラインから、次のコマンドを実行します。

aws s3 sync s3://your-bucket-name folder-path

同期が成功すると、宛先ディレクトリに更新または追加された各ファイルのダウンロードメッセージ
がコマンドラインに表示されます。

Note

このオプションの場合、ローカルマシンに AWS CLI ツールをインストールし、AWS のサー
ビスを呼び出せるように認証情報を設定しておく必要があります。詳細については、AWS 
Command Line Interface ユーザーガイドを参照してください。

25

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/s3/index.html#use-of-exclude-and-include-filters
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/s3/index.html#use-of-exclude-and-include-filters
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/s3/index.html#use-of-exclude-and-include-filters
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/s3/index.html#use-of-exclude-and-include-filters
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/
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zip フォルダを使用した複数のファ
イルのアップロードとダウンロード

zip フォルダを使用した複数のファイルのアップロー
ドとダウンロード
zip/unzip ユーティリティを使用すると、単一のファイルとして扱うことができるアーカイブ内の複数の
ファイルを圧縮できます。 CloudShell ユーティリティはコンピューティング環境に事前にインストールさ
れています。

プリインストールツールの詳細については、「開発ツールおよびシェルユーティリティ (p. 59)」を参照
してください。

zip フォルダを使用して AWS CloudShell に複数のファイルをアップロードする

1. ローカルマシンで、アップロードするファイルを zip フォルダに追加します。
2. を起動し CloudShell、[アクション]、[ファイルのアップロード] を選択します。
3. [ファイルをアップロードする] ダイアログボックスで、[ファイルを選択] を選択してから、先ほど作

成した zip フォルダを選択します。
4. [ファイルをアップロードする] ダイアログボックスで、[アップロード] を選択して、選択したファイ

ルをシェル環境に追加します。
5. CloudShell コマンドラインで次のコマンドを実行して、zip アーカイブの内容を指定されたディレク

トリに解凍します。

unzip zipped-files.zip -d my-unzipped-folder

zip フォルダを使用して AWS CloudShell から複数のファイルをダウンロードする

1. CloudShell コマンドラインで次のコマンドを実行して、現在のディレクトリ内のすべてのファイルを 
zip フォルダに追加します。

zip -r zipped-archive.zip *

2. [Actions] の [ダウンロード ファイル] を選択します。
3. [ファイルのダウンロード] ダイアログボックスで、zip フォルダのパス (/home/cloudshell-user/

zip-folder/zipped-archive.zipたとえば) を入力し、[ダウンロード] を選択します。

パスが正しい場合は、ブラウザのダイアログで zip フォルダを開くか、ローカルマシンに保存するか
を選択できます。

4. ローカルマシンで、ダウンロードした zip フォルダの内容を解凍できるようになりました。

チュートリアル: CodeCommit での使用AWS 
CloudShell

CodeCommit は、プライベート Git リポジトリをホストする、安全で高度にスケーラブルなマネージド型
のソース管理サービスです。を使用するとAWS CloudShell、 CodeCommit git-remote-codecommitユー
ティリティを使用してコマンドラインで操作できます。このユーティリティは、AWS CloudShellコン
ピューティング環境を提供し、 CodeCommit リポジトリからコードをプッシュおよびプルするための簡
単な方法を提供します。このユーティリティは Git を拡張することによって行われます。詳細について
は、AWS CodeCommit ユーザーガイドを参照してください。

このチュートリアルでは、 CodeCommit リポジトリを作成し、AWS CloudShellコンピューティング環境
のクローンを作成する方法について説明します。また、AWS Cloud で管理されているリモートリポジトリ
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前提条件

にプッシュする前に、クローンしたリポジトリにファイルをステージングしてコミットする方法も説明し
ます。

前提条件
IAM ユーザーがAWS CloudShell を使用するために必要なアクセス許可については、入門チュートリ
アルの「前提条件」セクション (p. 11)を参照してください。また、使用するには IAM 権限も必要です
CodeCommit。

さらに、開始する前に次の項目が格納されていることを確認します。

• Git コマンドとバージョン管理の概念に関する基本事項の理解
• シェルのホームディレクトリ内のファイルで、ローカルおよびリモートリポジトリにコミットできま

す。このチュートリアルでは、my-git-file と表記します。

ステップ 1: CodeCommit リポジトリを作成してその
クローンを作成する
1. CloudShell コマンドラインインターフェイスで、codecommit次のコマンドを入力して、 

CodeCommit というリポジトリを作成しますMyDemoRepo。

aws codecommit create-repository --repository-name MyDemoRepo --repository-description 
 "My demonstration repository"

リポジトリが正常に作成されると、コマンドラインにサービスのレスポンスが表示されます。

{ 
    "repositoryMetadata": { 
        "accountId": "111122223333", 
        "repositoryId": "0dcd29a8-941a-1111-1111-11111111111a", 
        "repositoryName": "MyDemoRepo", 
        "repositoryDescription": "My demonstration repository", 
        "lastModifiedDate": "2020-11-23T20:38:23.068000+00:00", 
        "creationDate": "2020-11-23T20:38:23.068000+00:00", 
        "cloneUrlHttp": "https://git-codecommit.eu-west-1.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo", 
        "cloneUrlSsh": "ssh://git-codecommit.eu-west-1.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo", 
        "Arn": "arn:aws:codecommit:eu-west-1:111111111111:MyDemoRepo" 
     }  
 )

2. コマンドラインを使用して、ローカルリポジトリ用の新しいディレクトリを作成し、それを作業ディ
レクトリにします。

mkdir my-shell-repo
cd my-shell-repo

3. リモートリポジトリのクローンを作成するには、git cloneコマンドを使用します。(ここではgit-
remote-codecommit、HTTPS (GRC) の URL スタイルを使用します)。

git clone codecommit::eu-west-1://MyDemoRepo

リポジトリのクローンが正常に作成されると、コマンドラインにサービスのレスポンスが表示されま
す。
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る前にファイルをステージングしてコミットする

Cloning into 'MyDemoRepo'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.

4. リポジトリのクローンを作成するには、cdコマンドを使用します。

cd MyDemoRepo

ステップ 2: CodeCommit リポジトリにプッシュする
前にファイルをステージングしてコミットする
1. MyDemoRepo の Vim エディタ、または AWS CloudShell のファイルアップロード機能を使用し

て、my-git-file というファイルをフォルダに追加します。両方の使い方については、「入門
チュートリアル (p. 11)」を参照してください。

2. 作成したファイルをリポジトリにステージングするには、gitadd コマンドを実行します。

git add my-git-file                

3. ファイルがステージングされ、コミットできる状態になったことを確認するには、gitstatus コマン
ドを実行します。

git status

my-git-file は、新しいファイルとしてリストされ、コミットする準備ができていることを示す緑
色のテキストで表示されます。

4. ステージングされたファイルのこのバージョンをリポジトリにコミットします。

git commit -m "first commit to repo"

Note

コミットを完了するための設定情報の入力を指示される場合は、次の形式を使用します。

$ git config --global user.name "Jane Doe"
$ git config --global user.email janedoe@example.com

5. ローカルリポジトリに加えた変更とリモートリポジトリを同期するには、変更内容をアップストリー
ムブランチにプッシュします。

git push
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チュートリアル: AWS CloudShell を使用して 
Amazon S3 オブジェクトの署名付き URL を作成す
る

このチュートリアルでは、Amazon S3 オブジェクトを他のユーザーと共有するために、署名付き URL を
作成する方法を示します。オブジェクトの所有者は、共有時に独自のセキュリティ認証情報を指定するた
め、署名済み URL を受信したユーザーは誰でも期間限定でオブジェクトにアクセスできます。

前提条件
• AWSCloudShellFullAccessポリシーによって提供されるアクセス権限を持つ IAM ユーザー。
• 署名済み URL を作成するために必要な IAM 権限については、Amazon Simple Storage Service ユーザー

ガイドの「オブジェクトを他のユーザーと共有する」を参照してください。

ステップ 1: Amazon S3 バケットへのアクセスを許可
する IAM ロールを作成する
1. 共有できる IAM の詳細を取得するには、get-caller-identityからコマンドを呼び出しますAWS 

CloudShell。

aws sts get-caller-identity

コールが成功すると、コマンドラインに次のような応答が表示されます。

{ 
    "Account": "123456789012",  
    "UserId": "AROAXXOZUUOTTWDCVIDZ2:redirect_session",  
    "Arn": "arn:aws:sts::531421766567:assumed-role/Feder08/redirect_session"
}

2. AWS CloudFormation前のステップで取得したユーザー情報をテンプレートに追加します。このテン
プレートにより IAM ロールが作成されます。このロールは、共有リソースの最小特権を共同作業者に
付与します。

Resources: 
  CollaboratorRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties:  
      AssumeRolePolicyDocument:  
        Version: 2012-10-17 
        Statement:  
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: "arn:aws:iam::531421766567:role/Feder08" 
            Action: "sts:AssumeRole" 
      Description: Role used by my collaborators 
      MaxSessionDuration: 7200 
  CollaboratorPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties:  
      PolicyDocument:  
        Version: 2012-10-17 
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        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
              - 's3:*' 
            Resource: 'arn:aws:s3:::<YOUR_BUCKET_FOR_FILE_TRANSFER>' 
            Condition: 
              StringEquals: 
                s3:prefix: 
                 - "myfolder/*" 
      PolicyName: S3ReadSpecificFolder 
      Roles:  
        - !Ref CollaboratorRole
Outputs: 
  CollaboratorRoleArn: 
    Description: Arn for the Collaborator's Role 
    Value: !GetAtt CollaboratorRole.Arn

3. AWS CloudFormationtemplate.yamlテンプレートをという名前のファイルに保存します。
4. テンプレートを使用してスタックをデプロイし、deployコマンドを呼び出してIAMロールを作成しま

す。

aws cloudformation deploy --template-file ./template.yaml --stack-name CollaboratorRole 
 --capabilities CAPABILITY_IAM

署名付き URL の生成
1. AWS CloudShell でエディタを使用し、次のコードを追加します。このコードは、フェデレーティッ

ドユーザーが AWS Management Console に直接アクセスできるように URL を作成します。

import urllib, json, sys
import requests
import boto3
import os

def main(): 
  sts_client = boto3.client('sts') 
  assume_role_response = sts_client.assume_role( 
      RoleArn=os.environ.get(ROLE_ARN), 
      RoleSessionName="collaborator-session" 
  ) 
  credentials = assume_role_response['Credentials'] 
  url_credentials = {} 
  url_credentials['sessionId'] = credentials.get('AccessKeyId') 
  url_credentials['sessionKey'] = credentials.get('SecretAccessKey') 
  url_credentials['sessionToken'] = credentials.get('SessionToken') 
  json_string_with_temp_credentials = json.dumps(url_credentials) 
  print(f"json string {json_string_with_temp_credentials}") 

  request_parameters = f"?
Action=getSigninToken&Session={urllib.parse.quote(json_string_with_temp_credentials)}" 
  request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters 
  r = requests.get(request_url) 
  signin_token = json.loads(r.text) 
  request_parameters = "?Action=login"  
  request_parameters += "&Issuer=Example.org"  
  request_parameters += "&Destination=" + urllib.parse.quote("https://us-
west-2.console.aws.amazon.com/cloudshell") 
  request_parameters += "&SigninToken=" + signin_token["SigninToken"] 
  request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters 

  # Send final URL to stdout 

30



AWS CloudShell ユーザーガイド
署名付き URL の生成

  print (request_url)

if __name__ == "__main__": 
  main()

2. share.py という名前のファイルにコードを保存します。
3. コマンドラインから以下の実行で IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を取得しますAWS 

CloudFormation。次に、Pythonスクリプトでこれを使用して、一時的なセキュリティ認証情報を取得
します。

ROLE_ARN=$(aws cloudformation describe-stacks --stack-name CollaboratorRole --query 
 "Stacks[*].Outputs[?OutputKey=='CollaboratorRoleArn'].OutputValue" --output text) 
 python3 ./share.py 

スクリプトで返された URL をクリックすることで共同作業者は AWS Management Console 内で 
AWS CloudShell に移動できます。共同作業者は、次の 3,600 秒 (1 時間) だけ Amazon S3 バケット内
の myfolder/ フォルダを完全に制御できます。認証情報は 1 時間後に無効になります。この期間が
過ぎると、 共同作業者はバケットにアクセスできなくなります。
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AWS CloudShell の使用
このトピックでは、シェルインターフェイスをナビゲートし、シェル環境からファイルを操作しAWS リー
ジョン、シェル環境からファイルをアップロードおよびダウンロードする方法について説明します。

AWS CloudShell インターフェイスのナビゲーショ
ン

CloudShellAWS Management Consoleインターフェイス機能はおよびからナビゲートできますConsole 
Toolbar。

次のスクリーンショットは、いくつかのキーAWS CloudShellインターフェイス機能を示しています。

1. AWS CloudShellお好みのシェルを使用してコマンドを実行するために使用するコマンドラインインター
フェイス (p. 14)。現在のシェルの種類は、コマンドプロンプトで示されます。

2. AWS リージョンAWS CloudShell現在実行中の場所を使用するターミナルタブ。
3. アクションメニューには、画面レイアウトの変更 (p. 38)、ファイルのダウンロードとアップロー

ド (p. 17) (p. 16)、の再起動AWS CloudShell (p. 18)、AWS CloudShellホームディレクトリの削除を行う
オプションがあります (p. 19)。

Note

CloudShellを起動すると、ダウンロードオプションは使用できませんConsole Toolbar。

4. 「新しいブラウザで開く」タブでは、CloudShellセッションに全画面でアクセスできます。
5. シェル環境のカスタマイズ (p. 38)に使用できる [Preferences (設定)] オプション。
6. 下部のバーには、次のオプションがあります。

• CloudShellCloudShellアイコンから起動します。
• フィードバックアイコンからフィードバックを提供してください。送信するフィードバックの種類を

選択し、コメントを追加して、[送信] を選択します。
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で働いているAWS リージョン

• へのフィードバックを送信するにはCloudShell、次のいずれかのオプションを選択します。
• コンソールからを起動しCloudShell、[フィードバック] を選択します。コメントを追加し、

[Submit] を選択します。
• CloudShellConsole Toolbarコンソールの左下にあるを選択し、[新しいブラウザタブで開く] アイ

コン [フィードバック] を選択します。コメントを追加し、[Submit] を選択します。
Note

CloudShellの起動時には、フィードバックオプションは使用できませんConsole Toolbar。
• 当社のプライバシーポリシーと利用規約を確認し、クッキーの設定をカスタマイズしてください。

で働いているAWS リージョン
AWS リージョン現在の使用している電流は、コマンドラインインターフェイスの上に表示されています。

リージョンセレクタを使用して特定のリージョンを選択することで、使用するリージョンを選択できま
す。AWS リージョンリージョンを変更すると、選択したリージョンで実行している別のコンピューティン
グ環境に接続すると、インターフェイスが更新されます。

Important

それぞれに最大 1 GB の永続ストレージを使用できますAWS リージョン。永続ストレージはホー
ムディレクトリ ($HOME) に保存されます。つまり、ホームディレクトリに保存されている個人用
ファイル、ディレクトリ、プログラムまたはスクリプトが 1 つに 1 つに配置されますAWS リー
ジョン。さらに、ホームディレクトリに配置され、別のリージョンに格納されているものとは異
なります。
永続的ストレージ内のファイルの長期保存もリージョンごとに管理されます。詳細については、
「永続的ストレージ (p. 72)」を参照してください。

AWS リージョンのデフォルトを指定するAWS CLI
環境変数を使用すると、AWS のサービスを使用してにアクセスするうえで必要な設定オプションおよび
認証情報を指定できますAWS CLI。AWS リージョンシェルセッションのデフォルトを指定する環境変数

33

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-envvars.html


AWS CloudShell ユーザーガイド
ファイルおよびストレージの操作

は、AWS CloudShellで特定のリージョンからを起動したとき、AWS Management Consoleまたはリー
ジョンセレクタでオプションを選択したときに設定されます。

環境変数は、AWS CLIによって更新される認証情報ファイルよりも優先されますaws configure。その
ため、aws configure環境変数で指定されたリージョンを変更するコマンドを実行することはできませ
ん。代わりに、AWS CLIコマンドのデフォルトリージョンを変更するには、AWS_REGION環境変数に値を
割り当てます。以下の例では、us-east-1現在いる地域に置き換えてください。

Bash or Zsh

$ export AWS_REGION=us-east-1

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、future セッ
ションでその変数を永続的に設定することができます。

PowerShell

PS C:\> $Env:AWS_REGION="us-east-1"

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。または、PowerShellプロファイルに変数を追加すると、futurePowerShell セッションにその変数
が設定され、以降のセッションにその変数が設定されます。環境変数の保存に関する詳細について
は、PowerShellドキュメントを参照してください。

デフォルトリージョンを変更したことを確認するには、aws configure listAWS CLIコマンドを実行
して現在の設定データを表示してください。

Note

特定のAWS CLIコマンドは、コマンドラインオプション --region を使用してデフォルトでの
リージョンを上書きできます。詳細については、 AWS Command Line Interface ユーザーガイ
ドの「コマンドラインオプション」を参照してください。

ファイルおよびストレージの操作
AWS CloudShell のインターフェイスを使用して、シェル環境にファイルをアップロードしたり、シェル
環境からファイルをダウンロードしたりできます。ファイルのダウンロードとアップロードの詳細につい
ては、「はじめに」を参照してくださいAWS CloudShell。 (p. 11)

セッション終了後に追加したファイルを使用できるようにするには、永続的ストレージおよび一時スト
レージの違いを知っておく必要があります。

• 永続的ストレージ:それぞれに 1 GB の永続的ストレージが用意されていますAWS リージョン。永続的
ストレージは、ホームディレクトリにあります。

• 一時ストレージ:一時ストレージは、セッションの最後にリサイクルされます。一時記憶域は、ホーム
ディレクトリの外部にあるディレクトリにあります。

Important

future シェルセッションで保持して使用するファイルは、ホームディレクトリに残す必要があり
ます。たとえば、mvコマンドを実行してホームディレクトリからファイルを移動したとします。
その後、現在のシェルセッションが終了すると、そのファイルはリサイクルされます。

34

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-quickstart.html#cli-configure-quickstart-precedence
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_environment_variables?view=powershell-7.1
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-options.html


AWS CloudShell ユーザーガイド
選択した AWS サービス用の AWS CLI コマンドラインの例

AWS での AWS CloudShell サービス
の使用

AWS CloudShell の主な利点は、それを使用してコマンドラインインターフェイスから AWS のサービスを
管理できることです。つまり、ツールをダウンロードしてインストールしたり、ローカルで認証情報を事
前に設定する必要はありません。AWS CloudShell を起動すると、次の AWS コマンドラインツールが既に
インストールされたコンピューティング環境が作成されます。

• AWS CLI (p. 35)
• AWS Elastic Beanstalk CLI (p. 36)
• Amazon ECS CLI (p. 37)
• AWS SAM (p. 37)

そして、既に AWS にサイインしているので、サービスを使用する前に認証情報をローカルに設定する必
要はありません。AWS Management Console へのサイインに使用した認証情報は、AWS CloudShell に転
送されます。

AWS CLI で使用されるデフォルト AWS リージョンを変更したい場合、AWS_REGION 環境変数に割り
当てられている値を変更します。(詳細については、「AWS リージョンのデフォルトを指定するAWS 
CLI (p. 33)」を参照してください)。

このトピックの残りの部分では、AWS CloudShell を使用してコマンドラインで選択した AWS サービスと
やり取りを開始する方法を示します。

選択した AWS サービス用の AWS CLI コマンドラ
インの例

次の例は、AWS CLI バージョン 2 から使用できるコマンドで処理できる多数の AWS のサービスの一部の
みを表しています。詳細なリストについては、AWS CLI コマンドリファレンスを参照してください。

• DynamoDB (p. 35)
• AWS Cloud9 (p. 36)
• Amazon EC2 (p. 36)
• S3 グレイシャー (p. 36)

DynamoDB
DynamoDB は、高速で予測可能なパフォーマンスとシームレスな拡張性を特長とするフルマネージド 
NoSQL データベースサービスです。このサービスの NoSQL モードの実装は、キーバリューおよびドキュ
メントデータ構造をサポートしています。

次の create-table コマンドは、AWS アカウント内で MusicCollection という NoSQL 形式のテー
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 \ 
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    --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \ 
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \ 
    --tags Key=Owner,Value=blueTeam

詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「AWS CLI での Amazon DynamoDB 
の使用」を参照してください。

AWS Cloud9
AWS Cloud9 は、クラウドベースの統合開発環境 (IDE) であり、これを使用するとブラウザのウィンドウ
でコードを書き、実行し、デバッグできます。環境には、コードエディタ、デバッガーおよびターミナル
が付属しています。

次の create-environment-ec2 コマンドは、指定した設定の AWS Cloud9 EC2 開発環境を作成しま
す。Amazon EC2 インスタンスを起動し、インスタンスから環境に接続します。

aws cloud9 create-environment-ec2 --name my-demo-env --description "My demonstration 
 development environment." --instance-type t2.micro --subnet-id subnet-1fab8aEX --
automatic-stop-time-minutes 60 --owner-arn arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser

詳細については、「AWS Cloud9 コマンドラインリファレンス」を参照してください。

Amazon EC2
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、クラウド内で安心で再サイズを変更できるコンピュー
ティング性能を提供するウェブサービスです。ウェブスケールのクラウドコンピューティングを簡単かつ
アクセスしやすく利用できるように設計されています。

次の run-instances コマンドは、VPC の特定のサブネット内で t2 マイクロインスタンスを起動しま
す。

aws ec2 run-instances --image-id ami-xxxxxxxx --count 1 --instance-type t2.micro --key-name 
 MyKeyPair --security-group-ids sg-903004f8 --subnet-id subnet-6e7f829e

詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「AWS CLI での Amazon EC2 の使用」
を参照してください。

S3 Glacier
S3 Glacier および S3 Glacier Deep Archive は、データのアーカイブおよび長期バックアップを行うため
の、安全で耐久性が高く、非常に低コストの Amazon S3 クラウドストレージクラスです。

次の create-vault コマンドは、アーカイブを保存するためのコンテナであるボールトを作成します。

aws glacier create-vault --vault-name my-vault --account-id -

詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「AWS CLI での Amazon S3 Glacier の
使用」を参照してください。

AWS Elastic Beanstalk CLI
AWS Elastic Beanstalk CLI はコマンドラインインターフェイスを提供し、これはローカルリポジトリから
環境の作成、更新、モニタリングを簡素化するために作られたものです。この文脈では、環境とは、アプ
リケーションバージョンを実行している AWS リソースのコレクションです。
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次の create コマンドは、カスタム Amazon Virtual Private Cloud (VPC) に新しい環境を作成します。

$ eb create dev-vpc --vpc.id vpc-0ce8dd99 --vpc.elbsubnets subnet-b356d7c6,subnet-02f74b0c 
 --vpc.ec2subnets subnet-0bb7f0cd,subnet-3b6697c1 --vpc.securitygroup sg-70cff265

詳細については、AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイドの「EB CLI コマンドレファレンス」を参照
してください。

Amazon ECS CLI
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コマンドラインインターフェイス (CLI) には、いくつも
の高レベルコマンドが用意されています。これらは、ローカル開発環境からのクラスターおよびタスクの
作成、更新、モニタリングプロセスを簡素化する設計がされています。(Amazon ECS クラスターは、タス
クまたはサービスの論理グループです。)

次の configure コマンドは、Amazon ECS CLI を設定して、ecs-cli-demo というクラスター設定を作
成します。このクラスター構成では、us-east-1 region 内の ecs-cli-demo クラスターのデフォル
ト起動タイプとして FARGATE を使用します。

ecs-cli configure --region us-east-1 --cluster ecs-cli-demo --default-launch-type FARGATE 
 --config-name ecs-cli-demo

詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「Amazon ECS コマンドライ
ンリファレンス」を参照してください。

AWS SAM CLI
AWS SAM CLI は、AWS Serverless Application Model テンプレートおよびアプリケーションコードで動作
するコマンドラインツールです。これを使用して複数のタスクが実行できます。Lambda 関数をローカル
で呼び出すサーバーレスアプリケーションのデプロイパッケージを作成するサーバーレスアプリケーショ
ンを AWS Cloud にデプロイするなどがあります。

次の init コマンド は、パラメータとして渡された必須パラメータを使用して、新しい SAM プロジェク
トを初期化します。

sam init --runtime python3.7 --dependency-manager pip --app-template hello-world --name 
 sam-app

詳細については、AWS Serverless Application Model デベロッパーガイドの「AWS SAM CLI コマンドレ
ファレンス」を参照してください。
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AWS CloudShell 環境のカスタマイズ
AWS CloudShell 環境について以下の側面をカストマイズできます。

• タブのレイアウト (p. 38): コマンドラインインターフェイスを複数の列と行に分割します。
• フォントサイズ (p. 38): コマンドラインテキストの文字サイズを調整します。
• カラーテーマ (p. 38):明るいテーマと濃い色のテーマを切り替えます。
• 安全な貼り付け (p. 39):マルチテキストを貼り付ける前にマルチテキストを貼り付ける前に確認を求

める機能の有効と濃い色のテーマを切り替えます。
• Tmux からセッションへの復元 (p. 39):tmux を使用すると、セッションが非アクティブになるまで

セッションが復元されます。

独自のソフトウェアをインストール (p. 64)してスタートアップシェルスクリプトを変更 (p. 64)すれ
ば、シェル環境を拡張することもできます。

コマンドライン表示を複数のタブに分割する
コマンドラインインターフェイスを複数のペインに分割して、コマンドラインインターフェイスを複数の
ペインに分割して、複数のコマンドを実行します。

Note

複数のタブを開いた後、選択したペイン内の任意の場所をクリックして、作業するタブを選択で
きます。リージョン名の横にある x の記号を選択すると、タブを閉じることができます。

• [アクション] を選択し、[タブのレイアウト] から次のいずれかのオプションを選択します。

• 新しいタブ:現在アクティブなタブの隣に新しいタブを追加します。
• 行方向の分割:現在アクティブなタブの下の行に新しいタブを追加します。
• 列方向の分割:現在アクティブなタブの隣の列に新しいタブを追加します。

各タブを完全に表示できる十分なスペースがない場合は、スクロールしてタブ全体を確認してくださ
い。ペインを分割する分割バーを選択し、ポインタを使用してドラッグして、ペインサイズを増減す
ることもできます。

フォントサイズを変更する
コマンドラインインターフェイスに表示されるテキストのサイズを増減します。

1. AWS CloudShell端末の設定を変更するには、[設定]、[設定] に移動します。
2. テキストサイズを選択します。オプションには、[最小]、[小]、[中]、[大]、[最大] があります。

インターフェイステーマの変更
コマンドラインインターフェイスでは、薄い色のテーマと濃い色のテーマを切り替えます。
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1. AWS CloudShellテーマを変更するには、[設定]、[設定] に移動します。
2. [Light (薄い色)] または [Dark (濃い色)] を選択します。

マルチテキストに安全な貼り付けを使用する
安全な貼り付けは、シェルに貼り付けようとしているマルチテキストに悪意のあるスクリプトが含まれ
ていないことを確認するセキュリティ機能です。サードパーティーのサイトからコピーされたテキストに
は、シェル環境で予期しない動作をトリガーする隠しコードが含まれている可能性があります。

セーフペーストダイアログには、クリップボードにコピーしたテキスト全体が表示されます。セキュリ
ティリスクがないことが確認できたら、[貼り付け] を選択します。

スクリプトで潜在的なセキュリティリスクを検出するには、安全な貼り付けを有効にすることをお勧めし
ます。この機能のオン/オフを切り替えるには、[環境設定]、[セーフペーストを有効にする]、[セーフペー
ストを無効にする] を選択します。

tmuxセッションの復元に使用
AWS CloudShelltmux を使用して、単一または複数のブラウザタブにわたってセッションを復元します。
ブラウザのタブを更新すると、セッションが非アクティブになるまでセッションが再開されます。詳細に
ついては、「セッションの復元 (p. 3)」を参照してください。
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AWS CloudShell のセキュリティ
クラウドセキュリティは Amazon Web Services (AWS) の最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリ
ティを非常に重視する組織の要件を満たせる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
チャーから利点を得ます。セキュリティは、AWS とユーザーの間の共有責任です。責任共有モデルでは、
これをクラウドのセキュリティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

クラウドのセキュリティ – AWS は、AWS クラウド内で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、安全に使用できるサービスを提供します。当社のセキュリティ責任は AWS における最
優先事項であり、当社のセキュリティの有効性は、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人によって定期的にテストおよび検証されています。

クラウド内のセキュリティ – ユーザーの責任は、使用している AWS サービスや、データの機密性、組織
の要件、適用される法律や規制などのその他の要因によって決まります。

AWS CloudShell は、サポートしている特定の AWS サービスを介して、責任共有モデルに従いま
す。AWS サービスのセキュリティ情報については、AWS のサービスのセキュリティに関するドキュメ
ントページと、AWS コンプライアンスプログラムごとのコンプライアンスの取り組みのAWS 対象となる
サービスを参照してください。

次のトピックでは、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 CloudShell を設
定する方法を示します。

トピック
• AWS CloudShell でのデータ保護 (p. 40)
• AWS CloudShell での Identity and Access Management (p. 41)
• AWS CloudShellでのログ記録とモニタリング (p. 47)
• AWS CloudShell のコンプライアンス検証 (p. 48)
• AWS CloudShell での耐障害性 (p. 52)
• AWS CloudShell でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 52)
• AWS CloudShell での構成と脆弱性の分析 (p. 52)
• AWS CloudShell のセキュリティのベストプラクティス (p. 53)
• AWS CloudShellセキュリティに関する FAQ (p. 53)

AWS CloudShell でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS CloudShell 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。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する責
任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスクが含
まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照してく
ださい。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任共有
モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

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

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。

40

http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
https://docs.aws.amazon.com/security/?id=docs_gateway#aws-security
https://docs.aws.amazon.com/security/?id=docs_gateway#aws-security
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq
http://aws.amazon.com/blogs/security/the-aws-shared-responsibility-model-and-gdpr/
http://aws.amazon.com/blogs/security/the-aws-shared-responsibility-model-and-gdpr/


AWS CloudShell ユーザーガイド
データ暗号化

• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 および TLS 1.3 をお勧めします。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

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

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

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

お客様の E メールアドレスなどの極秘または機密情報は、タグ、または名前フィールドなどの自由形式の
テキスト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 CloudShell 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
名前に使用される自由形式のテキストフィールドに入力されるデータは、請求または診断ログに使用され
る場合があります。外部サーバーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するため
に、認証情報を URL に含めないことを強くお勧めします。

データ暗号化
データ暗号化とは、保管時 (AWS CloudShell に保存時) および輸送時 (AWS CloudShell とサービスエンド
ポイントの間を移動するとき) のデータ保護を意味します。

AWS KMS を使用した保管時の暗号化
保存時の暗号化とは、保存中にデータを暗号化することで、不正なアクセスからデータを保護することで
す。AWS CloudShell の使用時には、AWS リージョンごとに 1 GB の永続的ストレージが無料で用意され
ます。永続的ストレージはホームディレクトリ ($HOME) にあり、ユーザーのプライベートな記憶域です。
各シェルセッションが終了した後にリサイクルされるエフェメラル環境リソースとは異なり、ホームディ
レクトリ内のデータは保持されます。

AWS CloudShellに保管されるデータの暗号は、AWS Key Management Service(AWS KMS)によって提供
される暗号キーを使用して実装されます。これは、カスタマーマスターキー (CMK) を作成して制御する
AWSマネージドサービスであり、この暗号化キーはAWS CloudShell環境に保存されるカスタマーデータ
の暗号化に使用される暗号化キーを生成して制御します。 AWS CloudShell顧客に代わってデータを暗号
化するための暗号鍵を生成および管理します。

転送中の暗号化
転送中の暗号化とは、通信エンドポイント間の移動中にデータが傍受されるのを防ぐことです。

デフォルトでは、クライアントの ウェブ ブラウザコンピュータおよびクラウドベースの間のすべてのデー
タコミュニケーションが、AWS CloudShellHTTPS/TLS Connectを介した送信により、すべてが暗号化さ
れます。

コミュニケーションのために、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。

AWS CloudShell での Identity and Access 
Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全にコント
ロールするために役立つ Amazon Web Services (AWS) のサービスです。IAM 管理者は、誰を認証 (サイン
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イン) し、誰にのサービスのリソースの使用を許可する (アクセス許可を持たせる)AWS のサービス かを制
御します。IAM は、追加費用なしで使用できる AWS のサービス です。

AWS CloudShell を使用して AWS にアクセスするには、AWS アカウント と AWS 認証情報が必要です。
のセキュリティを高めるためAWS アカウント、アクセス認証情報を指定する場合は、IAM ユーザーを使用
することをお勧めします。AWS アカウント

IAM の操作方法の詳細については、「AWS Identity and Access Management」を参照してください。

IAM ユーザーの概要と、ユーザーがアカウントのセキュリティにとって重要である理由については、
のAWSセキュリティ認証情報を参照してくださいAmazon Web Services 全般のリファレンス。

AWS CloudShellは、サポートしている特定の Amazon Web Services (AWS) のサービスを介して、責任共
有モデルに従います。AWS のサービスのセキュリティ情報については、AWSのサービスのセキュリティ
に関するドキュメントページとAWS のサービス、コンプライアンスプログラムごとのAWSコンプライア
ンスの取り組みの対象となるを参照してください。

Warning

セキュリティ上のベストプラクティスとして、ユーザー、ロール、セッション名など IAM エン
ティティに機密データを含めないようお勧めします。

トピック
• 対象者 (p. 42)
• 認証 (p. 42)
• IMPポリシー内でのアクセスおよび使用の管理AWS CloudShell (p. 43)

対象者
AWS Identity and Access Management(IAM) の用途は、での作業によって異なりますAWS CloudShell。

サービスユーザー - AWS CloudShell サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要な認証情報と許
可を管理者が用意します。AWS CloudShell使用する機能が増えるほど、必要な権限も増えます。アクセ
スの管理方法を理解することで、管理者に適切な許可をリクエストする方法を知ってください。の機能に
アクセスできない場合はAWS CloudShell、を参照してくださいAWS CloudShell のトラブルシューティン
グ (p. 66)。

サービス管理者 - 社内で AWS CloudShell リソースを担当している場合は通常、AWS CloudShell へのフル
アクセスがあります。AWS CloudShellチームがどの機能とリソースアクセスできるかを決定するのは管理
者の仕事です。サービスユーザーのアクセス許可を変更するリクエストを IAM 管理者に送信します。IAM 
の概念と用語については、このページの情報を確認してください。

IAM 管理者-IAM 管理者は、サービスへの IAM ユーザーのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細
について確認することを検討してください。に固有の情報についてはAWS CloudShell、を参照してくださ
いIMPポリシー内でのアクセスおよび使用の管理AWS CloudShell (p. 43)。

認証
AWS には、次のいずれかのタイプの ID でアクセスできます。

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

• IAM ユーザー-IAM ユーザーは、特定のカスタムのアクセス許可 (作成許可などAWS CloudShell) を持つ
ユーザーです。AWS アカウントIAM サインイン認証情報を使用して、、AWSディスカッションフォー
ラムAWS Management Console、AWS Supportセンターなどのセキュリティで保護されたAWS Web 
ページにサインインできます。

また、サインイン認証情報に加えて、各ユーザーのアクセスキーを生成することができます。これらの
キーは SDK の 1 つ または AWS Command Line Interface (CLI) を使用して、AWS のサービス にアクセ
スする際に使用できます。SDK と CLI ツールは、リクエストに暗号的に署名するためにアクセスキー
を使用します。AWS ツールを使用しない場合は、リクエストを自分で署名する必要があります。AWS 
CloudShell では、署名バージョン 4 がサポートされています。これはインバウンド API リクエストを
認証するためのプロトコルです。リクエストの認証の詳細については、の「署名バージョン 4 のプロセ
ス」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

• IAM ロール - IAM ロールは、アカウントで作成して特定の許可を付与できる IAM ID です。IAM ロール
は、ID が AWS で実行できることとできないことを決定する許可ポリシーを持つ AWS ID であるという
点で IAM ユーザーと似ています。ただし、ユーザーは 1 人の特定の人に一意に関連付けられますが、
ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。また、ロールには標準の長期認
証情報 (パスワードやアクセスキーなど) も関連付けられません。代わりに、ロールを引き受けると、
ロールセッション用の一時的なセキュリティ認証情報が提供されます。IAM ロールと一時的な認証情報
は、次の状況で役立ちます。
• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに

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

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

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

IMPポリシー内でのアクセスおよび使用の管理AWS 
CloudShell
AWS Identity and Access Management(IAM) が提供できるアクセス管理リソースを使用して、管理者は 
IAM ユーザーににアクセス許可を付与できます。そうすれば、AWS CloudShellこれらのユーザーは環境の
機能にアクセスして使用できます。管理者は、ユーザーがシェル環境で実行できるアクションをきめ細か
く指定するポリシーを作成することもできます。

管理者がユーザーにアクセス権を付与する最も簡単な方法は、AWS マネージドポリシーを介した方法
です。AWS マネージドポリシーは、AWS で作成および管理されるスタンドアロンポリシーです。AWS 
CloudShell 用に次の AWS マネージドポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。
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• AWSCloudShellFullAccess: すべての機能へのフルアクセス権のある AWS CloudShell を使用するための
アクセス許可を付与します。

AWSCloudShellFullAccessこのポリシーでは、ワイルドカード (*) 文字を使用して、IAM アイデンティ
ティ (ユーザー、ロール、もしくはグループ) にCloudShellおよび機能へのアクセス許可を付与しま
す。AWSCloudShellFullAccessこのポリシーを、許可されたユーザーアクションに関してより限定的なカ
スタムポリシーのテンプレートとして使用することもできます。

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

Note

AWS以下の管理ポリシーを持つ IAM ID も起動できますCloudShell。ただし、これらのポリシー
では広範な権限が提供されます。そのため、IAM ユーザーのジョブロールに必須である場合にの
みこれらのポリシーを付与することをお勧めします。

• 管理者:IAM ユーザーは、フルアクセスをユーザーに提供し、の各サービスおよびリソースへの
アクセス許可を委任できますAWS。

• デベロッパーパワーユーザー:IAM ユーザーが、アプリケーション開発タスクを実行し、AWS対
応アプリケーションの開発をサポートするリソースとサービスを作成および設定できます。

マネージドポリシーをアタッチする方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM アイデ
ンティー許可の追加 (コンソール)」を参照してください。

AWS CloudShell でカスタムポリシーを使用して、許可されるア
クションを管理する
IAM ユーザーがを使用して実行できるアクションを管理するにはCloudShell、AWSCloudShellFullAccess
その管理ポリシーをテンプレートとして使用するカスタムポリシーを作成します。または、関連する IAM 
アイデンティティ (ユーザー、グループ、もしくはロール) に埋め込まれているインラインポリシーを編集
してください。

例えば、ユーザーが CloudShell にアクセスできるけれども、シェル環境内でファイルをアップロードまた
はダウンロードできないようにします。CloudShell へのアクセスを明示的に拒否できます。

Important

IAM ユーザーが AWS Management Console から AWS CloudShell を開始するには、次のアク
ションについてアクセス許可が必要です。

• CreateEnvironment

• CreateSession

• GetEnvironmentStatus
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• StartEnvironment

これらのアクションのいずれかがアタッチされたポリシーによって明示的に許可されていない場
合、起動しようとすると IAM アクセス許可エラーが返されますCloudShell。

AWS CloudShell のアクセス許可

名前 付与されたアクセス許可の
説明

CloudShell起動する必要があ
りますか?

cloudshell:CreateEnvironment CloudShell環境を作成
し、CloudShellセッションの
開始時にレイアウトを取得
し、バックエンドのウェブ
アプリから現在のレイアウ
トを保存します

はい

cloudshell:CreateSession CloudShellから環境Connect 
するAWS Management 
Console

はい

cloudshell:GetEnvironmentStatus CloudShell環境のステータス
を読み取ってください

はい

cloudshell:DeleteEnvironment CloudShell環境を削除する いいえ

cloudshell:GetFileDownloadUrls CloudShellローカルマシンに
ファイルをダウンロードし
てください

いいえ

cloudshell:GetFileUploadUrls ローカルマシンからファイ
ルをアップロードしてくだ
さいCloudShell

いいえ

cloudshell:PutCredentials AWS Management Console
ログインに使用した認証
情報をに転送してください
CloudShell

いいえ

cloudshell:StartEnvironment CloudShell停止した環境を起
動する

はい

cloudshell:StopEnvironment CloudShell実行中の環境を停
止してください

いいえ

の IAM ポリシーの例CloudShell

次の例は、アクセス可能なユーザーを制限するためのポリシーの書き込み方法を示しています
CloudShell。これらの例は、シェル環境で実行可能なアクションを示しています。

次のポリシーは、CloudShellとその機能へのアクセスの完全に拒否します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Sid": "DenyCloudShell", 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": [ 
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            "cloudshell:*" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }]
}

次のポリシーでは、IAMCloudShell ユーザーにはアクセスを許可しますが、シェル環境でのファイルの
アップロードとダウンロードをブロックします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Sid": "CloudShellUser", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "cloudshell:*" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }, { 
        "Sid": "DenyUploadDownload", 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": [ 
            "cloudshell:GetFileDownloadUrls", 
            "cloudshell:GetFileUploadUrls" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }]
}

次のポリシーでは、IAMCloudShell ユーザーにアクセスを許可します。ただし、このポリシーでは、ログ
インに使用した認証情報がCloudShell環境に転送されるのを防止します。AWS Management Consoleこの
ポリシーを持つIAM ユーザーは、内で認証情報を手動で設定する必要がありますCloudShell。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Sid": "CloudShellUser", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "cloudshell:*" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }, { 
        "Sid": "DenyCredentialForwarding", 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": [ 
            "cloudshell:PutCredentials" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }]
}

アクセス権限AWS のサービス
CloudShellは、へのサインインに使用された IAM 認証情報を使用しますAWS Management Console。

Note

へのサインインに使用された IAM 認証情報を使用するにはAWS Management 
Console、cloudshell:PutCredentials許可が必要です。
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のこの事前認証機能はCloudShell、を使用するうえで便利ですAWS CLI。ただし、IAM ユーザーには、コ
マンドラインから呼び出されるAWS のサービスのに対して、明示的なアクセス許可が必要です。

例えば、IAM ユーザーが Amazon S3 バケットを作成し、ファイルをオブジェクトとしてアップロードす
る必要があるとします。これらのアクションを明示的に許可するポリシーを作成できます。IAM コンソー
ルには、JSON 形式のポリシードキュメントを作成する手順をご案内するインタラクティブなビジュア
ルエディタが用意されています。ポリシーを作成した後、関連する IAM アイデンティティ (ユーザー、グ
ループ、もしくはロール) にアタッチできます。

マネージドポリシーをアタッチする方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM アイデンティー
許可の追加 (コンソール)」を参照してください。

AWS CloudShellでのログ記録とモニタリング
このトピックでは、AWS CloudShellを使用してアクティビティとパフォーマンスを記録および監視する方
法について説明しますCloudTrail。

CloudTrail を使用したアクティビティのモニタリング
AWS CloudShellは、ユーザーAWS CloudTrail、ロール、またはが行うアクションを記録するサービス
「」AWS のサービス と統合されていますAWS CloudShell。CloudTrail は、AWS CloudShell のすべての 
API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、AWS CloudShell コン
ソールの呼び出しと、AWS CloudShell API へのコード呼び出しが含まれます。

証跡を作成することで、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットへのCloudTrailイベントの
継続的な配信を有効にすることができます。これには、のイベントが含まれますAWS CloudShell.

証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event history (イベント履歴)] で最新のイベントを
表示できます。によって収集された情報を使用してCloudTrail、リクエストに関するさまざまな情報を見つ
けることができます。たとえば、AWS に対するリクエストが発信された IP アドレスCloudShell、リクエ
ストの作成者、リクエスト作成日時、確認できます。

CloudTrail の AWS CloudShell
AWS CloudShell は以下のアクションをイベントとして CloudTrail ログファイルに記録します。

• createEnvironment
• createSession
• deleteEnvironment
• deleteSession
• getEnvironmentStatus*
• getFileDownloadUrls*
• getFileUploadUrls*
• getLayout*
• putCredentials
• redeemCode
• sendHeartBeat
• startEnvironment
• stopEnvironment
• updateLayout
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*変更なし (読み取り専用) API コール。

名前に「Environment」という語が含まれるイベントは、シェル環境をホストするコンピューティング環
境のライフサイクルに関連します。

「レイアウト」という単語を含むイベントは、CloudShellターミナルのすべてのブラウザタブを復元しま
す。

sendHeartBeatイベントは、セッションがアクティブであることを確認するために発生しま
す。putCredentialsイベントは、ユーザーがコンソールにサインインした認証情報がに転送されると発
生しますAWS CloudShell。

deleteSessionこのイベントは、CloudShell現在のブラウザタブで実行されている 1 つのタブのセッ
ションを削除します。updateLayoutこのイベントは、ウェブアプリの現在のレイアウトをバックエンド
に保存します。getLayoutこのイベントは、セッションの開始時にレイアウトを取得します。

EventBridgeAWS CloudShellアクションのルール

EventBridgeルールでは、EventBridgeルールに一致するイベントを受信したときに実行するターゲットア
クションを指定します。CloudTrailログファイルにイベントとして記録されるAWS CloudShellアクション
に基づいて実行するターゲットアクションを指定するルール定義できます。

たとえば、EventBridgeAWS CLIput-ruleコマンドを使用してルールを作成できます。put-
rule呼び出しには、少なくとも 1 つのEventPattern OR が含まれている必要があります
ScheduleExpression。EventPatterns を含むルールは、一致するイベントが確認されときにトリガーされ
ます。4EventPatternAWS CloudShell つのイベント:

{ "source": [ "aws.cloudshell" ], "detail-type": [ "AWS API Call via CloudTrail" ], 
 "detail": { "eventSource": [ "cloudshell.amazonaws.com" ] } }

詳細については、AmazonEventBridge ユーザーガイドの「イベントとイベントパターン」を参照してくだ
さい。EventBridge

AWS CloudShell 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 CloudShellは次のコンプライアンスプログラムの範囲内です。

SOC
AWS System and Organization Controls (SOC) レポートは、重要なコンプライアンスの統制および目標を 
AWS がどのように達成しているかを実証する、独立した第三者による審査報告書です。

サービス SDK SOC 1、2、3

AWS CloudShell CloudShell ✓

PCI
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) は、PCI Security Standards Council によって
管理される機密情報のセキュリティ標準であり、American Express、Discover Financial Services、JCB 
International、MasterCard Visa Inc により創設されました。
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サービス SDK PCI

AWS CloudShell CloudShell ✓

ISO および CSA スター認証およびサービス
AWSISO/IEC 27001:2013、27017:2015、27018:2019、27701:2019、22301:2019、9001:2015、および 
CSA STAR CCM v4.0 への準拠に関する認定を受けています。

サービス SDK ISO および CSA スター認証およ
びサービス

AWS CloudShell CloudShell ✓

FedRamp
Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) は米国政府全体のプログラムであり、
クラウドの製品やサービスに対するセキュリティ評価、認証、および継続的なモニタリングに関する標準
アプローチを提供しています。

FedRAMP による評価および認可を受けているサービスのステータスは、次のとおりです。

• 第三者評価機関 (3PAO) の評価:このサービスは現在、第三者評価機関による評価を受けています。
• 共同承認委員会 (JAB) による審査:このサービスは、現在、JAB による審査を受けているところです。

サービス SDK FedRAMP Moderate 
(East/West)

FedRAMP・ハイ 
(GovCloud)

AWS CloudShell CloudShell JAB による審査 JAB による審査

DoD CC SRG
米国防総省 (DoD) クラウドコンピューティングセキュリティ要求事項ガイド (SRG) には、クラウドサービ
スプロバイダー (CSP) が DoD の暫定認証を取得して DoD ユーザーへのサービス提供を可能にする、標準
化された評価と承認プロセスが規定されています。

DoD CC SRG の評価および承認を受けているサービスのステータスは、次のとおりです。

• 第三者評価機関 (3PAO) の評価:このサービスは現在、第三者評価機関による評価を受けています。
• 共同承認委員会 (JAB) による審査:このサービスは、現在、JAB による審査を受けているところです。
• アメリカ国防情報システム局 (DISA) による審査:このサービスは、現在、DISA による審査を受けている

ところです。

サービス SDK DoD CC 
SRG IL2 
(East/West)

DoD CC 
SRGGovCloud 
IL2

DoD CC 
SRGGovCloud 
IL4

DoD CC 
SRGGovCloud 
IL5

DoD CC 
SRG IL6 
(AWS Secret 
Region)

AWS 
CloudShell

CloudShell 3PAO の評
価

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
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HIPAA BAA
1996 年の医療保険の相互運用性と説明責任に関する法令 (HIPAA) は、患者の同意や認識なく機密性の高
い患者の健康情報が開示されないようにするための国家基準の作成を義務付けた連邦法です。

AWS は、HIPAA の対象となる事業体とその従業員が、保護された医療情報 (PHI) を安全に処理、保存、
転送できるようにします。さらに、2013 年 7 月現在、はそのような顧客に対して、標準化された事業提
携契約 (BAA)AWS を提供しています。

サービス SDK HIPAA BAA

AWS CloudShell CloudShell ✓

IRAP
オーストラリア政府のお客様は、情報セキュリティ登録評価プログラム (IRAP) を使用して、適切な制御が
行われていることを検証し、オーストラリアサイバーセキュリティセンター (ACSC) が作成したオースト
ラリア政府情報セキュリティマニュアル (ISM) の要件に対応する適切な責任モデルを決定することができ
ます。

サービス 名前空間* IRAP による保護

AWS CloudShell 該当なし ✓

*名前空間は、AWS 環境全体のサービスを識別するのに役立ちます。例えば、IAM ポリシーを作成する際
は、Amazon リソースネーム (ARN) を使用し、AWSCloudTrailログを参照します。

MTCS
多層クラウドセキュリティ (MTCS) は、ISO 27001/02 情報セキュリティ管理システム (ISMS) 規格に基づ
く、シンガポールで運用されているセキュリティ管理規格 (SPRING SS 584) です。

サービス SDK 米国東部 
(オハイオ)

米国東部 
(バージニ
ア北部)

米国西部 
(オレゴン)

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

シンガポー
ル

ソウル

AWS 
CloudShell

CloudShell ✓ ✓ ✓ 該当なし 該当なし 該当なし

C5
Cloud Computing Compliance Controls Catalog (C5) は、ドイツ連邦情報セキュリティ局 (BSI) がドイツで
導入したドイツ政府支援の証明スキームで、ドイツ政府の「クラウドプロバイダーに対するセキュリティ
に関するレコメンデーション」内でクラウドサービスを使用するときに、組織が一般的なサイバー攻撃に
対する運用上のセキュリティを実証できるようにします。

サービス SDK C5

AWS CloudShell CloudShell ✓
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ENS High
ENS（エスケマ・ナシオナル・デ・セグリダード）認定制度は、財務行政省とCCN（国立暗号センター）
によって開発されました。これには、情報を適切に保護するために必要な基本原則と最低限の要件が含ま
れています。

サービス SDK ENS ハイ

AWS CloudShell CloudShell ✓

FINMA
スイス金融市場監督局 (FINMA) は、スイスの独立した金融市場の規制機関です。 AWSが FINMA の要件に
合致していることは、スイスの金融サービス規制当局とお客様によって設定された、クラウドサービスプ
ロバイダーに対する高い期待事項を満たす継続的なコミットメントを示しています。

サービス SDK FINMA

AWS CloudShell CloudShell ✓

PiTuKri
AWSPiTuKri要件に合致していることは、フィンランドの運輸通信局である Traficom によって設定され
た、クラウドサービスプロバイダーに対する高い期待事項を満たす継続的なコミットメントを示していま
す。

サービス SDK PiTuKri

AWS CloudShell CloudShell ✓

詳細のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS のサービスのリストについては、「コンプライ
アンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。一般的な情報については、
「AWS コンプライアンスプログラム」を参照してください。

サードパーティーの監査レポートをダウンロードするには、AWS Artifact を使用します。詳細について
は、Downloading Reports in AWS および を参照してください。

AWS CloudShell を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ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スタートガイド – 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のためのアーキテクチャの設計ホワイトペーパー – このホ
ワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法を説明しま
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。

51

http://aws.amazon.com/compliance/esquema-nacional-de-seguridad/
http://aws.amazon.com/compliance/finma/
http://aws.amazon.com/compliance/pitukri/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/downloading-documents.html
http://aws.amazon.com/quickstart/?awsf.quickstart-homepage-filter=categories%23security-identity-compliance
https://docs.aws.amazon.com/pdfs/whitepapers/latest/architecting-hipaa-security-and-compliance-on-aws/architecting-hipaa-security-and-compliance-on-aws.pdf
http://aws.amazon.com/compliance/resources/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html


AWS CloudShell ユーザーガイド
耐障害性

• AWS Security Hub：この AWS のサービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示してお
り、セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

AWS CloudShell での耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で Connect されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラ
ビリティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションと
データベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複
数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。

AWSリージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

AWS グローバルインフラストラクチャに加えて、データの耐障害性とバックアップのニーズに対応するた
めの機能を AWS CloudShell はサポートしています。

• 作成して追加したAWS CodeCommitファイルをコミットする。これは、クラウド内のアセット (ドキュ
メント、ソースコード、バイナリファイルなど) をプライベートで保存および管理するために使用でき
る Amazon Web Services によってホストされるバージョン管理サービスです。これらのアセットは、
ドキュメント、ソースコード、およびバイナリファイルで構成しています。詳細については、「チュー
トリアル: CodeCommit での使用AWS CloudShell (p. 26)」を参照してください。

• AWS CLIホームディレクトリ内のファイルを指定するための呼び出しを使用し、AWS CloudShellそ
れらを Amazon S3 バケット内のオブジェクトとして追加します。例については、入門チュートリア
ル (p. 11)を参照してください。

AWS CloudShell でのインフラストラクチャセキュ
リティ

マネージドサービスである AWS CloudShell は、Amazon Web Services のセキュリティプロセスの概要ホ
ワイトペーパーに記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの手順で保護されていま
す。

AWS 公開版 API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS CloudShell にアクセスします。クライ
アントで Transport Layer Security (TLS) 1.2 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降
を推奨しています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman 
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされ
ている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされ
ています。

また、リクエストは、アクセスキー ID および、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアク
セスキーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用し
て、一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

Note

デフォルトでは、コンピューティング環境のシステムパッケージのセキュリティーパッチを自動
的にインストールしますAWS CloudShell。

AWS CloudShell での構成と脆弱性の分析
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コンピューティング環境にインストールされているサードパーティー製ソフトウェアにパッチが適用さ
れ、最新であることを確認するのはAWS CloudShellユーザーの責任です。

AWS CloudShell のセキュリティのベストプラク
ティス

以下のベストプラクティスは一般的なガイドラインであり、完全なセキュリティソリューションに相当す
るものではありません。これらのベストプラクティスはユーザーの環境に適切ではないか、十分ではない
場合があるため、絶対的な解決策ではなく、役に立つ情報としてお考えください。

AWS CloudShell のセキュリティのベストプラクティスの一部

• IAM アクセス許可およびポリシーを使用して、AWS CloudShell へのアクセスを制御し、ユーザーが
自分のロールで必要なアクション (例えば、ファイルのダウンロードまたはアップロード) のみを実
行できることを確認します。詳細については、「IMPポリシー内でのアクセスおよび使用の管理AWS 
CloudShell (p. 43)」を参照してください。

• ユーザー、ロール、セッション名などの機密データを IAM エンティティに含めないでください。
• 安全な貼り付け機能を有効にして、外部ソースからコピーしたテキスト内の潜在的なセキュリティリス

クを捉えます。デフォルトでは、安全な貼り付けが有効になっています。詳細については、「マルチテ
キストに安全な貼り付けを使用する (p. 39)」を参照してください。

• のコンピューティング環境にサードパーティアプリケーションをインストールした場合は、AWS 
CloudShellセキュリティ責任共有モデルをよく理解してください。

• ユーザーのシェル環境に影響を与えるシェルスクリプトを編集する前に、ロールバックメカニズムを準
備します。詳細については、「スクリプトでシェルを修正する (p. 64)」を参照してください。

• コードをバージョン管理システムに安全に保存します。例: AWS CodeCommit。

AWS CloudShellセキュリティに関する FAQ
このAWS のサービスのセキュリティに関するよくあるのリストに戻る。

• AWSCloudShellシェルセッションを起動して開始するときに使用されるプロセスとテクノロジーはどの
ようなものですか? (p. 53)

• CloudShellネットワークアクセスを制限することはできますか？ (p. 54)
• CloudShell環境をカスタマイズできますか? (p. 54)
• $HOMEAWS クラウド私のディレクトリは実際にはどこに保存されていますか? (p. 54)
• $HOMEディレクトリを暗号化することはできますか? (p. 54)
• $HOME自分のディレクトリでウイルススキャンを実行できますか? (p. 54)

AWSCloudShellシェルセッションを起動して開始する
ときに使用されるプロセスとテクノロジーはどのよう
なものですか?
サインインするときはAWS Management Console、IAM ユーザー認証情報を入力します。ま
た、CloudShellコンソールインターフェイスから起動すると、これらの認証情報はCloudShell API への呼
び出しに使用され、サービスのコンピューティング環境が作成されます。次に、AWS Systems Manager
コンピューティング環境用のセッションが作成され、CloudShellそのセッションにコマンドが送信されま
す。
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スを制限することはできますか？

セキュリティよくあるのリストに戻るる (p. 53)

CloudShellネットワークアクセスを制限することはで
きますか？
CloudShellネットワークプロバイダーに接続することで、ネットワークアクセスを制限できる場合があ
ります。または、IAM 権限を使用したり、IAMCloudShell 権限へのアクセスを明示的に拒否したり、IAM 
権限を提供しなかったり、暗黙的に IAM 拒否機能を使用したりすることもできます。詳細については、
「IAM ポリシーによる AWSCloudShell アクセスと使用の管理 (p. 43)」を参照してください。

セキュリティよくあるのリストに戻るる (p. 53)

CloudShell環境をカスタマイズできますか?
CloudShellご使用の環境に合ったユーティリティやその他のサードパーティ製ソフトウェアをダウンロー
ドしてインストールできます。$HOMEディレクトリにインストールされているソフトウェアのみがセッ
ション間で保持されます。

AWS責任分担モデルで定義されているように、インストールするアプリケーションの必要な構成と管理は
お客様の責任となります。

セキュリティよくあるのリストに戻るる (p. 53)

$HOMEAWS クラウド私のディレクトリは実際にはど
こに保存されていますか?
$HOMEにデータを保存するためのインフラストラクチャは Amazon S3 によって提供されます。

セキュリティよくあるのリストに戻るる (p. 53)

$HOMEディレクトリを暗号化することはできますか?
$HOMEディレクトリ内のデータは、Amazon S3 暗号化を使用して既に暗号化されています。

セキュリティよくあるのリストに戻るる (p. 53)

$HOME自分のディレクトリでウイルススキャンを実行
できますか?
現在、$HOMEディレクトリのウイルススキャンを実行することはできません。この機能のSupport は検討
中です。

セキュリティよくあるのリストに戻るる (p. 53)
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コンピューティング環境のリソース

AWS CloudShell コンピューティング
環境: 仕様およびソフトウェア

AWS CloudShell を起動すると、Amazon Linux 2 に基づくコンピューティング環境が、シェル環境をホス
トするために作成されます。環境は、コンピューティングリソース (vCPU およびメモリ) (p. 55) に設
定され、コマンドラインインターフェイスからアクセスできるプリインストールされた (p. 56)幅広い機
能を提供しています。ソフトウェアをインストールし、シェルスクリプトを変更して、デフォルト環境を
構成することもできます。

コンピューティング環境のリソース
どの AWS CloudShell コンピューティング環境にも、次の CPU およびメモリリソースが割り当てられま
す。

• 1 vCPU (仮想 CPU)
• 2 GiB RAM

また、環境は次のストレージ構成でプロビジョニングされます。

• 1 GiB RAM (セッション終了後もストレージは保持されます)

詳細については、「永続的ストレージ (p. 72)」を参照してください。
Important

現在、AWS CloudShell コンピューティング環境は Docker コンテナをサポートしていません。

CloudShellネットワーク要件
WebSockets

CloudShellWebSocketプロトコルによって異なります。これにより、CloudShellAWSユーザーのウェブ
ブラウザとクラウド内のサービス間の双方向のインタラクティブ通信が可能になります。プライベート
ネットワークでブラウザを使用している場合、インターネットへの安全なアクセスは、おそらくプロキシ
サーバーとファイアウォールによって促進されます。WebSocket通信は通常、問題なくプロキシサーバー
を通過できます。しかし、場合によっては、WebSocketsプロキシサーバーが正しく動作しなくなること
があります。この問題が発生すると、CloudShellFailed to open sessions : Timed out while 
opening the sessionインターフェイスから次のエラーが報告されます。

このエラーが繰り返し発生する場合は、プロキシサーバーのマニュアルを参照して、許可するように設定
されていることを確認してくださいWebSockets。または、ネットワークのシステム管理者に問い合わせ
てください。

Note

特定の URL を許可リストに追加して権限を細かく定義したい場合は、AWS Systems 
ManagerWebSocketセッションが接続を開いて入出力を送受信するために使用する URL の一部を
追加できます。(AWS CloudShellコマンドはその Systems Manager セッションに送信されます)。
Systems ManagerStreamUrl が使用するこの形式はですwss://
ssmmessages.region.amazonaws.com/v1/data-channel/session-id?
stream=(input|output)。
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region は、米国東部 (オハイオ)AWS リージョンののようにAWS Systems Managerus-east-2、
でサポートされているリージョンのリージョン識別子を表します。
セッション ID は特定の Systems Manager セッションが正常に開始された後に作成されるため、
指定できるのは URLwss://ssmmessages.region.amazonaws.com 許可リストを更新すると
きだけです。詳細については、AWS Systems ManagerAPI StartSessionリファレンスの操作を参
照してください。

プリインストールされたソフトウェア
Note

AWS CloudShell 開発環境は、最新のソフトウェアへのアクセスを提供するために定期的に更新さ
れているので、このドキュメントでは、特定のバージョン番号は提供していません。代わりに、
インストールされているバージョンをチェックする方法を記述します。インストールされている
バージョンを確認するには、--versionプログラム名の後にオプションを入力します (例:git 
--version)。

シェル
プレインストールされたシェル

名前 説明 [Version information]

Bash Bash シェルは、AWS CloudShell 
のデフォルトのシェルアプリ
ケーションです。

bash --version

PowerShell コマンドラインインターフェ
イスとスクリプト言語サポー
トを提供し、PowerShell 
Microsoftの.NETコマンド
言語ランタイム上に構築さ
れています。PowerShell
は、.NETcmdlets オブジェクト
を受け入れて返すという軽量コ
マンドを使用します。

(Get-Host).Version

Zシェル (zsh) Z シェル、別名 zsh は、テーマ
およびプラグインのカスタマイ
ズサポートを強化した Bourne 
シェルの拡張バージョンです。

zsh --version

AWS コマンドラインインターフェイス (CLI)
CLI

名前 説明 [Version information]

AWS CLI AWS CLI は、コマンドライン
から複数の AWS サービスを管
理し、スクリプトを使用して
自動化するためのコマンドラ
インインターフェイスです。
詳細については、「AWS での 
AWS CloudShell サービスの使

aws --version
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名前 説明 [Version information]
用 (p. 35)」を参照してくださ
い。

最新バージョンであるup-to-
dateAWS CLIバージョン 2 を確
実に使用する方法については、
「」を参照してくださいAWS 
CLI をホームディレクトリにイン
ストールする (p. 63)。

EB CLI EB CLI は AWS Elastic Beanstalk 
のコマンドラインインターフェ
イスで、ローカルリポジトリか
らの環境作成、更新、およびモ
ニタリングを簡素化するインタ
ラクティブなコマンドを提供し
ます。

詳細については、AWS Elastic 
Beanstalk デベロッパーガイドの
「Elastic Beanstalk コマンドライ
ンインターフェイス (EB CLI) の
使用」を参照してください。

eb --version

Amazon ECS CLI Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS) コマン
ドラインインターフェイス (CLI) 
は、クラスターとタスクの作
成、更新、モニタリングを簡素
化するための高レベルのコマン
ドを提供します。

詳細については、Amazon Elastic 
Container Service デベロッパー
ガイドの「Amazon ECS コマン
ドラインインターフェイスの使
用」を参照してください。

ecs-cli --version

AWS SAM CLI AWS SAM CLI は、AWS 
Serverless Application Model テ
ンプレートおよびアプリケー
ションコードで動作するコ
マンドラインツールです。い
くつものタスクを実行できま
す。Lambda 関数をローカルで呼
び出すサーバーレスアプリケー
ションのデプロイパッケージ
を作成するサーバーレスアプリ
ケーションを AWS Cloud にデプ
ロイするなどがあります。

詳細については、AWS 
Serverless Application Model デ
ベロッパーガイドの「AWS SAM 
CLI コマンドレファレンス」を参
照してください。

sam --version
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名前 説明 [Version information]

AWS Tools for PowerShell AWS Tools for PowerShell
は、PowerShellAWS SDK 
for .NETから公開されてい
る機能に基づいて構築さ
れたモジュールです。を
使用するとAWS Tools for 
PowerShell、AWSPowerShellコ
マンドラインからリソースの操
作をスクリプト化できます。

AWS CloudShellのモジュール化
バージョン (AWS.Tools) をプレ
インストールしますAWS Tools 
for PowerShell。
詳細については、AWS Tools 
for PowerShellユーザーガイド
の「AWS ツールの使用」を参照
してください。PowerShell

pwsh --Command ' Get-
Module -ListAvailable -
Name AWS.Tools.Common'

ランタイムおよび AWS SDK: Node.js および Python 3
ランタイムおよび AWS SDK

名前 説明 [Version information]

Node.js (npm 付き) Node.js は、JavaScript非同期
プログラミング手法を簡単に適
用できるように設計されたラン
タイムです。詳細については、
「Node.js の公式サイトのドキュ
メント」を参照してください。

npm は、JavaScriptモジュール
のオンラインレジストリへのア
クセスを提供するパッケージマ
ネージャーです。詳細について
は、「公式 npm サイトのドキュ
メント」を参照してください。

• Node.js: node --version
• npm: npm --version

Node.jsJavaScript 内の SDK for ソフトウェア開発キッ
ト (SDK) を使用する
と、Amazon S3、Amazon 
EC2、DynamoDB、および 
Amazon SWF などの AWS の
サービスにJavaScriptオブジェ
クトを提供することで、コー
ディングを簡素化できます。詳
細については、AWS SDK for 
JavaScript デベロッパーガイドを
参照してください。

npm -g ls --depth 0 2>/
dev/null | grep aws-sdk

Python Python 3 および Python 2 はど
ちらもシェル環境で使用でき
ます。Python 3 は現在、プロ

• Python 2: python --
version
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名前 説明 [Version information]
グラミング言語のデフォルト
バージョンと見なされています 
(Python 2 のサポートは 2020 年 
1 月に終了しました)。詳細につ
いては、「Python 公式サイトの
ドキュメント」を参照してくだ
さい。

また、Python のパッケージイン
ストーラである pip がプリイン
ストールされています。このコ
マンドラインプログラムを使用
して、Python パッケージイン
デックスなどのオンラインイン
デックスから Python パッケージ
をインストールできます。詳細
については、Python Packaging 
Authority が提供するドキュメン
トを参照してください。

• Python 3: python3 --
version

• pip: pip3 --version

SDK for Python (Boto3) Boto は Python デベロッパーが 
Amazon EC2 や Amazon S3 な
どを作成、設定AWS のサービ
ス、管理するために使用するソ
フトウェア開発キット (SDK) で
す。SDK はeasy-to-use、オブ
ジェクト指向 API およびへの低
レベルのアクセスを提供します
AWS のサービス。

詳細については、Boto3 ドキュメ
ントを参照してください。

pip3 list | grep boto3

開発ツールおよびシェルユーティリティ
開発ツールおよびシェルユーティリティ

名前 説明 [Version information]

bash-completion bash-completion は、Tab キーを
押して部分的に入力されたコマ
ンドまたは引数の残りの自動入
力を可能にするシェル機能の集
まりです。/usr/share/bash-
completion/completions で 
bash-completion がサポートする
パッケージを見つけることがで
きます。

パッケージのコマンドの自動入
力を設定するには、プログラ
ムファイルをソースにする必
要があります。例えば、Git コ
マンドの自動入力を設定するに

yum info bash-completion
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名前 説明 [Version information]
は、次の行を .bashrc に追加し
て、AWS CloudShell セッション
の開始時にいつでもこの機能を
利用できるようにします。

source /usr/share/bash-
completion/completions/
git

カスタム補完スクリプトを使用
したい場合、それらを永続的な
ホームディレクトリ ($HOME) に
追加して、.bashrc 内で直接
ソースとします。

詳細については、プロジェクト
の README ページを参照してく
ださいGitHub。

CodeCommitGit 用ユーティリ
ティ

git-remote-codecommit
は、Git を拡張することによ
り、CodeCommitリポジトリから
コードをプッシュおよびプルす
るための簡単な方法を提供する
ユーティリティです。これは、
フェデレーティッドアクセス、
アイデンティープロバイダー、
および一時的な認証情報を使用
した接続をサポートするために
推奨される方法です。

詳細については、AWS 
CodeCommitユーザーガイド
の「AWS CodeCommitwithgit-
remote-codecommit への HTTPS 
接続の設定手順」を参照してく
ださい。

pip3 list | grep git-
remote-codecommit

Git Git は、ブランチワークフローお
よびコンテンツのステージング
を介して、最新のソフトウェア
開発プラクティスをサポートす
る分散バージョン管理システム
です。詳細については、Git の
公式サイトのドキュメントペー
ジを参照してください。

git --version

iputils iputils パッケージには Linux ネッ
トワーク用のユーティリティが
含まれています。提供される
ユーティリティの詳細について
は、の iputils リポジトリを参照
してくださいGitHub。

iputils ツールの例: arping -V
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名前 説明 [Version information]

jq jq ユーティリティは JSON 形式
のデータを解析して、コマンド
ラインフィルタによって変更さ
れた出力を生成します。詳細に
ついては、ホストされている jq 
マニュアルを参照してください
GitHub。

jq --version

make make ユーティリティは
makefiles を使用して、一連の
タスクを自動化し、コードのコ
ンパイルを整理します。詳細に
ついては、GNU Make のドキュ
メントを参照してください。

make --version

man man コマンドは、コマンドライ
ンユーティリティおよびツール
のマニュアルページを提供しま
す。例えば、man ls はディレク
トリの内容を一覧表示する ls コ
マンドのマニュアルページを返
します。詳細については、マン
ページの「Wikipedia エントリ」
を参照してください。

man --version

procps procps は、現在実行中のプロ
セスをモニタリングおよび停止
するために使用できるシステム
管理ユーティリティです。詳細
については、procps で実行で
きるプログラムをリストする 
README ファイルを参照してく
ださい。

ps --version

SSH クライアント SSH クライアントは、リモート
コンピュータとの暗号化通信に
セキュアシェルプロトコルを使
用します。OpenSSH は、プリ
インストールされている SSH ク
ライアントです。詳細について
は、OpenBSD によって維持され
る OpenSSH サイトを参照して
ください。

ssh -V

sudo sudo ユーティリティを使用する
と、ユーザーは別のユーザー (通
常はスーパーユーザー) のセキュ
リティ権限でプログラムを実行
できます。Sudo は、システム
管理者としてアプリケーション
をインストールする必要がある
場合に便利です。詳細について
は、「Sudo マニュアル」を参照
してください。

sudo --version
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名前 説明 [Version information]

tar tar は、複数のファイルを単一の
アーカイブファイル (tarball と呼
ばれることが多い) にグループ化
するために使用できるコマンド
ラインユーティリティです。詳
細については、GNU tar ドキュメ
ントを参照してください。

tar --version.

tmux tmux は、複数のWindowsで異
なるプログラムを同時に実行す
るために使用できるターミナル
マルチプレクサです。詳細につ
いては、tmux の簡潔な紹介を提
供するブログを参照してくださ
い。

tmux -V

unzip 詳細については、「圧縮/解
凍 (p. 59)」を参照してくださ
い。

vim vim は、テキストベースのイン
ターフェイスを介して対話的に
操作できるカスタマイズ可能な
カスタマイズ可能なエディタで
す。詳細については、vim.org で
提供されるドキュメントリソー
スを参照してください。

vim --version

wget wget は、コマンドラインでエン
ドポイントによって指定された 
ウェブ サーバーからコンテンツ
を取得するために使用されるコ
ンピュータプログラムです。詳
細については、GNU Wgetドキュ
メントを参照してください。

wget --version

zip/enzip zip/unzip ユーティリティは、
データを失うことなくロスレ
スデータ圧縮を実現するアー
カイブファイル形式を使用し
ます。zip コマンドを呼び出し
て、単一のアーカイブ内のファ
イルをグループ化して圧縮しま
す。unzip を使用して、アーカイ
ブから指定したディレクトリに
ファイルを抽出します。

unzip --version

zip --version

kubectl kubectl は Kubernetes API を使
用して Kubernetes クラスターの
コントロールプレーンと通信す
るためのコマンドラインツール
です。

kubectl --version
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AWS CLI をホームディレクトリにインストールす
る

CloudShell環境内にプリインストールされている他のソフトウェアと同様に、AWS CLIツールは、スケ
ジュールされたアップグレードとセキュリティパッチで自動的に更新されます。up-to-dateの最新バージョ
ンを使用していることをチェックしたい場合AWS CLI、シェルのホームディレクトリにツールを手動でイ
ンストールするように選択できます。

Important

CloudShell次回セッションを開始するときに使用できるようにするには、AWS CLIホームディレ
クトリにのコピーを手動でインストールする必要があります。外部ディレクトリに追加された
ファイルが、$HOMEシェルセッションが終了すると削除されるため、このインストールが必要で
す。また、このAWS CLIのコピーをインストールした後にもこれは自動的には更新されません。
つまり、アップデートおよびセキュリティパッチを管理するのはユーザーの責任です。
AWS 責任共有モデルの詳細については、「AWS CloudShell でのデータ保護 (p. 40)」を参照して
ください。

AWS CLI をインストールするには

1. CloudShellコマンドラインで、curl次のコマンドを使用して、AWS CLIシェルにインストールされた
の zip 形式のコピーを転送します:

curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"

2. zip フォルダを解凍します。

unzip awscliv2.zip

3. 指定したフォルダにツールを追加するには、AWS CLIインストーラーを実行します。

sudo ./aws/install --install-dir /home/cloudshell-user/usr/local/aws-cli --bin-dir /
home/cloudshell-user/usr/local/bin

正常にインストールされると、コマンドラインに次のメッセージが表示されます。

You can now run: /home/cloudshell-user/usr/local/bin/aws --version

4. また、独自の便宜のために、aws コマンド実行時にツールのインストールへのパスを指定する必要が
ないように、PATH 環境変数を更新することもお勧めします。

export PATH=/home/cloudshell-user/usr/local/bin:$PATH

Note

この変更を PATH に戻すと、指定したパスを機能としない aws コマンドは、デフォルトでプ
リインストールされた AWS CLI のバージョンを使用します。
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ソフトウェアのインストール

シェル環境へのサードパーティーソフトウェアのイ
ンストール

Note

AWS CloudShell のコンピューティング環境に、サードパーティーアプリケーションをインストー
ルする前に、共有セキュリティ責任モデルをチェックすることをお勧めします。

すべてのAWS CloudShellユーザーは、デフォルトですべての権限を持っています。したがって、シェルの
コンピューティング環境でまだ利用できないソフトウェアをインストールするために sudo コマンドを使
用できます。例えば、YUM パッケージ管理ユーティリティで sudo を使用して、GNU nano テキストエ
ディタをインストールすることができます。

sudo yum install nano

次に、nano を入力して、新しくインストールしたプログラムを起動できます。

Important

yum などのパッケージ管理ユーティリティは、プログラムをディレクトリ (/usr/bin など) にイ
ンストールし、シェルセッションが終了するとリサイクルされます。つまり、セッションごとに
追加のソフトウェアがインストールされ、使用されることを意味します。

スクリプトでシェルを修正する
デフォルトのシェル環境を変更する場合は、シェル環境が起動するたびに実行されるシェルスクリプトを
編集できます。デフォルトの bash シェルが起動するたびに .bashrc スクリプトが実行されます。

Warning

.bashrc ファイルを誤って修正した場合、その後シェル環境にアクセスできないことがありま
す。編集する前にファイルのコピーを作成することをお勧めします。.bashrc の編集時にシェル
を 2 つ開くことでリスクを軽減することもできます。一方のシェルでアクセスできなくなった場
合でも、他のシェルにログインし、変更をロールバックできます。
誤って .bashrc または他のファイルを変更した後にアクセスできなくなった場合、ホームディ
レクトリを削除 (p. 19)することで、AWS CloudShell デフォルト設定に戻すことができます。

この手順では、シェル環境で自動的に Z シェルの実行に切り替わるように .bashrc スクリプトを変更し
ます。

1. テキストエディタ (例:Vim) を使用して、.bashrc を開きます。

vim .bashrc

2. エディタインターフェイスで、I キーを押して編集を開始し、以下を追加します。

zsh

3. .bashrc ファイルを終了して保存するには、Esc を押して Vim コマンドモードを入力後、以下を入
力します。

:wq
4. source コマンドを使用して .bashrc ファイルを再ロードする:
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source .bashrc

コマンドラインインターフェイスが再び使用可能になると、プロンプトシンボルが % に変化して、Z 
シェルを使用していることを示します。
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に関連するエラーのトラブルシューティング 

AWS CloudShell のトラブルシュー
ティング

を使用中にAWS CloudShell、CloudShellの起動時またはシェルコマンドラインインターフェイスを使用し
て主なタスクを実行するときなど、問題が発生する可能性があります。この章で説明する情報は、発生す
る可能性のある一般的な問題のトラブルシューティング方法を紹介します。

に関するさまざまな質問への回答についてはCloudShell、AWS CloudShellよくある質問をご覧ください。
また、AWS CloudShellディスカッションフォーラムで回答を検索したり、質問を投稿したりすることもで
きます。このフォーラムにアクセスするには、へのサインインが必要になることがありますAWS。当社に
直接お問い合わせいただくこともできます。

に関連するエラーのトラブルシューティング
以下に挙げるインデックスエラーが発生した場合に、エラーを解決するための解決方法を紹介します。

トピック
• 環境を開始できません。必要なアクセス許可がありません。IAM 管理者にへのアクセス権を申請して

くださいAWS CloudShell (p. 66)
• AWS CloudShellコマンドラインにアクセスできません (p. 67)
• 外部 IP アドレスにアクセスできません (p. 67)
• ターミナルの準備中にいくつか問題がありました  (p. 67)
• 矢印キーが正しく機能しないPowerShell (p. 67)
• サポートされていない WebCloudShell ソケットが原因でセッションを開始できない (p. 68)
• AWSPowerShell.NetCoreモジュールをインポートできません (p. 69)

環境を開始できません。必要なアクセス許可がありま
せん。IAM 管理者にへのアクセス権を申請してくださ
いAWS CloudShell
問題:AWS CloudShellからを起動しようとするとAWS Management Console、アクセスを拒否され、必要
なアクセス許可がないと通知されます。

原因: AWS CloudShell へのアクセスに使用している IAM アイデンティティに必要な IAM アクセス許可が
ありません。

解決策:IAM 管理者に必要な権限の提供を依頼してください。そのためには、AWS添付の管理ポリシー 
(AWSCloudShellFullAccess) を追加するか、埋め込みインラインポリシーを追加します。詳細について
は、「IMPポリシー内でのアクセスおよび使用の管理AWS CloudShell (p. )」を参照してください。

(先頭に戻ります (p. 66))
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AWS CloudShellコマンドラインにアクセスできませ
ん
問題:コンピューティング環境が使用するファイルを変更した後は、のコマンドラインにアクセスできまん
AWS CloudShell。

解決策:.bashrcまたはその他のファイルを誤って変更した後にアクセスできない場合、ホームディレクト
リを削除する (p. 19)ことでAWS CloudShellデフォルト設定に戻すことができます。

(先頭に戻ります (p. 66))

外部 IP アドレスにアクセスできません
問題:コマンドを実行を実行すると (たとえば、などping amazon.com) からコマンドを実行すると、次の
メッセージが表示されます。

ping: socket: Operation not permitted

原因: ping ユーティリティは、インターネット制御メッセージプロトコル (ICMP) を使用して、エコー要求
パケットをターゲットホストに送信します。ターゲットからのエコーレスポンスを待ちます。ICMP プロ
トコルが AWS CloudShell で有効になっていないため、ping ユーティリティはシェルのコンピューティン
グ環境では動作しません。

(先頭に戻ります (p. 66))

ターミナルの準備中にいくつか問題がありました
問題:Microsoft EdgeAWS CloudShell ブラウザを使用してにアクセスしようとすると、シェルセッションを
開始できず、ブラウザにエラーメッセージが表示されます。

原因:は、Microsoft EdgeAWS CloudShell の以前のバージョンと互換性がありません。サポートされている
ブラウザの最新の (p. 70) 4AWS CloudShell つのメジャーバージョンを使用してアクセスできます。

解決策: マイクロソフトのサイトから Edge ブラウザの最新版をインストールします。

(先頭に戻ります (p. 66))

矢印キーが正しく機能しないPowerShell
問題:通常の操作では、矢印キーを使用してコマンドラインインターフェイスをナビゲートし、コマンド
履歴を前後にスキャンできます。ただし、特定のバージョンのPowerShell on で矢印キーを押すとAWS 
CloudShell、文字が正しく出力されない場合があります。

原因:矢印キーで文字が正しく出力されない状況は、PowerShell Linux上で動作する7.2.xバージョンでの既
知の問題です。

解決方法:矢印キーの動作を変更するエスケープシーケンスを削除するには、PowerShell$PSStyleプロ
ファイルファイルを編集して変数をに設定しますPlainText。

1. AWS CloudShellコマンドラインで、次のコマンドを入力してプロファイルファイルを開きます。

vim ~/.config/powershell/Microsoft.PowerShell_profile.ps1 
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ケットが原因でセッションを開始できない

Note

すでに開いている場合はPowerShell、次のコマンドを使用してエディターでプロファイル
ファイルを開くこともできます。

vim $PROFILE

2. エディターで、ファイルの既存のテキストの末尾に移動し、i キーを押して挿入モードに入り、次のス
テートメントを追加します。

$PSStyle.OutputRendering = 'PlainText'

3. 編集が終わったら、Escを押してコマンドモードに入ります。次に、次のコマンドを入力してファイ
ルを保存し、エディタを終了します。

:wq

Note

変更は、PowerShell次回開始時に有効になります。

(先頭に戻ります (p. 66))

サポートされていない WebCloudShell ソケットが原
因でセッションを開始できない
問題:起動しようとするとAWS CloudShell、次のメッセージが繰り返し表示されますFailed to open 
sessions : Timed out while opening the session。

原因:CloudShellWebSocketプロトコルによって異なります。これにより、Web ブラウザととの間で双方向
のインタラクティブ通信が可能になりますAWS CloudShell。プライベートネットワークでブラウザを使用
している場合、インターネットへの安全なアクセスは、おそらくプロキシサーバーとファイアウォールに
よって促進されます。WebSocket通信は通常、問題なくプロキシサーバーを通過できます。しかし、場合
によっては、WebSocketsプロキシサーバーが正しく動作しなくなることがあります。この問題が発生す
ると、CloudShellシェルセッションを開始できず、接続の試行が最終的にタイムアウトします。

解決方法:接続タイムアウトは、サポートされていない問題以外が原因である可能性があります
WebSockets。その場合は、CloudShellまずコマンドラインインターフェイスがあるブラウザウィンドウを
更新してください。

更新後もタイムアウトエラーが発生する場合は、プロキシサーバーのマニュアルを参照してください。ま
た、プロキシサーバーが Web Sockets を許可するように設定されていることを確認してください。また
は、ネットワークのシステム管理者に問い合わせてください。

Note

たとえば、特定の URL を許可リストに登録して、きめ細かな権限を定義したいとします。AWS 
Systems ManagerWebSocketセッションが入力の送信と出力の受信用の接続を開くために使用す
る URL の一部を追加できます。AWS CloudShellコマンドはその Systems Manager セッションに
送信されます。
Systems ManagerStreamUrl が使用するこの形式はです wss://
ssmmessages.region.amazonaws.com/v1/data-channel/session-id?
stream=(input|output)。
リージョンは、AWS リージョンがサポートするリージョンの識別子を表しますAWS Systems 
Manager。たとえば、us-east-2は米国東部 (オハイオ) リージョンのリージョン識別子です。
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セッション ID は特定の Systems Manager セッションが正常に開始された後に作成されるため、
指定できるのは URLwss://ssmmessages.region.amazonaws.com 許可リストを更新すると
きだけです。詳細については、AWS Systems ManagerAPI StartSessionリファレンスの操作を参
照してください。

(先頭に戻ります (p. 66))

AWSPowerShell.NetCoreモジュールをインポート
できません
問題:をインポートする場合AWSPowerShell. NetCorePowerShellby のモジュールではImport-Module -
Name AWSPowerShell.NetCore、次のエラーメッセージが表示されます。

インポートモジュール:指定されたモジュール 'AWSPowerShell。 NetCoreどのモジュールディレクトリに
も有効なモジュールファイルが見つからなかったため、'はロードされませんでした。

原因:AWSPowerShell.NetCoreモジュールが、AWSのサービスごとの.Tools モジュールに置き換えられ
ていますAWS CloudShell。

解決策:明示的なインポートステートメントが不要になったり、AWS関連するサービスごとの.Tools モ
ジュールに変更したりする必要がある場合があります。

Example

Example

• ほとんどの場合、.Net タイプが使用されていない限り、明示的な import ステートメントは必要ありませ
ん。以下は、インポートステートメントの使用例です。
• Get-S3Bucket
• (Get-EC2Instance).Instances

• .Net タイプを使用する場合は、サービスレベルモジュール (AWS.Tools.<Service>) をインポートし
ます。構文の例を次に示します。

Import-Module -Name AWS.Tools.EC2
$InstanceTag = [Amazon.EC2.Model.Tag]::new("Environment","Dev")

Import-Module -Name AWS.Tools.S3  
$LifecycleRule = [Amazon.S3.Model.LifecycleRule]::new()

詳細については、のバージョン 4 の発表を参照してくださいAWS Tools for PowerShell。

(先頭に戻ります (p. 66))
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AWS CloudShell のサポートされるブ
ラウザ

次の表は、AWS CloudShell でサポートされるブラウザの一覧です。

ウェブブラウザのサポート

ブラウザ バージョン

Google Chrome 最新の 3 つのメジャーバージョン

Mozilla Firefox 最新の 3 つのメジャーバージョン

Microsoft Edge 最新の 3 つのメジャーバージョン

MacOS 版 Apple Safari 最新の 2 つのメジャーバージョン
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AWSサポート対象地域AWS 
CloudShell

次の表は、AWSAWS CloudShellサポートされているリージョンを示しています。

リージョン名 リージョン

米国東部 (オハイオ) us-east-2

米国東部 (バージニア北部) us-east-1

米国西部 (オレゴン) us-west-2

アジアパシフィック (ムンバイ) ap-south-1

アジアパシフィック (シドニー) ap-southeast-2

アジアパシフィック (東京) ap-northeast-1

カナダ (中部) ca-central-1

欧州 (フランクフルト) eu-central-1

欧州 (アイルランド) eu-west-1

欧州 (ロンドン) eu-west-2

南米 (サンパウロ) sa-east-1

AWSGovCloud (米国東部) 東部 us-gov-east-1

AWSGovCloud (米国西部) us-gov-west-1

AWSのサービスエンドポイントとクォータのリストについてはCloudShell、AWS CloudShellのページを参
照してくださいAmazon Web Services 全般のリファレンス。
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のーターターターターターターター
タータータータータと制限AWS 
CloudShell

このページでは、サービスクォーターターターターターターターターターターターターターターターター
タータータータータータータータータータータータータ

• パーシスタントストレージ (p. 72)
• 月間使用量 (p. 72)
• コマンドサイズ (p. 73)
• 同時シェル数 (p. 73)
• シェルセッション (p. 73)
• ネットワークアクセスおよびデータ転送 (p. 73)
• システムファイルとページの再ロード (p. 74)

永続的ストレージ
ではAWS CloudShell、それぞれに 1 GBAWS リージョン の永続的ストレージを無料でご利用いただけま
す。永続的ストレージはホームディレクトリ ($HOME) にあり、プライベートです。各シェルセッション
が終了した後にリサイクルされるエフェメラル環境リソースとは異なり、ホームディレクトリ内のデータ
はセッション間で保持されます。

AWS CloudShellでの使用を停止するとAWS リージョン、データは、最後のセッションが終了してから
120 日間だけリージョンの永続的ストレージに保持されます。アクションを実行しない限り、データは 
120 日後にそのリージョンの永続的ストレージから自動的に削除されます。その中でAWS CloudShellをも
う一度起動すれば削除を防止できますAWS リージョン。詳細については、「ステップ 2: リージョンの選
択、AWS の起動CloudShell、シェルの選択」 (p. 14) を参照してください。

Note

使用シナリオ
Márcia は、AWS CloudShellを使用して、米国東部 (バージニア北部) および欧州 (アイルランド) 
という 2AWS リージョン つのホームディレクトリにファイルを保存していました。その後、彼女
はヨーロッパ (アイルランド) でのみ AWS CloudShell を使用するようになり、米国東部 (バージ
ニア北部) でシェルセッションの起動を停止しました。
米国東部 (バージニア北部) でのデータの削除期限前に、Márcia はAWS CloudShellを起動し、米
国東部 (バージニア北部) リージョンをもう一度選択して、自分のホームディレクトリがリサイク
ルされないことを確認しました。彼女はヨーロッパ (アイルランド) でシェルセッションを継続し
ているので、そのリージョンの永続的ストレージは影響を受けません。

毎月の使用状況
AWS CloudShellAWS リージョンにはそれぞれ毎月の使用クォータがありますAWS アカウント. AWS 
CloudShellそのリージョンの月間の制限に達した後でにアクセスしようとすると、シェル環境を起動でき
ない理由を説明するメッセージが表示されます。
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Note

月間使用制限を増やすには、AWS Support にお問い合わせください。

コマンドサイズ
コマンドサイズは 65412 文字を超えることはできません。

Note

65412 文字を超えるコマンドを実行する場合は、選択した言語でスクリプトを作成し、コマンド
ラインインターフェイスから実行します。コマンドラインインターフェイスからアクセスできる
プリインストールされた幅広い機能の詳細については、プリインストールソフトウェアを参照し
てください (p. 56)。
スクリプトを作成し、コマンドラインインターフェイスから実行する方法の例については、
「チュートリアル:はじめに (p. 11)」を参照してくださいAWS CloudShell。

同時シェル数
• 同時シェル数:AWS リージョンアカウントごとに同時に最大 10 個まで実行できます。

シェルセッション
• 非アクティブセッション:AWS CloudShellは対話型のシェル環境であり、20～30 分にわたってキーボー

ドとポインタを使った操作がない場合、シェルセッションは終了します。実行中のプロセスは、操作数
としてカウントされません。

• 実行時間が長いセッション:約 12 時間連続して実行されるシェルセッションは、ユーザーがその期間に
定期的に操作している場合でも、自動的に終了します。

ネットワークアクセスおよびデータ転送
AWS CloudShell環境のインバウンドトラフィックおよびアウトバウンドトラフィックの両方に適用されま
す。

• アウトバウンド:公開インターネットにアクセスできます。
• インバウンド:インバウンドポートにアクセスできません。公開 IP アドレスは使用できません。

Warning

公開インターネットにアクセスすると、特定のユーザーが AWS CloudShell 環境から、データを
エクスポートするリスクが伴います。IAM 管理者は、IAM ツールを介して、AWS CloudShell信頼
されたユーザーの許可リストを管理してください。特定のユーザによるアクセスを明示的に拒否
する方法については、「」を参照してくださいAWS CloudShell でカスタムポリシーを使用して、
許可されるアクションを管理する (p. 44)。

データ転送:大容量ファイルの場合、AWS CloudShellとの間でファイルをアップロードやダウンロード
する処理が遅くなることがあります。または、シェルのコマンドラインインターフェイスを使用して 
Amazon S3 バケットから環境にファイルを転送することもできます。
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システムファイルとページの再ロードの制限

システムファイルとページの再ロードの制限
• システムファイル: コンピューティング環境に必要なファイルを誤って変更すると、AWS CloudShell 環

境にアクセスしてそれを使用する際に問題が起きる可能性があります。この場合、アクセスを取り戻す
には、ホームディレクトリの削除 (p. 19)が必要になることがあります。

• ページの再ロード:AWS CloudShellインターフェイスを再ロードするには、オペレーティングシステム
のデフォルトのショートカットキーシーケンスの代わりに、ブラウザの更新ボタンを使用してくださ
い。
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AWS CloudShell ユーザーガイドのド
キュメント履歴

最新の更新

以下の表は、AWS CloudShell ユーザーガイドの重要な変更点をまとめたものです。

変更 説明 日付

AWS CloudShellで起動Console 
Toolbar (p. 75)

コンソールの左下にあるを選択
し、CloudShellCloudShellを起動
します。Console Toolbar

2023 年 3 月 28 日

AWSの新しい地域AWS 
CloudShell (p. 75)

AWS CloudShellは、AWS以下の
地域でご利用いただけるようにな
りました。

• カナダ (中部)
• 欧州 (ロンドン)
• 南米 (サンパウロ)

2022 年 10 月 6 日

AWS CloudShell米国 AWS 
でサポートされています
GovCloud (p. 75)

AWS CloudShellは 
AWSGovCloud (米国) リージョン
でサポートされるようになりまし
た。

2022 年 6 月 29 日

セキュリティに関するよくある
質問 (p. 53)

セキュリティ問題に焦点を当てた
その他のFAQ。

2022 年 4 月 14 日

ウェブソケット (p. 55) ネットワーク要件
に、CloudShellWebSocketプロト
コルの使用方法を説明するセク
ションを追加しました。

2022 年 3 月 21 日

の矢印キーのトラブルシュー
ティングPowerShell (p. 67)

手順に従って、矢印キーを押した
ときに文字が正しく出力されない
問題を修正してください。

2022 年 2 月 7 日

Tab キーによる自動入
力 (p. 75)

bash-completion の使用方法を説
明した新しいドキュメントは、タ
ブキーを押すことで、部分的に型
付けされたコマンドまたは引数の
自動補完を可能にします。

2021 年 9 月 24 日

AWS リージョンの指定 (p. 33) AWS リージョンAWS CLIコマン
ドのデフォルト指定に関するド
キュメント。

2021 年 5 月 11 日

PDF および Kindle 版での書式設
定 (p. 75)

表セル内の画像サイズとテキスト
の修正

2021 年 3 月 10 日
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選択した AWS リージョンで
の AWS CloudShell の一般提供 
(GA)リリース (p. 75)

次の AWS リージョンで AWS 
CloudShell が一般提供 (GA) され
ました。

• 米国東部 (オハイオ)
• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国西部 (オレゴン)
• アジアパシフィック (東京)
• 欧州 (アイルランド)
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• アジアパシフィック (シドニー)
• 欧州 (フランクフルト)

2020 年 12 月 15 日
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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