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Amazon Elastic File System とは
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、シンプルなサーバーレスで、 set-and-forget で使用する
Elastic ファイルシステムAWS クラウドサービスとオンプレミスリソース。アプリケーションを停止させ
ることなく、オンデマンドでペタバイト規模までスケールするよう設計されており、ファイルの追加や削
除に応じて自動的に拡張/縮小されるため、拡張に対応するための容量のプロビジョニングや管理は不要に
なります。Amazon EFS は使いやすく、ファイルシステムをすばやく簡単に作成、設定できるシンプルな
ウェブサービスインターフェイスを提供します。このサービスでは、ユーザーに代わってすべてのファイ
ルストレージインフラストラクチャを管理するため、複雑なデプロイ、パッチ適用、および複雑なファイ
ルシステム設定の保守を行う必要がありません。
Amazon EFS はネットワークファイルシステムバージョン 4 (NFSv4.1 および NFSv4.0) プロトコルを
サポートするので、現在お使いのアプリケーションやツールも Amazon EFS とシームレスに動作しま
す。Amazon EC2、Amazon ECS、およびAWS Lambdaを含む複数の コンピューティング インスタンスが
1 つの Amazon EFS ファイルシステムに同時にアクセスすることができるため、複数のインスタンスまた
はサーバーで実行されているワークロードとアプリケーションに共通のデータソースを提供できます。
Amazon EFS では、ファイルシステムで使用されるストレージに対してのみ支払いを行い、最低料金や
セットアップ料金はありません。Amazon EFS では、さまざまなユースケース向けに、幅広いストレージ
クラスが提供されています。具体的には次のとおりです。
• 標準ストレージクラス — EFS 標準および EFS 標準-低頻度アクセス (標準ーIA) はマルチ AZ レジリエン
スと最高レベルの耐久性と可用性を提供します。
• 1 ゾーンストレージクラス— EFS 1 ゾーンと EFS 1 ゾーン-低頻度アクセス (EFS 1 ゾーン — IA) で
は、1 つのアベイラビリティーゾーンにデータを保存することを選択することで、追加の節約を選択で
きます。
詳細については、「EFS ストレージクラス (p. 21)」を参照してください。プロビジョニングされた
スループットに関連するコストは、指定したスループット値によって決まります。詳細については、
「Amazon EFS 料金表」を参照してください。
Amazon EFS は、さまざまなワークロードに必要なスループット、IOPS、および低レイテンシーを実現す
るように設計されています。Amazon EFS では、2 つのパフォーマンスモードおよび 2 つのスループット
モードから選択できます。
• デフォルトの[General Purpose(汎用)]パフォーマンスモード。は、ウェブ配信環境、コンテンツ管理シ
ステム、ホームディレクトリ、一般的なファイルサービスなど、レイテンシーの影響を受けやすいユー
スケースに最適です。
• のファイルシステム最大 I/O モードでは、ファイルシステム操作のレイテンシーが大きくなるというト
レードオフによって、より高いレベルの集計スループットと 1 秒あたりの操作にスケールできます。詳
細については、「パフォーマンスモード (p. 139)」を参照してください。
• デフォルトの使用バーストスループットモードでは、ファイルシステムが大きくなるに従ってスルー
プットが拡張されます。
• を使用するプロビジョニングされたスループットモードでは、保存されたデータ量とは別に、ファイル
システムのスループットを指定できます。詳細については、「スループットモード (p. 140)」を参照し
てください。
このサービスは拡張性と可用性に優れ、高い耐久性で設計されています。標準ストレージクラスを使用す
る Amazon EFS ファイルシステムは、AWS リージョンの複数のアベイラビリティーゾーン間でデータと
メタデータを保存します。EFS ファイルシステムはペタバイト規模で拡張でき、高レベルのスループット
を促進して、コンピューティング インスタンスからデータへの大規模な並列アクセスを可能にします。

1

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
Amazon EFS を初めてお使いになる方向けの情報

Amazon EFS は、強いデータの整合性とファイルのロックなどのファイルシステムアクセスのセマン
ティクスが提供されます。詳細については、「Amazon EFS のデータ整合性 (p. 9)」を参照してく
ださい。Amazon EFS では、Portable Operating System Interface (POSIX) アクセス権限を通じてファ
イルシステムへのアクセスを制御することができます。詳細については、「Amazon EFS のセキュリ
ティ (p. 198)」を参照してください。
Amazon EFS は、セキュリティおよびコンプライアンス要件を満たすための認証、承認、および暗号化の
各機能をサポートしています。Amazon EFS は、ファイルシステムの 2 つの暗号化形式、転送時の暗号
化と保管時の暗号化をサポートします。Amazon EFS ファイルシステムを作成する場合、保管時の暗号化
を有効にすることができます。これを行うと、データとメタデータはすべて暗号化されます。伝送中の暗
号化は、ファイルシステムをマウントする際に有効にできます。EFS への NFS クライアントのアクセス
は、AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーとネットワークセキュリティポリシー (セキュ
リティグループなど) の両方によって制御されます。詳細については、「Amazon EFS でのデータの暗号
化 (p. 198)」、「Amazon EFS のためのアイデンティティとアクセス管理 (p. 205)」、および「NFS ク
ライアントの Amazon EFS ファイルシステムへのネットワークアクセスのコントロール (p. 229)」を参
照してください。

Note
Microsoft Windows ベースの Amazon EFS インスタンスでの Amazon EC2 の使用はサポートされ
ていません。

Amazon EFS を初めてお使いになる方向けの情報
Amazon EFS を初めて使用する方には、次のセクションを順に読むことをお勧めします。
1. Amazon EFS の製品と料金の概要については、Amazon EFS を参照してください。
2. Amazon EFS に関する技術的な概要については、Amazon EFS: 使用方法 (p. 3) を参照してくださ
い。
3. 入門演習を試してみます。
• 開始方法 (p. 14)
• チュートリアル (p. 162)
Amazon EFS の詳細情報について、次のトピックでそのサービスを詳しく説明します。
• Amazon EFS リソースでの作業 (p. 25)
• Amazon EFS ファイルシステムの管理 (p. 101)
• Amazon EFS API (p. 268)
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Amazon EFS: 使用方法
以下で、Amazon EFS の動作方法、実装の詳細、およびセキュリティに関する考慮事項について説明しま
す。
トピック
• 概要 (p. 3)
• Amazon EFS が Amazon EC2 およびその他のサポートされているコンピューティングインスタンスと
連携する仕組み (p. 4)
• AWS Direct ConnectとAWSが Amazon EFSマネージド VPN で動作する仕組み (p. 6)
• Amazon EFS とAWS Backupの連携方法 (p. 8)
• 実装についての要約 (p. 8)
• 認証とアクセスコントロール (p. 9)
• Amazon EFS のデータ整合性 (p. 9)
• ストレージクラス (p. 10)
• EFS レプリケーション (p. 11)

概要
Amazon EFS は、シンプルな、サーバーレス set-and-forget 伸縮自在なファイルシステム Amazon EFS を
使用すると、ファイルシステムを作成し、そのファイルシステムを Amazon EC2 インスタンスにマウント
し、ファイルシステムとの間でデータの読取りおよび書込みを行うことができます。Network File System
バージョン 4.0 および 4.1 (NFSv4) プロトコルを使用して、Amazon EFS ファイルシステムを自分の VPC
にマウントできます。Amazon EFS マウントヘルパーと組み合わせて現行世代の Linux NFSv4.1 クライ
アントを使用することをお勧めします。このクライアントは、最新の Amazon Linux、Red Hat、Ubuntu
および macOS Big Sur AMI などに搭載されています。手順については、「の使用 amazon-efs-utils ツー
ル (p. 55)」を参照してください。
このプロトコルをサポートする Amazon EC2 Linux Amazon Machine Images (AMI) のリストについては、
「NFS サポート (p. 415)」を参照してください。一部の AMI では、Amazon EC2 インスタンスにファイ
ルシステムをマウントするために NFS クライアントをインストールする必要があります。手順について
は、「NFS クライアントをインストールする (p. 416)」を参照してください。
お客様の Amazon EFS ファイルシステムに、複数の NFS クライアントから同時にアクセスできます。
それで、単一接続を越えてスケールされているアプリケーションがファイルシステムにアクセスできま
す。同一 AWS リージョン リージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンで実行される Amazon EC2 と
AWS インスタンスがファイルシステムにアクセスできるため、多くのユーザーが共通のデータソースにア
クセスして共有できます。
AWS リージョンAmazon EFS ファイルシステムを作成できる場所につのリストについては「Amazon
Web Services 全般リファレンス」を参照してください。
VPC 内の Amazon EFS ファイルシステムにアクセスするには、VPC に 1 つ以上のマウントターゲットを
作成します。
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• 標準ストレージクラスを使用するファイルシステムでは、AWS リージョン の各アベイラビリティー
ゾーンにマウントターゲットを作成できます。
• 1 ゾーンストレージクラスを使用するファイルシステムでは、ファイルシステムと同じアベイラビリ
ティーゾーンにあるマウントターゲットを 1 つだけ作成します。
詳細については、「EFS ストレージクラス (p. 21)」を参照してください。
マウントターゲットは、Amazon EFS ファイルシステムをマウントできる NFSv4 エンドポイントの IP ア
ドレスを提供します。Domain Name Service (DNS) 名を使用してファイルシステムをマウントします。そ
うすると EC2 インスタンスと同じアベイラビリティーゾーンの EFS マウントターゲットの IP アドレスと
して解決されます。AWS リージョンのアベイラビリティーゾーンごとに 1 つのマウントターゲットを作
成できます。VPC のアベイラビリティーゾーンに複数のサブネットがある場合、サブネットの 1 つにマウ
ントターゲットを作成します。次に、アベイラビリティーゾーンのすべての EC2 インスタンスがそのマウ
ントターゲットを共有します。

Note
Amazon EFS ファイルシステムは、一度に 1 つの VPC にのみマウントターゲットを持つことが
できます。
マウントターゲットは高い可用性を実現できるように設計されています。高可用性と他のアベイラビリ
ティーゾーン (AZ) へのフェイルオーバーを設計する場合、各 AZ のマウントターゲットの IP アドレスと
DNS は静的ですが、これらは複数のリソースによってバックアップされる冗長コンポーネントであること
に注意してください。
DNS 名を使用してファイルシステムをマウントしたら、このファイルシステムを他の POSIX 準拠の
ファイルシステムと同じように使用します。NFS レベルのアクセス権限と関連する考慮事項の詳細に
ついては、「ネットワークファイルシステム (NFS) レベルでのユーザー、グループ、アクセス許可の操
作 (p. 232)」を参照してください。
Amazon EFS ファイルシステムは、AWS Direct Connect または AWS VPN で Amazon VPC に接続されて
いるときに、オンプレミスのデータセンターサーバーにマウントできます。EFS ファイルシステムをオン
プレミスのサーバーにマウントすると、データセットを EFS に移行したり、クラウドでのバーストシナリ
オを有効にしたり、オンプレミスのデータを EFS にバックアップしたりできます。

Amazon EFS が Amazon EC2 およびその他のサ
ポートされているコンピューティングインスタンス
と連携する仕組み
このセクションでは、標準および 1 ゾーンストレージクラスを使用する Amazon EFS ファイルシステム
を、Amazon VPC の EC2 にマウントする方法を説明します。

スタンダードストレージクラスを持つ Amazon EFS
次の図は、AWS リージョン の複数のアベイラビリティーゾーンからの標準ストレージクラスで構成され
た Amazon EFS ファイルシステムにアクセスする複数の EC2 インスタンスを示しています。
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この図では、Amazon Virtual Private Cloud (VPC) に 3 つのアベイラビリティーゾーンがあります。ファイ
ルシステムは標準ストレージクラスを使用するため、各アベイラビリティーゾーンにマウントターゲット
が作成されました。パフォーマンスとコストの観点から、同じアベイラビリティーゾーンのマウントター
ゲットからファイルシステムにアクセスすることをお勧めします。アベイラビリティーゾーンの 1 つには
2 つのサブネットがあります。ただし、マウントターゲットは 1 つのサブネットのみに作成されます。こ
のセットアップは、次のように機能します。
1. Amazon EC2 リソースを作成し、Amazon EC2 インスタンスを起動します。Amazon EC2 の詳細につ
いては、「Amazon EC2 - 仮想サーバーのホスティング」を参照してください。
2. リージョン別Amazon EFS ファイルシステムを作成する際の耐久性と可用性を選択します。
3. Amazon EC2 インスタンスに接続し、Amazon EFS ファイルシステムをマウントします。
詳細なステップについては、「Amazon Elastic File System の開始 (p. 14)」を参照してください。

Amazon EFS と 1 ゾーンストレージクラスを持つ
Amazon EFS
次の図は、の異なるアベイラビリティーゾーンからの1 ゾーンストレージを使用して、Amazon EFS ファ
イルシステムにアクセスする複数の EC2 インスタンスを示しています。AWS リージョン。
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この図では、VPC には 2 つのアベイラビリティーゾーンがあり、それぞれに 1 つのサブネットがありま
す。ファイルシステムは 1 ゾーンストレージクラスを使用するため、マウントターゲットは 1 つだけしか
持つことができません。パフォーマンスとコストを向上させるために、マウントする EC2 インスタンスと
同じアベイラビリティーゾーンにあるマウントターゲットからファイルシステムにアクセスすることをお
勧めします。
この例では、us-west-2c アベイラビリティーゾーンの EC2 インスタンスは、別のアベイラビリティーゾー
ンのマウントターゲットにアクセスするための EC2 データアクセス料金を支払います。このセットアップ
は、次のように機能します。
1. Amazon EC2 リソースを作成し、Amazon EC2 インスタンスを起動します。Amazon EC2 の詳細につ
いては、「Amazon EC2」を参照してください。
2. 1 ゾーンストレージで Amazon EFS ファイルシステムを作成します。
3. 各 Amazon EC2 インスタンスに接続し、インスタンスごとに同じマウントターゲットを使用して
Amazon EFS ファイルシステムをマウントします。

AWS Direct ConnectとAWSが Amazon EFSマネー
ジド VPN で動作する仕組み
オンプレミスサーバーにマウントされた Amazon EFS ファイルシステムを使用すると、オンプレミスの
データを Amazon EFS ファイルシステムにホストされている AWS クラウド に移行できます。バーストを
活用することもできます。つまり、オンプレミスサーバーから Amazon EFS にデータを移動し、Amazon
VPC の Amazon EC2 インスタンスのフリート上で分析することができます。その後、結果をファイルシ
ステムに永続的に保存するか、結果をオンプレミスサーバーに戻すことができます。
オンプレミスサーバーで Amazon EFS を使用する場合は、次の点に注意してください。
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• オンプレミスサーバーには Linux ベースのオペレーティングシステムが必要です。Linux カーネルバー
ジョン 4.0 以降をお勧めします。
• わかりやすいように、DNS 名ではなくマウントターゲットの IP アドレスを使用して、Amazon EFS
ファイルシステムをオンプレミスサーバーにマウントすることをお勧めします。
Amazon EFS ファイルシステムのオンプレミスアクセスに、追加料金は必要ありません。Amazon VPC へ
の AWS Direct Connect 接続には料金が発生します。詳細については、「AWS Direct Connect 料金表」を
参照してください。
次の図は、オンプレミスから Amazon EFS ファイルシステムにアクセスする方法 (オンプレミスサーバー
にファイルシステムがマウントされている) の例を示しています。

オンプレミスサーバーと VPC の間に AWS Direct Connect接続を使用してそのマウントターゲットのサブ
ネットに到達できる場合は、VPC で任意のマウントターゲットを使用できます。オンプレミスサーバーか
ら Amazon EFS にアクセスするには、オンプレミスサーバーから NFS ポート (2049) へのインバウンドト
ラフィックを許可するために、マウントターゲットセキュリティグループにルールを追加する必要があり
ます。
このようなセットアップを作成するには、以下の作業を行います。
1. オンプレミスデータセンターと Amazon VPC の間に AWS Direct Connect 接続を確立します。AWS
Direct Connectの詳細については、「AWS Direct Connect」を参照してください。
2. Amazon EFS ファイルシステムの作成
3. オンプレミスサーバーに Amazon EFS ファイルシステムをマウントします。
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詳細なステップについては、「ウォークスルー: オンプレミスでファイルシステムを作成してマウントする
AWS Direct ConnectVPN と (p. 181)」を参照してください。

Amazon EFS とAWS Backupの連携方法
ファイルシステムの包括的なバックアップの実装では、Amazon EFS をAWS Backup と連携して使用でき
ます。AWS Backup は、クラウドおよびオンプレミスの AWS サービス間でのデータバックアップの集中
化と自動化を簡素化する完全マネージド型バックアップサービスです。AWS Backupを使用すると、バッ
クアップポリシーを集中的に設定し、バックアップアクティビティを監視できます。また、AWSリソース
の使用料金を見積もることもできます。Amazon EFS は常にバックアップオペレーションよりもファイル
システムオペレーションを優先します。AWS Backup を使用して EFS ファイルシステムをバックアップ
する方法の詳細については、「AWS Backup を使用してAmazon EFS ファイルシステムをバックアップお
よび復元するには (p. 146)」を参照してください。

実装についての要約
Amazon EFS では、ファイルシステムはプライマリリソースです。各ファイルシステムには、プロパティ
として ID、作成トークン、作成時刻、バイト単位でのファイルシステムサイズ、ファイルシステム用に作
成されたマウントターゲットの数、ファイルシステムのライフサイクル状態などがあります。詳細につい
ては、「CreateFileSystem (p. 277)」を参照してください。
Amazon EFS は、プライマリリソースの設定のための他のリソースもサポートします。これには、マウン
トターゲットやアクセスポイントが含まれます。
• マウントターゲット - ファイルシステムにアクセスするには、VPC にマウントターゲットを作成する必
要があります。各マウントターゲットには、プロパティとしてマウントターゲット ID、マウントター
ゲットが作成されたサブネットの ID、マウントターゲットが作成されたファイルシステムの ID、ファイ
ルシステムのマウント先の IP アドレス、VPC セキュリティグループ、マウントターゲット状態などが
あります。mount コマンドで DNS 名または IP アドレスが使用できます。
各ファイルシステムの DNS 名は次の形式になります。
file-system-id.efs.aws-region.amazonaws.com

この DNS 名を mount コマンドで指定して、Amazon EFS ファイルシステムをマウントできます。EC2
インスタンスまたはオンプレミスサーバーに efs-mount-point サブディレクトリを作成するとしま
す。次に、mount コマンドを使用してファイルシステムをマウントできます。たとえば、Amazon Linux
AMI では、以下の mount コマンドを使用できます。
$ sudo mount -t nfs -o
nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport file-systemDNS-name:/ ~/efs-mount-point

詳細については、「マウントターゲットとセキュリティグループの作成と管理 (p. 38)」を参照してく
ださい。最初に、EC2 インスタンスに NFS クライアントをインストールする必要があります。-開始方
法 (p. 14)演習は提供します step-by-step 手順。
• アクセスポイント - アクセスポイントは、アクセスポイントを介したすべてのファイルシステム要求に
対して、オペレーティングシステムのユーザー、グループ、およびファイルシステムのパスを適用しま
す。アクセスポイントのオペレーティングシステムのユーザーおよびグループは、NFS クライアントか
ら提供されるすべての ID 情報を上書きします。ファイルシステムのパスは、アクセスポイントのルー
トディレクトリとしてクライアントに公開されます。これにより、各アプリケーションは共有ファイル
ベースのデータセットにアクセスするときに、常に正しいオペレーティングシステム ID と正しいディレ
8
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クトリを使用できます。アクセスポイントを使用するアプリケーションは、それ自体のディレクトリ以
下のデータにのみアクセスできます。詳細については、「Amazon EFS アクセスポイントを使用して作
業する (p. 236)」を参照してください。
マウントターゲットとタグは、ファイルシステムに関連付けられたサブリソースです。これらは、既存の
ファイルシステムのコンテキスト内でのみ作成できます。
Amazon EFS では、API オペレーションでこれらのリソースの作成および管理ができます。各リソースの
作成および削除オペレーションに加えて、Amazon EFS はリソース情報を取得する記述オペレーションも
サポートしています。これらのリソースの作成および管理には、以下のオプションがあります。
• Amazon EFS コンソールの使用 – 使用例については、「開始方法 (p. 14)」を参照してください。
• Amazon EFS コマンドラインインターフェース (CLI) の使用 - 例については、「チュートリアル:
Amazon EFS ファイルシステムを作成し、を使用して Amazon EC2 インスタンスにマウントするAWS
CLI (p. 162)」を参照してください。
• 以下のように、これらのリソースをプログラムで管理することもできます。
• AWSSDKを使用する– AWSSDKは、基盤となるAmazon EFS APIをラップすることにより、プログラ
ミングタスクを簡素化します。SDK クライアントは、アクセスキーを使用してリクエストの認証も行
います。詳細については、「サンプルコードとライブラリ」を参照してください。
• アプリケーションから直接 API を呼び出す - 何らかの理由で SDK を使用できない場合、Amazon EFS
API コールをアプリケーションから直接呼び出せます。ただし、このオプションを使用する場合、リ
クエストを認証するために必要なコードを記述する必要があります。Amazon EFS API の詳細につい
ては、「Amazon EFS API (p. 268)」を参照してください。

認証とアクセスコントロール
ファイルシステムの作成などの Amazon EFS API リクエストには、有効な認証情報が必要です。さらに、
リソースの作成またはアクセスのための権限も必要です。デフォルトでは、AWS アカウント のルートア
カウントの認証情報を使用すると、そのアカウントが所有するリソースの作成やアクセスができます。た
だし、ルートアカウントの認証情報は使用しないことをお勧めします。また、アカウントで作成した すべ
ての AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーおよびロールには、リソースの作成またはア
クセス権限が付与されている必要があります。権限の詳細については、「Amazon EFS のためのアイデン
ティティとアクセス管理 (p. 205)」を参照してください。
NFS クライアントの IAM 認証は、Amazon EFS の追加のセキュリティオプションであり、IAM を使用し
て、大規模なネットワークファイルシステム (NFS) クライアントのアクセス管理を簡素化できます。NFS
クライアントの IAM 認証では、IAM を使用して、固有のスケーラブルな方法で EFS ファイルシステム
へのアクセスを管理できます。NFS クライアントの IAM 認証は、クラウド環境にも最適化されていま
す。NFS クライアントの IAM 認証を使用する方法の詳細については、「IAM を使用してファイルシステ
ムのデータアクセスを制御する (p. 216)」を参照してください。

Amazon EFS のデータ整合性
Amazon EFS は、 close-to-open アプリケーションが NFS に求める整合性セマンティクス。
Amazon EFS では、書き込みオペレーションは、次のような場合に、スタンダードストレージクラスを使
用して、ファイルシステム上のアベイラビリティーゾーン間で永続的に保存されます。
• アプリケーションは、同期書き込みオペレーションを実行します (たとえば、open フラグで O_DIRECT
Linux コマンドを使用するか、または fsync Linux コマンドを使用します)。
• アプリケーションがファイルを閉じます。
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Amazon EFS は、アクセスパターンによっては、Amazon EFS よりも強力な整合性をもたらします closeto-open セマンティクス。同期データアクセスを実行し、非追加書き込みを実行するアプリケーション
は、 read-after-write データアクセスの一貫性。

ファイルロック
NFS クライアントアプリケーションは、Amazon EFS ファイルの読み取りおよび書き込み操作に NFS
バージョン 4 のファイルロック (バイト範囲ロックを含む) を使用できます。
Amazon EFS がどのようにファイルをロックするかについては、次の点に注意してください。
• Amazon EFS はアドバイザリロックのみをサポートしているため、読み取り/書き込みオペレーションは
実行前に競合するロックをチェックしません。たとえば、アトミック操作によるファイル同期の問題を
回避するには、アプリケーションが NFS セマンティクス ( close-to-open 整合性)。
• 1 つの特定のファイルが、接続されているすべてのインスタンスとそのファイルにアクセスしている
ユーザー全体で持つことのできるロックの数は、最大 512 個までです。

ストレージクラス
Amazon EFS では、さまざまなユースケースに合わせて設計された幅広いストレージクラスから選択でき
ます。
• EFS 標準 — 頻繁にアクセスされるデータのリージョナルストレージクラス。AWS リージョンの複数の
アベイラビリティーゾーンにまたがってファイルシステムデータを冗長的に保存することで、最高レベ
ルの可用性と耐久性を実現します。
• EFS 標準低頻度アクセス (標準 IA) — アクセス頻度の低いデータのリージョナルストレージクラ
ス。AWS リージョンの複数のアベイラビリティーゾーンにまたがってファイルシステムデータを冗長的
に保存することで、最高レベルの可用性と耐久性を実現します。
• EFS 1 ゾーン — 頻繁にアクセスされるファイルが、AWS リージョン の単一のアベイラビリティーゾー
ン内に冗長的に格納されている場合。
• EFS1 ゾーン-IA (1 ゾーン-IA) — AWS リージョン の単一のアベイラビリティーゾーン内に冗長的に格納
される、アクセス頻度の低いファイルの低コストのストレージクラス。
EFS 標準ストレージクラスは、AWS リージョン の複数の地理的に分離されたアベイラビリティーゾーン
にまたがって、ファイルシステムデータとメタデータを冗長的に格納するリージョンストレージクラスで
す。これらは、最高レベルの可用性と耐久性を提供し、リージョン内の 1 つ以上のアベイラビリティー
ゾーンが利用できない場合でも、データの継続的な可用性を提供します。
EFS 1 ゾーンストレージクラスは低コストの単一アベイラビリティーゾーンストレージクラスです。ファ
イルシステムデータとメタデータは、AWS リージョン 内の単一のアベイラビリティーゾーンに冗長的に
格納されます。
両方のIA ストレージクラスは、毎日アクセスされないファイルのストレージコストを削減します。完全
なデータセットにすぐにアクセスできるようにし、アクセス頻度が低いファイルのストレージコストを
自動的に削減する場合は、IA ストレージを使うことをお勧めします。例として、監査要件を満たすため
にファイルをアクセス可能にしておくこと、履歴分析を実行すること、またはバックアップと回復を実
行することなどがあります。Amazon EFS ストレージクラスの詳細については、「EFS ストレージクラ
ス (p. 21)」を参照してください。

EFS ライフサイクルの管理
Amazon EFS のライフサイクル管理では、ファイルシステムの費用対効果の高いファイルストレージが自
動的に管理されます。有効にすると、ライフサイクル管理により、設定された期間アクセスされなかった
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ファイルは、標準IA または 1 ゾーン-IA ストレージクラスに移行されます。その期間は、ライフサイクル
ポリシーを使用して定義します。詳細については、「Amazon EFS ライフサイクルの管理 (p. 106)」を
参照してください。

EFS Intelligent-Tiering
Amazon EFS インテリジェント階層化は、ライフサイクル管理を使用してワークロードのアクセスパター
ンを監視し、対応する低頻度アクセス (IA) ストレージクラスとの間でファイルを自動的に移行し、対応
する低頻度アクセス (IA) ストレージクラスとの間でファイルを自動的に移行します。Intelligent tiering で
は、30 日間など、一定期間アクセスされない標準ストレージクラス（EFS Standard または EFS 1 ゾー
ン）のファイルは、対応する低頻度アクセス（IA）ストレージクラスに移行されます。さらに、アクセス
パターンが変更されると、EFS Intelligent Tiering はファイルを EFS 標準または EFS 1 ゾーンストレージ
クラスに自動的に戻します。これにより、一貫した低レイテンシーを提供しながら、無制限アクセス料金
のリスクを排除できます。詳細については、「Amazon EFS インテリジェント階層化 (p. 107)」を参照
してください。

EFS レプリケーション
Amazon EFS ファイルシステムの複製は、AWS リージョンお好みの Amazon EFS レプリケーションを使
用します。有効にすると、Amazon EFS レプリケーションは、EFS ファイルシステムのデータとメタデー
タを、AWS リージョン選択内容。
Amazon EFS は、ソースと同期先ファイルシステムが自動的に同期されます。Amazon EFS レプリケー
ションは継続的で、目標復旧時点 (RPO) と目標復旧時間 (RTO) を提供するように設計されています。
これらの機能は、コンプライアンスとビジネス継続性の目標を達成するのに役立ちます。詳細について
は、Amazon EFS レプリケーション (p. 152)を参照してください。
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セットアップ
Amazon EFS を初めて使用する場合は、事前に以下のタスクをすべて実行してください。
1. AWS にサインアップする (p. 12)
2. IAM ユーザーの作成 (p. 12)

AWS にサインアップする
アマゾン ウェブ サービス (AWS) にサインアップすると、AWS アカウント が AWS 内のすべてのサービ
ス (Amazon EFS を含む) に自動的にサインアップします。料金は、使用するサービスの料金のみが請求さ
れます。
Amazon EFS は、使用したストレージ分のみお支払いいただくだけで利用可能です。Amazon EFS の使用
率の詳細については、Amazon Elastic File System コストを参照してください。AWS の新規のお客様の場
合、無料で Amazon EFS の使用を開始できます。詳細については、「AWS 無料利用枠」を参照してくだ
さい。
AWS アカウント が既にある場合は、次のタスクに進んでください。AWS アカウントをお持ちでない場合
は、以下の手順に従ってアカウントを作成してください。

AWS アカウント を作成するには
1.

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

2.

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

次のタスクで AWS アカウント 番号が必要となるので、メモしておいてください。

IAM ユーザーの作成
AWS のサービス (Amazon EFS など) の場合は、サービスにアクセスする際に認証情報を提供する必要が
あります。このため、サービスのリソースにアクセスする権限があるかどうかがサービスによって判定さ
れます。AWS は、リクエストをするために AWS アカウント のルート認証情報を使用しないことを推奨
しています。代わりに、IAM ユーザーを作成し、そのユーザーにフルアクセスを許可します。このような
ユーザーを管理者ユーザーと呼びます。アカウントのルートの認証情報ではなく、管理者ユーザーの認証
情報を使用して、AWS を操作し、バケットの作成、ユーザーの作成、および許可の付与などのタスクを実
行できます。詳細については、 全般のリファレンスのAWSルートアカウント認証情報と IAM ユーザー認
証情報および IAM ユーザーガイドの IAM ベストプラクティスを参照してください。
AWS にサインアップしても、自分用の IAM ユーザーをまだ作成していない場合は、IAM コンソールを使
用して作成できます。
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管理者ユーザーを作成するには、以下のいずれかのオプションを選択します。
管理者を
管理する
方法を 1
つ選択し
ます

To

IAM
Identity
Center 内

短期認証情報を使用して AWS IAM Identity Center
AWS にアクセスする。 (successor to AWS Single
Sign-On) ユーザーガイドの
これはセキュリティのベ 「開始方法」の手順に従いま
ストプラクティスと一致 す。
しています。ベストプラ
クティスの詳細について
は、IAM ユーザーガイ
ドの「IAM でのセキュ
リティのベストプラク
ティス」を参照してくだ
さい。

AWS Command Line Interface
ユーザーガイドの「AWS IAM
Identity Center (successor to
AWS Single Sign-On) を使用す
るための AWS CLI の設定」に
従って、プログラムによるアク
セスを設定します。

長期認証情報を使用して IAM ユーザーガイドの「最初
AWS にアクセスする。 の IAM 管理者のユーザーおよ
びグループの作成」の手順に
従います。

IAM ユーザーガイドの「IAM
ユーザーのアクセスキーの管
理」に従って、プログラムによ
るアクセスを設定します。

(推奨)

IAM 内
(非推奨)

By

以下の操作も可能

新規の IAM ユーザーとしてサインインするには、AWS Management Console からサインアウトし、次
の URL を使用します。ここで、your_aws_account_id はハイフンを除く AWS アカウント 番号です (たと
えば、AWS アカウント 番号が 1234-5678-9012 であれば、AWS アカウント ID は 123456789012 で
す)。
https://your_aws_account_id.signin.aws.amazon.com/console/

作成した IAM ユーザー名とパスワードを入力します。サインインすると、ナビゲーションバーに
your_user_name@your_aws_account_id と表示されます。
サインページの URL に AWS アカウント ID を含めない場合は、アカウントのエイリアスを作成しま
す。IAM ダッシュボードから、[IAM users sign-in link:] を見つけ、[Customize (カスタマイズ)] を選択しま
す。会社名などのエイリアスを入力します。アカウントエイリアスを作成した後、サインインするには、
次の URL を使用します。
https://your_account_alias.signin.aws.amazon.com/console/

アカウントの IAM ユーザー用の、サインインのリンクを確認するには、IAM コンソールを開いて、ダッ
シュボードで AWS アカウント[ Alias] ( エイリアス) を確認します。
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Amazon Elastic File System の開始
この「開始方法」の演習では、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイルシステムをすばやく作
成する方法について説明します。このプロセスのひとつのパートとして、[virtual private cloud (VPC)仮想
プライベートクラウド(VPC)]内の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスにファイル
システムをマウントします。また、をテストします end-to-end セットアップ。
最初の Amazon EFS ファイルシステムを作成して使用するには、次の 4 つのステップのパフォーマンスの
必要があります。
• Amazon EFS ファイルシステムを作成します。
• Amazon EC2 リソースを作成し、インスタンスを起動して、ファイルシステムをマウントします。
• AWS DataSync を使用して EFS ファイルシステムにファイルを転送します。
• リソースをクリーンアップし、AWS アカウントを保護します。
トピック
• 前提 (p. 14)
• 関連トピック (p. 15)
• ステップ 1: Amazon EFS; ファイルシステムを作成する (p. 15)
• ステップ 2: EC2 リソースを作成し、EC2 インスタンスを起動する (p. 17)
• ステップ 3: を使用して Amazon EFS にファイルを転送するAWS DataSync (p. 18)
• ステップ 4: リソースをクリーンアップし、を保護するAWSアカウント (p. 19)

前提
この演習では、次のことを前提としています。
• Amazon EC2 コンソールを使用してインスタンスを起動することにすでに精通しています。
• Amazon VPC 、Amazon EC2、および Amazon EFS リソースはすべて同じ AWS リージョン にありま
す。このガイドでは、米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2) を使用します。
• この「開始方法」の演習のために使用している AWS リージョン にデフォルトの VPC があります。デ
フォルトの VPC がない場合、または、新しい VPC から新しいまたは既存のセキュリティグループで
ファイルシステムをマウントする場合でも、この「開始方法」の演習を活用できます。そうするために
は、Amazon EC2インスタンスとマウントターゲットにVPCセキュリティグループを使用する (p. 229)
を設定します。
• デフォルトのセキュリティグループ用のデフォルトのインバウンドのアクセスルールを変更していませ
ん。
AWS アカウント rootユーザーの認証情報を使用してコンソールにサインインし、「開始方法」の演習を試
すことができます。ただし、AWS Identity and Access Management (IAM) では、アカウントのルートユー
ザー認証情報を使用しないことをお勧めします。代わりに、アカウントに管理者ユーザーを作成し、それ
らの認証情報を使用してアカウントのリソースを管理します。詳細については、「セットアップ (p. 12)」
を参照してください。
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関連トピック
このガイドでは、Amazon EFS API コールを行うための AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマ
ンドを使用した同様の「開始方法」の演習を行うためのチュートリアルも提供しています。詳細について
は、「チュートリアル: Amazon EFS ファイルシステムを作成し、を使用して Amazon EC2 インスタンス
にマウントするAWS CLI (p. 162)」を参照してください。

ステップ 1: Amazon EFS; ファイルシステムを作成
する
このステップでは、Amazon EFS コンソールを使用して、サービスの推奨設定を持つ Amazon EFS ファイ
ルシステムを作成します。

Amazon EFS ファイルシステムを作成するには
1.

Amazon EFS マネジメントコンソール（https://console.aws.amazon.com/efs/）を開きます。

2.

[Create file system (ファイルシステムの作成)] を選択して、[Create file system (ファイルシステムの
作成)]ダイアログボックスを開きます。

3.

(オプション) ファイルシステムに [Name (名前)] を入力します。

4.

Virtual Private Cloud (VPC) の場合は、VPC を選択するか、デフォルトの VPC に設定したままにしま
す。

5.

[Availability and Durability (可用性と耐久性)]については、次のいずれかを選択します。
• スタンダードストレージクラス (p. 21)を使用するファイルシステムを作成するためのRegional。
スタンダードストレージクラスでは、ファイルシステムデータとメタデータを、AWS リージョン内
のすべてのアベイラビリティーゾーンに渡って冗長的に保存します。Regional は最高レベルの可用
性と耐久性を提供します。
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• One Zone ストレージクラス (p. 21)を使用するファイルシステムを作成するためのOne Zone
。One Zone ストレージクラスは、ファイルシステムデータとメタデータを単一のアベイラビリ
ティーゾーン内に冗長的に保存するため、スタンダードストレージクラスよりも安価です。
EFS One Zone ストレージクラスは、単一のAWS アベイラビリティーゾーンにデータを保存するた
め、これらのストレージクラスに保存されたデータは、アベイラビリティーゾーン内のデータのす
べてのコピーに影響を与える災害やその他の障害が発生した場合、または地震や洪水などの災害に
よってアベイラビリティーゾーンが破壊された場合に失われる可能性があります。
One Zone を選択する場合は、ファイルシステムを作成するアベイラビリティーゾーンを選択する
か、デフォルト設定のままにしておきます。

Note
One Zone ストレージクラスは、Amazon EFS が利用可能な AWS リージョン
アベイラビリティーゾーンでは利用できません。

のすべての

詳細については、「EFS ストレージクラス (p. 21)」を参照してください。
6.

[作成]を選択すると、次のサービス推奨設定を使用するファイルシステムが作成されます。
• 自動バックアップがオンになっています。詳細については、AWS Backup を使用してAmazon EFS
ファイルシステムをバックアップおよび復元するには (p. 146) を参照してください。
• マウントターゲット — Amazon EFS は次の設定でマウントターゲットを作成します。
• スタンダードストレージクラスを使用するファイルシステムの場合、マウントターゲットは、
ファイルシステムが作成されたAWS リージョン 内の各アベイラビリティーゾーンに作成され
ます。One Zone ストレージクラスを使用するファイルシステムの場合、指定したアベイラビリ
ティーゾーンに単一のマウントターゲットが作成されます。
• 選択した VPC のデフォルトサブネットにあります。
• VPC のデフォルトのセキュリティグループを使用する — ファイルシステムの作成後にセキュリ
ティグループを管理できます。
詳細については、「ファイルシステムのネットワークアクセシビリティの管理 (p. 101)」を参照し
てください。
• 汎用パフォーマンスモード — 詳細については、「パフォーマンスモード (p. 139)」を参照してく
ださい。
• バーストスループットモード - 詳細については、「スループットモード (p. 140)」を参照してくだ
さい。
• Amazon EFS(aws/elasticfilesystem) のデフォルトのキーを使用して、保管中のデータの暗号
化が有効になりました - 詳細については、「保存データの暗号化 (p. 199)」を参照してください。
• ライフサイクル管理 — Amazon EFS は、次のライフサイクルポリシーを使用してファイルシステ
ムを作成します。
• IAへの移行は最終アクセスから 30 日後に設定
• IAからの移行は初回アクセス時に設定
詳細については、「Amazon EFS ライフサイクルの管理 (p. 106)」を参照してください。
ファイルシステムを作成したら、可用性と耐久性、暗号化、およびパフォーマンスモードを除き、
ファイルシステムの設定をカスタマイズできます。
カスタマイズされた構成でファイルシステムを作成する場合、[Customize(カスタマイズ)]を選択しま
す。カスタマイズ設定を使用してファイルシステムを作成する方法については、「Amazon EFS コン
ソールを使用してカスタム設定でファイルシステムを作成する (p. 29)」を参照してください。
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7.

[ファイルシステム]ページには、作成したファイルシステムのステータスを示すバナーが上部に表示さ
れます。ファイルシステムが使用可能になると、バナーにファイルシステムの詳細ページにアクセス
するためのリンクが表示されます。

ファイルシステムの状態の詳細については、「ファイルシステムのステータス (p. 115)」を参照して
ください。

ステップ 2: EC2 リソースを作成し、EC2 インスタ
ンスを起動する
Note
Amazon EFS を用いた Microsoft Windows ベースの Amazon EC2 インスタンスでは、 Amazon
EFS を使用することはできません。
このステップでは、Amazon Linux 2 を実行する新しい Amazon EC2 インスタンスを作成し、で作成した
EFS ファイルシステムを自動的にマウントするように設定します。ステップ 1。 (p. 15)
Amazon EC2 インスタンスを起動してconnectする前に、キーペアをまだ作成していない場合は作成する
必要があります。Amazon EC2 コンソールを使用してキーペアを作成した後、EC2 インスタンスを起動で
きます。

キーペアを作成するには
•

「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 で設定する」のステップに
従って、キーペアを作成します。すでにキーペアがある場合は、新しいキーペアを作成する必要はあ
りません。この演習では、既存のキーペアを使用できます。

EC2 インスタンスを起動し、EFS ファイルシステムをマウントするには
1.

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

[Launch Instance] (インスタンスの起動) を選択します。

3.

In (イン)ステップ 1: Amazon マシンイメージ（AMI）で、リストの上部にある Amazon Linux 2 AMI
を探して、[Select。

4.

In (イン)ステップ 2: インスタンスタイプの選択、選択次へ: インスタンスの詳細の設定。

5.

In (イン)ステップ 3: インスタンスの詳細の設定で、以下の情報を指定します。
• インスタンスの数は 1 のままにする。
• 購入オプションはデフォルト設定のままにする。
• [ネットワーク] で、「ステップ 1: Amazon EFS; ファイルシステムを作成する (p. 15)」で EFS
ファイルシステムを作成したときに書き留めたのと同じ VPC のエントリを選択します。
• [サブネット] で、任意のアベイラビリティーゾーンのデフォルトのサブネットを選択します。
• [ファイルシステム] で、「ステップ 1: Amazon EFS; ファイルシステムを作成する (p. 15)」で作
成した EFS ファイルシステムが選択されていることを確認します。ファイルシステム ID の横に表
示されるパスは、EC2 インスタンスが使用するマウントポイントです。このマウントポイントは変
更できます。
• -ユーザーデータでは、Amazon EFS ファイルシステムをマウントするためのコマンドが自動的に組
み込まれます。

6.

[Next: (次へ:)] を選択します ストレージの追加。

7.

[Next: (次へ:)] を選択します Add Tags (タグの追加) 。

8.

インスタンスに名前を付け、[次へ: セキュリティグループの設定。

9.

In (イン)ステップ 6: セキュリティグループの設定、セットセキュリティグループを割り当てるに既存
のセキュリティグループを選択する。デフォルトのセキュリティグループを選択して、EFS ファイル
システムにアクセスできることを確認します。

10. [Review and Launch（確認と作成)] を選択します。
11. [起動] を選択します。
12. 作成したキーペアのチェックボックスを選択した後、[インスタンスの起動] を選択します。
EC2 インスタンスが作成されて使用可能になると、EFS ファイルシステムにマウントされます。この
時点で、ファイルを EFS ファイルシステムに転送できるようになります。

ステップ 3: を使用して Amazon EFS にファイルを
転送するAWS DataSync
これで、機能している Amazon EFS ファイルシステムが作成されたため、AWS DataSync を使用して既
存のファイルシステムから Amazon EFS にファイルを転送できます。AWS DataSync は、インターネッ
トまたは AWS Direct Connect 経由で、オンプレミスのストレージシステムと AWS ストレージサービス間
のデータの移動やレプリケーションを簡素化、自動化、および高速化するデータ転送サービスです。AWS
DataSync では、ファイルデータを転送したり、所有権、タイムスタンプ、アクセス許可などのファイル
システムのメタデータを転送することもできます。

開始する前に
このステップは、次のものがあることを前提としています。
• ファイルを転送できる出典 NFS ファイルシステム。NFS バージョン 3、バージョン 4 または 4.1 経由
で、この出典システムにアクセスできる必要があります。ファイルシステムの例には、オンプレミス
のデータセンターに配置されているもの、自己マネージド型のクラウド内ファイルシステム、Amazon
EFS ファイルシステムがあります。
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• ファイルを転送する宛先となる Amazon EFS ファイルシステム。Amazon EFS ファイルシステムがない
場合は作成します。詳細については、「Amazon Elastic File System の開始 (p. 14)」を参照してくだ
さい。
• サーバーとネットワークは AWS DataSync の要件を満たしています。詳細については、次を参照してく
ださい。AWS DataSync要件。
AWS DataSync を使用して出典元から宛先にファイルを転送するには、次のオペレーションを行います。
• ご使用の環境にエージェントをダウンロードしてデプロイし、アクティブ化します。
• ソースと宛先の場所を作成して設定します。
• タスクを作成し、設定します。
• タスクを実行して、出典元から宛先までファイルを転送します。
既存のオンプレミスのファイルシステムから EFS ファイルシステムにファイルを転送する方法について
は、「 AWS DataSync ユーザーガイド」の「AWS DataSync での開始方法」を参照してください。既
存のクラウド内のファイルシステムから EFS ファイルシステムにファイルを転送する方法については、
「」を参照してください。をデプロイするAWS DataSyncAmazon EC2 インスタンスとしてのエージェ
ントのAWS DataSyncユーザーガイド、およびAmazon EFSAWS DataSyncクラウド内転送のクイックス
タートとスケジューラー。

ステップ 4: リソースをクリーンアップし、を保護
するAWSアカウント
このガイドには、Amazon EFS についてさらに詳しく知るためのチュートリアルが含まれています。こ
のクリーンアップステップを実行する前に、この「開始方法」の演習の関連するチュートリアルで作成し
connectしたリソースを使用できます。詳細については、「チュートリアル (p. 162)」を参照してくださ
い。このチュートリアルが完了したら、またはチュートリアルを使用しない場合は、次のステップに従っ
てリソースをクリーンアップし、AWS アカウント を保護する必要があります。

リソースをクリーンアップし、アカウントを保護するには
1.

Amazon EC2 インスタンスにConnectします。

2.

次のコマンドで、Amazon EFS ファイルシステムをアンマウントします。
$ sudo umount efs

3.

Amazon EFS コンソールhttps://console.aws.amazon.com/efsを開きます。

4.

ファイルシステムのリストから削除する Amazon EFSファイルシステムを選択します。

5.

[Actions (アクション)] で、[Delete file system(ファイルシステムの削除)] を選択します。

6.

[ファイルシステムの完全削除]ダイアログボックスで、削除するAmazon EFSファイルシステムのファ
イルシステムIDを入力し、[ファイルシステムの削除]を選択します。

7.

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

8.

インスタンスのリストから終了する Amazon EC2 インスタンスを選択します。

9.

[Actions (アクション)] に、[Instance State (インスタンスの状態)] を選択して、[Terminate (終了)] の順
に選択します。

10. [インスタンスの終了] で、[はい、終了します] を選択し、この「開始方法」の演習で作成したインス
タンスを終了します。
11. ナビゲーションペインで、[Security Groups(セキュリティグループ)] を選択します。
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12. Amazon EC2 インスタンス Launch Wizardのひとつのパートとして、この「開始方法」演習のため
に ステップ 2: EC2 リソースを作成し、EC2 インスタンスを起動する (p. 17) で作成したセキュリ
ティグループの名前を選択します。

Warning
VPC のデフォルトのセキュリティグループを削除しないでください。
13. [Actions (アクション)] で、[Delete Security Group (セキュリティグループの削除)] を選択します。
14. [セキュリティグループの削除] では、[はい、削除します] を選択し、この「開始方法」の演習のため
に作成したセキュリティグループを削除します。
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EFS ストレージクラス
Amazon EFS では、さまざまなユースケース向けに設計された、幅広いストレージクラスが提供されてい
ます。これには、EFS スタンダード、EFS スタンダード-低頻度アクセス（標準 IA）、EFS 1 ゾーン、お
よび EFS 1 ゾーン-低頻度アクセス（EFS 1 ゾーン-IA）が含まれます。ストレージクラスの詳細について
は次のセクションで説明します。

Amazon EFS スタンダードおよび標準 — IA スト
レージクラス
EFS スタンダードおよび標準-IA ストレージクラスは、AWS リージョン の1つ以上のアベイラビリティー
ゾーンが利用できない場合でも、データを継続的に利用できるように設計されたリージョンストレージク
ラスです。リージョン内の複数の地理的に分離されたアベイラビリティーゾーンに渡ってファイルシステ
ムデータとメタデータを冗長的に保存することで、最高レベルの可用性と耐久性を実現します。
EFS スタンダードストレージクラスは、頻繁にアクセスされるファイルに使用されます。これは、スタン
ダードストレージクラスの顧客データが最初に書き込まれるストレージクラスです。
標準 – IA ストレージクラスは、毎日アクセスされないファイルのストレージコストを削減します。この際
に、Amazon EFS が提供する高可用性、高耐久性、伸縮性、および POSIX ファイルシステムへのアクセ
スが犠牲になることはありません。完全なデータセットにすぐにアクセスできるようにし、アクセス頻度
が低いファイルのストレージコストを自動的に削減する場合は、標準 – IA ストレージをお勧めします。例
として、監査要件を満たすためにファイルをアクセス可能にしておくこと、履歴分析を実行すること、ま
たはバックアップと回復を実行することなどがあります。標準 – IA ストレージはすべての Amazon EFS
機能と互換性があり、Amazon EFS が利用可能なすべての AWS リージョン で利用できます。

Amazon EFS 1 ゾーンと EFS 1 ゾーン — IA スト
レージクラス
EFS 1 ゾーンと 1 ゾーン：IA ストレージクラスは、単一のアベイラビリティーゾーン内のデータに継続的
な可用性を提供するように設計されています。EFS 1 ゾーンストレージクラスは、ファイルシステムデー
タとメタデータを AWS リージョン 内の単一のアベイラビリティーゾーン内に冗長的に保存します。これ
らのストレージクラスは、単一の AWS アベイラビリティーゾーンにデータを保存するため、これらのス
トレージクラスに保存されているデータは、アベイラビリティーゾーン内のデータのすべてのコピーに影
響を与える災害やその他の障害が発生した場合、またはアベイラビリティーゾーンが破壊された場合に失
われる可能性があります。
データ保護を強化するために、Amazon EFS は、AWS Backup の 1 ゾーンストレージクラスを使用して、
ファイルシステムを自動的にバックアップします。ファイルシステムのバックアップは、AWS リージョン
内の任意の運用可能なアベイラビリティーゾーンに復元できます。または、別のリージョンに復元するこ
ともできます。AWS Backup を使用して作成および管理される Amazon EFS ファイルシステムバックアッ
プは 3 つのアベイラビリティーゾーンにレプリケートされ、11 9 の耐久性を考慮して設計されています。
詳細については、「AWS Backup の耐障害性」を参照してください。
EFS 1 ゾーン-スタンダードは、頻繁にアクセスされるファイルに使用されます。これは、1 ゾーン スト
レージクラスの顧客データが最初に書き込まれるストレージクラスです。
EFS 1 ゾーン – IA ストレージクラスは、毎日アクセスされないファイルのストレージコストを削減しま
す。完全なデータセットにすぐにアクセスできるようにし、アクセス頻度が低いファイルのストレージコ
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ストを自動的に削減する場合は、EFS 1 ゾーン – IA ストレージをお勧めします。1 ゾーン-IAストレージは
すべての Amazon EFS 機能と互換性があり、Amazon EFS が利用可能なすべての AWS リージョン で利
用できます。

低頻度のアクセスパフォーマンス
頻繁にアクセスするストレージクラスの読み取りまたは書き込み時の先頭バイトのレイテンシーは、EFS
スタンダードまたは EFS 1 ゾーンストレージクラスの場合よりも長くなります。
ファイルシステム上の別の場所にファイルをコピーすることで、IA ストレージクラスから頻繁にアクセス
されるストレージクラスにファイルを移動できます。頻繁にアクセスするストレージクラスにファイルを
残す場合は、ファイルシステム上でライフサイクル管理を無効にし、ファイルシステム上でファイルを新
しい場所にコピーします。

Amazon EFS ストレージクラスの比較
ストレージクラスの可用性、耐久性、最小ストレージ期間、その他の考慮すべき事項を含め、次の表で比
較しています。
ストレージク
ラス

対象

耐久性 (のために
設計)

EFS スタン
ダード

高い耐久性と可用性
を必要とする頻繁に
アクセスされるデー
タ。

EFS スタン
ダード-低頻
度アクセス
(IA)

可用性

アベイラビリ
ティーゾーン

その他の考慮
事項

99.999999999%（11
99.99%
9代）

>=3

なし

長寿命で、アクセス
頻度の低いデータに
は、最高の耐久性と
可用性が求められま
す。

99.999999999%（11
99.99%
9代）

>=3

GB 単位の取
り出し料金が
適用されま
す。

EFS 1 ゾーン

最高レベルの耐久性
と可用性を必要とし
ない、頻繁にアクセ
スされるデータ。

99.999999999%
(11 9代)*

99.90%

1

アベイラビリ
ティーゾーン
の損失におい
ては回復性が
ありません。

EFS 1 ゾーン
— IA

最高レベルの耐久性
と可用性を必要とし
ない、長寿命でアク
セス頻度の低いデー
タ。

99.999999999%
(11 9代)*

99.90%

1

アベイラビリ
ティーゾー
ンの損失に
おいては回復
性がありませ
ん。GB 単位
の取り出し料
金が適用され
ます。

* EFS 1 ゾーンストレージクラスは、単一の AWS アベイラビリティーゾーンにデータを保存するため、こ
れらのストレージクラスに保存されたデータは、アベイラビリティーゾーン内のデータのすべてのコピー
に影響を与える災害などの障害が発生した場合や、アベイラビリティーゾーンが破壊された場合に失われ
る可能性があります。
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ストレージクラスの料金
各ストレージクラスでのデータの量に対して、請求が行われます。また、IA ストレージ内のファイルが読
み取られるとき、およびファイルが EFS 標準または1 ゾーンストレージから IA ストレージに移行される
ときにも、データアクセス料金が発生します。AWS の請求書には、各ストレージクラスの容量と、ファイ
ルシステムの IA ストレージクラス（標準- IA または 1 ゾーン-IA）に対する従量制アクセスが表示されま
す。詳細はこちら、「Amazon EFS 料金表」を参照してください。
バーストスループットを使用するファイルシステムの場合、許容スループットは、EFS スタンダードおよ
びEFS 1 ゾーンストレージクラスにのみ保存されているデータの量に基づいて決定されます。プロビジョ
ニングされたスループットモードを使用しているファイルシステムの場合は、EFS スタンダードおよび
EFS 1 ゾーンストレージクラスにあるデータの量に基づいて、提供されているスループットを超えてプロ
ビジョニングされたスループットが請求されます。EFS パフォーマンスの詳細については、「スループッ
トモード (p. 140)」を参照してください。

Note
AWS Backup を使用して、ライフサイクル管理が有効な EFS ファイルシステムをバックアップす
るときに、データアクセス料金は発生しません。AWS Backup および EFS ライフサイクル管理の
詳細はこちら、「EFS ストレージクラス (p. 147)」を参照してください。

ストレージクラスサイズの表示
Amazon EFS コンソール、AWS CLI または EFS API を使用して、ファイルシステムの各ストレージクラ
スに保存されているデータ量を表示できます。

Amazon EFS コンソールでストレージデータサイズを表示する
ファイルシステムの詳細ページの[Metered size(従量制サイズ)]のタブには、ファイルシステムの現在の従
量制サイズが 2 進数のバイト（キビバイト、メビバイト、ギビバイト、およびテビバイト）で表示され
ます。このメトリクスは 15 分ごとに発行され、ファイルシステムの従量制サイズを経時的に表示できま
す。従量制サイズは、ファイルシステムのストレージサイズに関する次の情報を表示します。
• 合計サイズは、すべてのストレージクラスを含め、ファイルシステムに保存されているデータのサイズ
(バイナリバイト単位) です。
• スタンダード/ 1 ゾーンでのサイズは、EFS スタンダード または EFS 1 ゾーン ストレージクラスに保存
されているデータのサイズ (バイナリバイト単位) です。
• 標準IA/1 ゾーン-IAのサイズは、ファイルシステムが 標準 – IA または 1 ゾーン – IA ストレージクラスの
どちらを使用しているかに応じて、標準 – IA または 1 ゾーン – IA ストレージクラスに保存されるデー
タのサイズ (バイナリバイト単位) です。
Amazon EFS コンソールのファイルシステム詳細ページの「モニタリング」タブで Storage bytes
メトリクスを表示することもできます。詳細については、「へのアクセス CloudWatch メトリック
ス (p. 127)」を参照してください。

AWS CLI を使用してストレージデータサイズを表示する
AWS CLI または EFS API を使用して、ファイルシステムの各ストレージクラスに保存されているデータ
量を表示できます。describe-file-systems CLI コマンドを呼び出してデータストレージの詳細を表
示します。(対応する API オペレーションはDescribeFileSystems (p. 327))
$ aws efs describe-file-systems \
--region us-west-2 \
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応答では、SizeInBytes>ValueInIA は、ファイルシステムの IA ストレージクラス（標準-IA または 1
ゾーン-IA）の最後に測定されたサイズをバイト単位で表示します。ValueInStandard は、ファイルシス
テム設定に応じて、EFS スタンダードまたは EFS 1 ゾーンストレージクラスのいずれかで最後に計測され
たサイズをバイト単位で表示します。まとめると、Value で表示されるファイルシステム全体のサイズと
同じです。
{

}

"FileSystems":[
{
"OwnerId":"251839141158",
"CreationToken":"MyFileSystem1",
"FileSystemId":"fs-47a2c22e",
"PerformanceMode" : "generalPurpose",
"CreationTime": 1403301078,
"LifeCycleState":"created",
"NumberOfMountTargets":1,
"SizeInBytes":{
"Value": 29313417216,
"ValueInIA": 675432,
"ValueInStandard": 29312741784
},
"ThroughputMode": "bursting"
}
]

ディスク使用量を表示および測定するその他の方法については、「Amazon EFS ファイルシステムオブ
ジェクトの測定 (p. 112)」を参照してください。

Amazon EFS ストレージクラスを使用する
EFS スタンダード および 標準 – IA ストレージクラスを使用するには、AWS リージョン の複数のア
ベイラビリティーゾーンに渡ってデータを冗長的に保存するファイルシステムを作成します。AWS
Management Console を使用してファイルシステムを作成するときにこれを行うには、[可用性と耐久性]
を選択してから、[リージョン]を選択します。
標準 – IA ストレージクラスを使用するには、Amazon EFS ライフサイクル管理機能を有効にする必要があ
ります。有効にすると、ライフサイクル管理はスタンダードストレージから IA ストレージへのファイル
の移動を自動化します。コンソールを使用してファイルシステムを作成すると、ライフサイクル管理がデ
フォルトで有効になり、前回のアクセスから30日間という設定になります。詳細については、「Amazon
EFS ライフサイクルの管理 (p. 106)」を参照してください。
EFS 1 ゾーンおよび 1 ゾーン–IA ストレージクラスを使用するには、AWS リージョン の単一のアベイラ
ビリティーゾーン内にデータを冗長的に保存するファイルシステムを作成する必要があります。コンソー
ルを使用してファイルシステムを作成するときにこれを行うには、[可用性と耐久性] を選択してから、[1
ゾーン]を選択します。
1 ゾーン – IA ストレージクラスを使用するには、Amazon EFS ライフサイクル管理機能を有効にする必要
があります。有効にすると、ライフサイクル管理はスタンダードストレージから IA ストレージへのファイ
ルの移動を自動化します。コンソールを使用してファイルシステムを作成すると、ライフサイクル管理が
デフォルトで有効になり、前回のアクセスから30日間という設定になります。詳細については、Amazon
EFS ライフサイクルの管理 (p. 106)を参照してください。
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Amazon EFS リソースでの作業
Amazon EFS は、POSIX 準拠の伸縮自在な共有ファイルストレージを提供します。作成したファイルシス
テムは、複数の Amazon EC2 インスタンスからの同時書き込みおよび読み取りアクセスをサポートし、作
成された AWS リージョン のすべてのアベイラビリティーゾーンからアクセスできます。
ネットワークファイルシステム バージョン 4.0 および 4.1 プロトコル (NFSv4) を使用して、Amazon VPC
に基づいて仮想プライベートクラウド (VPC) の EC2 インスタンスに Amazon EFS ファイルシステムをマ
ウントできます。詳細については、「Amazon EFS: 使用方法 (p. 3)」を参照してください。
たとえば、VPC に 1 つ以上の EC2 インスタンスが起動されているとします。これらのインスタンスで
ファイルシステムを作成して使用することにします。VPC で Amazon EFS ファイルシステムを使用する
には、以下の一般的なステップを実行する必要があります。
• Amazon EFS ファイルシステムを作成する - ファイルシステムを作成する際、[Name(名前)] タグの値は
コンソールに表示され、ファイルシステムを簡単に特定できるため、[Name(名前)] タグの使用を検討す
るようお勧めします。その他のオプションのタグをファイルシステムに追加することもできます。
• ファイルシステムのマウントターゲットを作成する – VPC のファイルシステムにアクセスし Amazon
EC2 インスタンスにファイルシステムをマウントするには、VPC サブネット内にマウントターゲットを
作成する必要があります。
• セキュリティグループを作成する – Amazon EC2 インスタンスとマウントターゲットの両方とも、関連
付けられたセキュリティグループを持っている必要があります。これらのセキュリティグループは相互
のトラフィックを制御する仮想ファイアウォールとして機能します。特定の EC2 インスタンスからのア
クセスを許可するマウントターゲットのセキュリティグループにインバウンドルールを追加することに
より、マウントターゲットに関連付けられたセキュリティグループを使用してファイルシステムへのイ
ンバウンドトラフィックを制御できます。その後、その EC2 インスタンスでのみファイルシステムをマ
ウントできます。
Amazon EFS を初めてお使いの方は、Amazon EFS end-to-end ファイルシステムの使用についての直エク
スペリエンスを直に提供する次の演習を試してみることをお勧めします。
• 開始方法 (p. 14)—「開始方法」の演習では、Amazon EFS QuickCreate ウィザードを使用したサービス
推奨設定のファイルシステムを作成し、EC2 インスタンスにマウントし、セットアップをテストしま
す。コンソールは多くのことを自動的に処理し、 end-to-end エクスペリエンスをすばやくセットアップ
するのに役立ちます。
• チュートリアル: Amazon EFS ファイルシステムを作成し、を使用して Amazon EC2 インスタンス
にマウントするAWS CLI (p. 162) – チュートリアルは、「開始方法」の演習に似ていますが、AWS
Command Line Interface (AWS CLI) を使用してほとんどのタスクを実行します。AWS CLI コマンドは
Amazon EFS API と密接に関連しているため、このチュートリアルは Amazon EFS API 操作に慣れるの
に役立ちます。
EFS リソースの作成とファイルシステムへのアクセスについては、以下のトピックを参照してください。
トピック
• リソース ID (p. 26)
• Amazon EFS ファイルシステムの作成 (p. 26)
• Amazon EFS ファイルシステムを削除する (p. 37)
• マウントターゲットとセキュリティグループの作成と管理 (p. 38)
• セキュリティグループの作成 (p. 44)
• ファイルシステムポリシーの作成 (p. 46)
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• アクセスポイントの作成と削除 (p. 48)
• Amazon EFS リソースのタグ使用 (p. 51)

リソース ID
Amazon EFS は、作成時に一意のリソース識別子 (ID) をすべての EFS リソースに割り当てます。すべて
の EFS リソース ID は、リソース識別子と、数字 0 ～ 9 と小文字の a-f の組み合わせで構成されます。
2021 年 10 月以前は、新しく作成されたファイルシステムおよびマウントターゲットリソースに割り当て
られた ID が、ハイフンの後に 8 文字を使用していました (例:fs-12345678)。2021 年 5 月から 2021 年 10
月にかけて、これらのリソースタイプの ID は、ハイフンの後に 17 文字を使用するように変更されました
(例：fs-1234567890abcdef0)。アカウントの作成時期によっては、ファイルシステムやマウントターゲッ
トのリソースに短い ID が付いている場合がありますが、これらのタイプの新しいリソースには長い ID が
付けられます。既存の EFS リソースの ID は変更されません。

Amazon EFS ファイルシステムの作成
以下は、AWS Management Console と AWS CLI を使用して Amazon EFS ファイルシステムを作成する
方法についての説明です。
Amazon EFS を初めてお使いの方は、「開始方法」の演習を確認することをお勧めします。VPC end-toend にファイルシステムを作成してアクセスするためのコンソールベースの手順が提供されます。詳細に
ついては、「開始方法 (p. 14)」を参照してください。
トピック
• 要件 (p. 26)
• ファイルシステムを作成するときの設定オプション (p. 27)
• Amazon EFS コンソールを使用してカスタム設定でファイルシステムを作成する (p. 29)
• AWS CLI を使用してファイルシステムを作成する (p. 35)

要件
このセクションでは、Amazon EFS ファイルシステムを作成するための要件と前提条件について説明しま
す。

作成トークンと冪等性
べき等は、 API リクエストが 1 回だけ完了することを保証します。べき等リクエストでは、元のリクエス
トが正常に完了した場合でも、後続のリクエストには影響しません。これは、Amazon EFS API を操作す
るときに重複したジョブが作成されるのを防ぐのに役立ちます。
Amazon EFS API は、クライアントリクエストトークンのべき等性をサポートしています。クライアント
リクエストトークンは、ジョブ作成リクエストを行うときに指定する一意の文字列です。
クライアントリクエストトークンには、64 文字の ASCII 文字を含む任意の文字列を指定できます。リクエ
ストが成功してから 1 分以内にクライアントリクエストトークンを再利用すると、API は元のリクエスト
のジョブ詳細を返します。
コンソールを使用する場合、トークンが生成されます。コンソールでカスタム作成フローを使用した場
合、ユーザーに対して生成される作成トークンの形式は次のとおりです。
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"CreationToken": "console-d215fa78-1f83-4651-b026-facafd8a7da7"

QuickCreate を使用してサービス推奨設定でファイルシステムを作成する場合、作成トークンの形式は次
のとおりです。
"CreationToken": "quickCreated-d7f56c5f-e433-41ca-8307-9d9c0f8a77a2"

必要な許可
ファイルシステムやアクセスポイントなどの EFS リソースを作成するには、ユーザーがAWS Identity and
Access Management対応する API アクションとリソースの (IAM) アクセス許可。
AWS アカウント のルートユーザー認証情報を使用して任意の Amazon EFS 操作を実行できますが、ルー
トユーザー認証情報の使用は推奨されません。アカウントに IAM ユーザーを作成し、ユーザーポリシーを
使用して Amazon EFS のアクションのアクセス許可をユーザーに付与することをお勧めします。また、
ロールを使用して、クロスアカウントのアクセス権限を付与できます。Amazon Elastic File System は、
お客様に代わって他の AWS サービスを呼び出すために必要なアクセス権限を含む、AWS IAM サービスリ
ンクロールも使用します。API アクションのアクセス権限を管理する方法の詳細については、「Amazon
EFS のためのアイデンティティとアクセス管理 (p. 205)」を参照してください。

ファイルシステムを作成するときの設定オプション
Amazon EFS コンソール、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してファイルシステム
を作成できます。AWS SDK または Amazon EFS API を直接使用してプログラムでファイルシステムを作
成することもできます。
カスタム作成フローまたは AWS CLI を使用して Amazon EFS ファイルシステムを作成する場合、次の
ファイルシステム機能と構成オプションの設定を選択できます。

可用性と耐久性
可用性と耐久性は、Amazon EFS ファイルシステムが AWS リージョン 内にデータを保存する際の冗長性
を指します。ファイルシステムの可用性と耐久性については、次の選択肢があります。
• Regional(リージョン別) を選択すると、標準ストレージクラス (p. 21) を使用したファイルシステムが作
成され、AWS リージョン 内のすべてのアベイラビリティーゾーンにわたってファイルシステムのデー
タとメタデータが冗長的に保存されます。AWS リージョン のアベイラビリティーゾーンごとに マウ
ントターゲットを作成できます。Regional(リージョン別)は、最高レベルの可用性と耐久性を実現しま
す。
• 1 ゾーンを選択すると、1 ゾーンストレージクラス (p. 21)を使用するファイルシステムが作成され、
単一のアベイラビリティーゾーン内にファイルシステムデータとメタデータを冗長的に保存します。1
ゾーン ストレージクラスを使用するファイルシステムは、ファイルシステムが作成されるアベイラビリ
ティーゾーンにある単一のマウントターゲットのみを持つことができます。
Amazon EFS 1 ゾーンストレージクラスでは、単一の AWS アベイラビリティーゾーンにデータを保存
します。したがって、アベイラビリティーゾーン内のデータのすべてのコピーに影響する災害やその他
の障害が発生した場合、またはアベイラビリティーゾーンが破壊された場合に、これらのストレージク
ラスに保存されたデータが失われる可能性があります。
[1 ゾーン] を選択した場合は、ファイルシステムを作成するアベイラビリティーゾーンを選択できます。

[Automatic backups(自動バックアップ)]
コンソールを使用してファイルシステムを作成する場合は、デフォルトで自動バックアップが常に有効に
なっています。CLIまたはAPIを使用してファイルシステムを作成する場合、1 ゾーン ストレージクラス
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を使用してファイルシステムを作成している場合にのみ、自動バックアップがデフォルトで有効になりま
す。詳細については、「[Automatic backups(自動バックアップ)] (p. 148)」を参照してください。

EFS ライフサイクル管理と EFS インテリジェント階層化
EFS Intelligent Tiering は、ライフサイクル管理を使用して、アクセスパターンに基づいて、低コストの
低頻度アクセス（IA）ストレージクラスとの間でファイルを自動的に移動します。AWS Management
Console を使用してファイルシステムを作成する場合、ファイルシステムのライフサイクルポリシーは、
次のデフォルト設定を使用して構成されます。
• IAへの移行 は 前回のアクセスから 30 日間 に設定
• IAからの移行 は 初回アクセス後 に設定
AWS CLI 、API または SDK を使用してファイルシステムを作成する場合、ライフサイクルポリシーを設
定できません。ファイルシステムが作成されるまで待ってから、PutLifecycleConfiguration (p. 361) API
アクションを使ってライフサイクル設定を更新する必要があります。詳細については、「Amazon EFS ラ
イフサイクルの管理 (p. 106)」を参照してください。

パフォーマンスモード
ファイルシステムを作成するとき、パフォーマンスモードも選択します。2 つのパフォーマンスモード、
[汎用]と[最大 I/O] から選択できます。ほとんどのユースケースでは、ファイルシステムには[汎用]パフォー
マンスモードを使用することをお勧めします。詳細については、「パフォーマンスモード (p. 139)」を参
照してください。

Note
1 ゾーンストレージクラスを使用するファイルシステムの場合は、[汎用] パフォーマンスモードの
みを使用できます。

スループットモード
ファイルシステムに選択できるスループットモードは、[バーストスループット]と[プロビジョニングされ
たスループット]の 2 つがあります。デフォルトの[バーストスループット]モードは使い方がシンプルで、
ほとんどのアプリケーションや幅広い用途に適しています。[プロビジョニングされたスループット]モード
は、ストレージ容量へのスループット比率が[バーストスループット]モードで許容されているよりも大きい
必要があるアプリケーション用です。詳細については、「スループットモード (p. 140)」を参照してくだ
さい。

Note
プロビジョニングされたスループットの使用には追加料金が関連付けられます。詳細について
は、「Amazon EFS 料金表」を参照してください。

暗号化
ファイルシステムを作成する場合、保管時の暗号化を有効にすることができます。ファイルシステムの保
存時の暗号化を有効にすると、保存されるすべてのデータとメタデータは暗号化されます。後でファイル
システムをマウントする時、伝送中の暗号化を有効にすることができます。Amazon EFS の暗号化の詳細
については、「Amazon EFS でのデータの暗号化 (p. 198)」を参照してください。
VPC にファイルシステムのマウントターゲットを作成するには、VPC サブネットを指定する必要があり
ます。コンソールは、選択した AWS リージョン にあるアカウント内の VPC のリストを事前に設定しま
す。最初に、VPC を選択すると、コンソールが VPC 内のアベイラビリティーゾーンをリスト表示しま
す。各アベイラビリティーゾーンで、リストからサブネットを選択するか、デフォルトのサブネットが存
在する場合はそれを使用することができます。サブネットを選択した後、サブネット内で使用可能な IP ア
ドレスを指定するか、Amazon EFS にアドレスを自動選択させることができます。
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Amazon EFS コンソールを使用してカスタム設定で
ファイルシステムを作成する
このセクションでは、Amazon EFS コンソールを使用して、サービスの推奨設定を使用する代わりに、カ
スタマイズされた設定で EFS ファイルシステムを作成するプロセスについて説明します。サービス推奨設
定を使用したファイルシステムの作成の詳細については、「ステップ 1: Amazon EFS; ファイルシステム
を作成する (p. 15)」を参照してください。
コンソールを使用した Amazon EFS ファイルシステムの作成は、4 つのステップから成るプロセスです。
• ステップ 1-可用性と耐久性、ライフサイクル管理、パフォーマンスとスループットモード、保存中の
データの暗号化など、ファイルシステムの一般的な設定を構成します。
• ステップ 2-仮想プライベートクラウド (VPC) およびマウントターゲットを含むファイルシステムのネッ
トワーク設定を構成します。マウントターゲットごとに、アベイラビリティーゾーン、サブネット、IP
アドレス、およびセキュリティグループを設定します。
• ステップ 3-（オプション）ファイルシステムへの NFS クライアントアクセスを制御するファイルシス
テムポリシーを作成します。
• ステップ 4-ファイルシステムの設定を確認し、変更を加えてから、ファイルシステムを作成します。

ステップ 1: ファイルシステム設定を構成する
1.

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

2.

[Create file system (ファイルシステムの作成)] を選択して、ファイルシステム作成ダイアログボック
スを開きます。

3.

サービス推奨設定を使用してファイルシステムを作成するのではなく、[Customize(カスタマイズ)]を
選択して、カスタマイズされたファイルシステムを作成します。
[File system settings (ファイルシステム設定)] ページが表示されます。
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4.

[General(全般)]設定では、次のように入力します。
a.

(オプション)ファイルシステムの[Name (名前)]を入力します。

b.

[Availability and Durability(可用性と耐久性)] では、次のいずれかを選択します。
• [Regional(リージョン別)] を選択して、標準ストレージクラスを使用するファイルシステムを作
成します。標準ストレージクラスは、AWS リージョン 内のすべてのアベイラビリティーゾー
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ンにわたってファイルシステムデータとメタデータを冗長的に保存します。[Regional(リージョ
ン別)]は、最高レベルの可用性と耐久性を実現します。
• [One Zone(1 ゾーン)]を選択して、ストレージクラスを使用するファイルシステムを作成しま
す。1 ゾーンストレージクラスは、ファイルシステムデータとメタデータを単一のアベイラビ
リティーゾーン内に冗長的に保存します。
Amazon EFS 1 ゾーンストレージクラスでは、データを単一のAWS アベイラビリティーゾー
ンに保存します。したがって、アベイラビリティーゾーン内のデータのすべてのコピーに影響
する災害やその他の障害が発生した場合、またはアベイラビリティーゾーンが破壊された場合
に、これらのストレージクラスに保存されたデータが失われる可能性があります。
[One Zone(1 ゾーン)] を選択した場合は、ファイルシステムを作成する[Availability Zone(アベイ
ラビリティーゾーン)] を選択するか、デフォルトの設定のままにします。
詳細については、「EFS ストレージクラス (p. 21)」を参照してください。
c.

[Automatic backups(自動バックアップ)]はデフォルトで有効になっています。チェックボッ
クスをオフにすると、自動バックアップをオフにすることができます。詳細については、
「AWS Backup を使用してAmazon EFS ファイルシステムをバックアップおよび復元するに
は (p. 146)」を参照してください。

d.

[Lifecycle management (ライフサイクル管理)] では、デフォルトのポリシーは、IAへの移行 に 最
終アクセスから30日後 そして IAからの移行 に 初回アクセス後 と設定されています。インテリ
ジェントな階層化を使用しない場合は、これらのポリシー設定でそれぞれ[None(なし)]を選択し
てください。詳細については、「Amazon EFS ライフサイクルの管理 (p. 106)」を参照してく
ださい。

e.

[Performance mode(パフォーマンスモード)]を、デフォルトの [General Purpose(汎用)] モード
または [Max I/O(最大 I/O)] モードのいずれかを選択します。パフォーマンスモードは、ファイル
システムが利用可能になってから変更することができます。詳細については、「パフォーマンス
モード (p. 139)」を参照してください。

Note
1 ゾーン の可用性と耐久性を備えたファイルシステムでは、[General Purpose (汎用)]
モードのみを使用できます。
f.

デフォルトの [Bursting(バースト)] モードまたは [Provisioned(プロビジョニング)] モードのいずれ
かの [Throughput mode(スループットモード)] を選択します。
[Provisioned(プロビジョニング)] を選択すると、[Provisioned Throughput(プロビジョニングされ
たスループット) (MiB/秒)]セクションが表示されます。ファイルシステムの要求に対してプロビ
ジョニングするための [Throughput(スループット)] の量を入力します。
[Maximum Read Throughput(最大読み取りスループット)]の量は、入力したスループットの 3 倍
の量で表示されます。EFS ファイルシステムは、他のリクエストの 3 分の 1 の割合で読み取り要
求を測定します。スループットを入力すると、ファイルシステムの月次コストの見積もりが表示
されます。
ファイルシステムが利用可能になった後は、いつでも書き込みスループットの量を変更できま
す。詳細については、「スループットモード (p. 140)」を参照してください。

g.

[Encryption(暗号化)] では、保管時のデータの暗号化がデフォルトで有効になっています。
デフォルトでは、AWS Key Management Service (AWS KMS) EFSサービスキー (aws/
elasticfilesystem) を使用します。暗号化に使用する別の KMS キーを選択するには、暗号
化設定のカスタマイズ を展開し、リストからキーを選択します。または、使用する KMS キーの
KMS キー ID または Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。
新しいキーを作成する必要がある場合は、AWS KMS キーの作成 を選択して AWS KMS コンソー
ルを起動し、新しいキーを作成します。
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このチェックボックスをオフにすると、保存中のデータの暗号化をオフにすることができます。
5.

(オプション) タグのキーバリューのペアをファイルシステムに追加します。

6.

[Next(次へ)] を選択して、設定プロセスの ネットワークアクセス ステップに進みます。

ステップ 2: ネットワークアクセスの設定
ステップ 2 では、VPC およびマウントターゲットなど、ファイルシステムのネットワーク設定を構成しま
す。

1.

EC2 インスタンスをファイルシステムに接続する[Virtual Private Cloud(仮想プライベートクラウド)
（VPC）]を選択します。詳細については、「ファイルシステムのネットワークアクセシビリティの管
理 (p. 101)」を参照してください。

2.

マウントターゲットでは、ファイルシステム用の 1 つ以上のマウントターゲットを作成します。マウ
ントターゲットごとに、次のプロパティを設定します。
• アベイラビリティーゾーン — デフォルトでは、マウントターゲットは、AWS リージョン の各アベ
イラビリティーゾーンで構成されます。特定のアベイラビリティーゾーンにマウントターゲットが
必要ない場合は、[Remove(削除)]を選択してそのゾーンのマウントターゲットを削除します。ファ
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イルシステムにアクセスする予定のすべてのアベイラビリティーゾーンにマウントターゲットを作
成します。これにはコストはかかりません。
• サブネット ID — アベイラビリティーゾーンで使用可能なサブネットから選択します。デフォルト
のサブネットが事前に選択されています。
• IP アドレス — デフォルトでは、Amazon EFS はサブネット内の利用可能なアドレスから IP アドレ
スを自動的に選択します。または、サブネット内にある特定の IP アドレスを入力することもできま
す。マウントターゲットには単一の IP アドレスがありますが、冗長で可用性の高いネットワークリ
ソースです。
• セキュリティグループ — マウントターゲットに 1 つ以上のセキュリティグループを指定できま
す。詳細については、「Amazon EC2インスタンスとマウントターゲットにVPCセキュリティグ
ループを使用する (p. 229)」を参照してください。
別のセキュリティグループを追加したり、セキュリティグループを変更したりするには、[セキュリ
ティグループを選択]を選択し、リストから別のセキュリティグループを追加します。デフォルト
のセキュリティグループを使用しない場合は、削除できます。詳細については、「セキュリティグ
ループの作成 (p. 44)」を参照してください。
3.

[Add mount target(マウントターゲットの追加)]を選択して、アベイラビリティーゾーンが存在しない
アベイラビリティーゾーンのマウントターゲットを作成します。マウントターゲットが各アベイラビ
リティーゾーンに対して構成されている場合、この選択は使用できません。

4.

[Next(次へ)] を選択して続行します。[File system policy (ファイルシステムポリシー)] ページが表示さ
れます。

ステップ 3: ファイルシステムポリシーを作成する (オプション)
必要に応じて、ファイルシステムのファイルシステムポリシーを作成できます。EFS ファイルシステ
ムポリシーは、NFS クライアントのファイルシステムへのアクセスを制御するために使用する IAM リ
ソースポリシーです。詳細については、「IAM を使用してファイルシステムのデータアクセスを制御す
る (p. 216)」を参照してください。
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1.

[Policy options(ポリシーのオプション)]では、使用可能な事前構成済みのポリシーを任意の組み合わせ
から選択できます。
• デフォルトで ルート アクセスを防止する
• デフォルトで読み取り専用アクセスを許可する
• すべてのクライアントに転送中の暗号化を適用する

2.

ポリシーエディターを使用して、事前設定されたポリシーをカスタマイズするか、独自のポリシー
を作成します。事前設定されたポリシーのいずれかを選択すると、JSON ポリシー定義がポリシー
エディタに表示されます。JSON を編集して、選択したポリシーを作成できます。変更を元に戻すに
は、[Clear(クリア)] を選択します。
事前設定されたポリシーは、ポリシーのオプションで再び使用可能になります。

3.

[Next(次へ] を選択して続行します。[Review and create(確認と作成)]ページが表示されます。

ステップ 4: 確認と作成
1.

各ファイルシステム構成グループを確認します。この時点で[Edit(編集)]を選択すると、各グループに
変更を加えることができます。。

2.

[Create(作成)]を選択してファイルシステムを作成し、[ファイルシステム]ページに戻ります。
上部にあるバナーは、新しいファイルシステムが作成されていることを示します。ファイルシステム
が使用可能になると、新しいファイルシステムの詳細ページにアクセスするためのリンクがバナーに
表示されます。

3.

[ファイルシステム]ページには、次に示すように、ファイルシステムとその構成の詳細が表示されま
す。
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AWS CLI を使用してファイルシステムを作成する
AWS CLI を使用する場合は、これらのリソースを順に作成します。まず、ファイルシステムを作成しま
す。次に、対応する AWS CLI のコマンドを使って、ファイルシステムのマウントターゲットや追加のオ
プションタグを作成します。
以下の例では、adminuser を profile パラメータの値として使用しています。適切なユーザープロファ
イルを使用して認証情報を提供する必要があります。AWS CLI の詳細については、AWS Command Line
Interface ユーザーガイドの[AWS CLI のインストール]を参照してください。
• 自動バックアップを有効にして、標準ストレージクラスを使用する暗号化されたファイルシステムを作
成するには、次に示すように、Amazon EFS create-file-system CLIコマンド（対応するオペレー
ションは CreateFileSystem (p. 277)）を使用します。
aws efs create-file-system \
--creation-token creation-token \
--encrypted \
--backup \
--performance-mode generalPurpose \
--throughput-mode bursting \
--region aws-region \
--tags Key=key,Value=value Key=key1,Value=value1 \
--profile adminuser

たとえば、次の create-file-system コマンドは us-west-2 AWS リージョンにファイルシステム
を作成します。コマンドは作成トークンとして MyFirstFS を指定します。Amazon EFS ファイルシス
テムを作成できる AWS リージョン のリストについては、「Amazon Web Services 全般リファレンス」
を参照してください。
aws efs create-file-system \
--creation-token MyFirstFS \
--backup \
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--encrypted \
--performance-mode generalPurpose \
--throughput-mode bursting \
--region us-west-2 \
--tags Key=Name,Value="Test File System" Key=developer,Value=rhoward \
--profile adminuser

次の例に示すように、ファイルシステムを正常に作成すると、Amazon EFS はファイルシステムの説明
を JSON として返します。
{

}

"OwnerId": "123456789abcd",
"CreationToken": "MyFirstFS",
"Encrypted": true,
"FileSystemId": "fs-c7a0456e",
"CreationTime": 1422823614.0,
"LifeCycleState": "creating",
"Name": "Test File System",
"NumberOfMountTargets": 0,
"SizeInBytes": {
"Value": 6144,
"ValueInIA": 0,
"ValueInStandard": 6144
},
"PerformanceMode": "generalPurpose",
"ThroughputMode": "bursting",
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "Test File System"
}

]

• 次の例では、availability-zone-name のプロパティを使用して、us-west-2a アベイラビリ
ティーゾーンで 1 ゾーンストレージクラスを使用するファイルシステムを作成しています。
aws efs create-file-system \
--creation-token MyFirstFS \
--availability-zone-name us-west-2a \
--backup \
--encrypted \
--performance-mode generalPurpose \
--throughput-mode bursting \
--region us-west-2 \
--tags Key=Name,Value="Test File System" Key=developer,Value=rhoward \
--profile adminuser

次の例に示すように、ファイルシステムを正常に作成すると、Amazon EFS はファイルシステムの説明
を JSON として返します。
{

"AvailabilityZoneId": "usw-az1",
"AvailabilityZoneName": "us-west-2a",
"OwnerId": "123456789abcd",
"CreationToken": "MyFirstFS",
"Encrypted": true,
"FileSystemId": "fs-c7a0456e",
"CreationTime": 1422823614.0,
"LifeCycleState": "creating",
"Name": "Test File System",
"NumberOfMountTargets": 0,
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"SizeInBytes": {
"Value": 6144,
"ValueInIA": 0,
"ValueInStandard": 6144
},
"PerformanceMode": "generalPurpose",
"ThroughputMode": "bursting",
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "Test File System"
}

}

]

また、以下に示すように、Amazon EFS はアカウントのファイルシステムを取得するため
に使用できる describe-file-systems CLI コマンド (対応する API オペレーションは
DescribeFileSystems (p. 327)) を提供します。
aws efs describe-file-systems \
--region aws-region \
--profile adminuser

Amazon EFS は指定したリージョンで作成された AWS アカウント のファイルシステムのリストを返し
ます。

Amazon EFS ファイルシステムを削除する
ファイルシステムの削除は、元に戻すことのできない破壊的なアクションです。ファイルシステムおよび
含まれるデータをすべて失います。ファイルシステムから削除したすべてのデータは削除され、データを
復元することはできません。ユーザーがファイルシステムからデータを削除すると、そのデータはすぐに
使用できなくなくなります。EFS によって、最終的にデータが上書きされます。

Note
EFS レプリケーション構成の一部であるファイルシステムを削除することはできません。最初に
レプリケーション設定を削除する必要があります。詳細については、「レプリケーション設定の
削除 (p. 160)」を参照してください。

Important
削除する前にファイルシステムを必ずアンマウントする必要があります。

コンソールの使用
ファイルシステムを削除するには
1.

Amazon Elastic File System コンソール (https://console.aws.amazon.com/efs/) を開きます。

2.

ファイルシステムページで、削除する ファイルシステムを選択します。

3.

[Delete] (削除) を選択します。

4.

[ファイルシステムの削除] ダイアログボックスで、表示されているファイルシステムIDを入力し、
[Confirm(確認)]を選択して削除を確認します。

37

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
CLI の使用

コンソールにより、ファイルシステムの削除が簡素化されます。まず、関連付けられているマウント
ターゲットが削除され、次にファイルシステムが削除されます。

CLI の使用
ファイルシステムを削除する AWS CLI コマンドを使用する前に、そのファイルシステム用に作成された
マウントターゲットやアクセスポイントをすべて削除する必要があります。
AWS CLI コマンドの例については、「ステップ 4: クリーンアップ (p. 173)」を参照してください。

マウントターゲットとセキュリティグループの作成
と管理
Amazon EFS ファイルシステムを作成した後、マウントターゲットを作成できます。標準ストレージクラ
スを使用する Amazon EFS ファイルシステムの場合は、AWS リージョン の各アベイラビリティーゾー
ンにマウントターゲットを作成することができます。1 ゾーンストレージクラスを使用する EFS ファイ
ルシステムの場合は、ファイルシステムと同じアベイラビリティーゾーンにマウントターゲットを 1 つだ
け作成できます。その後、仮想プライベートクラウド（VPC）内のAmazon EC2、Amazon ECS、AWS
Lambda などのコンピューティングインスタンスにファイルシステムをマウントすることができます。
次の図は、VPC 内のすべてのアベイラビリティーゾーンにマウントターゲットが作成された、標準スト
レージクラスを使用する Amazon EFS ファイルシステムを示しています。
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次の図は、1 ゾーンストレージクラスを使用する Amazon EFS ファイルシステムを示しています。1 つの
マウントターゲットがファイルシステムと同じアベイラビリティーゾーンに作成されます。us-west2c ア
ベイラビリティーゾーンの EC2 インスタンスを使用してファイルシステムにアクセスすると、マウント
ターゲットとは異なるアベイラビリティーゾーンにあるため、データアクセス料金が発生します。
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マウントターゲットのセキュリティグループはトラフィックを制御する仮想ファイアウォールとして機能
します。たとえば、どのクライアントがファイルシステムにアクセスできるかを決定します。このセク
ションでは次の項目について説明します。
• マウントターゲットのセキュリティグループの管理、およびトラフィックを有効化。
• クライアントにファイルシステムをマウントします。
• NFS レベルのアクセス権限を考慮します。
最初は、Amazon EC2 read-write-execute インスタンスのルートユーザーだけがファイルシステムに対
して権限を持っています。このトピックでは、NFS レベルのアクセス権限について説明し、一般的な
シナリオでアクセス権限を付与する方法を示す例を提供しています。詳細については、「ネットワーク
ファイルシステム (NFS) レベルでのユーザー、グループ、アクセス許可の操作 (p. 232)」を参照して
ください。
AWS Management Console、AWS CLI、または AWS SDK を使用して、プログラム的にファイルシステム
のマウントターゲットを作成できます。コンソールを使用する場合、最初にファイルシステムを作成する
とき、またはファイルシステムを作成した後に、マウントターゲットを作成できます。
新しいファイルシステムを作成するときに Amazon EFS コンソールを使用してマウントターゲットを作成
する手順については、「ステップ 2: ネットワークアクセスの設定 (p. 32)」を参照してください。

Amazon EFS コンソールを使用したマウントターゲットの管理
既存の Amazon EFS ファイルシステムのマウントターゲットを追加または変更するには、次の手順に従い
ます。

Amazon EFS ファイルシステムでマウントターゲットを管理するには (コンソール)
1.

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

2.

左のナビゲーションペインで [ファイルシステム] を選択します。ファイルシステムページには、アカ
ウント内の EFS ファイルシステムが表示されます。

3.

マウントターゲットを管理するファイルシステムを選択します。[Name(名前)]または[ファイルシステ
ム ID]を選択して、ファイルシステムの詳細ページを表示します。

4.

[Network(ネットワーク)]を選択して、既存のマウントターゲットのリストを表示します。

5.

[Manage(管理)]を選択して、アベイラビリティーゾーンページが表示され、変更が可能になります。
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このページでは、既存のマウント・ターゲットに対して、セキュリティ・グループを追加および削除
したり、マウント・ターゲットを削除したりできます。また、新しいマウントターゲットを作成する
こともできます。

Note
1 ゾーンストレージクラスを使用するファイルシステムの場合は、ファイルシステムと同じ
アベイラビリティーゾーンにマウントターゲットを 1 つだけ作成できます。
• マウント・ターゲットからセキュリティ・グループを削除するには、セキュリティグループ ID の横
にある「X」を選択します。
• マウント・ターゲットにセキュリティ・グループを追加するには、セキュリティグループの選択を
使用して、使用可能なセキュリティグループのリストを表示します。または、リストの上部にある
検索フィールドにセキュリティグループ ID を入力します。
• 削除のためにマウントターゲットをキューに入れるには、[Remove(削除)]を選択します。

Note
ファイルシステムのマウントターゲットを削除する前に、まずファイルシステムをアンマ
ウントします。
• マウントターゲットを追加するには、マウントターゲットの追加を選択します。これは、標準 スト
レージクラスを使用するファイルシステム、およびマウントターゲットが AWS リージョン の各ア
ベイラビリティーゾーンに存在しない場合にのみ使用できます。
6.

[Save(保存)] を選択して変更を保存します。
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Amazon EFS ファイルシステムの VPC を変更するには (コンソール)
ファイルシステムのネットワーク設定の VPC を変更するには、ファイルシステムの既存のマウントター
ゲットをすべて削除する必要があります。
1.

Amazon Elastic File System コンソール (https://console.aws.amazon.com/efs/) を開きます。

2.

左のナビゲーションペインで [ファイルシステム] を選択します。[ファイルシステム]ページには、ア
カウント内の EFS ファイルシステムが表示されます。
VPC を変更するファイルシステムに対して、[名前]または[ファイルシステム ID]を選択します。[ファ
イルシステムの詳細] ページが表示されます。

3.
4.
5.

[Network(ネットワーク)]を選択して、既存のマウントターゲットのリストを表示します。
[Manage(管理)] を選択します。-アベイラビリティーゾーンページが表示されます。

6.

ページに表示されているすべてのマウントターゲットを削除します。

7.

[Save(保存)]を選択して、変更を保存し、マウントターゲットを削除します。[ネットワーク]タブに
は、マウントターゲットのステータスが「削除する」と表示されます。。

8.

すべてのマウントターゲットのステータスが「削除済み」と表示されたら、[Manage(管理)]を選択し
ます。-アベイラビリティーゾーンページが表示されます。

9.

Virtual Private Cloud (VPC)のリストから新しいVPCを選択します。

10. [マウントターゲットの追加]を選択して、新しいマウントターゲットを追加します。追加するマウント
ターゲットごとに、次のように入力します。
• アベイラビリティゾーン
• あるサブネット ID
• IPアドレス、または「Automatic(自動)」に設定されたままの場合
• 1 つ以上のセキュリティグループ
11. Save(保存)を選択して、VPC とマウントターゲットの変更を実装します。

AWS CLI を使用してマウントターゲットを管理する
Note
1 ゾーンストレージクラスを使用するファイルシステムの場合は、ファイルシステムと同じアベ
イラビリティーゾーンにマウントターゲットを 1 つだけ作成できます。

マウントターゲットを作成するには (CLI)
•

以下に示すように、マウントターゲットを作成するには、create-mount-target CLI コマンドを使
用します (対応する操作は CreateMountTarget (p. 288))。
$ aws efs create-mount-target \
--file-system-id file-system-id \
--subnet-id subnet-id \
--security-group ID-of-the-security-group-created-for-mount-target \
--region aws-region \
--profile adminuser

次の例は、このコマンドのサデータデータを示しています。
$ aws efs create-mount-target \
--file-system-id fs-0123467 \
--subnet-id subnet-b3983dc4 \
--security-group sg-01234567 \
--region us-east-2 \
--profile adminuser
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次の例に示すように、マウントターゲットを正常に作成すると、Amazon EFS は JSON としてマウン
トターゲットの説明を返します。
{

}

"MountTargetId": "fsmt-f9a14450",
"NetworkInterfaceId": "eni-3851ec4e",
"FileSystemId": "fs-b6a0451f",
"LifeCycleState": "available",
"SubnetId": "subnet-b3983dc4",
"OwnerId": "23124example",
"IpAddress": "10.0.1.24"

ファイル・システムのマウント・ターゲットのリストを取得するには (CLI)
•

また、次に示すように、describe-mount-targetsCLI コマンド (対応する操作
はDescribeMountTargets (p. 334)) を使用して、ファイルシステム用に作成されたマウントターゲッ
トのリストを取得できます。
$ aws efs describe-mount-targets --file-system-id fs-a576a6dc

{

}

"MountTargets": [
{
"OwnerId": "111122223333",
"MountTargetId": "fsmt-48518531",
"FileSystemId": "fs-a576a6dc",
"SubnetId": "subnet-88556633",
"LifeCycleState": "available",
"IpAddress": "172.31.25.203",
"NetworkInterfaceId": "eni-0123456789abcdef1",
"AvailabilityZoneId": "use2-az2",
"AvailabilityZoneName": "us-east-2b"
},
{
"OwnerId": "111122223333",
"MountTargetId": "fsmt-5651852f",
"FileSystemId": "fs-a576a6dc",
"SubnetId": "subnet-44223377",
"LifeCycleState": "available",
"IpAddress": "172.31.46.181",
"NetworkInterfaceId": "eni-0123456789abcdefa",
"AvailabilityZoneId": "use2-az3",
"AvailabilityZoneName": "us-east-2c"
},
{
"OwnerId": "111122223333",
"MountTargetId": "fsmt-5751852e",
"FileSystemId": "fs-a576a6dc",
"SubnetId": "subnet-a3520bcb",
"LifeCycleState": "available",
"IpAddress": "172.31.12.219",
"NetworkInterfaceId": "eni-0123456789abcdef0",
"AvailabilityZoneId": "use2-az1",
"AvailabilityZoneName": "us-east-2a"
}
]
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既存のマウントターゲットを削除するには (CLI)
•

次に示すように、既存のマウントターゲットを削除するには、delete-mount-target AWS CLI コ
マンドを使用します (対応する操作は DeleteMountTarget (p. 310))。

Note
マウントターゲットを削除する前に、ファイルシステムをアンマウントします。
$ aws efs delete-mount-target \
--mount-target-id mount-target-ID-to-delete \
--region aws-region-where-mount-target-exists

以下に、サンプルデータを含む例を示します。
$ aws efs delete-mount-target \
--mount-target-id fsmt-5751852e \
--region us-east-2 \

既存のマウント・ターゲットのセキュリティ・グループを変更するには
•

次に示すように、マウントターゲットに有効なセキュリティグループを変更するに
は、modify-mount-target-security-group AWS CLI コマンド (対応する操作は
ModifyMountTargetSecurityGroups (p. 350)) を使用し、既存のセキュリティグループを置き換えま
す。
$ aws efs modify-mount-target-security-groups \
--mount-target-id mount-target-ID-whose-configuration-to-update \
--security-groups security-group-ids-separated-by-space \
--region aws-region-where-mount-target-exists \
--profile adminuser

以下に、サンプルデータを含む例を示します。
$ aws efs modify-mount-target-security-groups \
--mount-target-id fsmt-5751852e \
--security-groups sg-1004395a sg-1114433a \
--region us-east-2

詳細については、「チュートリアル: Amazon EFS ファイルシステムを作成し、を使用して Amazon EC2
インスタンスにマウントするAWS CLI (p. 162)」を参照してください。

セキュリティグループの作成
Note
次のセクションは Amazon EC2 に固有のもので、Amazon EFS ファイルシステムをマウントした
どのインスタンスにでも Secure Shell (SSH) を使用して接続できるようにセキュリティグループ
を作成する方法について説明します。Amazon EC2 インスタンスへの接続に SSH を使用してい
ない場合は、このセクションをスキップできます。
Amazon EC2 インスタンスとマウントターゲットの両方に関連付けられているセキュリティグループがあ
ります。これらのセキュリティグループは相互のトラフィックを制御する仮想ファイアウォールとして機
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能します。マウントターゲットの作成時にセキュリティグループを提供しない場合、Amazon EFS は VPC
のデフォルトのセキュリティグループをそのマウントターゲットに関連付けます。
ただし、EC2 インスタンスとマウントターゲット (したがって、ファイルシステム) の間のトラフィックを
有効にするには、これらのセキュリティグループに次のルールを設定する必要があります。
• マウントターゲットに関連付けるセキュリティグループは、ファイルシステムをマウントするすべての
EC2 インスタンスから、NFS ポート上の TCP プロトコルへのインバウンドアクセスを許可する必要が
あります。
• ファイルシステムをマウントする各 EC2 インスタンスには、NFS ポート上のマウントターゲットへの
アウトバウンドアクセスを許可するセキュリティグループが必要です。
EFS ファイルシステムのマウントターゲットに関連付けられているセキュリティグループを変更するに
は、を参照してくださいマウントターゲットとセキュリティグループの作成と管理 (p. 38)。
セキュリティグループの詳細については、Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの
「Amazon EC2 セキュリティグループ」を参照してください。

AWS Management Console を使用したセキュリティ
グループの作成
AWS Management Console を使用して、VPC にセキュリティグループを作成できます。Amazon EC2 イ
ンスタンスに Amazon EFS ファイルシステムを接続するには、Amazon EC2 インスタンス用と Amazon
EFS マウントターゲット用の 2 つのセキュリティグループを作成する必要があります。
1.

VPC に 2 つのセキュリティグループを作成します。手順については、Amazon VPC ユーザーガイド
の「セキュリティグループの作成」を参照してください。

2.

VPC コンソールで、これらのセキュリティグループのデフォルトルールを確認します。両方のセキュ
リティグループは、トラフィックが出ていくのを許可するアウトバウンドルールのみが設定されてい
る必要があります。

3.

以下のように、セキュリティグループへの追加のアクセスを承認する必要があります。
a.

次に示すように、EC2 セキュリティグループにルールを追加して、ポート 22 のインスタンスへ
の SSH アクセスを許可します。これは、PuTTY などの SSH クライアントを使用して EC2 イン
スタンスに接続し、ターミナルインターフェイスを介して EC2 インスタンスを管理する場合に便
利です。オプションで、[Source (ソース)] アドレスを制限することができます。

手順については、Amazon VPC ユーザーガイド の「ルールを追加または削除する」を参照してく
ださい。
b.

TCP ポート 2049 で EC2 セキュリティグループからのインバウンドアクセスを許可するルール
をマウントターゲットのセキュリティグループに追加します。Source 列のセキュリティグループ
は、EC2 インスタンス関連付けられているセキュリティグループです。
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ファイルシステムのマウントターゲットに関連付けられているセキュリティグループを表示する
には、EFS コンソールで [ファイルシステムの詳細] ページの [ネットワーク] タブを選択します。
詳細については、「マウントターゲットとセキュリティグループの作成と管理 (p. 38)」を参照
してください。

Note
デフォルトのアウトバウンドルールですべてのトラフィックを残すことができるため、アウ
トバウンドルールを追加する必要はありません (それ以外の場合は、アウトバウンドルールを
追加して、NFS ポートで TCP 接続を開き、マウントターゲットのセキュリティグループを
送信先として識別する必要があります)。
4.

このセクションで説明されているように、両方のセキュリティグループがインバウンドとアウトバウ
ンドのアクセスを許可できるようになったことを確認します。

AWS CLI を使用したセキュリティグループの作成
AWS CLI を使用してセキュリティグループを作成する方法の例については、「ステップ 1: Amazon EC2
リソースを作成する (p. 164)」を参照してください。

ファイルシステムポリシーの作成
Amazon EFS コンソールまたは AWS CLI を使用してファイルシステムポリシーを作成できます。AWS
SDK または Amazon EFS API を使用してプログラムでファイルシステムポリシーを直接作成することも
できます。EFS ファイルシステムポリシーには 20,000 文字の制限があります。EFS ファイルシステムポ
リシーの使用および例の詳細については、「IAM を使用してファイルシステムのデータアクセスを制御す
る (p. 216)」を参照してください。

Note
Amazon EFS ファイルシステムポリシーの変更が有効になるまでに数分かかる場合があります。

ファイルシステムポリシーの作成 (コンソール)
1.

Amazon Elastic File System コンソール (https://console.aws.amazon.com/efs/) を開きます。

2.

[File Systems (ファイルシステム)] を選択します。

3.

[File systems (ファイルシステム)] ページで、ファイルシステムポリシーを編集または作成する対象の
ファイルシステムを選択します。そのファイルシステムの詳細ページが表示されます。

4.

[File system policy (ファイルシステムポリシー)]、[編集] の順に選択します。。[File system policy
(ファイルシステムポリシー)] ページが表示されます。
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5.

ポリシーのオプションの場合は、設定済みのファイルシステムポリシーの任意の組み合わせを選択で
きます。
• デフォルトでルートアクセスを防止する-このオプションは、許可された EFS アクションの設定か
ら ClientRootAccess を削除します。
• デフォルトで読み取り専用アクセスを強制する-このオプションは、許可された EFS アクションの
設定から ClientWriteAccess を削除します。
• 匿名アクセスを防止する-このオプションは、許可された EFS アクションの設定から
ClientMount を削除します。
• すべてのクライアントに転送中の暗号化を強制する-このオプションは、暗号化されていないクライ
アントへのアクセスを拒否します。
事前設定されたポリシーを選択すると、ポリシーの JSON オブジェクトが[Policy editor(ポリシーエ
ディター)]ペインに表示されます。

6.

[追加のアクセス許可の付与]を使用して、別の AWS アカウント を含む[追加の IAM プリンシパル]に
ファイルシステムのアクセス許可を付与します。[Add(追加)] を選択し、アクセス許可を付与するエン
ティティのプリンシパル ARN を入力します。付与する[Permissions(アクセス許可)]を選択します。追
加のアクセス許可は、[Policy editor(ポリシーエディター)]で表示されます。

7.

[Policy editor(ポリシーエディター)]を使用して、事前に設定されたポリシーをカスタマイズしたり、
独自のファイルシステムポリシーを作成したりできます。。エディタを使用すると、事前設定された
ポリシーオプションは使用できなくなります。現在のファイルシステムポリシーをクリアして新しい
ポリシーの作成を開始するには、[Clear(クリア)]を選択します。
エディタをクリアすると、事前設定されたポリシーが再度使用可能になります。

8.

ポリシーの編集が完了したら、[Save(保存)]を選択します。

ファイルシステムポリシーの作成 (CLI)
以下の例では、put-file-system-policy CLI コマンドは、指定された AWS アカウント に EFS ファ
イルシステムへの読み取り専用アクセスを許可するファイルシステムポリシーを作成します。同等の API
コマンドは PutFileSystemPolicy (p. 357) です。
aws efs put-file-system-policy --file-system-id fs-01234567 --policy '{
"Id": "1",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientMount"
],
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}
}'

"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
}

]

{

"FileSystemId": "fs-01234567",
"Policy": "{
"Version" : "2012-10-17",
"Id" : "1",
"Statement" : [
{
"Sid" : "efs-statement-7c8d8687-1c94-4fdc-98b7-555555555555",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action" : [
"elasticfilesystem:ClientMount"
],
"Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-2:555555555555:file-system/
fs-01234567"
}
]
}
}

アクセスポイントの作成と削除
AWS Management Console または AWS CLI を使用して、Amazon EFS アクセスポイントを作成できま
す。AWS SDK または Amazon EFS API を使用してプログラムでアクセスポイントを直接作成することも
できます。一度作成したアクセスポイントは変更できません。ファイルシステムには、最大 120 のアクセ
スポイントを持つことができます。EFS アクセスポイントの詳細については、「Amazon EFS アクセスポ
イントを使用して作業する (p. 236)」を参照してください。
以下の手順では、コンソールと AWS CLI を使用してアクセスポイントを作成する方法について説明しま
す。

アクセスポイントの作成 (コンソール)
Amazon EFS アクセスポイントは、、AWS Command Line Interface (AWS CLI)AWS Management
Console、および Amazon EFS API と SDK を使用して作成および削除できます。一度作成したアクセスポ
イントは変更できません。ファイルシステムには、最大 120 のアクセスポイントを持つことができます。

Note
同じファイルシステムにアクセスポイントを作成する複数の要求が連続して送信され、ファイル
システムがアクセスポイントの制限である 120 に近づいている場合、これらの要求に対してス
ロットリング応答が発生する可能性があります。これは、ファイルシステムが指定されたアクセ
スポイントのクォータを超えないようにするためです。
1.

Amazon Elastic File System コンソール (https://console.aws.amazon.com/efs/) を開きます。

2.

[アクセスポイント]を選択して、[アクセスポイント] ウィンドウを開きます。

3.

[アクセスポイントの作成] を選択して、[アクセスポイントの作成] ページを表示します。
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また、[ファイルシステム] を選択して、[アクセスポイントの作成] ページを開くこともできます。
[ファイルシステム名]または[ファイルシステムID]を選択し、その後[アクセスポイント]および[アクセ
スポイントの作成]を選択して、そのファイルシステム用のアクセスポイントを作成します。

a.

[Details (詳細)] パネルに、次の情報を入力します。
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• ファイルシステム：ファイルシステム名または ID を入力し、一致するファイルシステムを選択
するか、入力フィールドを選択したときに表示されるリストから選択します。
• (オプション) [Name (名前)] - アクセスポイントの名前を入力します。
• (オプション)[Root directory path(ルートディレクトリパス)]— アクセスポイントのルートディレ
クトリを指定できます。デフォルトのアクセスポイントのルートは /です。ルートディレクトリ
パスを入力するには、次の形式 /foo/bar を使用します。詳細については、「アクセスポイン
トでルートディレクトリを強制する (p. 238)」を参照してください。
b.

（オプション）[POSIX ユーザー]パネルでは、アクセスポイントを使用する NFS クライアントに
よるすべてのファイル操作に対して、ユーザーおよびグループ情報を適用するために使用する、
完全な [POSIX ID] を指定できます。詳細については、「アクセスポイントを使用してユーザーID
を強制する (p. 237)」を参照してください。
• ユーザー ID – ユーザーのPOSIXユーザーIDを数値で入力します。
• グループ ID – ユーザーのPOSIXグループIDを数値で入力します。
• セカンダリグループ ID— セカンダリグループ ID のカンマ区切りリスト（オプション）を入力
します。

c.

(オプション) ルートディレクトリの作成許可では、Amazon EFS がルートディレクトリパスを
作成するときに使用するアクセス許可を指定できます (指定されていてルートディレクトリが
まだ存在しない場合)。詳細については、「アクセスポイントでルートディレクトリを強制す
る (p. 238)」を参照してください。

Note
ルートディレクトリの所有権と権限を指定せず、ルートディレクトリがまだ存在してい
ない場合、EFS はルートディレクトリを作成しません。アクセスポイントを使用して
ファイルシステムをマウントしようとすると、失敗します。
• 所有者ユーザー ID - ルートディレクトリの所有者として使用する POSIX ユーザー ID を数値で
入力します。
• 所有者グループ ID - ルートディレクトリの所有者グループとして使用する POSIX グループ ID
を数値で入力します。
• アクセス許可 - ディレクトリの Unix モードを入力します。一般的な設定は 755 です。アクセ
スポイントユーザーがマウントできるように、実行ビットが設定されていることを確認しま
す。
4.

[Create access point(アクセスポイントの作成)]を選択して、この設定を使用したアクセスポイントを
作成します。

アクセスポイントの作成 (CLI)
次の例では、create-access-point CLI コマンドは EFS ファイルシステムへのアクセスポイントを作
成します。同等の API コマンドは CreateAccessPoint (p. 271) です。
aws efs create-access-point --file-system-id fs-abcdef0123456789a --client-token
010102020-3 \
--root-directory Path=/efs/mobileapp/
east/,CreationInfo={OwnerUid=0,OwnerGid=11,Permissions=775} \
--posix-user Uid=22,Gid=4 \
--tags key=Name,value=east-users

要求が成功すると、CLI はアクセスポイントの説明を返します。
{

"ClientToken": "010102020-3",
"Name": "east-users",
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"AccessPointId": "fsap-abcd1234ef5678901",
"AccessPointArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-2:111122223333:access-point/fsapabcd1234ef5678901",
"FileSystemId": "fs-01234567",
"LifeCycleState": "creating",
"OwnerId": "111122223333",
"PosixUser": {
"Gid": 4,
"Uid": 22
},
"RootDirectory": {
"CreationInfo": {
"OwnerGid": 0,
"OwnerUid": 11,
"Permissions": "775"
},
"Path": "/efs/mobileapp/east",
},
"Tags": []
}

Note
同じファイルシステムにアクセスポイントを作成する複数の要求が連続して送信され、ファイル
システムがアクセスポイントの制限である 120 に近づいている場合、これらの要求に対してス
ロットリング応答が発生する可能性があります。これは、ファイルシステムが指定されたアクセ
スポイントのクォータを超えないようにするためです。

アクセスポイントの削除
アクセスポイントを削除すると、アクセスポイントを使用するすべてのクライアントは、そのアクセスポ
イントが設定した Amazon EFS ファイルシステムへのアクセスを失います。

アクセスポイントの削除 (コンソール)
1.

Amazon Elastic File System コンソール (https://console.aws.amazon.com/efs/) を開きます。

2.

左のナビゲーションペインで [Access points(アクセスポイント)] を選択して、[Access points(アクセ
スポイント)] ページを開きます。

3.
4.
5.

削除するアクセスポイントを選択します。
[Delete(削除)] を選択します。
[Confirm(確認)]を選択してアクションを確認し、アクセスポイントを削除します。

アクセスポイントの削除 (CLI)
次の例では、delete-access-point CLI コマンドは、指定したアクセスポイントを削除します。同等の
API コマンドは DeleteAccessPoint (p. 303) です。コマンドが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文
を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。
aws efs delete-access-point --access-point-id fsap-092e9f80b3fb5e6f3 --client-token
010102020-3

Amazon EFS リソースのタグ使用
Amazon EFS リソースを管理しやすくするために、タグ形式で各リソースに独自のメタデータを割り当て
ることができます。タグを使用すると、用途、所有者、環境などのさまざまな方法でAWS リソースを分類
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できます。これは、同じタイプのリソースが多数ある場合に役立ちます。割り当てたタグに基づいて、特
定のリソースをすばやく識別できます。このトピックでは、タグとその作成方法について説明します。

タグの基本
タグとは、AWS リソースに付けるラベルです。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で設
定されており、どちらもお客様側が定義します。
タグを使用すると、例えば用途別、所有者別、環境別などのさまざまな方法で AWS リソースを分類でき
ます。たとえば、各ファイルシステムの所有者を追跡しやすくするため、アカウントの Amazon EFSファ
イルシステムに対して一連のタグを定義できます。
各リソースタイプのニーズを満たす一連のタグキーを考案することをお勧めします。一貫性のある一連の
タグキーを使用することで、リソースの管理が容易になります。追加したタグに基づいてリソースを検索
およびフィルタリングできます。
タグには、Amazon EFS に関連する意味はなく、完全に文字列として解釈されます。また、タグは自動
的にリソースに割り当てられます。タグのキーと値は編集でき、タグはリソースからいつでも削除できま
す。タグの値を空の文字列に設定することはできますが、タグの値を null に設定することはできません。
特定のリソースについて既存のタグと同じキーを持つタグを追加した場合、以前の値は新しい値によって
上書きされます。リソースを削除すると、リソースのタグも削除されます。

リソースのタグ付け
アカウントにすでに存在する Amazon EFS ファイルシステムおよびアクセスポイントリソースにタグ付け
できます。
Amazon EFS コンソールでは、リソースの詳細画面の[Tags(タグ)]タブを使って、既存のリソースにタグを
適用することができます。Amazon EFS コンソールでは、リソースの作成時にリソースのタグを指定でき
ます。例えば、Name のキーと指定した値を持つタグです。ほとんどの場合、リソースの作成後すぐに (リ
ソースの作成時ではなく) コンソールによりタグが適用されます。コンソールではリソースを Name タグに
応じて整理できますが、このタグには Amazon EFS サービスに対する意味論的意味はありません。
Amazon EFS API、AWS CLI、または AWS SDK を使用している場合、TagResource EFS API アクショ
ンを使用してタグを既存のリソースに適用できます。さらに、リソース作成アクションによっては、リ
ソースの作成時にリソースのタグを指定できます。
タグを管理するための AWS CLI コマンド、およびそれに相当する Amazon EFS API アクションを、次の
表に示します。
CLI コマンド

説明

同等の API オペレーション

tag-resource

新しいタグを追加する、または
既存のタグを更新する

TagResource (p. 366)

list-tags-for-resource

既存のタグの取得

ListTagsForResource (p. 347)

untag-resource

既存のタグの削除

UntagResource (p. 369)

タグの制限
タグには以下のような基本制限があります。
• リソースあたりのタグの最大数 - 50 件
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる値は
1 つのみです。
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• キーの最大長 - UTF-8 の 128 Unicode 文字
• 値の最大長 - UTF-8 の 256 Unicode 文字
• Amazon EFS ではタグ内に任意の文字を使用できますが、他のサービスでは制限があります。すべての
サービスで使用できる文字は、UTF-8 で表現できる文字、数字、およびスペースに加えて、 + - = . _ : /
@ です。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• aws: プレフィックスは AWS 用に限定されています。タグにこのプレフィックスが付いたタグキーが
ある場合、タグのキーまたは値を編集、削除することはできません。aws: プレフィックスを持つタグ
は、リソースあたりのタグ数の制限にはカウントされません。
タグのみに基づいてリソースを更新・削除することはできないので、リソース識別子を指定する必要があ
ります。例えば、DeleteMe というタグキーを使用してタグ付けしたファイルシステムを削除するには、
fs-1234567890abcdef0 のようなファイルシステムのリソース識別子で DeleteFileSystem アクショ
ンを使用する必要があります。
パブリックリソースまたは共有リソースにタグを付けると、割り当てたタグは、タグ付けを行った AWS
アカウントだけが使用できます。他の AWS アカウントはそれらのタグにアクセスできません。共有リ
ソースへのタグベースのアクセス制御では、リソースへのアクセスを制御するために、各 AWS アカウン
トに独自のタグセットを割り当てる必要があります。
Amazon EFS ファイルシステムおよびアクセスポイントリソースにタグ付けすることができます。

アクセスコントロールのタグ使用
タグを使用すると、Amazon EFS リソースへのアクセスをコントロールしたり、属性ベースのアクセ
スコントロール (ABAC) を実装したりできます。詳細については、「Amazon EFS で MFS でを使用す
る (p. 224)」を参照してください。

Note
EFS レプリケーションでは、属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) でのタグ使用をサポー
トしていません。
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Amazon EFS でファイルシステムを
使用する
Amazon Elastic File System は完全なファイルシステムのアクセスセマンティックスをサポートする標
準のファイルシステムインターフェイスを提示します。ネットワークファイルシステム (NFS) バージョ
ン 4.1 (NFSv4.1) を使用して、Amazon EFS ファイルシステムを任意の Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) Linux ベースのインスタンスにマウントできます。システムがマウントされたら、ローカル
ファイルシステムと同じように、ファイルやディレクトリを操作できるようになります。マウントの詳細
については、EFS ファイルシステムをマウントする (p. 70) を参照してください。
ファイルシステムを作成して、EC2 インスタンスにマウントした後、効果的にファイルシステムを使用す
るためには、ユーザー、グループ、関連リソースへの NFS レベルでのアクセス許可の管理について知って
おく必要があります。最初にファイルシステムを作成するときは、/ にルートディレクトリは 1 つしかあ
りません。デフォルトでは、ルートユーザー (UID 0) のみに、読み取り/書き込み/実行のアクセス許可があ
ります。他のユーザーがファイルシステムを変更できるようにするには、ルートユーザーは、明示的にア
クセス許可を付与する必要があります。EFS アクセスポイントを使用して、特定のアプリケーションから
書き込み可能なディレクトリをプロビジョニングします。詳細については、「ネットワークファイルシス
テム (NFS) レベルでのユーザー、グループ、アクセス許可の操作 (p. 232)」および「Amazon EFS アク
セスポイントを使用して作業する (p. 236)」を参照してください。

関連トピック
Amazon EFS: 使用方法 (p. 3)
開始方法 (p. 14)
チュートリアル (p. 162)
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の使用 amazon-efs-utils ツール
-amazon-efs-utilsパッケージは、Amazon EFS クライアントとも呼ばれる Amazon EFS ツールのオー
プンソースのコレクションです。Amazon EFS クライアントの説明は次のとおりです。Amazon EFS ク
ライアントには EFS マウントヘルパーが含まれており、EFS ファイルシステムのマウントを容易にしま
す。EFS クライアントを使用すると、Amazon を使用できるようになります CloudWatch EFS ファイルシ
ステムのマウントステータスを監視します。EFS ファイルシステムをマウントする前に、Amazon EC2 イ
ンスタンスに Amazon EFS クライアントをインストールする必要があります。
トピック
• 概要 (p. 55)
• AWS Systems Manager を使用して、Amazon EFS クライアントを自動的にインストールまたは更新
する (p. 57)
• Amazon EFS クライアントの手動インストール (p. 59)
• botocore のインストール (p. 65)
• stunnel のアップグレード (p. 67)

概要
Amazon EFS クライアント (amazon-efs-utils) は、Amazon EFS ツールのオープンソースのコレク
ションです。Amazon EFS クライアントは追加コストなしで使用でき、こちらからダウンロードできます
GitHubここ:https://github.com/aws/efs-utils。amazon-efs-utils パッケージは、Amazon Linux パッケー
ジリポジトリで利用でき、他の Linux ディストリビューションのパッケージをビルドおよびインストール
できます。また、AWS Systems Manager を使用して、パッケージを自動的にインストールまたは更新で
きます。詳細については、「AWS Systems Manager を使用して、Amazon EFS クライアントを自動的に
インストールまたは更新する (p. 57)」を参照してください。

Note
-amazon-efs-utilsパッケージは、Amazon Linux および Amazon Linux 2 の Amazon マシンイ
メージ (AMI) にプレインストールされています。
Amazon EFS クライアントには、マウントヘルパーおよび Amazon EFS ファイルシステムの転送時のデー
タ暗号化の実行を容易にするツールが用意されています。マウントヘルパーは、特定のタイプのファイル
システムのマウント時に使用するプログラムです。Amazon EFS ファイルシステムをマウントするため
に、Amazon EFSに含まれているマウントヘルパーを使用することをお勧めします。Amazon EFS クライ
アントを使用すると、EFS ファイルシステムのマウントが簡素化され、ファイルシステムのパフォーマン
スが向上します。EFSクライアントおよびマウントヘルパーの使用に関する詳細については、「EFS ファ
イルシステムをマウントする (p. 70)」を参照してください。
には以下の依存関係がありますamazon-efs-utilsおよびは、をインストールするときにインストールさ
れますamazon-efs-utilsパッケージ:
• NFS クライアント
• nfs-utilsRHEL、CentOS、Amazon Linux、および Fedora ディストリビューション用
• Debian および Ubuntu ディストリビューション用 nfs-common
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• ネットワークリレー (stunnel パッケージ、バージョン 4.56 以降)
• Python (バージョン 3.4 以降)
• OpenSSL 1.0.2 以降

Note
デフォルトでは、Transport Layer Security (TLS) と Amazon EFS マウントヘルパーを使用してい
る場合、マウントヘルパーは、証明書ホスト名チェックを強制します。Amazon EFS マウントヘ
ルパーは、TLS 機能の stunnel プログラムを使用します。Linux のバージョンによっては、次の
バージョンが含まれていない場合があります。stunnelこれらの TLS 機能をデフォルトでサポー
トしています。これらの Linuxディストリビューションのいずれかを使用する場合、TLS を使用
する Amazon EFS ファイルシステムのマウントが失敗します。
インストールしたらamazon-efs-utilsパッケージで、システムの stunnel のバージョンをアッ
プグレードするには、stunnel のアップグレード (p. 67)。
以下を使用できます。AWS Systems ManagerAmazon EFS クライアントを管理し、インストー
ルまたは更新に必要なタスクを自動化する amazon-efs-utils EC2 インスタンスでパッケージ化し
ます。詳細については、「AWS Systems Manager を使用して、Amazon EFS クライアントを自
動的にインストールまたは更新する (p. 57)」を参照してください。
暗号化の問題については、暗号化のトラブルシューティング (p. 265) を参照してください。

サポートされているディストリビューション
Amazon EFS クライアントは、以下の Linux および Mac ディストリビューションに対して検証されていま
す。
ディストリビューション

パッケージタイプ

init system

Amazon Linux 2017.09

rpm

upstart

Amazon Linux 2

rpm

systemd

CentOS 7, 8

rpm

systemd

Debian 9, 10

deb

systemd

Fedora 28-32

rpm

systemd

macOS Big Sur

launchd

macOS OS モントレー

launchd

OpenSUSE Leap、タンブルウィード

rpm

systemd

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7, 8

rpm

systemd

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12,
15

rpm

systemd

Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS

deb

systemd

パッケージが検証されたサポートされているディストリビューションの完全なリストについて
は、amazon-efs-utils READMEGithub で。
以下のセクションでは、EC2 Linux および Mac インスタンスで Amazon EFS クライアントをインストー
ルする方法を学ぶことができます。
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AWS Systems Manager を使用して、Amazon EFS
クライアントを自動的にインストールまたは更新す
る
以下を使用できます。AWS Systems ManagerAmazon EFS クライアントの管理を簡素化するため
(amazon-efs-utils).AWS Systems ManagerはAWSでインフラストラクチャを表示および制御するため
に使用できるサービスAWS。AWS Systems Manager により、EC2 インスタンスの amazon-efs-utils
パッケージでインストールまたは更新に必要なタスクを自動化できます。ディストリビューターやステー
トマネージャなどのSystems Manager 機能を使用すると、次のプロセスを自動化できます。
• Amazon EFS クライアントのバージョン管理の維持
• Amazon EFS クライアントを Amazon EC2 インスタンスに集中的に保存し、体系的に配布します。
• Amazon EC2 インスタンスを定義された状態に保つプロセスを自動化します。
詳細については、AWS Systems Managerユーザーガイド を参照してください。

インストール時に Amazon EFS クライアントが実行
する処理
Amazon EFS クライアントを使用して Amazon のモニタリングを自動化します。 CloudWatch ファイルシ
ステムのマウントステータスとアップグレードのログstunnel一部の Linux ディストリビューションの最
新バージョンに戻します。Systems Manager を使用して Amazon EC2 インスタンスに Amazon EFS クラ
イアントをインストールすると、以下のアクションが実行されます。
• をインストールしますbotocoreで説明されているのと同じ手順を使用してパッケージ化するbotocore
のインストール (p. 65)。Amazon EFS クライアントでは、botocoreEFS ファイルシステムのマウ
ントステータスを監視します。
• での EFS ファイルシステムのマウントステータスの監視を可能にします CloudWatch 更新によるロ
グefs-utils.conf。詳細については、「EFS ファイルシステムのマウントステータスのモニタリン
グ (p. 127)」を参照してください。
• EC2 インスタンスが実行の場合RHEL7またはCentOS7、Amazon EFS クライアントは自動的に
アップグレードしますstunnelで説明しています。stunnel のアップグレード (p. 67)。アッ
プグレードstunnelTLS を使用して EFS ファイルシステムを正常にマウントするために必要であ
り、stunnel同梱のバージョンRHEL7そしてCentOS7Amazon EFS クライアントはサポートされていま
せん (amazon-efs-utils).

Systems Manager Distributor でサポートされているオ
ペレーティングシステム
EC2 インスタンスは、Amazon EFS クライアントを自動でアップグレードまたはインストールするために
AWS Systems Manager と使用するために、次のいずれかのオペレーティングシステムが実行されている
必要があります。
プラットフォーム

プラットフォームのバージョニ
ング

アーキテクチャ

Amazon Linux

2017.09

x86_64
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プラットフォーム

プラットフォームのバージョニ
ング

アーキテクチャ

Amazon Linux 2

2.0

x86_64, arm64 (Amazon Linux
2、A1 インスタンスタイプ)

CentOS

7、8

x86_64

Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

7、8

x86_64, arm64 (RHEL 7.6 以
降、A1 インスタンスタイプ)

SUSE Linux Enterprise Server
(SLES)

12、8

x86_64

Ubuntu Server

16.04 4、18.04

x86_64, arm64 (Ubuntu Server
16 以降、A1 インスタンスタイ
プ)

を使用する方法AWS Systems Manager自動的にイン
ストールまたは更新する amazon-efs-utils
Systems Manager をセットアップして、自動的にインストールまたは更新するには、2 つのワンタイム設
定が必要です。 amazon-efs-utils パッケージ化する。
1. 必要なアクセス権限を持つ AWS Identity and Access Management (IAM) インスタンスプロファイルを
設定する。
2. State Manager によるインストールまたは更新に使用される関連付け (スケジュールを含む) を設定する

ステップ 1: 必要なアクセス権限を持つ IAM インスタンスプロ
ファイルを設定する
デフォルトでは、AWS Systems Managerは Amazon EFS クライアントを管理し、をインストールまた
は更新するアクセス許可がありません amazon-efs-utils パッケージ化する。AWS Identity and Access
Management (IAM) インスタンスプロファイルを使用して Systems Manager へのアクセスを許可する必要
があります。インスタンスプロファイルは、起動時に Amazon EC2 インスタンスに IAM ロール情報を渡
すコンテナです。
AmazonElasticFileSystemsUtils AWS マネージドアクセス許可ポリシーを使用して、ロールに適切
なアクセス許可を割り当てます。インスタンスプロファイルの新しいロールを作成するか、既存のロール
に対する AmazonElasticFileSystemsUtils 権限ポリシーを追加できます。次に、このインスタンス
プロファイルを使用して、Amazon EC2 インスタンスを起動する必要があります。詳細については、次を
参照してください。ステップ 4: Systems Manager の IAM インスタンスプロファイルを作成する。

ステップ 2: Amazon EFS クライアントをインストールまたは更
新するためにステートマネージャーが使用する関連付けを設定す
る
amazon-efs-utils パッケージはディストリビューターに含まれており、マネージド EC2 インスタンス
にデプロイできます。インストール可能な amazon-efs-utils の最新バージョンを表示するには、AWS
Systems Manager コンソールまたは任意の AWS コマンドラインツールを使用します。Distributor
にアクセスするには、https://console.aws.amazon.com/systems-manager/ を開き、左側のナビゲー
ションペインで Distributor を選択します。Amazonが所有 セクションの「AmazoneFsutils」に置きま
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す。AmazoneFsutils を選択し、パッケージの詳細を確認します。詳細については、「パッケージを表示す
る」を参照してください。
ステートマネージャを使用すると、マネージド EC2 インスタンスを直ちに、またはスケジュールに従っ
て amazon-efs-utils パッケージをインストールまたは更新できます。さらに、amazon-efs-utils
が新しい EC2 インスタンスに自動的にインストールされることを確認できます。Distributor および State
Manager を使用したパッケージのインストールまたは更新の詳細については、「Distributor の使用」を参
照してください。
を自動的にインストールまたは更新するには amazon-efs-utils Systems Manager コンソールを使用してイ
ンスタンスにパッケージ化するには、を参照してください。パッケージのインストールまたは更新のスケ
ジュール (コンソール)。これにより、一連のインスタンスに適用する状態を定義する State Manager の関
連付けを作成するように求められます。関連付けを作成するときは、次の入力を使用します。
• パラメータでは、アクション > インストール および インストールのタイプ > インプレース更新 を選択
します。
• ターゲット では、推奨設定は すべてのインスタンスを選択する であり、自動的にインストールまたは
AmazoneFsutils を更新するにはターゲットとして新規および既存の EC2 インスタンスを登録します。
または、インスタンスタグを指定したり、インスタンスを手動で選択したり、リソースグループを選択
してインスタンスのサブセットに関連付けを適用することもできます。インスタンスタグを指定する場
合は、タグを使用して EC2 インスタンスを起動し、AWS Systems Manager が自動的に Amazon EFS
クライアントをインストールまたは更新することを許可する必要があります。
• スケジュールの指定 では、AmazoneFsutils の推奨設定は30日ごとです。コントロールを使用し
て、cron または関連付けの rate スケジュールを作成できます。
AWS Systems Manager を使用して複数の Amazon EFS ファイルシステムを複数の EC2 インスタンスに
マウントするには、「AWS Systems Manager を使用して EFS を複数の EC2 インスタンスにマウントす
る (p. 88)」を参照してください。

Amazon EFS クライアントの手動インストール
Amazon Linux および Amazon Linux 2 を実行している Amazon EC2 Linux インスタンス、および macOS
ビッグサーを実行する EC2 Mac インスタンス、およびその他のサポートされている Linux ディストリ
ビューションに Amazon EFS クライアントを手動でインストールできます。この手順については、次のセ
クションで説明します。
トピック
• Amazon EFS クライアントを Amazon Linux および Amazon Linux 2 にインストールする (p. 59)
• 他の Linux ディストリビューションで amazon-efs-utils パッケージをインストールする (p. 60)
• macOS Big Sur および macOS Monterey を実行している EC2 に Amazon EFS クライアントをインス
トールする (p. 64)

Amazon EFS クライアントを Amazon Linux および
Amazon Linux 2 にインストールする
-amazon-efs-utilsパッケージは、Amazon Linux および Amazon Linux AMI パッケージリポジトリで利
用でき、これらの AMI を実行する EC2 インスタンスにインストールできます。Amazon EFS クライアン
トを他の Linux ディストリビューションにインストールするには、「他の Linux ディストリビューション
で amazon-efs-utils パッケージをインストールする (p. 60)」を参照してください。
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Note
AWS Direct Connect を使用している場合、インストールの手順は ウォークスルー: オンプレミス
でファイルシステムを作成してマウントするAWS Direct ConnectVPN と (p. 181) にあります。

をインストールするにはamazon-efs-utilsAmazon Linux 2 および Amazon Linux のパッケー
ジ
1.

Amazon Linux または Amazon Linux 2 EC2 インスタンスが作成されたことを確認します。これを行う
方法については、ステップ 1: インスタンスを起動するのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイド

2.

Secure Shell (SSH) を介してインスタンスのターミナルにアクセスし、適切なユーザー名でログイン
します。これを行う方法の詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド の
「SSH を使用した Linux インスタンスへの接続」を参照してください。

3.

次のコマンドを実行して、amazon-efs-utils パッケージをインストールします。
sudo yum install -y amazon-efs-utils

次のステップ
インストール後amazon-efs-utilsEC2 インスタンスで、ファイルシステムをマウントする次のステッ
プに進みます。
• インストールbotocore (p. 65)アマゾンを使えるように CloudWatch ファイルシステムのマウントス
テータスを監視します。
• の最新バージョンへのアップグレードstunnel (p. 67)転送時のデータの暗号化を可能にします。
• ファイルシステムをマウントする (p. 70)EFS マウントヘルパーを使用します。

他の Linux ディストリビューションで amazon-efsutils パッケージをインストールする
取得したくない場合amazon-efs-utilsアマゾンリナックスまたはアマゾンリナックス 2 AMI からの
パッケージ、amazon-efs-utilsパッケージは、 GitHub。
パッケージをクローンした後、ビルドおよびインストールできます amazon-efs-utils Linux ディストリ
ビューションでサポートされているパッケージタイプに応じて、次のいずれかの方法を使用します。
• RPM – このパッケージタイプは、Amazon Linux、Red Hat Linux、CentOS などでサポートされていま
す。
• DEB – このパッケージタイプは Ubuntu、Debian などでサポートされています。

RPM パッケージとして amazon-efs-utils をビルドしてインストールするに
は（OpenSUSE または SLES 以外のディストリビューション用）
クローン作成amazon-efs-utilsGithub から
1.

Secure Shell (SSH) を使用して EC2 インスタンスConnect し、適切なユーザー名でログインします。
詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドのSSH を使用した Linux インス
タンスへの接続を参照してください。

2.

次のコマンドを使用して git をインストールします。
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sudo yum -y install git

3.

次のコマンドを使用してインストールされていない場合は、rpm-build パッケージをインストール
します。
sudo yum -y install rpm-build

4.

クローンamazon-efs-utilsから GitHub 次のコマンドを使用します。
git clone https://github.com/aws/efs-utils

をビルドしてインストールするにはamazon-efs-utilsRPM パッケージ
1.

クライアントでターミナルを開き、amazon-efs-utils パッケージを含むディレクトリをナビゲー
トします。
cd /path/efs-utils

2.

オペレーティングシステムに次のように設定されていない場合、bash make コマンドをインストール
します。
sudo yum -y install make

3.

次のコマンドを使用してインストールされていない場合は、rpm-build パッケージをインストール
します。
sudo yum -y install rpm-build

4.

次のコマンドを使用して、amazon-efs-utils パッケージをビルドします。
sudo make rpm

5.

次のコマンドで amazon-efs-utils パッケージをインストールします。
sudo yum -y install ./build/amazon-efs-utils*rpm

次のステップ
インストール後amazon-efs-utilsEC2 インスタンスで、ファイルシステムをマウントする次のステッ
プに進みます。
• インストールbotocore (p. 65)アマゾンを使えるように CloudWatch ファイルシステムのマウントス
テータスを監視します。
• の最新バージョンにアップグレードstunnel (p. 67)転送時のデータの暗号化を可能にします。
• ファイルシステムをマウントする (p. 70)EFS マウントヘルパーを使用します。
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OpenSUSE と SLES のRPMパッケージとして amazon-efs-utils をビルドし
てインストールするには
クローン作成amazon-efs-utilsから GitHub
1.

Secure Shell (SSH) を使用して EC2 インスタンスConnect し、適切なユーザー名でログインします。
詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドのSSH を使用した Linux インス
タンスへの接続を参照してください。

2.

次のコマンドを使用して zypper をインストールします。
sudo zypper refresh

3.

次のコマンドを使用して、一方がインストールされていない場合は、rpm-build パッケージとbash
make コマンドをインストールします：
sudo zypper install -y git rpm-build make

a.

OpenSUSE では、次のようなエラーが発生します。
File './suse/noarch/bash-completion-2.11-2.1.noarch.rpm' not found on medium
'http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss/'

次のコマンドを実行して、レポ OSS と非 OSS を再追加します。
sudo zypper ar -f -n OSS http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss/ OSS
sudo zypper ar -f -n NON-OSS http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/non-oss/
NON-OSS
sudo zypper refresh

b.

git install スクリプトを再実行します。
sudo zypper install -y git rpm-build make

4.

クローンamazon-efs-utilsから GitHub 次のコマンドを使用します。
git clone https://github.com/aws/efs-utils

をビルドしてインストールするにはamazon-efs-utilsRPM パッケージ
1.

クライアントでターミナルを開き、amazon-efs-utils パッケージを含むディレクトリをナビゲー
トします。
cd /path/efs-utils

2.

次のコマンドを使用して、amazon-efs-utils パッケージをビルドします。
make rpm

3.

次のコマンドで amazon-efs-utils パッケージをインストールします。
sudo zypper --no-gpg-checks install -y build/amazon-efs-utils*rpm
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次のステップ
インストール後amazon-efs-utilsEC2 インスタンスで、ファイルシステムをマウントする次のステッ
プに進みます。
• インストールbotocore (p. 65)アマゾンを使えるように CloudWatch ファイルシステムのマウントス
テータスを監視します。
• の最新バージョンにアップグレードstunnel (p. 67)転送時のデータの暗号化を可能にします。
• ファイルシステムをマウントする (p. 70)EFS マウントヘルパーを使用します。

ビルドしてインストールするには amazon-efs-utils Ubuntu と Debian 用の
Debian パッケージとして
クローン作成amazon-efs-utilsから GitHub
1.

Secure Shell (SSH) を使用して EC2 インスタンスConnect し、適切なユーザー名でログインします。
詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドのSSH を使用した Linux インス
タンスへの接続を参照してください。

2.

(オプション) 次のコマンドを使用して、パッケージをインストールする前に更新を適用します。
sudo apt-get update

必要に応じてアップデートをインストールします。
3.

次のコマンドを使用して git および binutils をインストールします。binutils は DEB パッケー
ジのビルドに必要です。
sudo apt-get -y install git binutils

4.

クローンamazon-efs-utilsから GitHub 次のコマンドを使用します。
git clone https://github.com/aws/efs-utils

をビルドしてインストールするにはamazon-efs-utilsDEB パッケージ
1.

amazon-efs-utils パッケージが格納されているディレクトリに移動します。
cd /path/efs-utils

2.

以下のコマンドを使用して amazon-efs-utils をビルドします。
./build-deb.sh

3.

次のコマンドで パッケージをインストールします。
sudo apt-get -y install ./build/amazon-efs-utils*deb

次のステップ
インストール後amazon-efs-utilsEC2 インスタンスで、ファイルシステムをマウントする次のステッ
プに進みます。
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• インストールbotocore (p. 65)アマゾンを使えるように CloudWatch ファイルシステムのマウントス
テータスを監視します。
• の最新バージョンにアップグレードstunnel (p. 67)転送時のデータの暗号化を可能にします。
• ファイルシステムをマウントする (p. 70)EFS マウントヘルパーを使用します。

macOS Big Sur および macOS Monterey を実行して
いる EC2 に Amazon EFS クライアントをインストー
ルする
-amazon-efs-utilsパッケージは、macOS Big Sur および macOS Monterey を実行している EC2 Mac
インスタンスにインストールできます。

amazon-efs-utils パッケージをインストールするには
1.

macOS Big Sur または macOS Monterey を実行する EC2 Mac インスタンスが作成されていることを
確認します。これを行う方法については、ステップ 1: インスタンスを起動するのMac インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイド。

2.

Secure Shell (SSH) を介してインスタンスのターミナルにアクセスし、適切なユーザー名でログイ
ンします。これを行う方法の詳細については、Mac インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド の
「SSH を使用した Linux インスタンスへの接続」を参照してください。

3.

次のコマンドを実行して amazon-efs-utils をインストールします。
brew install amazon-efs-utils

システムは、インストールを完了するための指示に従って応答します。
Perform below actions to start using efs:
sudo mkdir -p /Library/Filesystems/efs.fs/Contents/Resources
sudo ln -s /usr/local/bin/mount.efs /Library/Filesystems/efs.fs/Contents/
Resources/mount_efs
To enable watchdog for using TLS mounts:
sudo cp /usr/local/Cellar/amazon-efs-utils/<version>/libexec/amazon-efs-mountwatchdog.plist /Library/LaunchAgents
sudo launchctl load /Library/LaunchAgents/amazon-efs-mount-watchdog.plist

4.

EFS ファイルシステムをマウントするには、amazon-efs-utils の EFS マウントヘルパーがマウン
トコマンドでアクセスできることを保証する必要があります。そうするには、以下のコマンドを実行
します。
sudo mkdir -p /Library/Filesystems/efs.fs/Contents/Resources
sudo ln -s /usr/local/bin/mount.efs /Library/Filesystems/efs.fs/Contents/Resources/
mount_efs

5.

次のコマンドを実行して、ウォッチドッグプロセス (amazon-efs-mount-watchdog) を有効に
し、EFS ファイルシステム上の TLS マウントの状態をモニタリングします。
sudo cp /usr/local/Cellar/amazon-efs-utils/<version>/libexec/amazon-efs-mountwatchdog.plist /Library/LaunchAgents
sudo launchctl load /Library/LaunchAgents/amazon-efs-mount-watchdog.plist
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次のステップ
インストール後amazon-efs-utilsEC2 インスタンスで、ファイルシステムをマウントする次のステッ
プに進みます。
• インストールbotocore (p. 65)アマゾンを使えるように CloudWatch ファイルシステムのマウントス
テータスを監視します。
• の最新バージョンへのアップグレードstunnel (p. 67)転送時のデータの暗号化を可能にします。
• ファイルシステムをマウントする (p. 75)EFS マウントヘルパーを使用します。

botocore のインストール
Amazon EFS クライアントでは、botocoreファイルシステムのマウントステータスを Amazon に送信
する CloudWatch ログ。詳細については、「EFS ファイルシステムのマウントステータスのモニタリン
グ (p. 127)」を参照してください。このセクションでは、botocore Amazon EC2 インスタンスでのイ
ンストールおよびアップグレードについて説明します。

をインストールするにはbotocoreRPM パッケージとして
1.

次のコマンドを実行して wget をインストールします。
sudo yum -y install wget

2.

次のスクリプトを使用して、pip パッケージマネージャーの適切なバージョンをインストールしま
す。
if [[ "$(python3 -V 2>&1)" =~ ^(Python 3.6.*) ]]; then
sudo wget https://bootstrap.pypa.io/pip/3.6/get-pip.py -O /tmp/get-pip.py
elif [[ "$(python3 -V 2>&1)" =~ ^(Python 3.5.*) ]]; then
sudo wget https://bootstrap.pypa.io/pip/3.5/get-pip.py -O /tmp/get-pip.py
elif [[ "$(python3 -V 2>&1)" =~ ^(Python 3.4.*) ]]; then
sudo wget https://bootstrap.pypa.io/pip/3.4/get-pip.py -O /tmp/get-pip.py
else
sudo wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -O /tmp/get-pip.py
fi

3.

次のコマンドを実行して botocore をインストールします。
sudo python3 /tmp/get-pip.py
sudo pip3 install botocore

または
sudo /usr/local/bin/pip3 install botocore

botocore を DEB パッケージとしてインストールするには
1.

次のコマンドを実行して wget をインストールします。
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install wget
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2.

次のスクリプトを使用して、pip パッケージマネージャーの適切なバージョンをインストールしま
す。
if echo $(python3 -V 2>&1) | grep -e "Python 3.6"; then
sudo wget https://bootstrap.pypa.io/pip/3.6/get-pip.py -O /tmp/get-pip.py
elif echo $(python3 -V 2>&1) | grep -e "Python 3.5"; then
sudo wget https://bootstrap.pypa.io/pip/3.5/get-pip.py -O /tmp/get-pip.py
elif echo $(python3 -V 2>&1) | grep -e "Python 3.4"; then
sudo wget https://bootstrap.pypa.io/pip/3.4/get-pip.py -O /tmp/get-pip.py
else
sudo apt-get -y install python3-distutils
sudo wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -O /tmp/get-pip.py
fi

3.

次のコマンドを実行して botocore をインストールします。
sudo python3 /tmp/get-pip.py
sudo pip3 install botocore

または
sudo /usr/local/bin/pip3 install botocore

インストールする場合botocoreDebian10 または Ubuntu20 では、次のコマンドを使用してをインス
トールしますbotocore指定されたターゲットフォルダにあります。
• Debian10 の場合:
sudo python3 /tmp/get-pip.py
sudo pip3 install --target /usr/lib/python3/dist-packages botocore

• Ubuntu20の場合：
sudo /usr/local/bin/pip3 install --target /usr/lib/python3/dist-packages botocore

Mac インスタンスに botocore をインストールするには
•

次のコマンドを実行してをインストールしますbotocoreMac インスタンスで。
sudo pip3 install botocore

botocore のアップグレード
botocore の最新互換バージョンにアップグレードするには、--upgrade オプションを使用してくださ
い。例:
sudo pip3 install botocore --upgrade
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stunnel のアップグレード
Amazon EFS マウントヘルパーによる転送中のデータの暗号化は、OpenSSL バージョン 1.0.2 以降、お
よび オンライン証明書ステータスプロトコル (OCSP) と証明書ホスト名チェックの両方をサポートする
stunnel のバージョンが必要です。Amazon EFS マウントヘルパーは、TLS 機能の stunnel プログラム
を使用します。Linux のバージョンによっては、これらの TLS 機能をサポートする stunnel のバージョ
ンがデフォルトで含まれていない場合があることに注意してください。これらの Linuxディストリビュー
ションのいずれかを使用する場合、TLS を使用する Amazon EFS ファイルシステムのマウントが失敗しま
す。
Amazon EFS マウントヘルパーをインストールした後、stunnel のシステムのバージョンをアップグレー
ドするには、次の手順を実行します。

Amazon Linux、Amazon Linux 2、およびサポートされている Linux ディストリビューションで
stunnel をアップグレードするには (SLES 12 (p. 68) を除く)
1.

ウェブブラウザで、stunnel ダウンロードページhttps://stunnel.org/downloads.html に進みます。

2.

最新情報を探すstunnelで入手可能なバージョンtar.gzの形式で設定。ファイル名をメモしておき
ます。この名前は以降のステップで必要になります。

3.

Linux クライアントでターミナルを開き、記載されている順にコマンドを実行します。
a.

RPM の場合:
sudo yum install -y gcc openssl-devel tcp_wrappers-devel

DEB の場合:
sudo apt-get install build-essential libwrap0-dev libssl-dev

b.

置換latest-stunnel-versionステップ 2 で書き留めておいたファイルの名前を使用します。
sudo curl -o latest-stunnel-version.tar.gz https://www.stunnel.org/
downloads/latest-stunnel-version.tar.gz

c.
d.
e.
f.
g.

sudo tar xvfz latest-stunnel-version.tar.gz
cd latest-stunnel-version/
sudo ./configure
sudo make

現在の stunnel パッケージは bin/stunnel にインストールされています。したがって、新し
いバージョンをインストールするには、次のコマンドを使用してそのディレクトリを削除しま
す。
sudo rm /bin/stunnel

h.

最新バージョンをインストールします。
sudo make install
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i.

Note
デフォルトの CentOS シェルは bash シェルとは異なる構文がある csh です。以下の
コードでは、まず bash が呼び出されて実行され、/bin/stunnel と /root に移動し
ます。.
bash

if [[ -f /bin/stunnel ]]; then
sudo mv /bin/stunnel /root
fi

j.

シンボリックリンクを作成します。
sudo ln -s /usr/local/bin/stunnel /bin/stunnel

macOS Big Sur で stunnel をアップグレードするには
•

EC2 Mac インスタンスでターミナルを開き、次のコマンドを実行して、stunnel の最新バージョンに
アップグレードします。
brew upgrade stunnel

SLES 12 の stunnel のアップグレード
•

次のコマンドを実行し、zypper パッケージマネージャーの指示に従って、SLES12 を実行しているコ
ンピューティングインスタンスで stunnel をアップグレードします。
sudo zypper addrepo https://download.opensuse.org/repositories/security:Stunnel/
SLE_12_SP5/security:Stunnel.repo
sudo zypper refresh
sudo zypper install -y stunnel

必要な機能のある stunnel のバージョンをインストールした後、推奨される設定で Amazon EFS とTLS を
使用してファイルシステムをマウントできます。

証明書ホスト名のチェックの無効化
必要な依存関係をインストールできない場合、Amazon EFS マウントヘルパー設定で、必要に応じて証明
書ホスト名チェックを無効にできます。実稼働環境でこれらの機能を無効にすることはお勧めしません。
証明書ホスト名チェックを無効にするには、次の操作を行います。
1. 任意のテキストエディタを使用して、/etc/amazon/efs/efs-utils.conf ファイルを開きます。
2. stunnel_check_cert_hostname 値を false に設定します。
3. 変更をファイルに保存して閉じます。
転送中のデータの暗号化の使用の詳細については、EFS ファイルシステムをマウントする (p. 70) を参
照してください。
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オンライン証明書ステータスプロトコルの有効化
VPC から CA にアクセスできない場合のファイルシステムの可用性を最大化するため、転送中のデータの
暗号化を選択した場合、オンライン証明書ステータスプロトコル (OCSP) はデフォルトでは有効になりま
せん。Amazon EFS は Amazon 認証機関 (CA) を使用して、TLS 証明書を発行して署名し、CA は OCSP
を使用して失効した証明書をチェックするようにクライアントに指示します。OCSP エンドポイントは、
証明書のステータスを確認するため、仮想プライベートクラウドからインターネット経由でアクセスでき
る必要があります。EFS は、サービス内で継続的に証明書のステータスをモニタリングします。失効した
証明書が検出された場合、EFS は新しい証明書を発行してその証明書を置き換えます。
可能な限り強力なセキュリティを提供するため、OCSP を有効にできます。これにより、Linux クライア
ントは失効した証明書を確認することができます。OCSP は失効した証明書の悪用を防止しますが、そ
れが VPC 内部で発生する可能性はほとんどありません。EFS TLS 証明書が失効した場合、Amazon はセ
キュリティ情報を発行し、失効した証明書を拒否する新しいバージョンの EFS マウントヘルパーをリリー
スします。

以降のすべての EFS への TLS 接続において、Linux クライアントで OCSP を有効にするには
1.
2.

Linux クライアントのターミナルを開きます。

3.

stunnel_check_cert_validity の値を true に設定します。

4.

変更をファイルに保存して閉じます。

任意のテキストエディタを使用して、/etc/amazon/efs/efs-utils.conf ファイルを開きます。

mount コマンドの一部として OCSP を有効にするには
•

次のマウントコマンドを使用して、ファイルシステムをマウントするときに OCSP を有効にします。

$ sudo mount -t efs -o tls,ocsp fs-12345678:/ /mnt/efs
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EFS ファイルシステムをマウントす
る
次のセクションでは、Amazon EFS マウントヘルパーを使用して Amazon EFS ファイルシステムをマウン
トする方法を説明します。加えて、fstab ファイルを使用してシステムの再起動後にファイルシステムを
自動的に再マウントする方法を説明します。EFS マウントヘルパーを使用すると、Amazon EFS ファイル
システムをマウントする次のオプションがあります。
• サポートされている EC2 インスタンスにマウントする
• IAM 認証を使用してマウントする
• Amazon EFS アクセスポイントを使用してマウントする
• オンプレミス Linux クライアントを使用してマウントする
• EC2 インスタンスの再起動時の EFS ファイルシステムの自動マウント
• 新しい EC2 インスタンスを作成するときにファイルシステムをマウントする

Note
Amazon EFS は、Amazon EC2 Windows インスタンスからのマウントをサポートしていません。
EFS マウントヘルパーは、amazon-efs-utils パッケージの一部です。amazon-efs-utils パッケー
ジは、Amazon EFS ツールのオープンソースのコレクションです。詳細については、「Amazon EFS クラ
イアントの手動インストール (p. 59)」を参照してください。
Amazon EFS マウントヘルパーが利用可能になる前には、スタンダードの Linux NFS クライアントを使用
して Amazon EFS ファイルシステムをマウントすることをお勧めしていました。詳細については、「EFS
マウントヘルパーを使用せずにファイルシステムをマウントする (p. 415)」を参照してください。
トピック
• EFS マウントヘルパーを使用して EFS ファイルシステムをマウントする (p. 70)
• マウントに関する追加の考慮事項 (p. 92)
• AMI およびカーネルバージョンのトラブルシューティング (p. 94)

EFS マウントヘルパーを使用して EFS ファイルシ
ステムをマウントする
EFS マウントヘルパーを使用すると、に示されてサポートされているディストリビューションを実行して
いる EC2 Linux および Mac インスタンスに EFS概要 (p. 55) ファイルシステムをマウントできます。
Amazon EFS マウントヘルパーによりファイルシステムのマウントが簡素化されます。Amazon EFS 推
奨のマウントオプションがデフォルトで含まれています。さらに、マウントヘルパーにはトラブルシュー
ティングのためのログ記録が組み込まれています。Amazon EFS ファイルシステムに問題が発生した場合
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は、AWS サポートとこれらのログを共有することができます。ファイルシステムのマウンティングの詳細
については、「EFS ファイルシステムをマウントする (p. 70)」を参照してください。

Note
Amazon EFS は、Amazon EC2 Windows インスタンスからのマウントをサポートしていません。
トピック
• 使用方法 (p. 71)
• サポートログの取得 (p. 72)
• EFS マウントヘルパーを使用するための前提条件 (p. 73)
• EFS マウントヘルパーを使用した Amazon EC2 Linux インスタンスをマウントする (p. 74)
• EFS マウントヘルパーを使用した Amazon EC2 Mac インスタンスのをマウントする (p. 75)
• Amazon EFS ファイルシステムを別の AWS リージョン からマウントする (p. 77)
• 1 ゾーンストレージクラスを使用したファイルシステムをマウントする (p. 78)
• IAM 認証を使用してマウントする (p. 81)
• Amazon EFS アクセスポイントを使用してマウントする (p. 81)
• EFS マウントヘルパーを使用してオンプレミスの Linux クライアントに AWS Direct Connect および
VPN 経由でマウントする (p. 82)
• Amazon EFS ファイルシステムの自動マウント (p. 82)
• AWS Systems Manager を使用して EFS を複数の EC2 インスタンスにマウントする (p. 88)
• 別の AWS アカウント または VPC から EFS ファイルシステムをマウントする (p. 89)

使用方法
マウントヘルパーは efs という新しいネットワークファイルシステムタイプを定義します。これには
Linux の標準的な mount コマンドと完全な互換性があります。マウントヘルパーは、EC2 Linux/etc/
fstab インスタンスの設定ファイルのエントリを使用して、インスタンスブート時に自動的にマウントす
る Amazon EFS ファイルシステムのマウントもサポートしています。

Warning
ファイルシステムを自動的にマウントする場合、ネットワークファイルシステムを識別するため
に使用された _netdev オプションを使用します。_netdev が見つからない場合、EC2 インスタ
ンスはレスポンスを停止する可能性があります。この結果は、コンピューティングインスタンス
がネットワークを開始後、ネットワークファイルシステムを初期化する必要があるためです。詳
細については、「自動マウントが失敗してインスタンスが応答しない (p. 260)」を参照してくだ
さい。
ファイルシステムをマウントするには、次のいずれかのプロパティを指定します。
• ファイルシステムの DNS 名 — ファイルシステムの DNS 名を使用し、マウントヘルパーがそれを解決
できない場合 (たとえば、ファイルシステムを別の VPC にマウントする場合など)、マウントターゲット
の IP アドレスを使用するようにフォールバックします。詳細については、「別の AWS アカウント また
は VPC から EFS ファイルシステムをマウントする (p. 89)」を参照してください。
• ファイルシステム ID — ファイルシステム ID を使用する場合、マウントヘルパーは、外部リソースを呼
び出さずに、マウントヘルパーは、マウントターゲットの elastic network interface (ENI) のローカル IP
アドレスを解決します。
• マウントターゲット IP アドレス – ファイルシステムのマウントターゲットのいずれかの IP アドレスを
使用できます。
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Amazon EFS コンソールで、これらのプロパティの値をすべて確認できます。ファイルシステムの DNS
名は、アタッチ 画面にあります。
転送時のデータ暗号化が Amazon EFS ファイルシステムのマウントオプションとして宣言されている場
合、マウントヘルパーはクライアント stunnel プロセス、および amazon-efs-mount-watchdog とい
うスーパーバイザープロセスを初期化します。amazon-efs-mount-watchdog プロセスは TLS マウン
トの状態を監視し、EFS ファイルシステムが初めて TLS にマウントされたときに自動的に開始されます。
このプロセスは、upstart または Linux ディストリビューションに依存する systemd および macOS Big
Sur ディストリビューションの launchd で管理されます。
Stunnel はオープンソースの多目的ネットワークリレーです。クライアント stunnel プロセスはインバ
ウンドトラフィックのローカルポートをリッスンし、マウントヘルパーは NFS クライアントトラフィック
をこのローカルポートにリダイレクトします。
マウントヘルパーはファイルシステムとの通信に TLS バージョン 1.2 を使用します。TLS の使用に
は、信頼された Amazon 認証機関によって署名された証明書が必要です。暗号化の動作の詳細について
は、Amazon EFS でのデータの暗号化 (p. 198) を参照してください。

Amazon EFS クライアントが使用するマウントオプション
Amazon EFS クライアントは、Amazon EFS 用に最適化された次のマウントオプションを使用します。
• nfsvers=4.1— EC2 Linux インスタンスへのマウント時に使用
nfsvers=4.0— MacOS Big Sur を実行している EC2 Mac インスタンスにマウントするときに使用
• rsize=1048576
• wsize=1048576
• hard
• timeo=600
• retrans=2
• noresvport
• mountport=2049— macOS Big Sur を実行している EC2 Mac インスタンスにマウントするときにのみ
使用されます。

サポートログの取得
マウントヘルパーには、Amazon EFS ファイルシステムのログ記録が組み込まれています。これらのログ
は、トラブルシューティングのために AWS サポートと共有できます。
このログは、マウントヘルパーがインストールされたシステムの /var/log/amazon/efs にありま
す。これらのログは、マウントヘルパー、stunnel プロセス自体、stunnel プロセスをモニタリングする
amazon-efs-mount-watchdog プロセスのためのものです。

Note
ウォッチドッグプロセスは、各マウントの stunnel プロセスが実行されているかどうか、Amazon
EFS ファイルシステムがアンマウントされたときに stunnel が停止されたかどうかを確認しま
す。何らかの理由で、stunnel プロセスが予期せず終了した場合、ウォッチドッグプロセスにより
再開されます。
/etc/amazon/efs/efs-utils.conf でログの設定を変更できます。ただし、変更を有効にするために
は、マウントヘルパーでファイルシステムをアンマウントしてから再マウントする必要があります。マウ
ントヘルパーおよびウォッチドッグログのログ容量は 20 MiB に制限されています。stunnel プロセスのロ
グはデフォルトでは無効になっています。
72

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
前提条件

Important
stunnel プロセスログのログ記録を有効にすることができます。ただし、stunnel ログを有効にす
るとファイルシステムのいくらかの容量が使用されます。

EFS マウントヘルパーを使用するための前提条件
Amazon EFS マウントヘルパーを使用して Amazon EC2 インスタンスに Amazon EFS ファイルシステム
をマウントできます。マウントヘルパーを使用するには、以下が必要になります。
• マウントするファイルシステムのファイルシステム ID – EFS マウントヘルパーは、外部リソースを呼び
出さずに、ファイルシステム ID をマウントターゲット Elastic Network Interface (ENI) のローカル IP ア
ドレスを解決します。
• Amazon EFS マウントターゲット – Virtual Private Cloud (VPC) にマウントターゲットを作成します。
サービス推奨設定を使用してコンソールでファイルシステムを作成する場合、マウントターゲットは
ファイルシステムがある AWS リージョン の各アベイラビリティーゾーンに作成します。マウントター
ゲットの作成手順については、「マウントターゲットとセキュリティグループの作成と管理 (p. 38)」を
参照してください。

Note
ファイルシステムをマウントする前に、マウントターゲットを作成してから 90 秒待機すること
をお勧めします。この待機により、DNS レコードはファイルシステムがある AWS リージョン
に完全に伝達されます。
ご使用の Amazon EC2 インスタンスとは異なるアベイラビリティーゾーンでマウントターゲットを使用
すると、アベイラビリティーゾーンから送信されるデータに対して EC2 の標準料金がかかります。ま
た、ファイルシステムオペレーションのレイテンシーが増加することがあります。
• 別のアベイラビリティーゾーンから 1 ゾーンストレージクラスとファイルシステムをマウントするに
は：
• ファイルシステムのアベイラビリティーゾーンの名前 – EC2 インスタンスとは異なるアベイラビリ
ティーゾーンにある 1 ゾーンストレージクラスを使用して EFS ファイルシステムをマウントする場
合。
• マウントターゲット DNS 名 – または、アベイラビリティーゾーンの代わりにマウントターゲットの
DNS 名を指定することもできます。
• サポートされている Linux または macOS ディストリビューションを実行している Amazon EC2 インス
タンス – マウントヘルパーでファイルシステムをマウントするためにサポートされているディストリ
ビューションは以下の通りです:
• Amazon Linux 2
• Amazon Linux 2017.09 以降
• macOS Big Sur
• Red Hat Enterprise Linux (および、その派生物 CentOS など) バージョン 7 以降
• Ubuntu 16.04 LTS 以降

Note
macOS ビッグサーを実行している EC2 Mac インスタンスは NFS 4.0 のみをサポートします。
• Amazon EFS マウントヘルパーは EC2 インスタンスにインストールされています。amazon-efsutilsインストールについてはamazon-efs-utilsを使用するAWS Systems Managerインストールす
るにはamazon-efs-utils (p. 57)、「手動インストール (p. 59)」を参照してくださいamazon-efsutils。
• EC2 インスタンスは VPC 内にあります – T接続する EC2 インスタンスは、Amazon VPC サービスに基
づいて Virtual Private Cloud (VPC) で作成する必要があります。また、AWS が提供する DNS サーバー
を使用するように設定されている必要があります。Amazon DNS サーバーの詳細については、Amazon
VPC ユーザーガイドユーザーガイド の「DHCP オプションセット」を参照してください。
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• VPC が DNS のホスト名を有効にしました – 接続する EC2 インスタンスの VPC で DNS ホスト名が有
効になっている必要があります。詳細については、Amazon VPC User Guide の「EC2 インスタンスの
DNS ホスト名を確認する」を参照してください。
• EC2 インスタンスとファイルシステムが異なるにある場合AWS リージョン — EC2 インスタンスとマウ
ントするファイルシステムが異なるにある場合、ファイルの EC2 インスタンスとファイルシステムが異
なるにある場合AWS リージョン、ファイルの EC2efs-utils.conf インスタンスとファイルシステム
が異なるにある場合。region詳細については、「Amazon EFS ファイルシステムを別の AWS リージョ
ン からマウントする (p. 77)」を参照してください。

EFS マウントヘルパーを使用した Amazon EC2 Linux
インスタンスをマウントする
この手順には、以下が必要です。
• EC2amazon-efs-utils インスタンスにパッケージをインストールしました。詳細については、
「Amazon EFS クライアントの手動インストール (p. 59)」を参照してください。
• ファイルシステムのマウントターゲットを作成しました。詳細については、「マウントターゲットとセ
キュリティグループの作成と管理 (p. 38)」を参照してください。

マウントヘルパーを使用して EC2 Linux インスタンスに Amazon EFS ファイルシステムをマウン
トするには
1.

Secure Shell (SSH) を介して EC2 Mac インスタンスのターミナルにアクセスし、適切なユーザー名で
ログインします。詳細については、Linux インスタンス用「SSH を使用した Linux への接続」を参照
してください。

2.

次のコマンドを使用して、efsファイルシステムのマウントポイントとして使用するディレクトリを
作成します。
sudo mkdir efs

3.

以下のコマンドの 1 つを使用してファイルシステムをマウントします。

Note
EC2 インスタンスとマウントするファイルシステムが異なる AWS リージョン にある場
合、Amazon EFS ファイルシステムを別の AWS リージョン からマウントする (p. 77) 参
照して efs-utils.conf ファイルの region プロパティを編集してください。
• ファイルシステム ID を使用してマウントするには：
sudo mount -t efs file-system-id efs-mount-point/

file-system-idefsその場所と代わりにマウントするファイルシステムのIDを使用してくださ
いefs-mount-point。
sudo mount -t efs fs-abcd123456789ef0 efs/

または、転送時にデータの暗号化を使用する場合、次のコマンドを使用してファイルシステムをマ
ウントできます。
sudo mount -t efs -o tls fs-abcd123456789ef0 efs/

• ファイルシステム DNS 名を使用してマウントするには
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sudo mount -t efs -o tls file-system-dns-name efs-mount-point/

sudo mount -t efs -o tls fs-abcd123456789ef0.efs.us-east-2.amazonaws.com efs/

• マウントターゲット IP アドレスを使用してマウントするには：
sudo mount -t efs -o tls,mounttargetip=mount-target-ip file-system-id efs-mountpoint/

sudo mount -t efs -o tls,mounttargetip=192.0.2.0 fs-abcd123456789ef0 efs/

アタッチ ダイアログボックスにあるファイルシステムをマウントするために、正確なコマンドを表示
およびコピーできます。
a.

Amazon EFS コンソールで、マウントするファイルシステムを選択して詳細ページを表示しま
す。

b.

このファイルシステムで使用するマウントコマンドを表示するには、右上の「Attach(添付)」を選
択します。

アタッチ 画面には、ファイルシステムをマウントするために使用するコマンドが次のように表示
されます。
• (DNS 経由でマウントする) EFS マウントヘルパーまたは NFS クライアントでファイルシステ
ムの DNS 名を使用します。
• (IP経由でマウント) 選択したアベイラビリティーゾーンのマウントターゲットの IP アドレスを
NFS クライアントで使用します。

EFS マウントヘルパーを使用した Amazon EC2 Mac
インスタンスのをマウントする
この手順には、以下が必要です。
• EC2 Macamazon-efs-utils インスタンスにパッケージをインストールしました。詳細については、
「macOS Big Sur および macOS Monterey を実行している EC2 に Amazon EFS クライアントをインス
トールする (p. 64)」を参照してください。
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• ファイルシステムのマウントターゲットを作成しました。ファイルシステムの作成時にマウントター
ゲットを作成し、既存のファイルシステムに追加できます。詳細については、「マウントターゲットと
セキュリティグループの作成と管理 (p. 38)」を参照してください。
• macOS Big Sur または Monterey を実行している EC2 Mac インスタンスにファイルシステムをマウント
しています。その他の macOS バージョンはサポートされていません。

Note
macOS Big Sur または Monterey を実行している EC2 Mac インスタンスだけがサポートされてい
ます。その他の macOS バージョンは Amazon EFS での使用をサポートしていません。

macOS Big Sur または Monterey を実行している EC2 Mac インスタンスに EFS マウントヘル
パーを使用して Amazon EFS ファイルシステムをマウントするには
1.

Secure Shell (SSH) を介して EC2 Mac インスタンスのターミナルにアクセスし、適切なユーザー名で
ログインします。詳細については、{2>Amazon EC2 User Guide for Linux Instances<2} の「{1>SSH
を使用したMacインスタンスへの接続<1}」を参照してください。

2.

次のコマンドを使用して、ファイルシステムのマウントポイントとして使用するディレクトリを作成
します。
sudo mkdir efs

3.

以下のコマンドを使用してファイルシステムをマウントします。

Note
マウントコマンドの tls オプションを使用してもしなくても、デフォルトでは、EFS マウン
トヘルパーは、EC2 Mac インスタンスへのマウント時に、転送中に暗号化を使用し
sudo mount -t efs file-system-id efs-mount-point/

sudo mount -t efs fs-abcd123456789ef0 efs/

また、マウントするときに tls オプションを使用できます。
sudo mount -t efs -o tls fs-abcd123456789ef0:/ efs

転送中に暗号化を使用せずに EC2 Mac インスタンスにファイルシステムをマウントするに
は、notls オプションを使用します (次のコマンドを参照)。
sudo mount -t efs -o notls file-system-id efs-mount-point/

以下に説明するように、アタッチ ダイアログボックスにある管理コンソールでファイルシステムをマ
ウントするために、正確なコマンドを表示およびコピーできます。
a.

Amazon EFS コンソールで、マウントするファイルシステムを選択して詳細ページを表示しま
す。

b.

このファイルシステムで使用するマウントコマンドを表示するには、右上の「Attach(添付)」を選
択します。

76

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
別のリージョンからマウントする

アタッチ 画面には、ファイルシステムをマウントするために使用するコマンドが次のように表示
されます。
• (DNS 経由でマウントする) EFS マウントヘルパーまたは NFS クライアントでファイルシステ
ムの DNS 名を使用します。
• (IP経由でマウント) 選択したアベイラビリティーゾーンのマウントターゲットの IP アドレスを
NFS クライアントで使用します。

Amazon EFS ファイルシステムを別の AWS リージョ
ン からマウントする
EFS ファイルシステムをファイルシステム以外の異なる AWS リージョン にある Amazon EC2 インスタ
ンスからマウントする場合、efs-utils.conf ファイルにある region プロパティを編集する必要があ
ります。

efs-utils.conf のリージョンプロパティを編集するには
1.

Secure Shell (SSH) を介して EC2 インスタンスのターミナルにアクセスし、適切なユーザー名でロ
グインします。これを行う方法の詳細については、Amazon EC2 User Guide for Linux Instances の
「SSH を使用した Linux インスタンスへの接続」を参照してください。

2.

任意のエディタを使用して efs-utils.conf ファイルを検索して開きます。

3.

以下の行を見つけます。
#region = us-east-1

4.

a.

行のコメントを解除します。

b.

ファイルシステムが us-east-1 リージョンにある場合、us-east-1 とファイルシステムが配
置されているリージョンの ID を置換してください。

c.

変更を保存します。

Linux (p. 74) または Mac (p. 75) インスタンス用の EFS マウントヘルパーを使用してファイル
システムをマウントします。
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1 ゾーンストレージクラスを使用したファイルシステ
ムをマウントする
1 ゾーンストレージクラスを使用する Amazon EFS ファイルシステムは、ファイルシステムと同じアベ
イラビリティーゾーンに配置されている 1 つのマウントターゲットのみをサポートします。マウントター
ゲットは追加できません。このセクションでは、1 ゾーンストレージクラスを使用する Amazon EFS ファ
イルシステムをマウントする際に考慮すべき事項について説明します。
アベイラビリティーゾーン間のデータ転送料金を回避し、ファイルシステムのマウントターゲットと同じ
アベイラビリティーゾーンにある Amazon EC2 コンピューティングインスタンスを使用して EFS ファイ
ルシステムにアクセスすることで、パフォーマンスを向上させることができます。これは、EFS Standard
または 1 Zone ストレージクラスを使用するファイルシステムに適用されます。
このセクションの手順には、以下が必要です。
• EC2amazon-efs-utils package インスタンスにをインストールしました。詳細については、
「Amazon EFS クライアントの手動インストール (p. 59)」を参照してください。
• ファイルシステムのマウントターゲットが作成されました。詳細については、「マウントターゲットと
セキュリティグループの作成と管理 (p. 38)」を参照してください。

別のアベイラビリティーゾーンの EC2 で 1 ゾーンストレージを
使用するファイルシステムをマウントする
別のアベイラビリティーゾーンにある EC2 インスタンスに 1 ゾーンストレージクラスを使用して EFS
ファイルシステムをマウントする場合は、mount helper mount コマンドでファイルシステムのアベイラビ
リティーゾーン名またはファイルシステムのマウントターゲットの DNS 名を指定する必要があります。
efs次のコマンドを使用して、ファイルシステムのマウントポイントとして使用するという名前のディレ
クトリを作成します。
sudo mkdir efs

次のコマンドを使用して、EFS マウントヘルパーを使用してファイルシステムをマウントします。コマン
ドは、ファイルシステムのアベイラビリティーゾーン名を指定します。
sudo mount -t efs -o az=availability-zone-name,tls file-system-id mount-point/

これは、サンプル値を含むコマンドです。
sudo mount -t efs -o az=us-east-1a,tls fs-abcd1234567890ef efs/

次のコマンドは、ファイルシステムのマウントターゲットの DNS 名を指定して、ファイルシステムをマ
ウントします。
sudo mount -t efs -o tls mount-target-dns-name mount-point/

これは、マウントターゲット DNS 名の例を含むコマンドです。
sudo mount -t efs -o tls us-east-1a.fs-abcd1234567890ef9.efs.us-east-1.amazonaws.com efs/
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EFS マウントヘルパーを使用して 1 ゾーンファイルシステムを別のアベイラビリ
ティーゾーンに自動的にマウントする
を使用して 1/etc/fstab ゾーンストレージを使用して EFS ファイルシステムをマウントする場合は、別
のアベイラビリティーゾーンにある EC2 インスタンスに 1 ゾーンストレージを使用して EFS ファイルシ
ステムをマウントする場合は、/etc/fstabエントリでファイルシステムのアベイラビリティーゾーンの
EC2 インスタンスに 1 ゾーンストレージを使用して EFS ファイルシステムをマウントする場合は、ファ
イルシステムのマウントターゲットの DNS 名を指定する必要があります。
availability-zone-name.file-system-id.efs.aws-region.amazonaws.com:/ efs-mount-point efs
defaults,_netdev,noresvport,tls 0 0

us-east-1a.fs-abc123def456a7890.efs.us-east-1.amazonaws.com:/ efs-one-zone efs
defaults,_netdev,noresvport,tls 0 0

NFS で 1 ゾーンファイルシステムを自動的にマウントする
を使用して 1/etc/fstab ゾーンストレージを使用して EFS ファイルシステムをマウントする場合は、別
のアベイラビリティーゾーンにある EC2 インスタンスに 1 ゾーンストレージを使用して EFS ファイルシ
ステムをマウントする場合は、/etc/fstabエントリでファイルシステムのアベイラビリティーゾーンの
EC2 インスタンスに 1 ゾーンストレージを使用して EFS ファイルシステムをマウントする必要がありま
す。
availability-zone-name.file-system-id.efs.aws-region.amazonaws.com:/ efs-mount-point nfs4
nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport,_netdev 0 0

us-east-1a.fs-abc123def456a7890.efs.us-east-1.amazonaws.com:/ efs-one-zone nfs4
nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport,_netdev 0 0

/etc/fstabファイルの編集方法とこのコマンドで使用される値の詳細については、を参照してくださ
いNFS を使用して EFS ファイルシステムを自動的にマウントする (p. 87)。

AWS他のコンピュートインスタンスに 1 ゾーンストレージを持
つファイルシステムをマウントする
1 ゾーンストレージクラスで Amazon EFS ファイルシステムを Amazon Elastic Container
Service、Amazon Elastic Kubernetes Service、または AWS Lambda を使用するには、EFS ファイルシス
テムが配置されているのと同じアベイラビリティーゾーンを使用するようにサービスを構成する必要があ
ります。このアベイラビリティーゾーンは次のセクションで説明されています。
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Amazon Elastic Container サービスからの接続
Amazon ECS ファイルシステムと Amazon EFS ファイルシステムを使用して、コンテナインスタンスの
フリート全体でファイルシステムデータを共有して、配置されているインスタンスにかかわらず、タスク
が同じ永続的ストレージにアクセスできます。Amazon EFS One Zone ストレージクラスを Amazon ECS
で使用するには、タスクを起動するときにファイルシステムと同じアベイラビリティーゾーンにあるサブ
ネットのみを選択する必要があります。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパー
ガイドの「Amazon EFS ボリューム」を参照してください。

Amazon Elastic Kubernetes Service からの接続
Amazon EKS の 1 つのゾーンストレージクラスを使用する Amazon EFS ファイルシステムをマウント
する場合は、Amazon EFS コンテナストレージインターフェイス (CSI) ドライバーを使用でき、Amazon
EFS アクセスポイントをサポートし、Amazon EKS またはセルフマネージド型 Kubernetes クラスター内
の複数のポッド間でファイルシステムを共有します。Amazon EFS CSI ドライバーは Fargate スタックに
インストールされています。Amazon EFS 1 ゾーンストレージクラスで Amazon EFS CSI ドライバーを使
用する場合、ポッドを起動するときに nodeSelector ポッドを使用でき、ファイルシステムと同じアベ
イラビリティーゾーン内でスケジュールされるようにします。

AWS Lambda から接続する
Amazon EFS とAWS Lambdaを使用して、関数呼び出し間でデータを共有し、大きな参照データファ
イルを読み取り、大きな参照データファイルを読み取り、関数の出力を永続共有ストアに書き出しま
す。Lambda は、同じアベイラビリティーゾーンとサブネットにある Amazon EFS マウントターゲットに
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関数インスタンスを安全に接続します。と EFS 1 ゾーンストレージを使用する Amazon EFS ファイルシ
ステムと Lambda を使用するとき、ファイルシステムと同じアベイラビリティーゾーンストレージを使用
する Amazon EFS ファイルシステムと Lambda を使用するとき、ファイルシステムと同じアベイラビリ
ティーゾーンストレージを使用する Amazon EFS ファイルシステムと Lambda を使用するとき

IAM 認証を使用してマウントする
AWS Identity and Access Management ()IAM 認証を使用して Linux インスタンスに Amazon EFS ファ
イルシステムをマウントするには、EFS マウントヘルパーを使用する必要があります。NFS クライ
アントの IAM 認証の詳細については、「IAM を使用してファイルシステムのデータアクセスを制御す
る (p. 216)」を参照してください。
次のセクションでは、ファイルシステムのマウントポイントとして使用するディレクトリを作成する必要
があります。次のコマンドを使用して、マウントポイントディレクトリを作成できますefs。
sudo mkdir efs

その後、efs-mount-pointのインスタンスをに置き換えることができますefs。

EC2 インスタンスプロファイルを使用した IAM によるマウント
インスタンスプロファイルを使用する Amazon EC2 インスタンスに対して IAM 認証によるマウントを行
う場合は、次に示すようにマウントオプションとして tls および iam を使用します。
$ sudo mount -t efs -o tls,iam file-system-id efs-mount-point/

インスタンスプロファイルを使用する IAM インスタンスに対して 認証によるマウントを自動的に行うに
は、 EC2 インスタンスの ファイルに次の行を追加します。
file-system-id:/ efs-mount-point efs _netdev,tls,iam 0 0

名前付きプロファイルを使用した IAM によるマウント
AWS CLI 認証情報ファイル (~/.aws/credentials) または AWS CLI 設定ファイル (~/.aws/config)
にある IAM 認証情報を使用し、IAM 認証でマウントできます。"awsprofile" が指定されていない場合
は、"デフォルト" のプロファイルが使用されます。
認証情報ファイルを使用して IAM インスタンスに対して tls 認証によるマウントを行うには、次に示す
ように awsprofile、および iam マウントオプションを使用します。
$ sudo mount -t efs -o tls,iam,awsprofile=namedprofile file-system-id efs-mount-point/

認証情報ファイルを使用して Linux インスタンスに対して IAM 認証によるマウントを自動的に行うに
は、EC2 インスタンスの /etc/fstab ファイルに次の行を追加します。
file-system-id:/ efs-mount-point efs _netdev,tls,iam,awsprofile=namedprofile 0 0

Amazon EFS アクセスポイントを使用してマウントす
る
EFS マウントヘルパーを使用してのみ、EFS アクセスポイントを使用して EFS ファイルシステムをマウ
ントできます。
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Note
EFS アクセスポイントを使用してファイルシステムをマウントする場合は、ファイルシステム用
の 1 つ以上のマウントターゲットを設定する必要があります。
アクセスポイントを使用してファイルシステムをマウントする場合、mount コマンドには、通常のマウン
トオプションに加えて、access-point-id および tls マウントオプションが含まれます。以下に例を
示します。
$ sudo mount -t efs -o tls,accesspoint=access-point-id file-system-id efs-mount-point

アクセスポイントを使用してファイルシステムを自動的にマウントするには、EC2 インスタンスの /etc/
fstab ファイルに次の行を追加します。
file-system-id efs-mount-point efs _netdev,tls,accesspoint=access-point-id 0 0

EFS アクセスポイントの詳細については、「Amazon EFS アクセスポイントを使用して作業す
る (p. 236)」を参照してください。

EFS マウントヘルパーを使用してオンプレミスの
Linux クライアントに AWS Direct Connect および
VPN 経由でマウントする
または VPN を使用して VPC に接続する場合、Amazon EFS ファイルシステムをオンプレミスデータセン
ターサーバーにマウントできます。Amazon EFS ファイルシステムをマウントすると amazon-efs-utils 、
マウントヘルパーでマウントが簡単になり、転送中のデータの暗号化を有効にすることができます。
AWS Direct Connectと VPN を使用して amazon-efs-utils Amazon EFS ファイルシステムをオンプレミス
Linux クライアントにマウントする方法の詳細については、「」を参照してくださいウォークスルー: オン
プレミスでファイルシステムを作成してマウントするAWS Direct ConnectVPN と (p. 181)。

Amazon EFS ファイルシステムの自動マウント
EFS マウントヘルパーまたは NFS を使用して、再起動時に EFS ファイルシステムが自動的にマウントさ
れるように Amazon EC2 インスタンスを設定できます。
• EFS マウントヘルパーを使用する:
• EC2 インスタンス起動ウィザードを使用して新しい EC2 Linux インスタンスを作成する場合は、EFS
ファイルシステムをアタッチします。
• EFS ファイルシステムのエントリで EC2 の /etc/fstab ファイルを更新する。
• EC2 Linux および Mac インスタンスをサポートするために、EFS マウントヘルパーなしで
NFS (p. 87) を使用して EC2/etc/fstab ファイルを更新します。

Note
EFS マウントヘルパーは、macOS Big Sur または Monterey を実行している Amazon EC2 Mac
インスタンスでの自動マウントをサポートしていません。代わりに、NFS を使用して EC2 Mac
インスタンス上の /etc/fstab ファイルを設定し (p. 87)、自動的に EFS ファイルシステムをマウ
ントすることができます。
トピック
• EFS マウントヘルパーを使用して、EFS ファイルシステムを自動的に再マウントする (p. 83)
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• NFS を使用して EFS ファイルシステムを自動的にマウントする (p. 87)

EFS マウントヘルパーを使用して、EFS ファイルシステムを自
動的に再マウントする
EFS マウントヘルパーを使用して、インスタンスの再起動時に EFS ファイルシステムを自動的に再マウ
ントするように EC2/etc/fstab 上の Linux インスタンスを設定します。
トピック
• EC2 インスタンスの作成時に EFS ファイルシステムをアタッチして、再起動時の自動マウントを有効
にする (p. 83)
• /etc/fstabEFS マウントヘルパーを使用して EFS ファイルシステムを自動的に再マウントす
る (p. 84)

EC2 インスタンスの作成時に EFS ファイルシステムをアタッチして、再起動時
の自動マウントを有効にする
このメソッドは、EFS マウントヘルパーを使用してファイルシステムをマウントし、EC2 インスタンス
で /etc/fstab ファイルを更新します。マウントヘルパーは、amazon-efs-utils (p. 55) というツール
セットの一部です。
EC2 インスタンス起動ウィザードを使用して新しい Amazon EC2 Linux インスタンスを作成する場
合、Amazon EFS ファイルシステムが自動的にマウントされるように設定できます。EC2 インスタンスで
は、インスタンスが最初に起動されたときと再起動ごとに、ファイルシステムが自動的にマウントされま
す。

Note
Amazon EFS ファイルシステムは、インスタンスの起動時にmacOS Big Sur または Monterey を
実行している Amazon EC2 Mac インスタンスへのマウントをサポートしていません。
この手順を実行する前に、Amazon EFS ファイルシステムを作成済みであることを確認します。詳細に
ついては、Amazon EFS 「使用開始」の演習の ステップ 1: Amazon EFS; ファイルシステムを作成す
る (p. 15) を参照してください。

Note
Microsoft Windows ベースの Amazon EC2 インスタンスで Amazon EFS を使用することはできま
せん。
Amazon EC2 インスタンスを起動して接続する前に、キーペアをまだ作成していない場合は作成する必要
があります。Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド の「Amazon EC2 でのセットアップ」に
あるステップに従い、キーペアを作成します。すでにキーペアがある場合は、この演習に使用できます。

起動時に自動的に EFS ファイルシステムをマウントするよう EC2 インスタンスを設定するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
[Launch Instance] (インスタンスの起動) を選択します。

3.

ステップ 1 では: Amazon マシンイメージ (AMI) を選択し、リストの一番上にある Amazon Linux AMI
を見つけて [選択] を選択します。
ステップ 2 では: インスタンスタイプを選択し、[次へ] を選択します。インスタンスの詳細を設定しま
す。
ステップ 3 では、インスタンスの詳細を設定し、次の情報を入力します。

4.
5.

• [ネットワーク] で、マウントする EFS ファイルシステムと同じ VPC のエントリを選択します。
• [サブネット] で、任意のアベイラビリティーゾーンのデフォルトのサブネットを選択します。
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• [ファイルシステム] で、マウントする EFS ファイルシステムを選択します。ファイルシステム ID
の横に表示されるパスは、EC2 インスタンスが使用するマウントポイントです。このマウントポイ
ントは変更できます。
• [Advanced Details (高度な詳細)] の [User data (ユーザーデータ)] で、ユーザーデータが自動的に生
成されます。このデータには、[File systems (ファイルシステム)] で指定した EFS ファイルシステ
ムをマウントするために必要なコマンドが含まれます。
6.

[Next: (次へ:)] を選択します [Add Storage] (ストレージの追加)。

7.

[Next: (次へ:)] を選択します Add Tags (タグの追加) 。

8.

インスタンスに名前を付け、[Next] を選択します。[Configure Security Group] (セキュリティグループ
の設定)。

9.

ステップ 6 では、セキュリティグループを設定し、[セキュリティグループの割り当て] を [既存のセ
キュリティグループを選択] に設定します。デフォルトのセキュリティグループを選択して、EFS
ファイルシステムにアクセスできることを確認します。
このセキュリティグループを使用して、Secure Shell (SSH) で EC2 インスタンスにアクセスすること
はできません。SSH によるアクセスについては、後でデフォルトのセキュリティを編集し、SSH を
許可するルールまたは SSH を許可する新しいセキュリティグループを追加できます。以下の設定を使
用できます。
• Type: SSH
• プロトコル: TCP
• ポート範囲: 22
• ソース: どこでも 0.0.0.0.0.0.0.0.

10. [Review and Launch（確認と作成)] を選択します。
11. [起動] を選択します。
12. 作成したキーペアのチェックボックスを選択した後、[インスタンスの起動] を選択します。
これで、EC2 インスタンスは、起動時および再起動されるたびに EFS ファイルシステムをマウントする
よう設定されました。

/etc/fstabEFS マウントヘルパーを使用して EFS ファイルシステムを自動的
に再マウントする
/etc/fstab ファイルには、ファイルシステムに関する情報が含まれています。mount -aインスタンス
の起動中に実行されるコマンドは、/etc/fstabに示されているすべてのファイルシステムをマウントし
ます。この手順では、EC2/etc/fstab Linux インスタンスのを手動で更新して、インスタンスの再起動
時にインスタンスが EFS マウントヘルパーを使用して EFS ファイルシステムを自動的に再マウントする
ようにします。

Note
Amazon EFS ファイルシステムは、macOS Big Sur または Monterey を実行している Amazon
EC2 Mac インスタンス上で EFS/etc/fstab マウントヘルパーを使用している自動マウントを
サポートしていません。代わりに、NFS と/etc/fstab (p. 87)を使用して、macOS Big Sur
および Monterey を実行している EC2 Mac インスタンスにファイルシステムを自動的にマウント
できます。
このメソッドは、EFS マウントヘルパーを使用してファイルシステムをマウントします。マウントヘル
パーは、amazon-efs-utils というツールセットの一部です。
これらの amazon-efs-utils ツールは、Amazon Linux および Amazon Linux 2 の Amazon マシンイ
メージ (AMI) にインストールできます。の詳細については、「amazon-efs-utils」を参照してくださ
い。の使用 amazon-efs-utils ツール (p. 55)Red Hat Enterprise Linux (RHEL) など、他の Linux ディストリ
ビューションを使用している場合は、amazon-efs-utils を手動でビルドおよびインストールします。
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詳細については、「他の Linux ディストリビューションで amazon-efs-utils パッケージをインストールす
る (p. 60)」を参照してください。

前提条件
この手順を正常に実行するには、次の要件が満たされている必要があります。
• 自動的に再マウントしたい Amazon EFS ファイルシステムがすでに作成されています。詳細について
は、「ステップ 1: Amazon EFS; ファイルシステムを作成する (p. 15)」を参照してください。
• EFS ファイルシステムを自動的に再マウントするように設定する EC2 Linux インスタンスがすでに作成
されています。
• EFS マウントヘルパーは EC2 Linux インスタンスにインストールされます。詳細については、「の使用
amazon-efs-utils ツール (p. 55)」を参照してください。

EC2 インスタンスで / etc / fstab ファイルを更新するには
1.

EC2 インスタンスに接続します。
• macOS または Linux を実行しているコンピュータからインスタンスに接続するには、SSH コマン
ドに対する .pem ファイルを指定します。これを行うには、-i オプションとプライベートキーへの
パスを使用します。
• Windows を実行しているコンピュータから Linux インスタンスに接続する場合は、 MindTerm また
は PuTTY のどちらかを使用できます。PuTTY を使用するには、インストールしてから .pem ファ
イルを .ppk ファイルに変換します。
詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の次のトピックを参照して
ください:
• PuTTY を使用した Windows から Linux インスタンスへの接続
• [Connecting to your Linux instance using SSH] (SSH を使用した Linux インスタンスへの接続)

2.

エディタで /etc/fstab ファイルを開きます。

3.

IAM 認証または EFS アクセスポイントを使用して自動マウントする場合:
• インスタンスプロファイルを使用する Amazon EC2 インスタンスに対して IAM 認証によるマウン
トを自動的に行うには、/etc/fstab ファイルに次の行を追加します。
file-system-id:/ efs-mount-point efs _netdev,noresvport,tls,iam 0 0

• 認証情報ファイルを使用して Linux インスタンスに対して IAM 認証によるマウントを自動的に行う
には、/etc/fstab ファイルに次の行を追加します。
file-system-id:/ efs-mount-point efs
_netdev,noresvport,tls,iam,awsprofile=namedprofile 0 0

• EFS アクセスポイントを使用してファイルシステムを自動的にマウントするには、/etc/fstab
ファイルに次の行を追加します。
file-system-id:/ efs-mount-point efs _netdev,noresvport,tls,iam,accesspoint=accesspoint-id 0 0

Warning
ファイルシステムを自動的にマウントする場合、ネットワークファイルシステムを識別する
ために使用された _netdev オプションを使用します。_netdev が見つからない場合、EC2
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インスタンスはレスポンスを停止する可能性があります。この結果は、コンピューティン
グインスタンスがネットワークを開始後、ネットワークファイルシステムを初期化する必
要があるためです。詳細については、「自動マウントが失敗してインスタンスが応答しな
い (p. 260)」を参照してください。
詳細については、「IAM 認証を使用してマウントする (p. 81)」および「Amazon EFS アクセスポ
イントを使用してマウントする (p. 81)」を参照してください。
4.

変更をファイルに保存します。

5.

mount コマンドで 'all' および 'verbose' オプションと共に 'fake' オプションを指定し
て、fstab エントリをテストします。
$ sudo mount -fav
home/ec2-user/efs

: successfully mounted

EC2 インスタンスは、再起動するたびに EFS ファイルシステムをマウントするように設定されました。

Note
場合によっては、マウントされた Amazon EFS ファイルシステムのステータスに関係な
く、Amazon EC2 インスタンスの起動が必要になることがあります。そのような場合は、/etc/
fstab ファイルに記載されているファイルシステムのエントリに nofail オプションを追加しま
す。
/etc/fstab ファイルに追加したコードの行は以下のようになります。
フィールド

説明

file-system-id:/

Amazon EFS ファイルシステムの ID。この ID は、コンソールから、また
は CLI あるいは AWS SDK からプログラムで取得できます。

efs-mount-point

EC2 インスタンスの EFS ファイルシステムのマウントポイントです。

efs

ファイルシステムのタイプ。マウントヘルパーを使用している場合、この
タイプは常に efs です。

mount options

ファイルシステムのマウントオプション。以下はオプションのカンマ区切
りのリストです。
• _netdev – このオプションは、ネットワークアクセスを必要とするデバ
イスにファイルシステムが存在することをオペレーティングシステムに
通知します。このオプションは、クライアント上でネットワークが有効
になるまで、インスタンスがファイルシステムをマウントするのを防ぎ
ます。
• noresvport – ネットワーク接続が再確立された時に、新しい
Transmission Control Protocol (TCP) 送信元ポートを使用するよう
に、NFS クライアントに指示します。これにより、ネットワーク復旧
イベント後、EFS ファイルシステムでの中断のない可用性が保証されま
す。
• tls – 転送時のデータの暗号化を可能にします。
• iam – このオプションにより、インスタンスプロファイルを使用する
Amazon EC2 に対して IAM 認証によるマウントを行います。iam マウン
トオプションを使用するには、tls オプションも使用する必要がありま
す。詳細については、「IAM を使用してファイルシステムのデータアク
セスを制御する (p. 216)」を参照してください。
• awsprofile=namedprofile – 認証情報ファイルを使用して Linux イ
ンスタンスに対して IAM 認証によるマウントを行うには、このオプショ
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フィールド

説明
ンを iam および tls オプションと共に使用します。EFS アクセスポイ
ントの詳細については、「IAM を使用してファイルシステムのデータア
クセスを制御する (p. 216)」を参照してください。
• accesspoint=access-point-id – このオプションを tls オプショ
ンと共に指定して、EFS アクセスポイントを使用したマウントを行いま
す。EFS アクセスポイントの詳細については、「Amazon EFS アクセス
ポイントを使用して作業する (p. 236)」を参照してください。

0

ゼロ以外の値の場合、ファイルシステムを dump でバックアップする必要
があることを示します。EFS の場合、この値は 0 になっている必要があり
ます。

0

起動時に fsck がファイルシステムをチェックする順序。EFS ファイルシ
ステムの場合、起動時に fsck を実行すべきでないことを示すにはこの値
を 0 にします

NFS を使用して EFS ファイルシステムを自動的にマウントする
EC2/etc/fstab インスタンス上のファイルを更新するには
1.

EC2 インスタンスに接続します。
• macOS または Linux を実行しているコンピュータからインスタンスに接続するには、SSH コマン
ドに対する .pem ファイルを指定します。これを行うには、-i オプションとプライベートキーへの
パスを使用します。
• Windows を実行しているコンピュータから Linux インスタンスに接続する場合は、 MindTerm また
は PuTTY のどちらかを使用できます。PuTTY を使用するには、インストールしてから .pem ファ
イルを .ppk ファイルに変換します。
詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の次のトピックを参照して
ください:
• PuTTY を使用した Windows から Linux インスタンスへの接続
• [Connecting to your Linux instance using SSH] (SSH を使用した Linux インスタンスへの接続)

2.

エディタで /etc/fstab ファイルを開きます。

3.

EFS マウントヘルパーの代わりに NFS を使用してファイルシステムを自動的にマウントするには、/
etc/fstabファイルに次の行を追加します。
• file_system_id は、マウントするファイルシステムの ID に置き換えてください。
• aws-regionAWS リージョン をファイルシステムの場所 (など)us-east-1 に置き換えます。
• ################## mount_point を置き換えます。

file_system_id.efs.aws-region.amazonaws.com:/ mount_point nfs4
nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport,_netdev 0
0

/etc/fstab ファイルに追加したコードの行は以下のようになります。
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フィールド

説明

file-system-id:/

Amazon EFS ファイルシステムの ID。この ID は、コンソールから、また
は CLI あるいは AWS SDK からプログラムで取得できます。

efs-mount-point

EC2 インスタンスの EFS ファイルシステムのマウントポイントです。

nfs4

ファイルシステムのタイプを指定します。

mount options

ファイルシステムのマウントオプションのカンマ区切りリスト:
• nfsvers=4.1— NFS v4.1 を使用することを指定します。
• rsize=1048576— パフォーマンスを向上させるため、EFS ファイルシ
ステム上のファイルからデータを読み取るとき、各ネットワーク読み取
りリクエストに対して NFS クライアントが受信できるデータの最大バイ
ト数を設定します。 1048576可能な限り大きなサイズです。
• wsize=1048576-パフォーマンスを向上させるため、EFS ファイルシス
テム上のファイルにデータを書き出します。 1048576可能な限り大きな
サイズです。
• hard - NFS リクエストがタイムアウトした後の NFS クライアントのリ
カバリ動作を設定します。これにより、NFS リクエストは、サーバーが
応答するまで無期限に再試行されます。データの整合性を確保できるよ
うに、ハードマウントオプション (hard) を使用することをお勧めしま
す。soft マウントを使用している場合は、timeo パラメータを 150 デ
シ秒 (15 秒) 以上に設定してください。これにより、ソフトマウントに固
有のデータ破損が生じるリスクを最小限に抑えることができます。
• timeo=600-NFS クライアントがリクエストを 600 デシ秒 (60 秒) に設
定します。タイムアウトパラメータ (timeo) を変更する必要がある場合
は、少なくとも 150 の値を使用することをお勧めします。これは 15 秒
に相当します。これにより、パフォーマンスの低下を抑えることができ
ます。
• retrans=2 - NFS クライアントでリカバリアクションを試行する前に、
そのアクションのリクエスト試行回数を 2 回に設定します。
• noresvport - ネットワーク接続が再確立された時に、新しい
Transmission Control Protocol (TCP) 送信元ポートを使用するよう
に、NFS クライアントに指示します。これにより、ネットワーク復旧
イベント後、EFS ファイルシステムでの中断のない可用性が保証されま
す。
• _netdev-ネットワークが有効になるまで、クライアントは EFS ファイ
ルシステムをマウントすることはできません。

0

dump値を指定します。0dumpファイルシステムをバックアップしないよう
にユーティリティに指示します。

0

fsck起動時に実行しないようにユーティリティに指示します。

AWS Systems Manager を使用して EFS を複数の
EC2 インスタンスにマウントする
AWS Systems ManagerRunコマンドを使用して、EFS ファイルシステムを複数の Amazon EC2 インスタ
ンスにリモートで安全にマウントできます。AWS Systems ManagerRun Command の詳細については、
『AWS Systems Managerユーザーガイド』の「AWS Systems Managerrun command」を参照してくださ
い。この方法を使用して EFS ファイルシステムをマウントする前に、次の前提条件が必要です。
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1. EC2 インスタンスは、AmazonElasticFileSystemsUtils アクセス許可ポリシーを含むインスタン
スプロファイルを使用して起動されます。詳細については、「ステップ 1: 必要なアクセス権限を持つ
IAM インスタンスプロファイルを設定する (p. 58)」を参照してください。
2. バージョン 1.28.1 以降の Amazon EFS クライアント (amazon-efs-utils パッケージ) が EC2 インスタン
スにインストールされています。AWS Systems Manager を使用して、インスタンスにパッケージを自
動的にインストールします。詳細については、「ステップ 2: Amazon EFS クライアントをインストー
ルまたは更新するためにステートマネージャーが使用する関連付けを設定する (p. 58)」を参照してくだ
さい。

コンソールを使用して複数の EFS ファイルシステムを複数の EC2 インスタンスにマウントする
には
1.

AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きま
す。

2.

ナビゲーションペインで、[Run Command] を選択します。

3.

[Run a command] を選択します。

4.

コマンド 検索フィールドに「AWS-RunShellScript」と入力します。

5.

AWS- を選択しますRunShellScript。

6.

コマンドパラメータ に、マウントする EFS ファイルシステムごとに使用するマウントコマンドを入
力します。例:
sudo mount -t efs -o tls fs-12345678:/ /mnt/efs
sudo mount -t efs -o tls,accesspoint=fsap-12345678 fs-01233210 /mnt/efs

Amazon EFS クライアントを使用した EFS マウントコマンドの詳細については、「EFS マウントヘ
ルパーを使用した Amazon EC2 Linux インスタンスをマウントする (p. 74)」または「EFS マウン
トヘルパーを使用した Amazon EC2 Mac インスタンスのをマウントする (p. 75)」を参照してくだ
さい。
7.

コマンドを実行したい ターゲット AWS Systems Manager マネージド EC2 インスタンスを選択しま
す。

8.

その他の追加設定を行ってください。Run (実行) を選択し、コマンドで指定された EFS ファイルシス
テムをマウントします。
コマンドを実行すると、そのステータスがコマンド履歴に表示されます。

別の AWS アカウント または VPC から EFS ファイル
システムをマウントする
EFS マウントヘルパーを使用し、NFS クライアントおよび EFS アクセスポイントに対して IAM 認証を使
用することで、Amazon EFS ファイルシステムをマウントできます。既定では、EFS マウントヘルパー
は、ドメインネームサービス (DNS) を使用して、EFS マウントターゲットの IP アドレスを解決します。
別のアカウントまたは Virtual Private Cloud (VPC) からファイルシステムをマウントする場合は、EFS マ
ウントターゲットを手動で解決する必要があります。
次に、NFS クライアントに使用する正しい EFS マウントターゲットの IP アドレスを決定する手順を示し
ます。また、その IP アドレスを使用して EFS ファイルシステムがマウントされるようにクライアントを
設定する方法についても説明します。
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別の VPC から IAM またはアクセスポイントを使用してマウント
する
VPC ピアリング接続またはトランジットゲートウェイを使用して VPC に接続する場合、ある VPC 上の
Amazon EC2 インスタンスから別の VPC の EFS ファイルシステムにアクセスすることができます。VPC
同士が異なるアカウントに属していても可能です。

前提条件
ここに示す手順を使用する前に、以下を行う必要があります:
• EFS ファイルシステムをマウントするコンピューティングインスタンス上のユーティリティのセットで
ある amazon-efs-utils の一部である、Amazon EFS クライアントをインストールします。EFS マウ
ントヘルパーを使用します。これは amazon-efs-utils に含まれ、ファイルシステムをマウントしま
す。amazon-efs-utils のインストール手順については、「の使用 amazon-efs-utils ツール (p. 55)」
を参照してください。
• ec2:DescribeAvailabilityZones に、インスタンスにアタッチした IAM ロールの IAM ポリシー内
のアクションを許可します。AWS 管理ポリシーを AmazonElasticFileSystemsUtils IAM エンティ
ティに添付して、エンティティに必要なアクセス権限を提供することをお勧めします。
• 別の AWS アカウント から取り付ける場合は、ファイルシステムリソースポリ
シーを更新して、他の AWS アカウント のプリンシパル ARN に対するアクション
elasticfilesystem:DescribeMountTarget を許可します。例:
{

"Id": "access-point-example03",
"Statement": [
{
"Sid": "access-point-statement-example03",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::555555555555"},
"Action": "elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
"Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-2:111122223333:file-system/
fs-12345678",
}
]
}

EFS ファイルシステムリソースポリシーの詳細については、「リソースベースのポリシー (p. 209)」
を参照してください。
• botocore をインストールしてください。EFS クライアントは、ファイルシステムを別の VPC にマ
ウントするときにファイルシステムの DNS 名を解決できない場合に、ボトコアを使用してマウント
ターゲット IP アドレスを取得します。詳細については、amazon-efs-utils README ファイルの
「botocore のインストール」を参照してください。
• VPC ピアリング接続または VPC トランジットゲートウェイを設定します。
クライアントの VPC と EFS ファイルシステムの VPC を接続するには、VPC ピアリング接続または
VPC トランジットゲートウェイを使用します。VPC ピアリング接続またはトランジットゲートウェ
イを使用して VPC に接続する場合、ある VPC 上の Amazon EC2 インスタンスから別の VPC の EFS
ファイルシステムにアクセスすることができます。VPC 同士が異なるアカウントに属していても可能で
す。
トランジットゲートウェイは、VPC とオンプレミスネットワークを相互接続するために使用できる
ネットワークの中継ハブです。Transit Gateways の詳細については、Amazon VPC Transit Gateways
Guideの Transit Gatewayで始める を参照してください。
VPC ピアリング接続は、2 つの VPC 間のネットワーク接続です。このタイプの接続では、インター
ネットプロトコルバージョン 4 (IPv4) またはインターネットプロトコルバージョン 6 (IPv6) のプライ
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ベートアドレスを使用して、2 つの VPC 間でトラフィックをルーティングできます。VPC ピア接続を
使用して、同じリージョン内 AWS リージョン またはリージョン間 AWS リージョン の VPC を接続で
きます。VPC ピアリング詳細については、Amazon VPC Peering Guideの「VPC ピアリングとは」を参
照してください。
ファイルシステムの高可用性を確保するために、NFS クライアントと同じアベイラビリティーゾーンに
ある EFS マウントターゲットの IP アドレスを常に使用することをお勧めします。別のアカウントにある
EFS ファイルシステムをマウントする場合は、NFS クライアントと EFS マウントターゲットが同じ ア
ベイラビリティーゾーン ID にあることを確認します。この要件が適用されるのは、AZ 名がアカウントに
よって異なる可能性があるためです。

IAM またはアクセスポイントを使用して EFS ファイルシステムを別の VPC にマウントするには
1.

EC2 インスタンスに接続します。
• macOS または Linux を実行しているコンピュータからインスタンスに接続するには、SSH コマン
ドに対する .pem ファイルを指定します。これを行うには、-i オプションとプライベートキーへの
パスを使用します。
• Windows を実行しているコンピュータから Linux インスタンスに接続する場合は、 MindTerm また
は PuTTY のどちらかを使用できます。PuTTY を使用するには、インストールしてから .pem ファ
イルを .ppk ファイルに変換します。
詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の次のトピックを参照して
ください:
• PuTTY を使用した Windows から Linux インスタンスへの接続
• SSH を使用した Linux インスタンスへの接続

2.

次のコマンドを使用して、ファイルシステムをマウントするためのディレクトリを作成します。
$ sudo mkdir /mnt/efs

3.

IAM 認証を使用してファイルシステムをマウントするには、次のコマンドを使用します:
$ sudo mount -t efs -o tls,iam file-system-dns-name /mnt/efs/

EFS を使用した IAM 認証の詳細については、「IAM を使用してファイルシステムのデータアクセスを
制御する (p. 216)」を参照してください。
EFS アクセスポイントを使用してファイルシステムをマウントするには、次のコマンドを使用します:
$ sudo mount -t efs -o tls,accesspoint=access-point-id file-system-dns-name /mnt/efs/

EFS アクセスポイントの詳細については、「Amazon EFS アクセスポイントを使用して作業す
る (p. 236)」を参照してください。

Amazon EFS ファイルシステムを別の AWS リージョン からマウントする
ファイルシステムとは別のVPCからEFSファイルシステムをマウントする場合は、ファイルを編集する必
要があります。/dist/efs-utils.conf で、次の行を見つけます。
#region = us-east-1
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行のコメントを解除し、us-east-1 にない場合、ファイルシステムが配置されているリージョンのIDの
値を置換します。

別の AWS アカウント iまたは同じ VPC からマウントする
共有 VPC を使用して、AWS アカウント が所有する Amazon EFS ファイルシステムを、別の AWS アカ
ウント が所有する Amazon EC2 インスタンスからマウントすることができます。共有 VPC の設定につい
ては、Amazon VPC Peering Guideの「共有 VPC の使用」を参照してください。
VPC 共有をセットアップしたら、EC2 インスタンスで、ドメインネームシステム (DNS) 名前解決または
EFS マウントヘルパーを使用して EFS ファイルシステムをマウントできるようになります。EFS マウン
トヘルパーを使用して、EFS ファイルシステムをマウントすることをお勧めします。

マウントに関する追加の考慮事項
Linux の マウントオプションには次のデフォルトの値をお勧めします。
• rsize=1048576 - 各ネットワーク読み取りリクエストに対して NFS クライアントが受信できるデータ
の最大バイト数を設定します。この値は、EFS ファイルシステム上のファイルからデータを読み取る際
に適用されます。パフォーマンスが低下しないように、可能な限り大きいサイズ (最大 1048576) を使
用することをお勧めします。
• wsize=1048576 - 各ネットワーク書き込みリクエストに対して NFS クライアントが送信できるデータ
の最大バイト数を設定します。この値は、EFS ファイルシステム上のファイルにデータを書き込む際に
適用されます。パフォーマンスが低下しないように、可能な限り大きいサイズ (最大 1048576) を使用
することをお勧めします。
• hard - NFS リクエストがタイムアウトした後の NFS クライアントのリカバリ動作を設定します。これ
により、NFS リクエストは、サーバーが応答するまで無期限に再試行されます。データの整合性を確保
できるように、ハードマウントオプション (hard) を使用することをお勧めします。soft マウントを使
用している場合は、timeo パラメータを 150 デシ秒 (15 秒) 以上に設定してください。これにより、ソ
フトマウントに固有のデータ破損が生じるリスクを最小限に抑えることができます。
• timeo=600 - NFS クライアントがレスポンスを待機するのに要するタイムアウト値を設定してか
ら、NFS リクエストを 600 デシ秒 (60 秒) に設定します。タイムアウトパラメータ (timeo) を変更する
必要がある場合は、少なくとも 150 の値を使用することをお勧めします。これは 15 秒に相当します。
これにより、パフォーマンスの低下を抑えることができます。
• retrans=2 - NFS クライアントでリカバリアクションを試行する前に、そのアクションのリクエスト試
行回数を 2 回に設定します。
• noresvport - ネットワーク接続が再確立された時に、新しい Transmission Control Protocol (TCP) 送
信元ポートを使用するように、NFS クライアントに指示します。これにより、ネットワーク復旧イベン
ト後、EFS ファイルシステムでの中断のない可用性が保証されます。
• _netdev – /etc/fstab に存在する場合、クライアントは、ネットワークが有効になるまで、EFS
ファイルシステムをマウントすることはできません。
一般に、デフォルトとは異なる他のマウントオプションを設定しないでください。パフォーマンスが低下
し、別の問題が生じる可能性があります。前述のデフォルト設定を使用しない場合は、以下の点に注意し
てください。
• 読み取りまたは書き込みバッファサイズを変更したり、属性のキャッシュを無効にしたりするとパ
フォーマンスが損なわれる可能性があります。
• Amazon EFS は送信元ポートを無視します。Amazon EFS 送信元ポートを変更した場合、変更は無効に
なります。
• Amazon EFS では Kerberos セキュリティバリアントをサポートしていません。たとえば、以下のマウ
ントコマンドは失敗します。
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$ mount -t nfs4 -o krb5p <DNS_NAME>:/ /efs/

• ファイルシステムは、DNS 名を使用してマウントすることをお勧めします。Amazon EFS は、外部リ
ソースを呼び出すことなく、Amazon EFS マウントターゲットの Amazon EC2 インスタンスと同じア
ベイラビリティーゾーンの Amazon EFS マウントターゲットの IP アドレスに解決されます。ご使用の
Amazon EC2 インスタンスとは異なるアベイラビリティーゾーンでマウントターゲットを使用すると、
アベイラビリティーゾーンから送信されるデータに対して EC2 の標準料金がかかります。また、ファイ
ルシステムオペレーションのレイテンシーが増加することがあります。
• 他のマウントオプションや、デフォルト設定の詳細な説明については、Linux ドキュメントの「man
fstab」および「man nfs」ページを参照してください。

Note
マウントされた EFS ファイルシステムのステータスに関係なく EC2 インスタンスを起動する必
要がある場合は、/etc/fstab ファイルのファイルシステムのエントリに nofail オプションを
追加します。

ファイルシステムをアンマウントする
ファイルシステムを削除する前に、接続しているすべての Amazon EC2 インスタンスからアンマウントす
ることをお勧めします。インスタンス自体で umount コマンドを実行することで、Amazon EC2 インスタ
ンスのファイルシステムをアンマウントできます AWS CLI、AWS Management Console、またはいずれ
かの AWS SDK から、Amazon EFS ファイルシステムをアンマウントすることはできません。Linux を実
行する Amazon EC2 インスタンスに接続されている Amazon EFS ファイルシステムをアンマウントする
には、次のように umount コマンドを使用します。
umount /mnt/efs

他の umount オプションを指定しないことをお勧めします。デフォルトと異なる umount オプションを設
定しないでください。
df コマンドを実行すると、Amazon EFS ファイルシステムのマウントが解除されたことを確認できま
す。このコマンドを実行すると、Linux ベースの Amazon EC2 インスタンスに現在マウントされている
ファイルシステムのディスク使用状況の統計情報が表示されます。アンマウントする Amazon EFS ファイ
ルシステムが df コマンドの出力にリストされていない場合、ファイルシステムがアンマウントされてい
ることを意味します。

Example 例: Amazon EFS ファイルシステムのマウントステータスを特定してアンマウントする
$ df -T
Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1 ext4 8123812 1138920 6884644 15% /
availability-zone.file-system-id.efs.aws-region.amazonaws.com :/ nfs4 9007199254740992 0
9007199254740992 0% /mnt/efs

$ umount /mnt/efs

$ df -T

Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1 ext4 8123812 1138920 6884644 15% /
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AMI およびカーネルバージョンのトラブルシュー
ティング
Amazon EC2; インスタンスからAmazon EFS; を使用する場合の、特定の Amazon Machine Image (AMI)
またはカーネルバージョンに関連する問題のトラブルシューティングを行うには、「」を参照してくださ
い。

Note
Amazon EFS は、Amazon EC2 Windows インスタンスからのマウントをサポートしていません。
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Amazon EFS との間でデータを転送
する
AWS Transfer Family および AWS DataSyncを使用し、Amazon EFS ファイルシステムとの間でデータを
転送します。AWS DataSync は、オンラインデータ転送サービスであり、ネットワークファイルシステ
ム (NFS)、サーバーメッセージブロック (SMB) ファイルサーバー、セルフマネージド型オブジェクトスト
レージ、また AWS サービス間のデータをコピーできます。のサービス。Amazon EFS での DataSync の
使用の詳細については、「AWS DataSync を使用してAmazon EFS でデータを転送する (p. 95)」を参
照してください。
AWS Transfer Family はフルマネージド型 AWS サービスであり、セキュアファイル転送プロトコル
(SFTP)、ファイル転送プロトコル (FTP)、および FTP 経由セキュアソケットレイヤー (FTPS) プロトコ
ルを使用して Amazon EFS ファイルシステムとの間でファイルを転送するために使用できます。Transfer
Family を使用すると、データ配信、サプライチェーン、コンテンツ管理、ウェブサービスアプリケーショ
ンなどのユースケースで、Amazon EFS ファイルシステムに格納されているファイルへのアクセスをビ
ジネスパートナーに提供できます。Amazon EFS でのTransfer Family の使用方法については、「AWS
Transfer Familyを使用して Amazon EFS ファイルシステム内のファイルにアクセスする (p. 96)」を参
照してください。
トピックス
• AWS DataSync を使用してAmazon EFS でデータを転送する (p. 95)
• AWS Transfer Familyを使用して Amazon EFS ファイルシステム内のファイルにアクセスす
る (p. 96)

AWS DataSync を使用してAmazon EFS でデータ
を転送する
AWS DataSync は、オンプレミスストレージシステムと AWS トレージサービス間のデータの移動とレプ
リケーションを簡素化、自動化、および高速化するオンラインデータ転送サービスです。DataSync は、
ネットワークファイルシステム (NFS)、サーバーメッセージブロック (SMB) ファイルサーバー、セルフマ
ネージド型オブジェクトストレージ、AWS Snowcone、Amazon S3 バケット、Amazon EFS ファイルシ
ステム、および FSx for Windows File Server ファイルシステム間でデータをコピーできます。
DataSync を使用して、異なる AWS リージョン 内のファイルシステムと異なる AWS アカウント が所
有するファイルシステムを含む、2 つの EFS ファイルシステム間でファイルを転送することもできま
す。DataSync を使用して EFS ファイルシステム間でデータをコピーすると、1 回限りのデータ移行、分
散ワークロード用の定期的なデータ取り込み、およびデータ保護と回復のためのレプリケーションの自動
化を実行できます。
DataSync を使用して 2 つの EFS ファイルシステム間でファイルを簡単に転送するには、AWS DataSync
In-Cloud QuickStart and Scheduler を使用できます。
詳細については、Amazon Elastic File System の開始 (p. 14) および AWS DataSync ユーザーガイドを参照
してください。
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AWS Transfer Familyを使用して Amazon EFS ファ
イルシステム内のファイルにアクセスする
AWS Transfer Familyは完全マネージド型AWSサービスで、次のプロトコル上で Amazon EFS ファイルシ
ステムとの間でファイルを転送するために使用できます。
• セキュアシェル (SSH) ファイル転送プロトコル (SFTP) (AWS Transfer for SFTP)
• セキュアなファイル転送プロトコル (FTPS) (AWS Transfer for FTPS)
• ファイル転送プロトコル (FTP) (AWS Transfer for FTP)
Transfer Familyを使用すると、インフラストラクチャを管理する必要なく、ベンダー、パートナー、顧
客などのサードパーティーが、サポートされているプロトコルを使ってグローバル規模で安全にファ
イルにアクセスできるようになります。さらに、SFTP、FTPS、および FTP クライアントを使用し
て、Windows、macOS、Linux 環境から EFS ファイルシステムに簡単にアクセスできるようになりまし
た。これにより、NFS クライアントやアクセスポイント以外にも、複数の環境にわたるユーザーへのデー
タのアクセシビリティが拡張されます。
Transfer Family を使用して Amazon EFS ファイルシステム内のデータを転送することは、他のクライア
ントの使用方法と同じ方法で説明できます。詳細については、「スループットモード (p. 140)」および
「Amazon EFS のクォータと制限 (p. 248)」を参照してください。
AWS Transfer Family の詳細については、「AWS Transfer Family ユーザーガイド」を参照してください。

Note
Amazon EFS で Transfer Family を使用することは、2021 年 1 月 6 日より前に作成されたパブ
リックアクセスを許可するポリシーを持つ Amazon EFS ファイルシステムがあるAWS アカウン
トではデフォルトで無効になっています。Transfer Family を使用してファイルシステムにアクセ
スできるようにするには、AWS Supportにお問い合わせください。
トピックス
• AWS Transfer Familyを Amazon EFS で使用するための前提条件。 (p. 96)
• AWS Transfer Familyで機能するように Amazon EFS ファイルシステムを設定する (p. 97)

AWS Transfer Familyを Amazon EFS で使用するため
の前提条件。
Transfer Family を使用して Amazon EFS ファイルシステムのファイルにアクセスするには、設定が次の
条件を満たしている必要があります。
• Transfer Family サーバーと Amazon EFS ファイルシステムが、同じAWS リージョンにあること。
• IAM ポリシーが、Transfer Family で使用される IAM ロールへのアクセスを有効にするように設定され
ていること。詳細については、AWS Transfer Familyユーザーガイドの「IAM ロールとポリシーを作成す
る」を参照してください。
• （オプション）Transfer Family サーバーが別のアカウントによって所有されている場合は、クロスアカ
ウントアクセスが有効になります。
• ファイルシステムポリシーでパブリックアクセスを許可していないことを確認します。詳細について
は、「パブリックアクセスのブロック (p. 222)」を参照してください。
• クロスアカウントアクセスを有効にするようにファイルシステムポリシーを変更します。詳細につい
ては、「Transfer Family クロスアカウントアクセスの設定 (p. 98)」を参照してください。
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AWS Transfer Familyで機能するように Amazon EFS
ファイルシステムを設定する
Amazon EFS ファイルシステムを Transfer Family と連携するように設定するには、以下の手順が必要で
す。
• [Step 1.](ステップ 1.) Transfer Family ユーザーに割り当てられている POSIX ID のリストを取得しま
す。
• [Step 2.](ステップ 2.) Transfer Family ユーザーに割り当てられた POSIX ID を使用して、Transfer
Family ユーザーがファイルシステムのディレクトリにアクセスできることを確認します。
• [Step 3.](ステップ 3.) Transfer Family で使用される IAM ロールへのアクセスを有効にするように IAM
を設定します。

Transfer Family ユーザーに対するファイルおよびディレクトリ
へのアクセス許可の設定
Transfer Family ユーザーが、EFS ファイルシステム上の必要なファイルとディレクトリにアクセスで
きることを確認します。Transfer Family ユーザーに割り当てられた POSIX ID のリストを使用して、
ディレクトリへのアクセス権限を割り当てます。この例では、ユーザーが EFS マウントポイントの下
にtransferFamという名前のディレクトリを作成します。ディレクトリの作成はオプションで、ユース
ケース次第です。必要に応じて、EFS ファイルシステム上の名前と場所を選択できます。

Transfer Family の POSIX ユーザーにファイルとディレクトリのアクセス許可を割り当てるには
1.

Amazon EC2 インスタンスにConnectします。Amazon EFS は、Linux ベースの EC2 インスタンスに
よるマウントのみをサポートします。

2.

EFS ファイルシステムがまだ EC2 インスタンスにマウントされていない場合は、マウントします。
詳細については、「EFS ファイルシステムをマウントする (p. 70)」を参照してください。

3.

次の例では、EFS ファイルシステム上にディレクトリを作成し、そのグループを Transfer Family
ユーザーの POSIX グループ ID に変更します。この例では 1101 です。
a.

次のefs/transferFamコマンドを使用してディレクトリを作成しますて。実際には、選択した
ファイルシステム上の名前と場所を使用できます。
[ec2-user@ip-192-0-2-0 ~]$ ls
efs efs-mount-point efs-mount-point2
[ec2-user@ip-192-0-2-0 ~]$ ls efs
[ec2-user@ip-192-0-2-0 ~]$ sudo mkdir efs/transferFam
[ec2-user@ip-192-0-2-0 ~]$ ls -l efs
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 6 Jan 6 15:58 transferFam

b.

次のコマンドを使用して、efs/transferFamのグループを Transfer Family ユーザーに割り当て
られた POSIX GID に変更します。
[ec2-user@ip-192-0-2-0 ~]$ sudo chown :1101 efs/transferFam/

c.

変更を確認します。
[ec2-user@ip-192-0-2-0 ~]$ ls -l efs
total 0
drwxr-xr-x 2 root 1101 6 Jan 6 15:58 transferFam
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Transfer Family で使用される IAM ロールへのアクセスを有効に
する
Transfer Family では、EFS ファイルシステムへのユーザーアクセスを定義するリソースベースの IAM ポ
リシーと IAM ロールを作成します。詳細については、AWS Transfer Familyユーザーガイドの「IAM ロー
ルとポリシーを作成する」を参照してください。IAM アイデンティティポリシーまたはファイルシステム
ポリシーを使用して、その Transfer Family IAM ロールに EFS ファイルシステムへのアクセス権を付与す
る必要があります。
次に示すのは、ClientMount(読み取り) とClientWriteIAM ロールへのアクセス権EFS-role-fortransferを付与するファイルシステムポリシーの例です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Id": "efs-policy-wizard-8698b356-4212-4d30-901e-ad2030b57762",
"Statement": [
{
"Sid": "Grant-transfer-role-access",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/EFS-role-for-transfer"
},
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientWrite",
"elasticfilesystem:ClientMount"
]
}
]

ファイルシステムの作成ポリシーの詳細については、「ファイルシステムポリシーの作成 (p. 46)」を参照
してください。EFS リソースへのアクセス権を管理するためにアイデンティティベースの IAM ポリシーを
使用する方法の詳細については、「リソースへのアクセスの管理 (p. 208)」を参照してください。

Transfer Family クロスアカウントアクセスの設定
ファイルシステムへのアクセスに使用されたTransfer Family サーバーが別のAWS アカウントに属してい
る場合では、そのアカウントにファイルシステムへのアクセス権を付与する必要があります。また、ファ
イルシステムポリシーはパブリックではない必要があります。ファイルへのパブリックアクセスのブロッ
クの詳細については、「パブリックアクセスのブロック (p. 222)」を参照してください。
ファイルシステムポリシーでファイルシステムへの異なるAWS アカウントアクセス権を付与することが
できます。Amazon EFS コンソールで、AWS アカウントおよび付与するファイルシステムアクセスのレ
ベルを指定するファイルシステムポリシーエディタの追加のアクセス権限を付与するセクションを使用し
ます。ファイルシステムポリシーの作成または編集の詳細については、「ファイルシステムポリシーの作
成 (p. 46)」を参照してください。
アカウント ID またはアカウント Amazon リソースネーム (ARN) を使用してアカウントを指定できま
す。ARN の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ARN」を参照してください。
次の例は、ファイルシステムへのクロスアカウントアクセスを許可する非パブリックファイルシステムポ
リシーです。次の 2 つのステートメントがあります。
1. 最初のステートメント、NFS-client-read-write-via-fsmtでは、ファイルシステムマウントター
ゲットを使用してファイルシステムにアクセスする NFS クライアントに、読み取り、書き込み、ルー
ト権限を付与します。
2. 2 番目のステートメント、Grant-cross-account-accessでは、読み取りおよび書き込み権限のみ
をAWS アカウント111122223333に付与します。これは、アカウント内のこの EFS ファイルシステム
にアクセスする必要があるTransfer Family サーバーを所有するアカウントです。
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{

}

"Statement": [
{
"Sid": "NFS-client-read-write-via-fsmt",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientRootAccess",
"elasticfilesystem:ClientWrite",
"elasticfilesystem:ClientMount"
],
"Condition": {
"Bool": {
"elasticfilesystem:AccessedViaMountTarget": "true"
}
}
},
{
"Sid": "Grant-cross-account-access",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientWrite",
"elasticfilesystem:ClientMount"
]
}
]

次のファイルシステムポリシーは、Transfer Family で使用される IAM ロールへのアクセスを許可するス
テートメントを追加します。
{

"Statement": [
{
"Sid": "NFS-client-read-write-via-fsmt",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientRootAccess",
"elasticfilesystem:ClientWrite",
"elasticfilesystem:ClientMount"
],
"Condition": {
"Bool": {
"elasticfilesystem:AccessedViaMountTarget": "true"
}
}
},
{
"Sid": "Grant-cross-account-access",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientWrite",
"elasticfilesystem:ClientMount"
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},
{

}

]

}

]
"Sid": "Grant-transfer-role-access",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/EFS-role-for-transfer"
},
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientWrite",
"elasticfilesystem:ClientMount"
]
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Amazon EFS ファイルシステムの管
理
ファイルシステムの管理タスクとは、ファイルシステムの作成および削除、タグの管理、ファイルシステ
ムのバックアップ、アクセス、既存のファイルシステムのマウントターゲットとのネットワークアクセス
などを指します。
次のセクションで説明するように、これらのファイルシステム管理タスクは、AWS Management Console
を使用して実行するか、プログラムで AWS Command Line Interface (AWS CLI) または API を使用して実
行できます。
トピック
• ファイルシステムのネットワークアクセシビリティの管理 (p. 101)
• ファイルシステムのスループットの管理 (p. 105)
• Amazon EFS ライフサイクルの管理 (p. 106)
• 暗号化されたファイルシステムへのアクセスの管理 (p. 110)
• 計測: Amazon EFS がファイルシステムとオブジェクトサイズをレポートする仕組み (p. 112)
• AWS Budgets による Amazon EFS ファイルシステムのコストの管理 (p. 114)
• ファイルシステムのステータス (p. 115)
Amazon EFS を初めてお使いの方は、直に提供される次の演習を試してみることをお勧めします。 end-toend Amazon EFS ファイルシステムの使用経験:
• 開始方法 (p. 14)— この実習では、コンソールベースの操作が提供されます。 end-to-end セットアップ
では、ファイルシステムを作成し、Amazon EC2 インスタンスにマウントし、セットアップをテストし
ます。コンソールはユーザーに代わって多くのことを処理するので、素早くセットアップするのに役立
ちます end-to-end エクスペリエンス。
• チュートリアル: Amazon EFS ファイルシステムを作成し、を使用して Amazon EC2 インスタンスに
マウントするAWS CLI (p. 162) – このチュートリアルは、「開始方法」の演習に似ていますが、AWS
CLI を使用してほとんどのタスクを実行します。CLI コマンドは Amazon EFS API と密接に関連してい
るため、このチュートリアルは Amazon EFS API に慣れるのに役立ちます。

ファイルシステムのネットワークアクセシビリティ
の管理
ファイルシステム用に作成したマウントターゲットを使用して、仮想プライベートクラウド（VPC）内
の Amazon EC2 または他の AWS のコンピューティングインスタンスにファイルシステムをマウントし
ます。ファイルシステムのネットワークアクセシビリティの管理とは、ファイルシステムのマウントター
ゲットの管理を指します。
次の図は、VPC の EC2 インスタンスがマウントターゲットを使用して Amazon EFS ファイルシステムに
アクセスする方法を示しています。
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図は、異なる VPC サブネットで起動された 3 つの EC2 インスタンスが Amazon EFS ファイルシステム
にアクセスする様子を示しています。また、図には、各アベイラビリティーゾーンに 1 つのマウントター
ゲットが表示されています (各アベイラビリティーゾーンのサブネットの数に関係なく)。
アベイラビリティーゾーンごとに作成できるマウントターゲットは 1 つだけです。アベイラビリティー
ゾーンに複数のサブネットがある場合は、図のゾーンの 1 つに示されているように、サブネットの 1 つの
みにマウントターゲットを作成します。アベイラビリティーゾーンに 1 つのマウントターゲットがある限
り、そのいずれかのサブネットで起動された EC2 インスタンスは同じマウントターゲットを共有できま
す。
マウントターゲットの管理とは、以下のアクティビティを指します。
• VPC でのマウントターゲットの作成および削除 – 少なくとも、ファイルシステムにアクセスする各アベ
イラビリティーゾーンにマウントターゲットを作成する必要があります。

Note
すべてのアベイラビリティーゾーンにマウントターゲットを作成することをお勧めします。そ
うすれば、アベイラビリティーゾーンのいずれかで起動する EC2 インスタンスにファイルシス
テムを簡単にマウントすることができます。
マウントターゲットを削除すると、ファイルシステムのマウントが強制的に中断され、そのマウントを
使用するインスタンスまたはアプリケーションが中断される可能性があります。アプリケーションの中
断を避けるには、マウントターゲットを削除する前に、アプリケーションを停止してファイルシステム
をアンマウントします。
一度に 1 つの VPC でのみファイルシステムを使用できます。つまり、一度に 1 つの VPC でファイルシ
ステムのマウントターゲットを作成できます。別の VPC からファイルシステムにアクセスする場合は、
最初に現在の VPC からマウントターゲットを削除します。次に、別の VPC で新しいマウントターゲッ
トを作成します。
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• マウントターゲットの設定の更新 – マウントターゲットを作成するときは、セキュリティグループをマ
ウントターゲットに関連付けます。セキュリティグループは、マウントターゲットとの間のトラフィッ
クを制御する仮想ファイアウォールとして機能します。インバウンドルールを追加して、マウントター
ゲット、つまりファイルシステムへのアクセスを制御することができます。マウントターゲットを作成
した後、割り当てられたセキュリティグループを変更することができます。
また、各マウントターゲットには IP アドレスがあります。マウントターゲットを作成するときは、マウ
ントターゲットを配置しているサブネットから IP アドレスを選択できます。値を省略すると、Amazon
EFS はそのサブネットから未使用の IP アドレスを選択します。
マウントターゲットを作成した後に IP アドレスを変更する Amazon EFS オペレーションはありませ
ん。したがって、プログラムで、または AWS CLI を使用して IP アドレスを変更することはできませ
ん。ただし、コンソールで IP アドレスを変更することはできます。内部的には、コンソールはマウント
ターゲットを削除し、マウントターゲットを再度作成します。

Warning
マウントターゲットの IP アドレスを変更すると、既存のファイルシステムのマウントは解除さ
れ、ファイルシステムを再マウントする必要があります。
ファイルシステムのネットワークアクセシビリティの設定変更は、ファイルシステム自体には影響しませ
ん。ファイルシステムとデータは変更されません。
次のセクションでは、ファイルシステムのネットワークアクセシビリティの管理について説明します。
トピック
• VPC でのマウントターゲットの作成または削除 (p. 103)
• マウントターゲットの VPC を変更します。 (p. 104)
• マウントターゲット設定の更新 (p. 104)

VPC でのマウントターゲットの作成または削除
VPC 内の Amazon EFS ファイルシステムにアクセスするには、マウントターゲットが必要です。Amazon
EFS ファイルシステムの場合、次のことが当てはまります。
• アベイラビリティーゾーンごとに 1 つのマウントターゲットを作成できます。
• VPC のアベイラビリティーゾーンに複数のサブネットがある場合、それらのサブネットの 1 つのみにマ
ウントターゲットを作成できます。アベイラビリティーゾーンのすべての EC2 インスタンスは、1 つの
マウントターゲットを共有できます。

Note
各アベイラビリティーゾーンにマウントターゲットを作成することをお勧めします。別のアベイ
ラビリティーゾーンで作成されたマウントターゲットを使用して、アベイラビリティーゾーンの
EC2 インスタンスにファイルシステムをマウントする場合は、コストを考慮する必要がありま
す。詳細については、「Amazon EFS」を参照してください。さらに、インスタンスのアベイラ
ビリティーゾーンにローカルなマウントターゲットを常に使用することで、部分的な障害の発生
を避けられます。マウントターゲットのゾーンに障害が発生した場合、そのマウントターゲット
からファイルシステムにアクセスすることはできません。
マウントターゲットを削除できます。マウントターゲットを削除すると、そのマウントターゲットを使用
しているファイルシステムのマウントは強制的に中断され、それらのマウントを使用しているインスタン
スまたはアプリケーションが中断される可能性があります。詳細については、「マウントターゲットとセ
キュリティグループの作成と管理 (p. 38)」を参照してください。
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Note
マウントターゲットを削除する前に、まずファイルシステムをアンマウントします。詳細につい
ては、「ファイルシステムをアンマウントする (p. 93)」を参照してください。
AWS Management Console、 AWS CLI、および API を使用すると、ファイルシステム上でマウントター
ゲットを作成および管理できます。既存のマウントターゲットの場合、セキュリティグループの追加と削
除、またはマウントターゲットを削除できます。詳細については、「マウントターゲットとセキュリティ
グループの作成と管理 (p. 38)」を参照してください。

マウントターゲットの VPC を変更します。
一度に 1 つの VPC で、Amazon VPC サービスに基づいて Amazon EFS ファイルシステムを使用できま
す。つまり、ファイルシステムの VPC にマウントターゲットを作成し、それらのマウントターゲットを使
用して、ファイルシステムにアクセスできます。
これらのターゲットから Amazon EFS ファイルシステムをマウントできます。
• 同じ VPC 内の Amazon EC2 インスタンス
• VPC ピアリングにより接続された VPC 内の EC2 インスタンス
• オンプレミスサーバー (AWS Direct Connect を使用)
• AWS バーチャルプライベートネットワーク (VPN)上のオンプレミスサーバー (Amazon VPC を使用)
VPC ピアリング接続は、2 つの VPC 間でトラフィックのルーティングを可能にするネットワーク接続で
す。接続では、インターネットプロトコルバージョン 4 (IPv4) とインターネットプロトコルバージョン
6 (IPv6) のアドレスを使用できます。Amazon EFS での VPC ピアリング接続の詳細については、「別の
AWS アカウント または VPC から EFS ファイルシステムをマウントする (p. 89)」を参照してください。
別の VPC の EC2 インスタンスからファイルシステムにアクセスするには、次の操作を行う必要がありま
す。
• 現在のマウントターゲットを削除します。
• VPC を変更します。
• 新しいマウントターゲットを作成します。
AWS Management Console でのこれらのステップの実行の詳細については、「Amazon EFS ファイルシ
ステムの VPC を変更するには (コンソール) (p. 42)」を参照してください。

CLI の使用
別の VPC でファイルシステムを使用するには、まず、以前にVPC で作成したマウントターゲットを削除
します。次に、別の VPC で新しいマウントターゲットを作成します。AWS CLI コマンドの例について
は、「AWS CLI を使用してマウントターゲットを管理する (p. 42)」を参照してください。

マウントターゲット設定の更新
ファイルシステムのマウントターゲットを作成した後、有効なセキュリティグループを更新できます。既
存のマウントターゲットの IP アドレスを変更することはできません。IP アドレスを変更するには、マウ
ントターゲットを削除し、新しいアドレスで新しいマウントターゲットを作成します。マウントターゲッ
トを削除すると、既存のファイルシステムのマウントは解除されます。

Note
マウントターゲットを削除する前に、まずファイルシステムをアンマウントします。
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セキュリティグループの変更
セキュリティグループによって、インバウンドおよびアウトバウンドアクセスが定義されます。マウント
ターゲットに関連付けられたセキュリティグループを変更する場合は、必要なインバウンド/アウトバウン
ドアクセスを許可するようにしてください。これにより、EC2 インスタンスはファイルシステムと通信で
きるようになります。
セキュリティグループの詳細については、Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの
「Amazon EC2 セキュリティグループ」を参照してください。
AWS Management Console を使用してマウントターゲットのセキュリティグループを変更するには
「Amazon EFS コンソールを使用したマウントターゲットの管理 (p. 40)」を参照してください。
AWS CLI を使用してマウントターゲットのセキュリティグループを変更するには「AWS CLI を使用して
マウントターゲットを管理する (p. 42)」を参照してください。

ファイルシステムのスループットの管理
ファイルシステムのスループットモードは、作成後に変更できます。ファイルシステムに選択できるス
ループットモードは、次の 2 つがあります。スループットのバーストそしてプロビジョニングされたス
ループット。とスループットのバーストモードでは、スループットのスループットがスタンダードスト
レージクラスのファイルシステムのサイズが大きくなるにつれて上昇します。EFS ストレージクラスの詳
細については、「EFS ストレージクラス (p. 21)」を参照してください。プロビジョニングされたスルー
プットモードでは、保存されたデータ量とは別に、ファイルシステムのスループット (MiB/秒) を簡単に
プロビジョンできます。Amazon EFS のスループットモードの詳細については、「」を参照してくださ
い。スループットモード (p. 140)。

Note
ファイルシステムのスループットを以下の方法で下げることができます。プロビジョニングされ
たスループットモードは前回の削減から 24 時間を超えている必要があります。さらに、間で変更
できますプロビジョニングされたスループットモードとデフォルトスループットのバースト前回
のスループットモードの変更から 24 時間を超えている必要があります。
ファイルシステムのスループットモードは、Amazon EFS コンソール、CLI、および API を使用して管理
できます。

ファイルシステムのスループットを管理するには (コンソール)
1.

Amazon Elastic File System コンソール (https://console.aws.amazon.com/efs/) を開きます。

2.

選択ファイルシステムアカウント内の EFS ファイルシステムのリストを表示します。

3.

ライフサイクルポリシーを変更するファイルシステムを選択します。

4.

ファイルシステムの詳細ページで、[全般]パネルの[編集]を選択します。編集 >> 全般設定ページが表
示されます。
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5.

の変更スループットモード設定。プロビジョニングされたスループットモードに変更する場合、ま
たはプロビジョニングされたスループットの量を変更する場合は、新しい値を以下に入力します。
MiBps。新しいスループット値の推定コストと、設定の読み取りスループットが表示されます。

6.

選択変更を保存する変更を実装します。

ファイルシステムのスループットを管理するには (CLI)
•

を使用するupdate-file-systemCLI コマンド、またはUpdateFileSystem (p. 371)ファイルシステムの
スループットモードを変更するAPIアクション。

Amazon EFS ライフサイクルの管理
Amazon EFS のライフサイクル管理では、ファイルシステムの費用対効果の高いファイルストレージが自
動的に管理されます。有効にすると、ライフサイクル管理により、ファイルシステムに応じて、設定され
た期間アクセスされなかったファイルは、EFS スタンダード-低頻度アクセス（標準-IA）または 1 ゾーン低頻度アクセス（1 ゾーン-IA）ストレージクラスに移行されます。その期間は、「IAへの移行ライフサイ
クルポリシー」を使用して定義します。
Amazon EFS ライフサイクル管理では、内部タイマーを使用して、パブリックに表示される POSIX ファ
イルシステム属性ではなく、ファイルが最後にアクセスされた日時を追跡します。スタンダードストレー
ジまたは 1 ゾーンストレージ内のファイルにアクセスされるたびに、ライフサイクル管理タイマーはリ
セットされます。ライフサイクル管理によってファイルが IA ストレージクラスのいずれかに移動される
と、Amazon EFS インテリジェント階層化が有効でない場合、ファイルは無期限に残ります。
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ディレクトリの内容を一覧表示するなどのメタデータオペレーションは、ファイルアクセスとしてカウン
トされません。ファイルの内容を IA ストレージクラスのいずれかに移行するプロセスの間、ファイルはス
タンダードまたは 1 ゾーンストレージクラスに保存され、そのストレージ料金で請求されます。
ライフサイクル管理は、ファイルシステム内のすべてのファイルに適用されます。

Amazon EFS インテリジェント階層化
Amazon EFS インテリジェント階層化は、ライフサイクル管理を使用してワークロードのアクセスパター
ンをモニタリングし、ファイルシステムの低頻度アクセス(IA) ストレージクラスとの間でファイルを自動
的に移行するように設計されています。インテリジェント階層化では、スタンダードストレージクラス
（EFS スタンダードまたは EFS 1 ゾーン）にあるファイルで、IAへの移行ライフサイクルポリシーの設定
期間中にアクセスされなかったファイル（例えば30日間）は、対応する低頻度アクセス（IA）ストレージ
クラスに移行されます。さらに、アクセスパターンが変更された場合、IAからの移行ライフサイクル ポリ
シーが最初のアクセス時に設定されていると、EFS インテリジェント階層化は自動的にファイルをEFS ス
タンダードまたは EFS 1ゾーンストレージクラスに戻します。これにより、一貫した低レイテンシーを提
供しながら、無制限アクセス料金のリスクを排除できます。

ライフサイクルポリシーの使用
Amazon EFS では、2 つのライフサイクルポリシーがサポートされています。IA への移行は、ファイルシ
ステムの低頻度アクセス ストレージクラスにファイルを移行するタイミングをライフサイクル管理に指示
します。IA からの移行は、IA ストレージからファイルを移行するタイミングをインテリジェント階層化に
指示します。ライフサイクルポリシーは、Amazon EFS ファイルシステム全体に適用されます。
IA への移行ライフサイクルポリシーには以下の値があります。
• [None] (なし)
• 前回のアクセスから 7 日間
• 前回のアクセスから 14 日間
• 前回のアクセスから 30 日間
• 前回のアクセスから 60 日間
• 前回のアクセスから90日間
IAからの移行ライフサイクルポリシーには以下の値があります。
• [None] (なし)
• 最初のアクセス時
2 つの EFS ライフサイクルポリシーを組み合わせて、次の表に示すさまざまなストレージパターンを実現
できます。
IA への移行

IAからの移行

効果

オフ

従来のライフサイクル管理ポリ
シー

7～90 日間
On

ファイルは IA ストレージにとど
まります
On

On

EFS インテリジェント階層化
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IA への移行

IAからの移行

効果

7～90 日間
ファイルの IA ストレージ内/外へ
の移動
オフ

On

IA 内のすべてのファイルは、最
終的にはスタンダードに移動さ
れます

オフ

オフ

スタンダードストレージクラス
のみが使用されます

ライフサイクルポリシーの設定については、「EFS ライフサイクル管理と EFS インテリジェント階層化
の使用 (p. 108)」を参照してください。

ライフサイクル管理のファイルシステムオペレーショ
ン
ライフサイクル管理やインテリジェント階層化のためのファイルシステムオペレーションは、EFS ファイ
ルシステムのワークロードに対するオペレーションよりも優先度が低くなります。ファイルを IA ストレー
ジに移行したり、IA ストレージから移行したりするのに必要な時間は、ファイルサイズとファイルシステ
ムのワークロードによって異なります。
ファイル名、所有権情報、ファイルシステムのディレクトリ構造などのファイルメタデータは、常にスタ
ンダードストレージ（スタンダードまたは 1 ゾーン）に保存され、一貫したメタデータのパフォーマンス
が確保されます。ファイルシステムの IA ストレージクラス（標準-IA または 1 ゾーン-IA）内のファイルへ
の書き込みオペレーションはすべて、まずスタンダードストレージに書き込まれ、次に該当する低頻度ア
クセスストレージクラスに移行されます。128 KB より小さいファイルはライフサイクル管理に適さず、常
にファイルシステムのスタンダードストレージクラスに保存されます。

EFS ライフサイクル管理と EFS インテリジェント階
層化の使用
AWS Management Console を使用してサービス推奨設定を使用する Amazon EFS ファイルシステムを作
成する場合、ファイルシステムのライフサイクルポリシーでは次のデフォルト設定を使用されます。
• IA への移行は、前回のアクセスから 30 日間 に設定されます。
• IAからの移行は、最初のアクセス時 に設定されます。
サービス推奨設定を使用したファイルシステムの作成の詳細については、「ステップ 1: Amazon EFS;
ファイルシステムを作成する (p. 15)」を参照してください。
カスタマイズされた設定で新しいファイルシステムを作成する場合、必要に応じてライフサイクルポリ
シーを設定できます。詳細については、「Amazon EFS コンソールを使用してカスタム設定でファイルシ
ステムを作成する (p. 29)」を参照してください。
ライフサイクルポリシーの設定は、次の手順で説明するように、AWS Management Console と AWS CLI
を使って行うことができます。

既存のファイルシステムでのライフサイクルポリシーの管理 (コンソール)
AWS Management Console を使用して、既存のファイルシステムのライフサイクルポリシーを設定するこ
とができます。
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1.

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

2.

ファイルシステムを選択して、アカウント内のファイルシステムのリストを表示します。
ライフサイクルポリシーを変更するファイルシステムを選択します。

3.

ファイルシステムの詳細ページで、[全般]パネルの[編集]を選択します。編集 >> 全般設定ページが表
示されます。

4.

ライフサイクル管理では、次のライフサイクルポリシーを変更できます。
• IA への移行を使用可能な設定の1つに設定します。IAストレージへのファイルの移動を停止するに
は、なしを選択します。
• IAからの移行を最初のアクセス時に設定して、IAストレージ内のファイルをメタデータ以外のオペ
レーションでアクセスするときに、スタンダードストレージに移動できます。
最初のアクセス時に IA からスタンダードストレージへのファイルの移動を停止するには、なしに設
定します。

5.

[Save changes] (変更の保存)を選択して、変更を保存します。

既存のファイルシステムでライフサイクルポリシーを管理する (CLI)
AWS CLI を使用して、ファイルシステムのライフサイクルポリシーを設定または変更します。
•

ライフサイクル管理を行うファイルシステムのファイルシステム ID を指定して、put-lifecycleconfiguration AWS CLI コマンドまたは PutLifecycleConfiguration (p. 361) API コマンドを実行
します。
$ aws efs put-lifecycle-configuration \
--file-system-id File-System-ID \
--lifecycle-policies "[{\"TransitionToIA\":\"AFTER_60_DAYS\"},
{\"TransitionToPrimaryStorageClass\":\"AFTER_1_ACCESS\"}]" \
--region us-west-2 \
--profile adminuser

次のレスポンスが返されます。
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{

}

"LifecyclePolicies": [
{
"TransitionToIA": "AFTER_60_DAYS"
},
{
"TransitionToPrimaryStorageClass": "AFTER_1_ACCESS"
}
]

既存のファイルシステムでのライフサイクル管理の停止 (CLI)
•

ライフサイクル管理を停止するファイルシステムのファイルシステム ID を指定して、putlifecycle-configuration コマンドを実行します。--lifecycle-policies プロパティを空の
ままにします。
$ aws efs put-lifecycle-configuration \
--file-system-id File-System-ID \
--lifecycle-policies \
--region us-west-2 \
--profile adminuser

次のレスポンスが返されます。
{
}

"LifecyclePolicies": []

暗号化されたファイルシステムへのアクセスの管理
Amazon EFS を使用して、暗号化されたファイルシステムを作成することができます。Amazon EFS は、
ファイルシステムの 2 つの暗号化形式、転送時の暗号化と保管時の暗号化をサポートします。実行する必
要のあるキー管理は、保管時の暗号化にのみ関連します。Amazon EFS は、転送時の暗号化のキーを自動
的に管理します。
保管時に暗号化を使用してファイルシステムを作成する場合、データとメタデータは保管時に暗号化され
ます。Amazon EFS はAWS Key Management Service(AWS KMS) でキー管理を行います。保管時に暗号
化を使用してファイルシステムを作成する場合、AWS KMS key。KMS キーは次のようになります。aws/
elasticfilesystem(AWS マネージドキーAmazon EFS の場合)、または管理しているカスタマーマネー
ジドキーの場合もあります。
ファイルの内容などのファイルデータは、ファイルシステムを作成したときに指定した KMS キーを使
用して保管時に暗号化されます。メタデータ（ファイル名、ディレクトリ名、ディレクトリの内容）
は、Amazon EFS が管理するキーを使用して暗号化されます。
EFSAWS マネージドキーファイルシステムは、ファイル名、ディレクトリ名、ディレクトリの内容など、
ファイルシステムでメタデータを暗号化するための KMS キーとして使用されます。ユーザーは、保管時
にファイルデータ (ファイルの内容) を暗号化するために使用するカスタマー管理キーを所有します。
KMS キーと暗号化されたファイルシステムの内容を管理します。このアクセスは、AWS Identity
and Access Management (IAM) ポリシーと AWS KMS の両方によって制御されます。IAM ポリシー
は、Amazon EFS API アクションへのユーザーのアクセスを制御します。AWS KMSキーポリシーは、

110

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
Amazon EFS KMS キーに対する管理アクションの実行

ファイルシステムの作成時に指定した KMS キーへのユーザーのアクセスを制御します。詳細について
は、次を参照してください。
• IAM ユーザーガイド の「IAM ユーザー」
• 「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS の主要ポリシーを使用する」
• 許可の使用のAWS Key Management Serviceデベロッパーガイド。
キー管理者として、外部キーをインポートできます。また、キーを有効化、無効化、または削除して変更
することもできます。指定した KMS キーの状態 (保管時の暗号化を使用してファイルシステムを作成し
た場合) は、そのコンテンツへのアクセスに影響します。KMS キーは以下のように構成する必要がありま
す。enabledユーザーがコンテンツにアクセスするための状態 encrypted-at-rest その鍵を使用して暗号化
されたファイルシステム。

Amazon EFS KMS キーに対する管理アクションの実
行
Amazon EFS ファイルシステムに関連付けられている KMS キーを有効化、無効化、削除する方法につい
ては、以下を参照してください。また、これらのアクションを実行するときにファイルシステムで予期さ
れる動作について、情報を入手することもできます。

ファイルシステムの KMS キーへのアクセスの無効化、削除、取
り消し
カスタマー管理の KMS キーを無効化や削除、KMS キーへの Amazon EFS のアクセス権の取り消しを行う
ことができます。キーへの Amazon EFS のアクセスを無効化および取り消しは、元に戻せるアクションで
す。KMS キーを削除するときは注意が必要です。KMS キーを削除することは元に戻すことができないア
クションです。
マウントされたファイルシステムに使用された KMS キーを無効化または削除する場合は、次の点に注意
してください。
• その KMS キーは新しいキーとして使用できません encrypted-at-rest ファイルシステム。
• EXIS encrypted-at-rest その KMS キーを使用するファイルシステムは、一定期間後に動作を停止しま
す。
既存のマウントされたファイルシステムの許可に対する Amazon EFS アクセスを取り消すと、関連付け
られた KMS キーを無効化または削除する場合と同じ動作になります。言い換えると、 encrypted-at-rest
ファイルシステムは機能し続けますが、一定期間後に動作を停止します。
マウントされたものへのアクセスを防ぐことができます encrypted-at-rest Amazon EFS へのアクセスを無
効、削除、取り消した Amazon EFS へのアクセスを削除、取り消した KMS キーを持つ、ファイルシステ
ム。これを行うには、ファイルシステムをアンマウントし、Amazon EFS マウントターゲットを削除しま
す。
すぐに削除することはできませんAWS KMS keyですが、7～30 日後に削除するよう設定することができ
ます。削除が予定されているKMS キーは、暗号化オペレーションに KMS キーを使用することはできませ
ん。また、KMS キーの予定された削除をキャンセルすることもできます。
カスタマーマネージド KMS キーを無効にしてから再度有効にする方法については、以下を参照してくだ
さい。キーの有効化と無効化のAWS Key Management Service開発者ガイド の最初のリリースです。カス
タマーマネージド KMS キーの削除をスケジュールする方法については、以下を参照してください。KMS
キーの削除のAWS Key Management Service開発者ガイド の最初のリリースです。
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関連トピック
• Amazon EFS で保管時に暗号化されたデータとメタデータの詳細については、「Amazon EFS でのデー
タの暗号化 (p. 198)」を参照してください。
• キーポリシーの例は、「AWS KMS のAmazon EFS のキーポリシー (p. 202)」を参照してください。
• 暗号化されたファイルシステムに関連付けられている AWS CloudTrail ログエントリのリストについて
は、「保管時に暗号化されたファイルシステムの Amazon EFS ログファイルエントリ (p. 136)」を参
照してください。
• KMS キーにアクセスできるアカウントとサービスの特定の詳細については、を参照してください。への
アクセスの特定AWS KMS keyのAWS Key Management Serviceデベロッパーガイド。

計測: Amazon EFS がファイルシステムとオブジェ
クトサイズをレポートする仕組み
次のセクションでは、Amazon EFS がファイルシステムサイズとファイルシステム内のオブジェクトのサ
イズをレポートする仕組みについて説明します。

Amazon EFS ファイルシステムオブジェクトの測定
Amazon EFS システムで顧客に表示されるオブジェクトには、通常のファイル、ディレクトリ、シンボ
リックリンク、特殊ファイル (FIFO とソケット) があります。これらの各オブジェクトは、メタデータ
(inode) の 2 キビバイト (KiB) と 4 KiB のデータの 1 つ以上の増分に対して計測されます。次の一覧は、さ
まざまなタイプのファイルシステムオブジェクトの測定データサイズの説明です。
• 通常のファイル - 通常のファイルの計測されたデータサイズは、次の 4 KiB 増分に丸められたファイル
の論理サイズですが、スパースファイルの場合はそれより少なくなる場合があります。
スパースファイルは、論理サイズに達する前にファイルのすべての位置にデータが書き込まれないファ
イルです。スパースファイルについては、使用されている実際のストレージが、次の 4 KiB 増分に丸め
られた論理サイズよりも小さい場合があります。このような場合、Amazon EFS は計測データサイズと
して使用される実際のストレージを報告します。
• ディレクトリ – ディレクトリの計測されたデータサイズは、ディレクトリエントリとそれを保持する
データ構造に使用される実際のストレージで、次の 4 KiB 増分に丸められます。計測されたデータのサ
イズは、ファイルデータによって使用される実際のストレージは含まれません。
• シンボリックリンクと特別なファイル – これらのオブジェクトの計測されたデータサイズは常に 4 KiB
です。
NFSv4.1 space_used 属性を通じて Amazon EFS がオブジェクトに使用されたスペースを報告する場
合、オブジェクトの現在計測されたデータサイズは含まれますが、メタデータサイズは含まれません。
ファイルのディスク使用量を計測するには、du および stat ユーティリティの 2 つのユーティリティを使
用できます。以下は、空のファイルに du ユーティリティを使用し、-k オプションを使用して、キロバイ
ト単位で出力を返す方法の例です。
$ du -k file
4
file

以下は、空のファイルで stat ユーティリティを使用して、ファイルのディスク使用状況を返す方法の例
です。
$ /usr/bin/stat --format="%b*%B" file | bc
4096
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ディレクトリのサイズを計測するには、stat ユーティリティを使用します。Blocks 値を見つけ、その値
にブロックサイズを乗算します。以下は、空のディレクトリで stat ユーティリティを使用する方法の例
です。
$ /usr/bin/stat --format="%b*%B" . | bc
4096

Amazon EFS ファイルシステムの計測サイズ
Amazon EFS ファイルシステムの計測サイズには、スタンダードおよび IA ストレージクラスの現在のす
べてのオブジェクトのサイズの合計が含まれます。各オブジェクトのサイズは、計測された時間中のオブ
ジェクトのサイズの代表的なサンプリング、たとえば、午前 8 時から午前 9 時まで計算されます。
空のファイルは、ファイルシステムの計測されたサイズに 6 KiB (2 KiB メタデータ + 4 KiB データ + 4 KiB
データ) を提供します。作成した時点では、ファイルシステムには、空のルートディレクトリが 1 つしか
ないため、計測されたサイズは、6 KiB になります。
特定のファイルシステムの計測されたサイズは、その時間にそのファイルシステムの所有者アカウントに
課金される使用状況を定義します。

Note
計算されて計測されたサイズは、その時間内の特定の時刻におけるファイルシステムの一貫した
スナップショットを表すものではありません。むしろ、各時間内のさまざまな時刻に、あるいは
1 時間前にファイルシステムに存在するオブジェクトのサイズを表します。これらのサイズの値
は合計され、その時間のファイルシステムの計測されたサイズを決定します。これにより、ファ
イルシステムの計測されたサイズは、最終的に、ファイルシステムへの書き込みがないときに保
存されたオブジェクトの計測されたサイズと一致します。
Amazon EFS ファイルシステムのこの計測されたサイズは、以下の方法で確認できます。
• の使用describe-file-systems AWS CLIコマンドとDescribeFileSystems (p. 327)API オペレーション。レ
スポンスには、以下が含まれます。
"SizeInBytes":{
"Timestamp": 1403301078,
"Value": 29313417216,
"ValueInIA": 675432,
"ValueInStandard": 29312741784
}

各パラメータの意味は次のとおりです。
計測サイズValueInStandardは、ファイルシステムの I/O スループットのベースラインとバースト
レートを決定するためにも使用されます。スループットのバースト (p. 140)モード。
• を表示するスタンダード/ワンゾーンのサイズの列で区切られていますファイルシステムEFS 管理コン
ソールに表示されている各ファイルシステムの場合。
• EC2 インスタンスのターミナルプロンプトで、Linux の df コマンドを実行します。
du コマンドではなく、df コマンドを使用します。ストレージ計測の目的で、ファイルシステムのルー
トで du コマンドを使用しないでください。結果はすべてのデータを提供しません。

Note
計測サイズValueInStandardまた、I/O スループットのベースラインとバーストレートを決定す
るためにも使用されます。詳細については、「バーストスループットモード (p. 140)」を参照し
てください。
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低頻度のアクセスの計測
低頻度アクセス (IA) ストレージは 4 KiB ごとに計測されます。IA ファイルのメタデータ (ファイルあたり
2 KiB) は、常にスタンダードストレージクラスに保存され計測されます。IA ストレージのデータアクセス
は 1 MiB ごとに計測されます。

プロビジョニングされたスループットの計測
お客様は、プロビジョニングされたスループットが有効化されている時間に対してのみ料金を支払いま
す。プロビジョニングされたスループットは 1 時間に 1 回計測されます。プロビジョニングされたスルー
プットが 1 時間未満に設定されている場合のメータリングでは、Amazon EFS はミリ秒の精度を使用して
平均時間を計算します。
Amazon EFS ファイルシステムは、他のファイルシステム I/O オペレーションの 3 分の 1 のレートで読み
取りリクエストのスループットを測定します。たとえば、読み取りスループットと書き込みスループット
の両方を 30 MB/秒で駆動している場合、読み取り部分は有効スループットの 10 MB/秒、書き込み部分は
30 MB/秒、合計メータリングスループットは40 MB/秒になります。消費レートに対して調整されたこの組
み合わせスループットは、MeteredIOBytes CloudWatch のメトリクス。

AWS Budgets による Amazon EFS ファイルシステ
ムのコストの管理
AWS Budgets を使用して、 Amazon EFSファイルシステムのコストを計画および管理できます。
AWS Budgets は AWS Billing and Cost Management コンソールから使用できます。AWS Budgets を使用
するには、EFS ファイルシステムの月次コスト予算を作成します。コストが予算額を超えると予測される
場合に通知されるように予算を設定し、必要に応じて予算を維持するための調整を行うことができます。
AWS Budgets の使用時には、コストが関連付けられます。通常の AWS アカウント の場合、最初の 2 つ
の予算は無料です。コストを含む AWS Budgets の詳細については、AWS Billing ユーザーガイド の「
Budgets を使用したコストの管理」を参照してください。
予算のパラメータを使用して、アカウント、 AWS リージョン、サービス、またはタグレベルで Amazon
EFS のコストと使用量を管理するためのカスタム予算を設定できます。以下のセクションでは、AWS
Budgets により EFS ファイルシステムのコスト予算を設定する方法について概説しています。コスト予算
の作成には、コスト配分タグを使用します。

前提条件
以下のセクションで参照されている手順を実行するには、あらかじめ以下のものが必要です。
• EFS ファイルシステム
• 以下のアクセス許可を含む AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシー:
• AWS Billing and Cost Management コンソールを使用するアクセス許可。
• elasticfilesystem:CreateTags および elasticfilesystem:DescribeTags アクションを
実行するアクセス許可。

EFS ファイルシステムの月次コスト予算の作成
タグを使用して Amazon EFS ファイルシステムの月次コスト予算を作成するのは、3 ステップのプロセス
です。
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タグを使用して EFS ファイルシステムの月次コスト予算を作成するには
1.

コストの追跡対象となるファイルシステムの識別に使用するタグを作成します。この方法の詳細は、
「Amazon EFS リソースのタグ使用 (p. 51)」を参照してください。

2.

請求情報とコスト管理コンソールで、タグをコスト配分タグとして有効化します。詳細な手順につい
ては、AWS Billing ユーザーガイドの「ユーザー定義のコスト配分タグのアクティブ化」を参照してく
ださい。

3.

請求情報とコスト管理コンソールの[Budgets]で、AWS Budgetsに月次コスト予算を作成します。詳細
な手順については、AWS Billingユーザーガイドの「コストの予算の作成」を参照してください。

EFS の月次コスト予算を作成したら、[Budgets] ダッシュボードで表示できます。ダッシュボードには、
以下の予算データが表示されます。
• 予算期間中に予算に計上した現在のコストと使用量
• 予算期間の予算コスト。
• 予算期間の予測コスト。
• 予算額に対する現在のコストを示す割合
• 予算額に対する予測コストを示す割合
EFS のコスト予算の表示の詳細については、AWS Billingユーザーガイドの「予算の表示」を参照してくだ
さい。

ファイルシステムのステータス
Amazon EFS コンソールまたは AWS CLI を使用して、Amazon EFS ファイルシステムのステータスを表
示できます。Amazon EFS ファイルシステムは、次の表で説明されているステータス値のいずれかを持つ
ことができます。
ファイルシステムの状態

説明

AVAILABLE (利用可能)

ファイルシステムは正常な状態にあり、到達可能
であり、使用可能です。

CREATING (作成)

Amazon EFS は新しいファイルシステムを作成中
です。

[DELETING] (削除中)

Amazon EFS は、ユーザーが開始する削除リクエ
ストに応答して、ファイルシステムを削除してい
ます。詳細については、「Amazon EFS ファイル
システムを削除する (p. 37)」を参照してくださ
い。

削除済み

Amazon EFS は、ユーザーが開始する削除リクエ
ストに応答して、ファイルシステムを削除しまし
た。詳細については、「Amazon EFS ファイルシ
ステムを削除する (p. 37)」を参照してください。

UPDATING (更新)

ファイルシステムは、ユーザーが開始する更新要
求に応答して更新を受けています。

ERROR

1 ゾーンストレージクラスを使用するファイルシス
テム、レプリケーション構成のファイルシステム
に適用されます。
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ファイルシステムの状態

説明
ファイルシステムに障害が発生しており、リカバ
リできません。ファイルシステムデータにアクセ
スするには、このファイルシステムのバックアッ
プを新しいファイルシステムに復元します。詳細
については、次を参照してください。
• 復旧ポイントの復元 (p. 150).
• EFS ストレージクラス (p. 21)
• Amazon EFS レプリケーション (p. 152)
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Amazon EFS のモニタリング
モニタリングは、Amazon EFS および AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持す
る上で重要な部分です。のすべての部分からモニタリングデータを収集することをお勧めします。AWS
ソリューションにより、マルチポイント障害が発生した場合に、より簡単にデバッグできます。ただ
し、Amazon EFS のモニタリングを開始する前に、以下の質問に対する回答を反映したモニタリング計画
を作成する必要があります。
• モニタリングの目的は何ですか?
• モニタリングするリソースは何ですか?
• どのくらいの頻度でこれらのリソースをモニタリングしますか?
• 使用するモニタリングツールは何ですか?
• 誰がモニタリングタスクを実行しますか?
• 問題が発生したときに誰が通知を受け取りますか?
次のステップでは、さまざまなタイミングと負荷条件でパフォーマンスを測定することにより、お客様の
環境で通常の Amazon EFSのパフォーマンスのベースラインを確定します。Amazon EFS をモニタリン
グするには、モニタリングデータの履歴データを保存することを検討します。保存データを、最新のパ
フォーマンスデータと比較するベースラインとして使用し、通常のパフォーマンスのパターンやパフォー
マンスの異常を検出して、問題への対応を検討することができます。
たとえば、Amazon EFS を使って、ファイルシステムについてのネットワークのスループット、読み書き
やメタデータオペレーションの I/O、クライアント接続、バーストのクレジットバランスなどをモニタリン
グできます。確立したベースラインからパフォーマンスが外れた場合は、ファイルシステムのサイズ、ま
たはクライアント接続の数を変更して、ワークロードのファイルシステムを最適化する必要がある場合が
あります。
ベースラインを確立するには、少なくとも次の項目をモニタリングする必要があります。
• ファイルシステムのネットワークスループット。
• ファイルシステムへのクライアント接続の数。
• 読み取りデータ、書き込みデータ、メタデータオペレーションを含む、各ファイルシステムオペレー
ションのバイト数。

モニタリングツール
AWS は、Amazon EFS のモニタリングに使用できるさまざまなツールを提供します。これらのツールの
中には、自動モニタリングを設定できるものもあれば、手動操作を必要とするものもあります。モニタリ
ングタスクはできるだけ自動化することをお勧めします。

自動モニタリングツール
以下の自動化されたモニタリングツールを使用して、Amazon EFS を監視し、問題が発生したときにレ
ポートできます。
• アマゾン CloudWatch アラーム：指定した期間にわたって単一のメトリクスを監視し、複数の期間にわ
たり特定のしきい値に関連するメトリクス値に基づいて 1 つ以上のアクションを実行します。アクショ
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ンは、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックまたは Amazon EC2 Auto Scaling
のポリシーに送信される通知です。 CloudWatch アラームは、メトリクスが特定の状態にあるだけで
はアクションを呼び出しません。アクションを呼び出すには、状態が変化して、指定した期間継続し
ている必要があります。詳細については、「Amazon CloudWatch による Amazon EFS のモニタリン
グ (p. 118)」を参照してください。
• アマゾン CloudWatch ログ— からログファイルをモニタリング、保存、アクセスします。AWS
CloudTrailまたは他のソース。詳細については、次を参照してください。ログファイルをモニタリングす
るのアマゾン CloudWatch ユーザーガイド。
• アマゾン CloudWatch イベント：イベントに一致したものを 1 つ以上のターゲットの関数またはスト
リームに渡して、変更、状態の情報の収集、是正措置を行います。詳細については、次を参照してくだ
さい。Amazon とは CloudWatch イベントのアマゾン CloudWatch ユーザーガイド。
• AWS CloudTrailログのモニタリング— アカウント間でログファイルを共有し、モニタリング CloudTrail
に送信することでファイルをリアルタイムでログに記録します。 CloudWatch ログを作成し、Java で
ログ処理アプリケーションを記述し、CloudTrail による配信後にログファイルが変更されていないこ
とを検証します。詳細については、次を参照してください。の使用 CloudTrail ログファイルのAWS
CloudTrailユーザーガイド。

手動モニタリングツール
Amazon EFS のモニタリングでもう 1 つ重要な点は、Amazon がその項目を手動でモニタリングすること
です。 CloudWatch アラームはカバーしません。Amazon EFS、CloudWatch、その他AWS Management
Consoleダッシュボードには、 at-a-glance の状態の表示AWS環境。ファイルシステム のログファイルを
確認することもお勧めします。
• Amazon EFS コンソールから、ファイルシステムについて以下の項目を見つけることができます。
• 現在の計測サイズ
• マウントターゲットの数
• ライフサイクルの状態
• CloudWatch ホームページには、次の内容が表示されます。
• 現在のアラームとステータス
• アラームとリソースのグラフ
• サービスヘルスステータス
さらに、 CloudWatch ] をクリックして、次の作業を行います。
• 作成カスタマイズされたダッシュボードを使用して、使用するサービスをモニタリングします。
• メトリクスデータをグラフ化して、問題のトラブルシューティングと傾向の発見を行います。
• AWS リソースのすべてのメトリクスを検索およびブラウズする。
• 問題があることを通知するアラームを作成および編集する。

Amazon CloudWatch による Amazon EFS のモニタ
リング
Amazon CloudWatch を使用して ファイルシステム をモニタリングすることで、Amazon EFS から raw
データを収集し、リアルタイムに近い読み取り可能なメトリクスに加工することができます。これらの統
計は 15 か月間記録されるため、ウェブアプリケーションまたはサービスの動作をより的確に把握できま
す。
デフォルトでは、Amazon EFS メトリクスデータはに自動的に送信されます。 CloudWatch 1 分間隔
で。ただし、一部のメトリクスについては記載がない限り。Amazon EFS コンソールには、Amazon
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CloudWatch の raw データに基づいて一連のグラフが表示されます。必要に応じて、からファイルシステ
ムのデータを取得することもできます。 CloudWatch コンソールのグラフではなく。
Amazon CloudWatch の詳細については、「」を参照してください。アマゾン CloudWatch ユーザーガイ
ド。
トピック
• アマゾン CloudWatch Amazon EFS のメトリクス (p. 119)
• Amazon EFS のメトリクスを使用するには、どうすればよいですか? (p. 122)
• Amazon EFS で Metric Math を使用する (p. 123)
• EFS ファイルシステムのマウントステータスのモニタリング (p. 127)
• へのアクセス CloudWatch メトリックス (p. 127)
• の作成 CloudWatch Amazon EFS をモニタリングするためのアラーム (p. 129)

アマゾン CloudWatch Amazon EFS のメトリクス
Amazon EFS メトリクスは EFS 名前空間を使用して、1 つのディメンションのメトリクス
FileSystemId を提供します。ファイルシステムの ID は Amazon EFS コンソールにあり、その形式は
fs-abcdef0123456789a です。
AWS/EFS 名前空間には、次のメトリクスが含まれます。
TimeSinceLastSync
レプリケーション構成内のデスティネーションファイルシステムへの同期が最後に成功
してから経過した時間を示します。ソース・ファイル・システム上のデータに対する変更
がTimeSinceLastSync値は正常にレプリケートされました。後に発生したソースでの変
更TimeSinceLastSync完全にはレプリケートされない可能性があります。詳細については、
「Amazon EFS レプリケーション (p. 152)」を参照してください。
単位: [Seconds] (秒)
PercentIOLimit
ファイルシステムが汎用パフォーマンス モードの I/O 制限にどれだけ近づいているかを示します。こ
のメトリクスが 100 パーセントになっていることが多い場合、最大 I/O パフォーマンスモードを使用
したファイルシステムにアプリケーションを移行することをご検討ください。

Note
このメトリクスは汎用パフォーマンスモードを使用したファイルシステムのみで提供されま
す。
単位: 割合 (%)
BurstCreditBalance
ファイルシステムのバーストクレジットの数。バーストクレジットによって、ファイルシステムは一
定の期間、ファイルシステムのベースラインレベルを超えたスループットレベルまでバーストするこ
とができます。詳細については、「バーストスループットモード (p. 140)」を参照してください。
Minimum 統計は、期間中の 1 分間の最小のバーストクレジットバランスです。Maximum 統計は、期
間中の 1 分間の最大のバーストクレジットバランスです。Average 統計は、期間中の平均のバースト
クレジットバランスです。
単位: バイト
有効な統計: Minimum、Maximum、Average
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PermittedThroughput
ファイルシステムがドライブできる最大のスループット容量。プロビジョニングされたスループッ
トモードのファイルシステムについては、EFS スタンダードストレージクラスに保存されたデータ
の量によってファイルシステムがプロビジョニングされたよりも高いスループットを実現できる場
合、このメトリクスはプロビジョニングされたスループットではなく高いスループットを反映しま
す。バーストスループットモードのファイルシステムの場合、この値はファイルシステムサイズと
BurstCreditBalance の関数です。詳細については、「Amazon EFS パフォーマンス (p. 138)」
を参照してください。
Minimum 統計は、期間中の 1 分間の最小の許可されるスループットです。Maximum 統計は、期間中
の 1 分間の最大の許可されるスループットです。Average統計は、期間中の許可される平均スルー
プットです。

Note
読み取りオペレーションは、他のオペレーションの 3 分の 1 の割合で計測されます。
単位: 1 秒あたりのバイト数
有効な統計: Minimum、Maximum、Average
MeteredIOBytes
読み取りデータ、書き込みデータ、メタデータオペレーションを含む、各ファイルシステムオペレー
ションの従量制バイト数。読み取りオペレーションは他のオペレーションの 3 分の 1 のレートで計測
されます。
MeteredIOBytes と PermittedThroughput を比較する CloudWatch メトリックス数式 (p. 125)
を作成できます。これらの値が等しい場合は、ファイルシステムに割り当てられたスループットの全
量が消費されます。この場合、より高いスループットを得るために、ファイルシステムのスループッ
トモードを「プロビジョニングされたスループット」に変更することを検討します。
Sum 統計は、すべてのファイルシステムオペレーションに関連付けられる従量制バイトの総数で
す。Minimum 統計は、期間中の最小オペレーションのサイズです。Maximum 統計は、期間中の
最大オペレーションのサイズです。Average 統計は、期間中のオペレーションの平均サイズで
す。SampleCount 統計は、すべてのオペレーションの数を提供します。
単位
• Minimum、Maximum、Average、Sum 統計では、バイトです。
• SampleCount のカウント
有効な統計: Minimum、Maximum、Average、Sum、SampleCount
TotalIOBytes
読み取りデータ、書き込みデータ、メタデータオペレーションを含む、各ファイルシステムオペレー
ションの実際のバイト数。これは、アプリケーションが実際に駆動している量であり、ファイルシス
テムが計測しているスループットではありません。PermittedThroughput に示されている数字よ
りも大きい可能性があります。
Sum 統計は、すべてのファイルシステムオペレーションに関連付けられる総バイト数です。Minimum
統計は、期間中の最小オペレーションのサイズです。Maximum 統計は、期間中の最大オペレーショ
ンのサイズです。Average 統計は、期間中のオペレーションの平均サイズです。SampleCount 統計
は、すべてのオペレーションの数を提供します。

Note
その期間の 1 秒あたりの平均オペレーション数を算出するには、SampleCount 統計をその
期間の秒数で割ります。その期間の平均スループット (バイト/秒) を算出するには、Sum 統計
をその期間の秒数で割ります。

120

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
アマゾン CloudWatch Amazon EFS のメトリクス

単位：
• Minimum、Maximum、Average、Sum 統計では、バイトです。
• SampleCount のカウント
有効な統計: Minimum、Maximum、Average、Sum、SampleCount
DataReadIOBytes
各ファイルシステムの読み取りオペレーションのバイト数。
Sum 統計は読み取りオペレーションと関連付けられる総バイト数です。Minimum 統計は、期間中の最
小読み取りオペレーションのサイズです。Maximum 統計は、期間中の最大読み取りオペレーションの
サイズです。Average 統計は、期間中の読み取りオペレーションの平均サイズです。SampleCount
統計は読み取りオペレーションの数を提供します。
単位：
• Minimum、Maximum、Average、および Sum のバイト。
• SampleCount のカウント
有効な統計: Minimum、Maximum、Average、Sum、SampleCount
DataWriteIOBytes
各ファイルシステムの書き込みオペレーションのバイト数。
Sum 統計は書き込みオペレーションと関連付けられる総バイト数です。Minimum 統計は、期間中の最
小書き込みオペレーションのサイズです。Maximum 統計は、期間中の最大書き込みオペレーションの
サイズです。Average 統計は、期間中の書き込みオペレーションの平均サイズです。SampleCount
統計は書き込みオペレーションの数を提供します。
単位：
• Minimum、Maximum、Average、Sum 統計の単位はバイトです。
• SampleCount のカウント
有効な統計: Minimum、Maximum、Average、Sum、SampleCount
MetadataIOBytes
各メタデータオペレーションのバイト数。
Sum 統計はメタデータオペレーションと関連付けられる総バイト数です。Minimum 統計は、期間
中の最小メタデータオペレーションのサイズです。Maximum 統計は、期間中の最大メタデータオ
ペレーションのサイズです。Average 統計は、期間中のメタデータオペレーションの平均サイズで
す。SampleCount 統計はメタデータオペレーションの数を提供します。
単位：
• Minimum、Maximum、Average、Sum 統計の単位はバイトです。
• SampleCount のカウント
有効な統計: Minimum、Maximum、Average、Sum、SampleCount
ClientConnections
ファイルシステムへのクライアント接続の数。標準クライアントを使用する場合、マウントされた
Amazon EC2 インスタンスごとに 1 つの接続があります。

Note
1 分を超える期間の平均 ClientConnections を算出するには、Sum 統計をその期間の分数
で割ります。
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単位: クライアント接続の数
有効な統計: Sum
StorageBytes
EFS スタンダードおよび EFS スタンダード低頻度アクセス (EFS スタンダード-IA) ストレージクラ
スに保存されているデータの量を含む、ファイルシステムのサイズ (バイト単位)。このメトリクス
は、CloudWatch に 15 分間隔で発行されます。ストレージクラスの詳細については、EFS ストレージ
クラス (p. 21) を参照してください。
StorageBytes メトリクスには 3 つのディメンションがあります。
• Total は、両方のストレージクラスを含め、ファイルシステムに保存されているデータの最新の既
知の従量制サイズ（バイト単位）です。
• Standardは、EFS スタンダードストレージクラスに保存されているデータの最新の既知の従量制
サイズ (バイト単位) です。
• IAは、EFS Standard-IA ストレージクラスに保存されているデータの最新の既知の従量制サイズ (バ
イト単位) です。
単位: バイト

Note
StorageBytesが Amazon EFS コンソールに表示されます。ファイルシステムメトリク
スベース 1024 単位（キビバイト、メビバイト、ジビバイト、テビバイト、テビバイト）を
使用するページ。

CloudWatch で報告されたバイト数
Amazon EFS CloudWatch メトリクスは raw としてレポートされます。バイト。バイトは、単位の 10 進
数または 2 進数の倍数に丸められません。メトリクスから取得したデータを使用してバースト速度を計算
するときには、このことを念頭に置いてください。バーストの詳細については、「バーストスループット
モード (p. 140)」を参照してください。

Amazon EFS のメトリクスを使用するには、どうすれ
ばよいですか?
Amazon EFS からレポートされるメトリックスには、さまざまな方法で分析できる情報が含まれていま
す。以下のリストは、メトリクスの一般的な利用方法をいくつか示しています。ここで紹介するのは開始
するための提案事項です。すべてを網羅しているわけではありません。
どうすればよいか?

関連するメトリクス

自分のスループットを決
定するにはどうすればよ
いですか?

毎日の TotalIOBytes メトリクスの Sum 統計をモニタリングして、スルー
プットを確認できます。

ファイルシステムに接続 ClientConnections メトリクスの Sum 統計をモニタリングできます。1
されている Amazon EC2 分を超える期間の平均 ClientConnections を算出するには、合計をその
インスタンスの数を追跡 期間の分数で割ります。
するにはどうすればよい
ですか?
私のバーストクレジット
バランスを確認するには
どうすればよいですか?

ファイルシステムの BurstCreditBalance メトリクスをモニタリングする
ことによってバランスを確認できます。バーストとバーストクレジットの詳
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どうすればよいか?

関連するメトリクス
細については、「バーストスループットモード (p. 140)」を参照してくだ
さい。

を使用する CloudWatch スループットのパフォーマンスをモニタ
リングするためのメトリクス
Amazon EFS CloudWatch スループット監視のメトリッ
ク：TotalIOBytes,ReadIOBytes,WriteIOBytes, およびMetadataIOBytes：ファイルシステム
上で実行している実際のスループットを表します。メトリクス MeteredIOBytes は、駆動している
全体の従量制スループット (p. 140)の計算を表します。Amazon EFS コンソールのモニタリングセク
ションの「スループット使用率（％）」グラフを使って、スループット使用率をモニタリングすること
ができます。カスタムAmazonを使っている場合 CloudWatch ダッシュボードまたは別の監視ツールで
は、CloudWatch Metric Math 式 (p. 125)との比較MeteredIOBytesにPermittedThroughput。
PermittedThroughputファイルシステムに対して許容されるスループットの量を測定します。この値
は、次のいずれかの方法に基づいています。
• プロビジョニングされたスループットモードのファイルシステムについては、EFS スタンダードスト
レージクラスに保存されたデータの量によってファイルシステムがプロビジョニングされたよりも高い
スループットを実現できる場合、このメトリクスはプロビジョニングされたスループットではなく高い
スループットを反映します。
• バーストスループットモードのファイルシステムの場合、この値はファイルシステムサイズと
BurstCreditBalance の関数です。
MeteredIOBytes と PermittedThroughput の値が等しい場合、ファイルシステムが利用可能なすべ
てのスループットを消費しています。プロビジョニングされたスループットモードを使用するファイルシ
ステムでは、追加のスループットをプロビジョニングできます。
バーストスループットモードを使用するファイルシステムの場合、BurstCreditBalance をモニタリン
グして、ファイルシステムがベースレートではなくバーストレートで動作していることを確認します。バ
ランスが一貫してゼロまたはゼロに近い場合は、追加のスループットを得るには、プロビジョニングされ
たスループットモードに切り替える必要があります。

Amazon EFS で Metric Math を使用する
メトリック演算を使用すると、複数のクエリを実行できます。 CloudWatch メトリクスを使用し、数式を
使用して、これらのメトリクスに基づく新しい時系列を作成します。作成された時系列は、 CloudWatch
コンソールを使用してダッシュボードに追加できます。たとえば、Amazon EFS メトリクスを使用し
て、60 で割った DataRead オペレーションのサンプル数を取得できます。結果は、指定された 1 分間の
1 秒あたりのファイルシステムにおける読み取りの平均数です。Metric Math 関数の詳細については、「」
を参照してください。Metric Math を使用するのアマゾン CloudWatch ユーザーガイド。
以下は、Amazon EFS で役立ついくつかのメトリクス数式です。
トピック
• Metric Math: スループット (MiB/秒) (p. 124)
• Metric Math: パーセントスループット (p. 124)
• Metric Math: 許可スループット使用割合 (%) (p. 125)
• Metric Math: スループット IOPS (p. 125)
• Metric Math: IOPS のパーセンテージ (p. 126)
• Metric Math: 平均 I/O サイズ (KiB 単位) (p. 126)
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• Amazon EFS の AWS CloudFormation テンプレートで Metric Math を使用する (p. 127)

Metric Math: スループット (MiB/秒)
ある期間の平均スループット (MiB/秒) を算出するには、最初に合計の統計
(DataReadIOBytes、DataWriteIOBytes、MetadataIOBytes、または TotalIOBytes) を選択しま
す。次に、値を MiB に変換して、その期間の秒数で割ります。
たとえば、このようなロジックがあるとします: (TotalIOBytes の合計 ÷ 1048576 (MiB に変換するた
め)) ÷ その期間の秒数
次に、 CloudWatch メトリクス情報は次のようになります。
ID

使用可能なメトリクス

統計

間隔

m1

• DataReadIOBytes

sum

1分

• DataWriteIOBytes
• MetadataIOBytes
• TotalIOBytes
メトリクス数学 ID と表現は次のとおりです。
ID

表現

e1

(m1/1048576)/PERIOD(m1)

Metric Math: パーセントスループット
このメトリック数式は、異なるI/Oタイプに使用される全体的なスループットの割合（たとえ
ば、読み取り要求によって駆動される合計スループットの割合）を計算します。I / Oタイプ
(DataReadIOBytes、DataWriteIOBytes、または MetadataIOBytes) のいずれかが一定期間に使用
した全体的なスループットの割合を計算するには、まず、それぞれの合計の統計に 100 を掛けます。次
に、その結果を同じ期間の TotalIOBytes の合計の統計で割ります。
たとえば、このようなロジックがあるとします: (DataReadIOBytes の合計 x 100 (パーセントに変換する
ため)) ÷ TotalIOBytes の合計
次に、 CloudWatch メトリクス情報は次のようになります。
ID

使用可能なメトリクス

統計

間隔

m1

• TotalIOBytes

sum

1分

m2

• DataReadIOBytes

sum

1分

メトリクス数学 ID と表現は次のとおりです。
ID

表現

e1

(m2*100)/m1
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Metric Math: 許可スループット使用割合 (%)
ある期間の許容スループット使用割合 (%) (MeteredIOBytes) を計算するには、スループット (MiB/秒)
を 100 で掛けます。次に、その結果を同じ期間の PermittedThroughput の合計の統計を MiB で換算し
たもので割ります。
たとえば、このようなロジックがあるとします: (Metric Math 式、MiB/秒 x 100 (百分率に換算するため)) ÷
(PermittedThroughput の合計 ÷ 1,048,576 (バイトを MiB に換算するため))
次に、 CloudWatch メトリクス情報は次のようになります。
ID

使用可能なメトリクス

統計

間隔

m1

MeteredIOBytes

sum

1分

m2

PermittedThroughput sum

1分

メトリクス数学 ID と表現は次のとおりです。
ID

表現

e1

(m1/1048576) /PERIOD (m1)

e2

m2/1048576

e3

((e1)*100)/(e2)

Metric Math: スループット IOPS
ある期間の 1 秒あたりの平均オペレーション数 (IOPS) を算出するには、サンプル数の統計
(DataReadIOBytes、DataWriteIOBytes、MetadataIOBytes または TotalIOBytes) をその期間の
秒数で割ります。
たとえば、このようなロジックがあるとします: DataWriteIOBytes のサンプル数 ÷ その期間の秒数
次に、 CloudWatch メトリクス情報は次のようになります。
ID

使用可能なメトリクス

統計

間隔

m1

• DataReadIOBytes

サンプル数

1分

• DataWriteIOBytes
• MetadataIOBytes
• TotalIOBytes
メトリクス数学 ID と表現は次のとおりです。
ID

表現

e1

m1/PERIOD(m1)
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Metric Math: IOPS のパーセンテージ
ある期間のさまざまな I/O タイプ (DataReadIOBytes、DataWriteIOBytes、または
MetadataIOBytes) の 1 秒あたりの IOPS の割合を計算するには、まず、それぞれのサンプル数の統計
に 100 を掛けます。次に、その値を同じ期間の TotalIOBytes のサンプル数の統計で割ります。
たとえば、このようなロジックがあるとします: (MetadataIOBytes のサンプル数 x 100 (パーセントに変
換するため)) ÷ TotalIOBytes のサンプル数
次に、 CloudWatch メトリクス情報は次のようになります。
ID

使用可能なメトリクス

統計

間隔

m1

• TotalIOBytes

サンプル数

1分

m2

• DataReadIOBytes

サンプル数

1分

• DataWriteIOBytes
• MetadataIOBytes
メトリクス数学 ID と表現は次のとおりです。
ID

表現

e1

(m2*100)/m1

Metric Math: 平均 I/O サイズ (KiB 単位)
ある期間の平均 I/O サイズ (KiB 単位) を計算するには、DataReadIOBytes、DataWriteIOBytes、また
は MetadataIOBytes メトリクスのそれぞれの合計の統計を、そのメトリクスの同じサンプル数の統計で
割ります。
たとえば、このようなロジックがあるとします: (DataReadIOBytes の合計 ÷ 1,024 (KiB に変換するた
め)) ÷ DataReadIOBytes のサンプル数
次に、 CloudWatch メトリクス情報は次のようになります。
ID

使用可能なメトリクス

統計

間隔

m1

• DataReadIOBytes

sum

1分

サンプル数

1分

• DataWriteIOBytes
• MetadataIOBytes
m2

• DataReadIOBytes
• DataWriteIOBytes
• MetadataIOBytes

メトリクス数学 ID と表現は次のとおりです。
ID

表現

e1

(m1/1024)/m2
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Amazon EFS の AWS CloudFormation テンプレートで Metric
Math を使用する
AWS CloudFormation テンプレートを使用してメトリクス数式を作成することもできます。そのような
テンプレートの1つは、GitHub にある「Amazon EFS チュートリアル」からダウンロードしてカスタマ
イズして使用することができます。AWS CloudFormation テンプレート使用の詳細については、AWS
CloudFormationユーザーガイド にある「AWS CloudFormation テンプレートの使用」を参照してくださ
い。

EFS ファイルシステムのマウントステータスのモニタ
リング
Amazon使えよ CloudWatch Amazon EC2 インスタンスにログインすることなく EFS ファイルシステムの
マウントステータスをリモートでモニタリングするためのログ。を使用するには、次の前提条件が必要で
す。 CloudWatch ファイルシステムのマウントステータスをモニタリングするログ:
1. Amazon EC2 インスタンスは、AmazonElasticFileSystemsUtilsアクセス許可ポリシー。詳
細については、「ステップ 1: 必要なアクセス権限を持つ IAM インスタンスプロファイルを設定す
る (p. 58)」を参照してください。
2. バージョン 1.28.1 以降の Amazon EFS クライアント (amazon-efs-utilsパッケージ) は Amazon
EC2 インスタンスにインストールされています。AWS Systems Manager を使用して、インスタンスに
パッケージを自動的にインストールすることができます。詳細については、「ステップ 2: Amazon EFS
クライアントをインストールまたは更新するためにステートマネージャーが使用する関連付けを設定す
る (p. 58)」を参照してください。
3. -botocoreパッケージは Amazon EC2 インスタンスにインストールされています。詳細については、
「botocore のインストール (p. 65)」を参照してください。
4. -efs-utils.conf設定ファイルが更新され、有効になります CloudWatch ログ。使用する手順AWS
Systems Managerをインストールして設定するにはamazon-efs-utilsパッケージ、有効にするこの
更新プログラム CloudWatch ログは自動的に行われます。yumリポジトリーから amazon-efs-utils
パッケージをインストールする場合、cloudwatch-log セクションの # enabled = true 行のコメ
ントを解除して、/etc/amazon/efs/efs-utils.conf 設定ファイルを手動で更新する必要がありま
す。
マウントステータス・ログ・エントリの例を次に示します。
Successfully mounted fs-12345678.efs.us-east-1.amazonaws.com at /home/ec2-user/efs
Mount failed, Failed to resolve "fs-01234567.efs.us-east-1.amazonaws.com"

でマウントステータスを表示するには CloudWatch ログ
1.

を開く CloudWatch コンソールhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。

2.

左側のナビゲーションバーで、[ロググループ] を選択します。

3.

[/aws/efs/utils] ロググループを選択します。Amazon EC2 インスタンスと EFS ファイルシステムの組
み合わせごとにログストリームが表示されます。

4.

ログストリームを選択して、ファイルシステムのマウントステータスを含む特定のログイベントを表
示します。

へのアクセス CloudWatch メトリックス
の Amazon EFS メトリクスを表示できます。 CloudWatch いくつかの方法で:
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• Amazon EFS コンソールで
• 左 CloudWatch コンソール
• の使用 CloudWatch CLI
• の使用 CloudWatch API
次の手順は、さまざまなツールを使用してメトリクスにアクセスする方法を示しています。

を表示するには CloudWatch Amazon EFS コンソールのメトリクスとアラーム
1.

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

2.

[File Systems (ファイルシステム)] を選択します。

3.

表示するファイルシステムを選択します。 CloudWatch のメトリクス。

4.

[モニタリング]を選択すると、[ファイルシステムのメトリックス]ページが表示されます。
-ファイルシステムメトリクスページには、のデフォルトのセットが表示されます。 CloudWatch ファ
イルシステムのメトリクス。任意 CloudWatch 設定したアラームも、これらのメトリクスとともに表
示されます。最大 I/O パフォーマンスモードを使用するファイルシステムの場合、デフォルトのメト
リクスセットには、パーセント IO制限の代わりにバーストクレジットバランスが含まれます。設定ア
イコン(
)を選択してアクセスする[メトリック設定]ダイアログボックスを使用して、デフォルト設
定を上書きできます。

Note
スループット使用率 (%) メトリクスは CloudWatch メトリック。 CloudWatch Metric Math。
5.

メトリクスやアラームの表示方法は、[ファイルシステムメトリクス]ページのコントロールを使って以
下のように調整できます。

• 時系列または単一値の間で表示モードを切り替えます。
• を表示または非表示にする CloudWatch ファイルシステムに設定されたアラーム。
• [CloudWatch で詳しく見る]を選択して、CloudWatch でメトリクスを表示します。
• 選択ダッシュボードに追加を開くには CloudWatch ダッシュボードを表示し、表示された指標を追
加します。
• 表示されるメトリクス時間枠を 1 時間から 1 週間に調整します。

を使ってメトリクスを表示するには CloudWatch コンソール
1.

を開く CloudWatch コンソールhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。

2.

ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) をクリックします。

3.

[EFS] 名前空間を選択します。

4.

(オプション) メトリクスを表示するには、検索フィールドにその名前を入力します。
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5.

(オプション) ディメンション別にフィルタリングするには、[FileSystemId] を選択します。

AWS CLI からメトリクスにアクセスするには
•

--namespace "AWS/EFS" 名前空間で list-metrics コマンドを使用します。詳細については、
「AWS CLI コマンドリファレンス」を参照してください。

からメトリックスにアクセスするには CloudWatch API
•

GetMetricStatistics を呼び出します。詳細については、次を参照してください。アマゾン
CloudWatch API リファレンス。

の作成 CloudWatch Amazon EFS をモニタリングする
ためのアラーム
を作成することもできます。 CloudWatch アラームの状態が変更されると Amazon SNS メッセージを送信
するアラーム。1 つのアラームで、指定した期間中、1 つのメトリクスをモニタリングします。その後、
アラームは、複数の期間にわたるしきい値とメトリクスの値の関係性に基づき、1 つ以上のアクションを
実行します。アクションは、Amazon SNS のトピックまたはオートスケーリングのポリシーに送信される
通知です。
アラームは、持続している状態変化に対してのみアクションを呼び出します。 CloudWatch アラームは、
メトリクスが特定の状態にあるだけではアクションを呼び出しません。アクションを呼び出すには、状態
が変わり、それが指定した数の期間にわたって持続している必要があります。
一つの重要な使い方 CloudWatch Amazon EFS のアラームは、ファイルシステムに保管時の暗号化を適用
することです。Amazon EFS ファイルシステムの作成時に、保管時のデータの暗号化を有効にすることが
できます。データを強制するには encryption-at-rest Amazon EFS ファイルシステムのポリシー。Amazon
EFS ファイルシステムについては、Amazon を使用できます。 CloudWatch そしてAWS CloudTrailを使用
して、ファイルシステムの作成を検出し、保管時の暗号化が有効になっているかどうかを確認します。詳
細については、「ウォークスルー: Amazon EFS ファイルシステムでの保管時の暗号化の強制 (p. 193)」
を参照してください。

Note
現時点では、転送時に暗号化を強制することはできません。
次の手順は、Amazon EFS のアラームを作成する方法について説明しています。

を使用してアラームを設定するには CloudWatch コンソール
1.

にサインインします。AWS Management Consoleを開き CloudWatch コンソールhttps://
console.aws.amazon.com/cloudwatch/。

2.

[Create Alarm] を選択します。これにより、[Create Alarm Wizard] が起動します。

3.

[EFS Metrics] を選択し、Amazon EFS メトリクスをスクロールして、アラームを設定するメトリクス
を見つけます。このダイアログボックスに Amazon EFS メトリクスのみを表示するには、ファイルシ
ステムのファイルシステム ID を検索します。アラームを作成するメトリクスを選択し、[Next] (次へ)
をクリックします。

4.

[名前]、[説明]、[次の時] のそれぞれにメトリクスの値を入力します。

5.

必要な場合 CloudWatch アラーム状態になったときにに電子メールを送信するには、このアラームは
いつでも次のようになります。フィールドで、状態はALARM。[Send notification to:(通知の送信先:)]
フィールドで、既存の SNS トピックを選択します。[Create topic] を選択すると、新しいメールサブ
スクリプションリストの名前とメールアドレスを設定できます。このリストは保存され、今後のア
ラーム用のフィールドに表示されます。
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Note
[Create Topic] (トピックの作成) を使用して新しい Amazon SNS トピックを作成する場合、
メールアドレスを検証しなければ、そのアドレスで通知を受け取ることができません。メー
ルは、アラームがアラーム状態になったときにのみ送信されます。アラーム状態になった際
に、メールアドレスの検証がまだ完了していない場合は、そのアドレスで通知を受け取るこ
とはできません。
6.

この時点で、[アラームのプレビュー] エリアで、作成するアラームを確認できます。[Create Alarm]
(アラームの作成) を選択します。

AWS CLI を使用してアラームを設定するには
•

put-metric-alarm を呼び出します。詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」を参照
してください。

を使用してアラームを設定するには CloudWatch API
•

PutMetricAlarm を呼び出します。詳細については、「」を参照してください。アマゾン
CloudWatch API リファレンス。

AWS CloudTrail での Amazon EFS API コールのロ
グ記録
Amazon EFS はAWS CloudTrail、と統合されています。これは、Amazon EFS のユーザー、ロール、また
はAWSのサービスで実行されたアクションを記録するためのサービスです。 CloudTrail EFS コンソール
からの呼び出しと Amazon EFS API オペレーションへのコード呼び出しを含む、Amazon EFS 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。
証跡を作成する場合は、Amazon EFS CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 バケットへのイベン
トの継続的な配信を有効にすることができます。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。で収集された情報を使用して
CloudTrail、Amazon EFS に対するリクエスト、リクエスト日時などの詳細を確認できます。
の詳細については CloudTrail、『AWS CloudTrailユーザーガイド』を参照してください。

の Amazon EFS 情報 CloudTrail
CloudTrail は、AWS アカウントアカウント作成時にで有効になります。Amazon EFS でアクティビティ
が発生すると、そのアクティビティは [Event history] ( CloudTrail イベント履歴)AWS の他ののサービス
のイベントとともにイベントに記録されます。最近のイベントは、AWS アカウント で表示、検索、ダウ
ンロードできます。詳細については、「 CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してくださ
い。
Amazon EFS のイベントなどの、AWS アカウント におけるイベントを継続的に記録するには、追跡を
作成します。追跡により CloudTrail 、Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コンソー
ルで証跡を作成するときに、証跡がすべての AWS リージョン に適用されます。証跡は、AWS パーティ
ションのすべての AWS リージョン からのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにロ
グファイルを配信します。さらに、AWS CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータに基づいた
行動のためにその他のサービスを設定できます。詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド:」
の以下のトピックを参照してください。
• 追跡作成の概要
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• CloudTrail サポート対象のサービスと統合
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• CloudTrail 複数のリージョンからのログファイルの受け取るおよび CloudTrail 複数のアカウントからの
ログファイルの受け取る
すべての Amazon EFS API 呼び出しはによってログに記録されます (p. 268) CloudTrail。たとえ
ば、、CreateMountTargetCreateTagsおよびオペレーションを呼び出すとCreateFileSystem、
CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。
• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか.
• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。
詳細については、AWS CloudTrailユーザーガイドの CloudTrail userIdentity 要素を参照してください。

Amazon EFS ログファイルエントリの概要
[トレイル] は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定
です。 CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリがあります。イベントは、任意のソースか
らの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関する情報
が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースで
はないため、特定の順序では表示されません。
次の例は、 CloudTrail CreateTagsファイルシステムのタグがコンソールから作成されたときの操作を示
すログエントリを示しています。
{

"eventVersion": "1.06",
"userIdentity": {
"type": "Root",
"principalId": "111122223333",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:root",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2017-03-01T18:02:37Z"
}
}
},
"eventTime": "2017-03-01T19:25:47Z",
"eventSource": "elasticfilesystem.amazonaws.com",
"eventName": "CreateTags",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "console.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"fileSystemId": "fs-00112233",
"tags": [{
"key": "TagName",
"value": "AnotherNewTag"
}
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]
},
"responseElements": null,
"requestID": "dEXAMPLE-feb4-11e6-85f0-736EXAMPLE75",
"eventID": "eEXAMPLE-2d32-4619-bd00-657EXAMPLEe4",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2015-02-01",
"recipientAccountId": "111122223333"

}

次の例は、 CloudTrail DeleteTagsファイルシステムのタグがコンソールから削除されたときのアクショ
ンを示すログエントリを示しています。
{

"eventVersion": "1.06",
"userIdentity": {
"type": "Root",
"principalId": "111122223333",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:root",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2017-03-01T18:02:37Z"
}
}
},
"eventTime": "2017-03-01T19:25:47Z",
"eventSource": "elasticfilesystem.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteTags",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "console.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"fileSystemId": "fs-00112233",
"tagKeys": []
},
"responseElements": null,
"requestID": "dEXAMPLE-feb4-11e6-85f0-736EXAMPLE75",
"eventID": "eEXAMPLE-2d32-4619-bd00-657EXAMPLEe4",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2015-02-01",
"recipientAccountId": "111122223333"

}

EFS サービスにリンクされたロールのログエントリ
Amazon EFS サービスにリンクされたロールは、AWS リソースへの API コールを行います。EFS サー
ビスにリンクされたロールによって行われた CloudTrail Forの呼び出しのログエントリが表示されま
す。username: AWSServiceRoleForAmazonElasticFileSystemEFS およびサービスにリンクされ
たロールの詳細については、「Amazon EFS サービスリンクロールの使用 (p. 225)」を参照してくださ
い。
次の例は、Amazon EFS AWSServiceRoleForAmazonElasticFileSystem がサービスにリンクされたロール
を作成したときの CloudTrail CreateServiceLinkedRoleアクションを示すログエントリを示していま
す。
{
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"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "111122223333",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/user1",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "A111122223333",
"userName": "user1",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2019-10-23T22:45:41Z"
}
},
"invokedBy": "elasticfilesystem.amazonaws.com”
},
"eventTime": "2019-10-23T22:45:41Z",
"eventSource": "iam.amazonaws.com",
"eventName": "CreateServiceLinkedRole",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "user_agent",
"requestParameters": {
"aWSServiceName": "elasticfilesystem.amazonaws.com”
},
"responseElements": {
"role": {
"assumeRolePolicyDocument":
"111122223333-10-111122223333Statement111122223333Action111122223333AssumeRole111122223333Effect
%22%3A%20%22Allow%22%2C%20%22Principal%22%3A%20%7B%22Service%22%3A%20%5B%22
elasticfilesystem.amazonaws.com%22%5D%7D%7D%5D%7D",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/
elasticfilesystem.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonElasticFileSystem",
"roleId": "111122223333",
"createDate": "Oct 23, 2019 10:45:41 PM",
"roleName": "AWSServiceRoleForAmazonElasticFileSystem",
"path": "/aws-service-role/elasticfilesystem.amazonaws.com/“
}
},
"requestID": "11111111-2222-3333-4444-abcdef123456",
"eventID": "11111111-2222-3333-4444-abcdef123456",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

次の例は、で説明したように、 CloudTrail CreateNetworkInterfaceにリンクされたロー
ルによって実行されたアクションを示すログエントリを示していますsessionContext。
AWSServiceRoleForAmazonElasticFileSystem
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:sts::0123456789ab:assumed-role/
AWSServiceRoleForAmazonElasticFileSystem/0123456789ab",
"accountId": "0123456789ab",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::0123456789ab:role/aws-service-role/
elasticfilesystem.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonElasticFileSystem",
"accountId": "0123456789ab",
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"userName": "AWSServiceRoleForAmazonElasticFileSystem"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2019-10-23T22:50:05Z"
}

},
"invokedBy": "AWS Internal"

}

},
"eventTime": "20You 19-10-23T22:50:05Z",
"eventSource": "ec2.amazonaws.com",
"eventName": "CreateNetworkInterface",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "elasticfilesystem.amazonaws.com”,
"userAgent": "elasticfilesystem.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"subnetId": "subnet-71e2f83a",
"description": "EFS mount target for fs-1234567 (fsmt-1234567)",
"groupSet": {},
"privateIpAddressesSet": {}
},
"responseElements": {
"requestId": "0708e4ad-03f6-4802-b4ce-4ba987d94b8d",
"networkInterface": {
"networkInterfaceId": "eni-0123456789abcdef0",
"subnetId": "subnet-12345678",
"vpcId": "vpc-01234567",
"availabilityZone": "us-east-1b",
"description": "EFS mount target for fs-1234567 (fsmt-1234567)",
"ownerId": "666051418590",
"requesterId": "0123456789ab",
"requesterManaged": true,
"status": "pending",
"macAddress": "00:bb:ee:ff:aa:cc",
"privateIpAddress": "192.0.2.0",
"privateDnsName": "ip-192-0-2-0.ec2.internal",
"sourceDestCheck": true,
"groupSet": {
"items": [
{
"groupId": "sg-c16d65b6",
"groupName": "default"
}
]
},
"privateIpAddressesSet": {
"item": [
{
"privateIpAddress": "192.0.2.0",
"primary": true
}
]
},
"tagSet": {}
}
},
"requestID": "11112222-3333-4444-5555-666666777777",
"eventID": "aaaabbbb-1111-2222-3333-444444555555",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
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EFS IAM 認証のログエントリ
NFS クライアントの Amazon EFS IAMNewClientConnectionUpdateClientConnection CloudTrail
認証とエミットとイベント NewClientConnection イベントは、最初の接続の直後、および再接続の直
後に接続が認可されたときに発行されます。接続が再認可され、許可されたアクションのリストが変更さ
れると、UpdateClientConnection が発行されます。また、許可されたアクションの新しいリストに
ClientMount が含まれていないときにも発行されます EFS IAM 認証の詳細については、「IAM を使用し
てファイルシステムのデータアクセスを制御する (p. 216)」を参照してください。
次の例は、 CloudTrail NewClientConnectionイベントを示すログエントリを示しています。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:sts::0123456789ab:assumed-role/abcdef0123456789",
"accountId": "0123456789ab",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE ",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::0123456789ab:role/us-east-2",
"accountId": "0123456789ab",
"userName": "username"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2019-12-23T17:50:16Z"
},
"ec2RoleDelivery": "1.0"
}
},
"eventTime": "2019-12-23T18:02:12Z",
"eventSource": "elasticfilesystem.amazonaws.com",
"eventName": "NewClientConnection",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "elasticfilesystem",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"eventID": "27859ac9-053c-4112-aee3-f3429719d460",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "0123456789ab",
"type": "AWS::EFS::FileSystem",
"ARN": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-2:0123456789ab:file-system/
fs-01234567"
},
{
"accountId": "0123456789ab",
"type": "AWS::EFS::AccessPoint",
"ARN": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-2:0123456789ab:access-point/
fsap-0123456789abcdef0"
}
],
"eventType": "AwsServiceEvent",
"recipientAccountId": "0123456789ab",
"serviceEventDetails": {
"permissions": {
"ClientRootAccess": true,
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"ClientMount": true,
"ClientWrite": true

}

}

},
"sourceIpAddress": "10.7.3.72"

保管時に暗号化されたファイルシステムの Amazon
EFS ログファイルエントリ
Amazon EFS では、保管時の暗号化、転送中の暗号化のいずれかまたは両方をファイルシステムに使用で
きます。詳細については、「Amazon EFS でのデータの暗号化 (p. 198)」を参照してください。
encrypted-at-rest ファイルシステムを使用している場合、Amazon EFS がユーザーに代わって行う呼び出
しは、AWS所有のアカウントからのものとして、AWS CloudTrailログに表示されます。ファイルシステム
が作成されたに応じて、 CloudTrail ログに次のいずれかのアカウント ID が表示された場合は、この ID は
Amazon EFSAWS リージョン サービスで所有されているものの 1 つです。
AWS リージョン

アカウント ID

米国東部 (オハイオ)

771736226457

米国東部 (バージニア北部)

055650462987

米国西部 (北カリフォルニ
ア)

208867197265

米国西部 (オレゴン)

736298361104

アフリカ (ケープタウン)

855919597013

アジアパシフィック (香港)

832882505983

アジアパシフィック (ムン
バイ)

063610658798

アジアパシフィック (ソウ
ル)

518632624599

アジアパシフィック (シン
ガポール)

448676862907

アジアパシフィック (シド
ニー)

288718191711

アジアパシフィック (ジャ
カルタ)

441759846254

アジアパシフィック (東京)

620757817088

アジアパシフィック (大阪)

740446410266

カナダ (中部)

838331228873

中国 (北京)

365623262523

中国 (寧夏)

361049930386

欧州 (フランクフルト)

992038834663
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AWS リージョン

アカウント ID

欧州 (アイルランド)

805538244694

欧州 (ロンドン)

838331228873

ヨーロッパ (ミラノ)

393586363892

欧州 (パリ)

063566772258

ヨーロッパ (ストックホル
ム)

030059730498

中東 (バーレーン)

545970776878

中東 (アラブ首長国連邦)

762379480081

南米 (サンパウロ)

041656882570

AWS GovCloud (米国東部)

167972735943

AWS GovCloud (米国西部)

174619389399

保管時の暗号化のための Amazon EFS 暗号化コンテキスト
Amazon EFS は、データキーを生成して Amazon EFS データを復号化する AWS KMS API リクエストを
行うときに、暗号化コンテキストを送信します。ファイルシステム ID は、保管時に暗号化されるすべての
ファイルシステムの暗号化コンテキストです。requestParameters CloudTrail ログエントリのフィール
ドで、暗号化コンテキストは以下のようになります。
"EncryptionContextEquals": {}
"aws:elasticfilesystem:filesystem:id" : "fs-4EXAMPLE"
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Amazon EFS パフォーマンス
Amazon EFS はサーバーレスを提供します set-and-forget 内部のどのコンピュートサービスからでもアク
セスできる伸縮自在なファイルシステムAWSおよび以下を含むオンプレミス
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
• AWS Fargate
• AWS Lambda
Amazon EFS は 1 秒あたり 10 ギビバイト以上を配信します (GiBps）のスループットが500,000 IOPSを超
え、ミリ秒未満または1桁ミリ秒未満のレイテンシー。
次のセクションでは、Amazon EFS パフォーマンスの概要と、ファイルシステムの設定が主要なパフォー
マンスディメンションにどのように影響するかについて説明します。また、ファイルシステムのパフォー
マンスを最適化するための重要なヒントや推奨事項もいくつか紹介します。
トピック
• パフォーマンスの概要 (p. 138)
• ストレージクラスとパフォーマンス (p. 139)
• パフォーマンスモード (p. 139)
• スループットモード (p. 140)
• Amazon EFS パフォーマンスのヒント (p. 143)

パフォーマンスの概要
ファイルシステムのパフォーマンスは通常、レイテンシー、スループット、1 秒あたりの I/O オペレー
ション (IOPS) のディメンションを使用して測定されます。これらのディメンションにおける Amazon
EFS のパフォーマンスは、ファイルシステムの設定によって異なります。次の設定は、Amazon EFS ファ
イルシステムのパフォーマンスに影響します。
• ストレージクラス— EFS ワンゾーンまたは EFS 標準
• パフォーマンスモード— General I/O
• スループットモード— バーストまたはプロビジョニング済み
次の表は、利用可能なストレージクラスとパフォーマンスモード設定の組み合わせでの Amazon EFS ファ
イルシステムのパフォーマンスを示しています。

ストレージクラスとパフォーマンスモードの組み合わせによるファイルシステムのパフォーマン
ス
レイテンシー

1

最大 IOPS

最大スループット

ファイル
読み込み操 書き込み操 読み込み操 書き込み操 Per-fileシステムの 作
作
作
作
system 読
2
構成 — ス
む
トレージ
クラスとパ
フォーマン
スモード
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レイテンシー

1

最大 IOPS

最大スループット

ワンゾーン 最低 600
1 桁ミリ秒
ストレージ マイクロ秒
と汎用
(µs)

35,000

7,000

3—5
GiBps

1～3
GiBps

500 MiBps

標準スト
600 µsと低 1 桁ミリ秒
レージと汎 い
用

35,000

7,000

3—5
GiBps

1～3
GiBps

500 MiBps

>100,000

3—5
GiBps

1～3
GiBps

500 MiBps

スタンダー 1 桁のミリ
ドストレー 秒
ジと最大 I/
O

1 桁から 2 >500,000
桁のミリ秒

Note
脚注:
1. コストが最適化されたストレージクラス (標準 IA および 1 ゾーン IA) へのファイルデータの読
み取りと書き込みの待ち時間は 2 桁ミリ秒です。
2. 最大読み取り/書き込みスループットはAWS リージョンファイルシステムのスループットモー
ド (バーストまたはプロビジョニング済み) で。詳細については、「」の表を参照してくださ
い。のデフォルトのスループット (p. 248)バーストモードとプロビジョニングスループット
モード用。
スループットがAWS リージョンの最大スループットには、スループットクォータを増やす必
要があります。スループットの追加要求は、 case-by-case Amazon EFS サービスチームが
ベースとしています。承認はワークロードのタイプによって異なる場合があります。クォータ
の引き上げをリクエストする方法の詳細については、「」を参照してください。Amazon EFS
のクォータと制限 (p. 248)。

ストレージクラスとパフォーマンス
Amazon EFS は次のストレージクラスを使用します。
• EFS 1 ゾーンストレージクラス— EFS 1 ゾーンと EFS 1 ゾーン-低頻度アクセス（EFS 1 ゾーンIA）。EFS 1 ゾーンストレージクラスは単一のアベイラビリティーゾーン内でデータをレプリケートし
ます。
• EFS スタンダードストレージクラス— EFS 標準と EFS 標準-IA。EFS スタンダードストレージクラス
は複数のアベイラビリティーゾーン (マルチ AZ) にわたってデータをレプリケートします。
IA ストレージクラスの読み取りまたは書き込み時の先頭バイトのレイテンシーは、EFS スタンダードまた
は EFS 1 ゾーンストレージクラスの場合よりも長くなります。
EFS ストレージクラスの詳細については、「ストレージクラス (p. 21)」を参照してください。

パフォーマンスモード
Amazon EFS には、汎用モードと最大 I/O という 2 つのパフォーマンスモードがあります。
• 汎用モード最大 35,000 IOPS をサポートし、オペレーションあたりのレイテンシーが最も低くなりま
す。EFS One Zone ストレージクラスのファイルシステムでは、常に汎用パフォーマンスモードが使用
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されます。EFS 標準ストレージクラスのファイルシステムでは、デフォルトの汎用パフォーマンスモー
ドまたは Max I/O パフォーマンスモードのいずれかを使用できます。
• 最大 I/O モード500,000 以上の IOPS をサポートし、汎用モードに比べてオペレーションあたりのレイ
テンシーが高くなっています。
パフォーマンスモードは、ファイルシステムを作成するときに設定し、作成後に変更することはできませ
ん。
大部分のアプリケーションには、[General Purpose (汎用)] パフォーマンスモードをお勧めします。どの
パフォーマンスモードを使用するかわからない場合は、汎用パフォーマンスモードを選択してください。
汎用モードを使用するファイルシステムで使用可能な IOPS 制限内にワークロードが収まるようにするに
は、PercentIOLimit CloudWatch のメトリクス。詳細については、「アマゾン CloudWatch Amazon
EFS のメトリクス (p. 119)」を参照してください。
アプリケーションは、パフォーマンスモードに関連する制限まで柔軟に IOPS をスケーリングできま
す。IOPS はファイルシステムのスループットアカウンティングに含まれているため、個別に請求され
ることはありません。すべてのネットワークファイルシステム (NFS) 要求は、4 KB のスループット、つ
まり実際のリクエストとレスポンスのサイズ (どちらか大きい方) として計算されます。たとえば、100
MBps のスループットを処理できるファイルシステムでは、1 秒あたり最大 25,600 回の 4 KB の書き込み
を処理できます (100 MBps を 1 リクエストあたり 4 KB で割ると、1 秒あたり 25,600 件のリクエスト)。

スループットモード
ファイルシステムのスループットモードによって、ファイルシステムで使用できるスループットが決まり
ます。Amazon EFS には、バーストスループットとプロビジョニングされたスループットの 2 つがありま
す。読み取りスループットは割り引かれ、書き込みスループットよりも高い読み取りスループットを実現
できます。指定先はAWS リージョンでは、読み取りのdiscount は1.66〜3倍です。詳細については、「」
の表を参照してください。のデフォルトのスループット (p. 248)バーストモードとプロビジョニングス
ループットモード用。割引によって読み取りの計測対象となるスループットが低下し、書き込みやバース
トクレジットの発生には影響しません。さらに、読み取りディスカウントによって、1 つの NFS リクエス
トで計測されるスループットが最小リクエストサイズの 4 KB を下回ることはありません。

計測スループットについて
すべての Amazon EFS ファイルシステムには、計測されたスループットが関連付けられています。プロビ
ジョニングされたスループットモードを使用するファイルシステムの場合、計測されたスループットはプ
ロビジョニングされたスループットの量によって決定されます。バーストスループットモードを使用する
ファイルシステムの場合、計測されたスループットは、EFS 標準または EFS 1 ゾーンストレージクラスに
保存されているデータの量によって決定されます。
読み取り要求と書き込み要求は、異なるレートで測定されます。Amazon EFS は、他の要求の 3 分の 1 の
割合で読み取り要求を計測します。

Example EFS 計測スループット
たとえば、毎秒30メビバイトを運転している場合（MiBps) 読み取りスループットと書き込みスループット
の両方のうち、読み取り分は 10 とカウントされます MiBps 従量制スループットのうち、書き込み分は30
とカウントされます MiBps、従量制スループットの合計は 40 MiBps。この合算されたスループットにメー
タリングレートを調整したものが、MeteredIOBytesアマゾン CloudWatch のメトリクス。詳細について
は、「アマゾン CloudWatch Amazon EFS のメトリクス (p. 119)」を参照してください。

バーストスループットモード
バーストスループットモードはデフォルトの Amazon EFS スループットモードです。スループットパター
ンがバーストする従来のアプリケーションに適しています。スループットが低い場合、バーストスルー
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プットモードはバーストバケットを使用してバーストクレジットを節約します。スループットが高い場合
は、バーストクレジットを使用します。
バーストスループットモードでは、ファイルシステムのスループットはスタンダードストレージクラスの
ファイルシステムサイズに比例し、最大値は Amazon EFS リージョンによって異なります。リージョンご
との制限の詳細については、「」の表を参照してください。のデフォルトのスループット (p. 248)バース
トモードとプロビジョニングスループットモード用。
バーストクレジットが利用可能な場合、ファイルシステムはストレージのテラバイト (TB) あたり最大 100
MBps、最低 100 MBps を駆動できます。バーストクレジットを使用できない場合、ファイルシステムはス
トレージ 1 TB あたり最大 50 MBps、最低 1 MBps を駆動できます。
読み取りと書き込みのスループットは計測され、従量制スループットのバーストクレジットバランスから
バーストクレジットが差し引かれます。バーストクレジットは、ファイルシステムの基本レートでファイ
ルシステムのサイズに比例して発生します。ストレージの TB ごとに 50 MBps のバーストクレジットが
蓄積されます。ファイルシステムの消費量が基本レートを下回ると、バーストクレジットが発生します。
ファイルシステムが基本レートよりも多く消費するたびに、バーストクレジットを消費します。の計測サ
イズValueInStandard (p. 113)を使用して、I/O スループットのベースラインとバーストレートを決定し
ます。バーストスループットパフォーマンスの計測されたファイルシステムのサイズには、低頻度アクセ
スストレージクラスに保存されているデータの量は含まれていません。

Amazon EFS バーストクレジット
Amazon EFS は、クレジットシステムを使用して、ファイルシステムがバーストできる時期を判断しま
す。各ファイルシステムは、EFS 標準または 1 ゾーンスタンダードストレージクラスに保存されている
ファイルシステムのサイズによって決定されるベースラインレートで時間の経過とともにクレジットを
取得します。ファイルシステムは、データを読み書きするたびにクレジットを使用します。ベースライン
レートは50です MiBps ストレージ 1 TiB あたり (ストレージの 1 GiB あたり 50 KiB/秒に相当)。Amazon
EFS は、ベースラインレートに対して他のオペレーションの 3 分の 1 の割合で読み取りオペレーション
を計測するため、EFS ファイルシステムは、このベースラインレートにおいて、読み取りスループットで
GiB あたり最大 150KiB/s、書き込みスループットで GiB あたり 50KiB/秒を駆動することができます。
ファイルシステムは、ベースラインの従量制レートでスループットを継続的に向上させることができま
す。ファイルシステムは、非アクティブであるか、スループットをベースラインの従量制レートより低く
するたびに、バーストクレジットを蓄積します。蓄積されたバーストクレジットにより、ファイルシステ
ムは、ベースラインレートを上回るスループットを駆動できます。
たとえば、標準ストレージに 100 GiB の従量制データがあるファイルシステムでは、バースト (100) に
なることがあります。 MiBps残りの 95 パーセントで非アクティブになっていると、5 パーセントの時
間。24 時間にわたって、ファイルシステムは、432,000 MiB のクレジットを獲得します。これは、100 で
バーストするのに使用することができます。 MiBps 72分間。
1 TiB を超えるファイルシステムは、残りの 50 パーセントで非アクティブになっていると、常に最大 50
パーセントの時間バーストすることができます。
次の表に、バーストの動作の例を示します。
ファイルシステム
サイズ

バーストスループット

ベースラインスループット

標準ストレージに
100 GiB の従量制
データを格納する
ファイルシステム
は...

• 毎秒300メビバイトにバーストする
（MiBps1 日あたり最大 72 分間、読
み取り専用に
• バースト100 MiBps 1 日あたり最大
72 分間、書き込み専用または

• 15 MiBps 読み取り専用 1

標準ストレージ
に 1 TiB の従量制

• 300 MiBps 1 日 12 時間、読み取り専
用 12 時間

• 150 MiBps 読み取り専用 1
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ファイルシステム
サイズ

バーストスループット

ベースラインスループット

データを格納する
ファイルシステム
では、...

• バースト100 MiBps 1 日あたり 12 時
間、書き込み専用に 1 日あたり 12 時
間

• ドライブ 50 MiBps [Write-only]

標準ストレージに
10 TiB の従量制
データを格納する
ファイルシステム
では、...

• バースト3 GiBps 1 日 12 時間、読み
取り専用 12 時間

• ドライブ 1.5 GiBps 読み取り専用 1

一般的に、より大
きなファイルシス
テムは ...

• 300 MiBps 1 日 12 時間、ストレージ
の 1 TiB あたり読み取り専用の 1 時間

• 150 MiBps ストレージ 1 TiB あたり読
み取り専用で連続駆動

• バースト100 MiBps 1 日 12 時間、ス
トレージの 1 TiB あたり書き込み専用
または

• ドライブ 50 MiBps ストレージ 1 TiB
あたり連続書き込み専用に

• バースト GiBps 1 日あたり 12 時間、
書き込み専用または

• 500 MiBps [Write-only]

Note
Amazon EFS は計測スループット (p. 140)1 MiBps ベースラインレートが低くても、すべての
ファイルシステムに。
ベースラインレートとバーストレートを決定するために使用されるファイルシステムサイズ
は、ValueInStandardメーターサイズはDescribeFileSystems (p. 327)API オペレーション
ファイルシステムは、1 TiB より小さいファイルシステムの場合、2.1 TiB、または 1 TiB を超える
ファイルシステムの場合は、1 TiB あたり 2.1 TiB の最大クレジットバランスを得ることができま
す。この方法は、ファイルシステムが連続して最大 12 時間バーストするのに十分なクレジットを
蓄積できることを示しています。

プロビジョニングされたスループットットモード
スループットが比較的一定のアプリケーションには、プロビジョンドスループットモードをお勧めしま
す。プロビジョニングされたスループットモードでは、ファイルシステムのサイズやバーストクレジット
バランスに関係なく、ファイルシステムが処理できるスループットのレベルを指定します。ファイルシス
テムがバーストスループットモードを使用していた場合、ストレージ量に基づくファイルシステムの基本
スループットレートを超えるプロビジョニングスループット量に対して課金されます。ファイルシステム
の標準ストレージに保存されているデータの従量制サイズが、プロビジョニングしたスループット量より
もベースラインスループットが高い場合、ファイルシステムは自動的にバーストスループットモードを使
用します。

スループットモードの切り替えとプロビジョニング量
の変更に関する制限
既存のファイルシステムのスループットモードを切り替えて、スループット量を変更できます。ただし、
スループットモードをプロビジョンドスループットに切り替えた後、またはプロビジョニングされたス
ループット量を変更した後は、次のアクションは 24 時間制限されます。
• プロビジョニングされたスループットモードからの切り替え。
• プロビジョニングされたスループット量を減らします。
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Amazon EFS パフォーマンスのヒント
Amazon EFS を使用する場合は、次のパフォーマンスのヒントに留意してください。

平均 I/O サイズ
Amazon EFS は分散型であるため、可用性、耐久性、およびスケーラビリティが高いレベルで実現されて
います。分散型のアーキテクチャによって、それぞれのファイル操作のレイテンシーオーバーヘッドも小
さくなります。このオペレーションあたりのレイテンシーのため、通常は平均 I/O サイズの増加に応じて
全体のスループットが向上します。大量のデータにオーバーヘッドが分散するためです。

リクエストモデル
ファイルシステムへの非同期書き込みを有効にすると、保留中の書き込みオペレーションは、非同期で
Amazon EFS に書き込まれる前に、Amazon EC2 インスタンスでバッファリングされます。非同期書き込
みは、通常レイテンシーが低くなります。非同期書き込みを実行するとき、カーネルはキャッシュの追加
のメモリを使用します。
同期書き込みが有効になっているファイルシステム、またはキャッシュをバイパスするオプションを使用
してファイルを開く場合 (たとえば、O_DIRECT)、Amazon EFS に同期リクエストを発行します。各オペ
レーションはクライアントと Amazon EFS の間のラウンドトリップを通過します。

Note
選択したリクエストモデルでは、整合性 (複数の Amazon EC2 インスタンスを使用している場合)
と速度にトレードオフがあります。同期書き込みを使用すると、次の要求を処理する前に各書き
込み要求トランザクションを完了できるため、データの一貫性が向上します。非同期書き込みを
使用すると、保留中の書き込み操作がバッファリングされるため、スループットが向上します。

NFS クライアントマウント設定
で説明されている推奨マウントオプションを使用していることを確認します。EFS ファイルシステムをマ
ウントする (p. 70)でマウントに関する追加の考慮事項 (p. 92)。
ファイルシステムを Amazon EC2 インスタンスにマウントする場合、Amazon EFS はネットワークファイ
ルシステムバージョン 4.0 と 4.1 (NFSv4) プロトコルをサポートします。NFSv4.1は、NFSv4.0（1秒あた
り1,000ファイル未満）と比較して、小さなファイルのparallel 読み取り操作（1秒あたり10,000ファイル
以上）のパフォーマンスが優れています。macOS Big Sur を実行している Amazon EC2 macOS インスタ
ンスでは、NFSv4.0 のみがサポートされています。
次のマウントオプションは使用しないでください。
• noac,actimeo=0,acregmax=0,acdirmax=0— これらのオプションは、パフォーマンスに非常に大き
な影響を与える属性キャッシュを無効にします。
• lookupcache=pos,lookupcache=none— これらのオプションは、パフォーマンスに非常に大きな影
響を与えるファイル名検索キャッシュを無効にします。
• fsc— このオプションはローカルファイルキャッシュを有効にしますが、NFS キャッシュの一貫性は変
わらず、レイテンシーも短縮されません。

Note
ファイルシステムをマウントするときに、NFS クライアントの読み込みおよび書き込みバッファ
のサイズを 1 MB に増やすことを検討します。
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小容量ファイルのパフォーマンスの最適化
ファイルの再オープンを最小限に抑え、並列処理を増やし、可能な限り参照ファイルをバンドルすること
で、小さなファイルのパフォーマンスを向上させることができます。
• サーバーへのラウンドトリップの回数を最小限に抑えます。
後でワークフローで必要になる場合は、ファイルを不必要に閉じないでください。ファイルディスクリ
プタを開いたままにしておくと、キャッシュ内のローカルコピーに直接アクセスできるようになりま
す。ファイルのオープン、クローズ、およびメタデータの操作は、通常、非同期またはパイプライン経
由で行うことはできません。
小さなファイルの読み取りまたは書き込みを行う場合、2 回のラウンドトリップが重要です。
1 回の往復 (ファイルを開く、ファイルを閉じる) には、メガバイトの大容量データの読み取りまたは書
き込みと同じくらいの時間がかかります。コンピューティングジョブの開始時に入力ファイルまたは出
力ファイルを 1 回開き、ジョブの全期間にわたって開いたままにしておく方が効率的です。
• 並列処理を使用して、ラウンドトリップ時間の影響を軽減します。
• 参照ファイルを a にバンドル.zipファイルを開きます。アプリケーションによっては、ほとんどが読み
取り専用の小さな参照ファイルを大量に使用します。これらを束ねて.zipファイルを使用すると、1回
の開閉で多くのファイルを読み取ることができます。
-.zipフォーマットにより、個々のファイルにランダムにアクセスできます。

ディレクトリパフォーマンスの最適化
リスティングを実行する場合 (ls) 並行して変更される非常に大きなディレクトリ (100k を超えるファイル)
では、Linux NFS クライアントが応答を返さずにハングアップすることがあります。この問題は Amazon
Linux 2 カーネル 4.14、5.4、5.10 に移植されたカーネル 5.11 で修正されています。
可能であれば、ファイルシステム上のディレクトリ数を10,000未満に抑えることをお勧めします。可能な
限りネストされたサブディレクトリを使用します。
ディレクトリを一覧表示する場合、ファイル属性はディレクトリ自体には保存されないため、必要でない
場合は取得しないでください。

NFS を最適化する read_ahead_kb サイズ
NFS read_ahead_kb 属性は、シーケンシャル読み取り操作中に Linux カーネルが先読みまたはプリ
フェッチするキロバイト数を定義します。
5.4.* より前のバージョンの Linux カーネルでは、read_ahead_kb の値は、NFS_MAX_READAHEAD に
rsize の値（マウントオプションで設定されたクライアント設定の読み取りバッファサイズ）を乗じて設
定されます。推奨されるマウントオプション (p. 92)を使用する場合、この式は read_ahead_kb を15MB
に設定します。

Note
Linux カーネルバージョン 5.4.* 以降、Linux NFS クライアントはデフォルトを使用しま
すread_ahead_kb128キロバイトの値。この値を 15 MB に増やすことをお勧めします。
で使用できる Amazon EFS マウントヘルパーは、amazon-efs-utilsバージョン 1.33.2 以降で
は、read_ahead_kb15に等しい値*rsizeファイルシステムをマウントした後は、または 15 MB。
Linux カーネル 5.4 以降では、マウントヘルパーを使用してファイルシステムをマウントしない場合は、
手動で設定することを検討してくださいread_ahead_kb15 MB にするとパフォーマンスが向上します。
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ファイルシステムをマウントしたら、read_ahead_kb次のコマンドを使用します。コマンドを使用する
前に、次の値を置き換えます。
• 置換read-ahead-value-kb希望のサイズをキロバイト単位で指定します。
• ファイルシステムのマウントポイントで efs-mount-point を置き換えます。

device_number=$(stat -c '%d' efs-mount-point)
((major = ($device_number & 0xFFF00) >> 8))
((minor = ($device_number & 0xFF) | (($device_number >> 12) & 0xFFF00)))
sudo bash -c "echo read-ahead-value-kb > /sys/class/bdi/$major:$minor/read_ahead_kb"

たとえば、次の例では、 read_ahead_kb サイズを 15 MB に設定します。
device_number=$(stat -c '%d' efs)
((major = ($device_number & 0xFFF00) >> 8))
((minor = ($device_number & 0xFF) | (($device_number >> 12) & 0xFFF00)))
sudo bash -c "echo 15000 > /sys/class/bdi/$major:$minor/read_ahead_kb"
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Amazon EFS ファイルシステムの
バックアップ
EFS ファイルシステムをバックアップしてデータを保護するには、2つのオプションがあります。
• AWS Backup のサービス
• EFS-to-EFS バックアップ ソリューション
AWS Backup は、AWS Backup のサービスが利用できる AWS リージョン にある Amazon EFS ファイル
システムをバックアップするための、シンプルで費用対効果の高い方法です。AWS Backup は、バック
アップの作成、移行、復元、および削除を簡素化するとともに、レポートや監査を改善するために設計さ
れた統合バックアップサービスです。詳細については、「AWS Backup を使用してAmazon EFS ファイル
システムをバックアップおよび復元するには (p. 146)」を参照してください。
EFS-to-EFS バックアップソリューションは、すべての AWS リージョン ですべての Amazon EFS ファ
イルシステムに適しています。このソリューションをデプロイするために必要な AWS のサービス を、
起動、設定、および実行する AWS CloudFormation テンプレートが含まれています。このソリューショ
ンは、セキュリティと可用性に関する AWS のベストプラクティスに従います。詳細については、[ AWS
Solutions Library (ソリューションライブラリ)]の「EFS-to-EFS バックアップソリューション」を参照して
ください。

AWS Backup を使用してAmazon EFS ファイルシ
ステムをバックアップおよび復元するには
AWS Backup は、Amazon EFS ファイルシステムをバックアップしてデータを保護するための、シンプル
でコスト効率に優れた方法です。AWS Backup は、バックアップの作成、移行、復元、削除を簡素化し、
レポート作成と監査を向上させるように設計された、統合バックアップサービスです。AWS Backup を使
用すると、法律、規制、業務に関するコンプライアンスのための、集中型バックアップ戦略を容易に開発
できます。さらに AWS Backup は、次を実行するための一元的な場所を用意するだけで、AWS ストレー
ジボリューム、データベースとファイルシステムを容易に保護することができます。
• バックアップする AWS リソースの設定と監査
• 自動バックアップのスケジュール
• 保持ポリシーの設定
• 最近のすべてのバックアップと復元アクティビティの監視
Amazon EFS は AWS Backup とネイティブに統合されています。EFS コンソール、API、およびAWS
Command Line Interface(AWS CLI) を使用して、ファイルシステムの自動バックアップを有効にします。
自動バックアップでは、自動バックアップの AWS Backup の推奨設定を含むデフォルトのバックアップ計
画を使用します。詳細については、「[Automatic backups(自動バックアップ)] (p. 148)」を参照してくだ
さい。AWS Backup を使用して、バックアップの頻度、バックアップのタイミング、バックアップの保持
期間、およびバックアップのライフサイクルポリシーを指定する、独自のバックアップ計画を手動で設定
することもできます。そして、そのバックアップ計画に Amazon EFSファイルシステムやその他の AWS
リソースを割り当てることができます。
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増分バックアップ
AWS Backup は EFS ファイルシステムの増分バックアップを実行します。最初のバックアップ時には、
ファイルシステム全体のコピーが作成されます。そのファイルシステムのその後のバックアップでは、変
更、追加、削除されたファイルとディレクトリのみがコピーされます。増分バックアップごとに、AWS
Backup は、完全復元を実行するために必要な参照データを保持します。このアプローチにより、完全な
バックアップの作成に必要な時間が最小限に抑えられ、データを複製しないことで、ストレージコストが
節約できます。

バックアップの整合性
Amazon EFS は高い可用性を持つように設計されています。AWS Backup によるバックアップの実行中
も、 Amazon EFS ファイルシステムにアクセスしたり変更したりすることができます。ただし、バック
アップの実行中にファイルシステムに変更が加えられると、データの重複、相違、欠落などの不整合が生
じる場合があります。これらの変更には、書き込み、名前の変更、移動、削除の操作が含まれます。バッ
クアップの整合性を確保するため、バックアッププロセスの間は、ファイルシステムを変更するアプリ
ケーションやプロセスを一時停止することをお勧めします。または、ファイルシステムが変更中でない期
間にバックアップを実行するようにスケジュールします。

パフォーマンス
一般に、AWS Backup では、バックアップ率は以下のように期待できます。
• ほとんど大きなファイルで構成されているファイルシステムの場合、100 MB/秒
• ほとんど小さなファイルで構成されているファイルシステムの場合、500 ファイル/秒
• でのバックアップオペレーションの最大継続時間はAWS Backup三十日です。
通常、復元オペレーションは対応するバックアップよりも時間がかかります。
AWS Backup の使用によって、蓄積されたバーストクレジットは消費されません。また汎用モードで
のファイル操作の制限にはカウントされません。詳細については、「Amazon EFS ファイルシステムの
クォータ (p. 251)」を参照してください。

バックアップ完了ウィンドウ
オプションとして、バックアップの完了ウィンドウを指定できます。このウィンドウでは、バックアップ
が完了する必要がある期間を定義します。完了ウィンドウを指定する場合には、予想されるパフォーマン
スとファイルシステムのサイズと構成を考慮します。それにより、ウィンドウ内でバックアップを確実に
完了させることができます。
指定されたウィンドウ内で完了しなかったバックアップには、未完了のステータスが表示されます。スケ
ジュールされた次のバックアップ時に、AWS Backup は中断した時点から再開します。すべてのバック
アップのステータスは AWS Backup マネジメントコンソールに表示されます。

EFS ストレージクラス
AWS Backup を使用すると、データがどのストレージクラスにあるかに関係なく、EFS ファイルシステム
内のすべてのデータをバックアップできます。ライフサイクル管理が有効になっていて、低頻度アクセス
(IA) ストレージクラスにデータがある EFS ファイルシステムをバックアップするときは、データアクセス
料金は発生しません。
復旧ポイントを復元すると、すべてのファイルがスタンダードストレージクラスに復元されます。スト
レージクラスの詳細については、「EFS ストレージクラス (p. 21)」および「Amazon EFS ライフサイクル
の管理 (p. 106)」を参照してください。
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バックアップを作成および復元するための IAM アクセ
ス許可
elasticfilesystem:backup および elasticfilesystem:restoreのアクションを使用して、IAM
エンティティ（ユーザー、グループ、ロールなど）に EFS ファイルシステムのバックアップを作成または
復元する能力を許可または拒否することができます。これらのアクションは、ファイルシステムポリシー
または アイデンティティベースの IAM ポリシーで使用できます。詳細については、リソースへのアクセス
の管理 (p. 208) および IAM を使用してファイルシステムのデータアクセスを制御する (p. 216) を参照
してください。

オンデマンドバックアップ
AWS Backup マネジメントコンソールまたは CLI を使用して、オンデマンドで単一のリソースをバック
アップボールトに保存できます。スケジュールされたバックアップとは異なり、オンデマンドバックアッ
プを開始するためには、バックアップ計画を作成する必要はありません。この場合もバックアップにライ
フサイクルを割り当てることができます。これにより、復旧ポイントは自動的にコールドストレージ層に
移動され、削除のタイミングが記録されます。

同時バックアップ
AWS Backup では、リソースごとに 1 つの同時バックアップに制限しています。このため、バックアッ
プジョブが既に進行中の場合には、スケジュールバックアップまたはオンデマンドバックアップが失敗す
る可能性があります。AWS Backup 制限の詳細については、AWS Backup デベロッパーガイドの「AWS
Backup の制限」を参照してください。

[Automatic backups(自動バックアップ)]
Amazon EFS コンソールを使用してファイルシステムを作成すると、自動バックアップがデフォルトでオ
ンになっています。CLI または API を使用してファイルシステムを作成した後、自動バックアップを有効
にできます。デフォルトの EFS バックアッププランでは、AWS Backup自動バックアップの推奨設定：
35 日間の保存期間を持つ毎日のバックアップ。デフォルトの EFS バックアッププランを使用して作成さ
れたバックアップは、デフォルトの EFS バックアップボールトに保存されます。このバックアップボール
トは、EFS によってもユーザーに代わって作成されます。デフォルトのバックアッププランとバックアッ
プボルトは削除できません。AWS Backup コンソール を使用して、デフォルトのバックアップ計画設定を
編集することができます。詳細については、次を参照してください。オプション 3: 自動バックアップの作
成のAWS Backupデベロッパーガイド。すべての自動バックアップを確認し、AWS Backupコンソール を
使用してデフォルトの EFS バックアップ計画設定を編集できます。次のセクションで説明する Amazon
EFS コンソールまたは CLI を使用して、いつでも自動バックアップをオフにすることができます。
Amazon EFS は、自動バックアップが有効な場合、値が enabled の
aws:elasticfilesystem:default-backup システムタグキーを EFS ファイルシステムに適用しま
す。

Note
自動バックアップは、AWS Backup サービスオプトアウト設定の対象外となります。詳細につい
ては、AWS Backup デベロッパーガイドの「AWS Backupの使用開始」を参照してください。

既存のファイルシステムの自動バックアップをオンまたはオフに
する
ファイルシステムの作成後、コンソール、CLI、または EFS API を使用して、自動バックアップをオンま
たはオフにすることができます。
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既存のファイルシステムの自動バックアップをオンまたはオフにする (コンソール)
1.

Amazon Elastic File System コンソール (https://console.aws.amazon.com/efs/) を開きます。

2.

ファイルシステムページで、自動バックアップをオンまたはオフにするファイルシステムを選択
し、ファイルシステムの詳細ページを表示します。

3.
4.

[General(全般)]設定パネルの[Edit(編集)]を選択します。
• 自動バックアップをオンにするには、[Enable automatic backups(自動バックアップの有効化)]を選
択します。
• 自動バックアップをオフにするには、[Enable automatic backups(自動バックアップの有効化)] をク
リアにします。

5.

[Save changes(変更の保存)] を選択します。

既存のファイルシステムの自動バックアップをオンまたはオフにする (CLI)
•

put-backup-policy CLI コマンド(対応する API 操作は 2 )を使用して、既存のファイルシステムの
自動バックアップをオンまたはオフにします。
• 次のコマンドを使用して、自動バックアップをオンにします。
$ aws efs put-backup-policy --file-system-id fs-01234567 \
--backup-policy Status="ENABLED"

EFS は新しいバックアップポリシーで応答します。
{

}

"BackupPolicy": {
"Status": "ENABLING"
}

• 次のコマンドを使用して、自動バックアップをオフにします。
$ aws efs put-backup-policy --file-system-id fs-01234567 \
--backup-policy Status="DISABLED"

EFS は新しいバックアップポリシーで応答します。
{

}

"BackupPolicy": {
"Status": "DISABLING"
}

AWS Backup を使用してバックアップを手動で設定す
る
AWS Backup を使用する場合、ファイルシステムのバックアップを手動で設定するには、まずバックアッ
プ計画を作成します。バックアップ計画では、バックアップのスケジュール、バックアップウィンドウ、
保持ポリシー、ライフサイクルポリシー、タグを定義します。バックアップ計画は、AWS Backup 管理コ
ンソール、AWS CLI、または AWS Backup API を使用して作成できます。バックアップ計画の一部とし
て、以下を定義できます。
• スケジュール - バックアップを行うタイミング
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• バックアップウィンドウ - バックアップを開始する必要がある期間
• ライフサイクル - 復旧ポイントをコールドストレージに移動するタイミングと削除するタイミング
• バックアップボールト - バックアップルールによって作成された復旧ポイントを整理するために使用し
ます。
バックアップ計画を作成したら、タグまたは Amazon EFS ファイルシステム ID を使って、特定の
Amazon EFS ファイルシステムをバックアップ計画に割り当てます。計画が割り当てられると、AWS
Backup は定義したバックアップ計画に従って、Amazon EFS ファイルシステムのバックアップを自動的
に開始します。AWS Backup コンソールを使用して、バックアップ設定の管理や、バックアップアクティ
ビティの監視を行えます。詳細については、「AWS Backup 開発者ガイド」を参照してください。

Note
ソケットと名前付きパイプはサポートされていないため、バックアップから除外されます。

復旧ポイントの復元
次のいずれかを使用するAWS Backupコンソールまたは CLI を使用して、新しい EFS ファイルシステムま
たは既存のファイルシステムに復旧ポイントを復元することができます。完全復元を実行すると、ファイ
ルシステム全体を復元できます。または、部分復元を実行して、特定のファイルやディレクトリを復元す
ることもできます。特定のファイルやディレクトリを復元するには、マウントポイントからの相対パスを
指定する必要があります。たとえば、ファイルシステムが /user/home/myname/efs にマウントされて
いて、ファイルパスが user/home/myname/efs/file1 である場合は、「/file1」と入力します。パ
スの大文字と小文字は区別されます。特殊文字、ワイルドカード、正規表現文字列を含めることはできま
せん。

Note
復旧ポイントを復元するには、ユーザーは backup:StartRestoreJob アクセス許可を使用し
ます。
完全復元または部分復元を実行すると、復旧ポイントが復元ディレクトリ aws-backuprestore_timestamp-of-restore に復元されます。復元が完了すると、ファイルシステムのルート
に復元ディレクトリが表示されます。同じパスで複数の復元を試みると、復元先のディレクトリが複数に
なる場合があります。復元に失敗すると、aws-backup-failed-restore_timestamp-of-restore
ディレクトリが表示されます。restore と failed-restoreのディレクトリが不要になった場合は、手
動で削除する必要があります。

Note
既存の EFS ファイルシステムの部分復元を行うと、AWS Backup によってファイルおよびディ
レクトリがファイルシステムのルートディレクトリの新しいディレクトリに復元されます。復元
ディレクトリには、指定した項目の完全な階層構造が保持されます。たとえば、ディレクトリ A
にサブディレクトリとして B、C、D が含まれている場合、AWS Backup は A、B、C、D の階層
構造を保持して復元します。
復旧ポイントを復元したら、適切なディレクトリに復元できないデータフラグメントは、aws-backuplost+found ディレクトリに配置されます。バックアップの実行中にファイルシステムに変更が加えられ
ると、フラグメントがこのディレクトリに移動される場合があります。

バックアップの削除
デフォルトの EFS バックアップボールトアクセスポリシーは、復旧ポイントの削除を拒否するように設定
されています。EFS ファイルシステムの既存のバックアップを削除するには、ボールトアクセスポリシー
を変更する必要があります。ボールトアクセスポリシーを変更せずに EFS 復旧ポイントを削除しようとす
ると、次のエラーメッセージが表示されます。
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"Access Denied: Insufficient privileges to perform this action. Please consult with the
account administrator for necessary permissions."

デフォルトのバックアップボールトアクセスポリシーを編集するには、EFSポリシーを編集する AWS
Identity and Access Management (IAM) のアクセス許可が必要です。IAM ポリシー設定を修正するには、
管理者権限が必要です。たとえば、これらのアクションを実行するには、AWS アカウント root ユーザー
を使用するか、または管理者ロールを使用します。詳細については、「すべての IAM アクションを許可す
る (管理者アクセス)」を参照してください。

AWS Backup で EFS 復旧ポイントを削除するには
1.

AWS Backup コンソール (https://console.aws.amazon.com/backup) を開きます。

2.

左のナビゲーションペインで、[Backup vaults (バックアップボールト)] を選択します。

3.
4.

list でバックアップボールト、選択してくださいaws/efs/automatic-backup-vault。
[ボールトの詳細] ページで、ページの右上にある [Manage access(アクセスの管理)] を選択します。
[アクセスポリシーの編集]ページが表示されます。

5.

EFS バックアップボールトでのすべてのアクションを許可するには、JSONエディターで "Effect":
"Deny", を見つけ、その行を編集して "Effect": "Allow", を読み取ります。。

6.

[Save policy(ポリシーの保存)] を選択して変更を保存します。

7.

[ボールトの詳細] ページで、[バックアップ] セクションにスクロールダウンし、[バックアップ] のリス
トから削除する復旧ポイントを選択します。次に[Actions(アクション)]を選択し、[Delete(削除)]を選択
します。
指示に従って削除を確認します。次に [Delete recovery points(復旧ポイントの削除)] を選択します。

8.
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Amazon EFS レプリケーション
Amazon EFS レプリケーションを使用して、任意の Amazon EFS ファイルシステムのレプリカを作成でき
ます。AWS リージョンEFS ファイルシステムでレプリケーションを有効にすると、Amazon EFS はソー
スファイルシステムのデータとメタデータを新しいターゲット EFS ファイルシステムに自動的かつ透過的
に複製します。宛先ファイルシステムを作成し、ソースファイルシステムとの同期を維持するプロセスを
管理するために、Amazon EFS はレプリケーション設定を使用します。
Amazon EFS は、移行元と移行先のファイルシステムを、自動的に同期します。Amazon EFS レプリケー
ションは継続的で、分単位の目標復旧時点 (RPO) と目標復旧時間 (RTO) を定めるように設計されていま
す。これらの機能は、コンプライアンスと事業継続の目標を達成するのに役立つはずです。

Note
EFS レプリケーションは、属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) にタグを使用することを
サポートしていません。
トピック
• レプリケーション設定の内容 (p. 152)
• 必要な許可 (p. 153)
• コスト (p. 154)
• パフォーマンス (p. 154)
• デスティネーションファイルシステムのマウント (p. 154)
• レプリケーションステータスの監視 (p. 154)
• デスティネーション・ファイルシステムへのフェイルオーバー (p. 155)
• レプリケーション設定の作成 (p. 155)
• レプリケーション設定の表示 (p. 158)
• レプリケーション設定の削除 (p. 160)

レプリケーション設定の内容
レプリケーション構成を作成するときは、デスティネーション・ファイルシステムの次のプロパティを指
定します。
• AWS リージョン— デスティネーション・ファイルシステムを作成する場所。AWS リージョンAmazon
EFS レプリケーションは、Amazon EFSAWS リージョン が利用できるすべての場所で利用可能です
が、下記を除きます。
• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (香港)
• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 中東 (バーレーン)
• 可用性と耐久性 — 宛先ファイルシステムが使用するストレージクラス (リージョンまたはワンゾー
ン)。EFS ストレージクラスの詳細については、「EFS ストレージクラス (p. 21)」を参照してくださ
い。
• アベイラビリティーゾーン — 1 つのゾーンのアベイラビリティーと耐久性を選択した場合は、デスティ
ネーションファイルシステムを作成するアベイラビリティーゾーンを選択する必要があります。
• 暗号化 — すべてのデスティネーションファイルシステムは、保存時の暗号化を有効にして作成されま
す。宛先ファイルシステムを暗号化するために使用するAWS Key Management Service (AWS KMS)
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キーを指定できます。KMS キーを指定しない場合、Amazon EFS のサービスマネージド KMS キーが使
用されます。

Important
移行先のファイルシステムを作成したら、KMS キーは変更できません。
次のプロパティがデフォルトで設定されます。
• 自動バックアップ：1 ゾーンストレージを使用するデスティネーションファイルシステムでは、デフォ
ルトで自動バックアップが有効になります。ファイルシステムを作成したら、自動バックアップ設定を
変更できます (p. 148)。

Note
標準ストレージを使用するデスティネーションファイルシステムの場合、自動バックアップは
デフォルトで有効になっていません。
• パフォーマンスモード — デスティネーションファイルシステムが EFS One Zone ストレージを使用し
ている場合を除き、デスティネーションファイルシステムのパフォーマンスモードはソースファイルシ
ステムのパフォーマンスモードと同じです。その場合は、汎用パフォーマンスモードが使用されます。
パフォーマンスモードは変更できません。
• スループットモード — デスティネーションファイルシステムは、デフォルトでバーストスループット
モードを使用します。ファイルシステムの作成後、スループットモードを変更できます。
次のプロパティはデフォルトでオフになっています。
• ライフサイクル管理 — EFS ライフサイクル管理と EFS インテリジェント階層化は、宛先ファイルシス
テムでは有効になっていません。宛先ファイルシステムを作成したら、EFS ライフサイクル管理と EFS
インテリジェント階層化を有効にできます (p. 108)。
Amazon EFS は読み取り専用権限で宛先ファイルシステムを作成します。デスティネーションファイルシ
ステムを作成すると、Amazon EFS はソース上のすべてのデータとメタデータをターゲットファイルシス
テムにコピーする初期同期を実行します。初回の同期が完了するまでにかかる時間は、移行元ファイルシ
ステムのサイズによって異なります。初回の同期が完了すると、レプリケーションプロセスにより、デス
ティネーションファイルシステムとソースの同期が継続的に維持されます。詳細については、「パフォー
マンス (p. 154)」を参照してください。
コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、API、および Amazon を使用して、最後に正常
に同期された日時を監視できます CloudWatch。では CloudWatch、TimeSinceLastSync (p. 119)EFS メト
リックを使用してください。詳細については、「レプリケーションステータスの監視 (p. 154)」を参照し
てください。

Note
Amazon EFS ファイルシステムは、1 つのレプリケーション設定にのみ含めることができます。
デスティネーション・ファイルシステムを別のレプリケーション構成のソース・ファイルシステ
ムとして使用することはできません。

必要な許可
Amazon EFS は、AWSServiceRoleForAmazonElasticFileSystemという名前の EFS サービスにリ
ンクされたロールを使用して、ソースとターゲットのファイルシステム間のレプリケーションの状態を同
期します。EFS レプリケーションを使用するには、IAM エンティティ (ユーザー、グループ、またはロー
ルなど) がサービスにリンクされたロール、レプリケーション設定、およびファイルシステムを作成でき
るよう、次のアクセス許可を設定する必要があります。
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• elasticfilesystem:CreateReplicationConfiguration

*
*

• elasticfilesystem:DeleteReplicationConfiguration
*
• elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations
*

• elasticfilesystem:CreateFileSystem
• iam:CreateServiceLinkedRole— の例を参照してくださいAmazon EFS サービスリンクロールの
使用 (p. 225)。

Note
*

AmazonElasticFileSystemFullAccess 代わりに管理ポリシーを使用して、必要
なすべての EFS 権限を自動的に取得できます。詳細については、「AWS管理ポリシー:
AmazonElasticFileSystemFullAccess (p. 241)」を参照してください。

コスト
レプリケーションを容易にするために、Amazon EFS は宛先ファイルシステムに隠しディレクトリとメタ
データを作成します。これは、請求対象となる従量制データの約 12 MiB に相当します。ファイルシステ
ムストレージのメータリングについての詳細は、「」を参照してください計測: Amazon EFS がファイル
システムとオブジェクトサイズをレポートする仕組み (p. 112)。

パフォーマンス
最初のレプリケーションが完了すると、ソース・ファイルシステムの大半は、その後の変更が15分以内に
デスティネーション・ファイルシステムにレプリケートされます。ただし、ソース・ファイルシステムに
頻繁に変更されるファイルがあり、1億個を超えるファイルまたは100 GBを超えるファイルがある場合、
レプリケーションには15分以上かかります。最後のレプリケーションがいつ正常に終了したかを監視する
方法については、を参照してくださいレプリケーションステータスの監視 (p. 154)。

デスティネーションファイルシステムのマウント
Amazon EFS は、宛先ファイルシステムを作成するときに、マウントターゲットを作成しません。デス
ティネーション・ファイルシステムをマウントするには (p. 70)、1つ以上のマウント・ターゲットを作成
する必要があります (p. 38)。
デスティネーション・ファイルシステムは、レプリケーション構成のメンバーである間は読み取り専用
であるため、デスティネーション・ファイルシステムへの書き込み操作は失敗します。ただし、デスティ
ネーションファイルシステムは、テストや開発などの読み取り専用のユースケースに使用できます。

レプリケーションステータスの監視
レプリケーション構成で前回正常に同期が完了した時間を監視できます。この時間より前にソース・ファ
イルシステムのデータに加えられた変更は、デスティネーション・ファイルシステムに正常にレプリケー
トされています。この時間以降に行われた変更は、完全には複製されない可能性があります。最後のレプ
リケーションがいつ正常に終了したかを監視するには、コンソール、CLI、API、または Amazon を使用で
きます CloudWatch。
• コンソールの「ファイルシステムの詳細」>「レプリケーション」セクションの「最終同期日」プロパ
ティには、ソースとデスティネーション間の前回正常に同期が完了した時刻が表示されます。
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• CLI または API の場合 —LastReplicatedTimestampDestination オブジェクトのプ
ロパティには、前回正常に同期が完了した時刻が表示されます。このプロパティにアクセ
スするには、describe-replication-configurations CLI コマンドを使用します。
DescribeReplicationConfigurations (p. 341)同等の API 操作です。
• CloudWatchIn — Amazon EFSTimeSinceLastSync CloudWatch のメトリックスは、前回正常に同期
が完了してから経過した時間を示します。詳細については、「アマゾン CloudWatch Amazon EFS のメ
トリクス (p. 119)」を参照してください。
コンソール、CLI、または API を使用して、レプリケーション設定のステータスを監視することもできま
す。レプリケーション設定には、次の表で説明されているステータス値のいずれかを持つことができま
す。
レプリケーションステータス

説明

ENABLED

レプリケーション設定は正常な状態にあり、使用
可能です。

ENABLING

Amazon EFS はレプリケーション設定を作成中で
す。

DELETING

Amazon EFS は、ユーザーが開始する削除リクエ
ストに応答して、レプリケーション設定を削除し
ています。

ERROR

レプリケーション設定のファイルシステムの一方
(または両方) が障害状態にあり、リカバリできま
せん。ファイルシステムのデータにアクセスする
には、障害の発生したファイルシステムのバック
アップを新しいファイルシステムに復元します。
詳細については、「復旧ポイントの復元 (p. 150)」
を参照してください。

デスティネーション・ファイルシステムへのフェイ
ルオーバー
レプリケーション構成内のデスティネーション・ファイルシステムにフェイルオーバーするには、レプリ
ケーション構成を削除する必要があります。レプリケーション構成が削除されると、デスティネーショ
ン・ファイルシステムは書き込み可能になり、アプリケーション・ワークフローで使用できるようになり
ます。このプロセスは完了までに数分かかることがあります。詳細については、「レプリケーション設定
の削除 (p. 160)」を参照してください。
デスティネーション・ファイルシステムにフェイルオーバーすると、そのファイルシステムを新しいレプ
リケーション構成のソース・ファイルシステムとして使用できます。ただし、それをデスティネーショ
ン・ファイルシステムとして再び指定することはできません。レプリケーション構成では、常にデスティ
ネーション用の新しい EFS ファイルシステムが作成されます。

レプリケーション設定の作成
Amazon EFS コンソール、API、またはを使用して、既存のAWS CLI Amazon EFS ファイルシステムをレ
プリケートすることができます。以下のセクションでは、これらの各方法の詳細な使用方法について説明
します。
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レプリケーション設定を作成するには (コンソール)
1.

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

2.

左のナビゲーションペインで [ファイルシステム] を選択します。

3.

ファイルシステムのリストで、レプリケートする Amazon EFS ファイルシステムを選択します。選択
するファイルシステムは、既存のレプリケーション構成のソースまたはデスティネーションファイル
システムであってはなりません。

4.

「レプリケーション」タブを選択すると、ファイルシステムのレプリケーションセクションが表示さ
れます。セクションは空白にする必要があります。そうでない場合は、ソースとして別のファイルシ
ステムを選択してください。

5.

ファイルシステムがまだレプリケートされていない場合は、[レプリケーションの作成] を選択して [レ
プリケーションの作成] ページを表示します。

6.

レプリケーション設定では、次のオプションを選択します。
• デスティネーション・リージョン — デスティネーション・ファイルシステムを作成する場
所。AWS リージョン
• 可用性と耐久性 — リージョナルまたはワンゾーンを選択します。
• 最高レベルの可用性と耐久性を備えたファイルシステムを作成するには、地域を選択してくださ
い。デスティネーションファイルシステムは EFS 標準ストレージを使用します。EFS 標準スト
レージでは、ファイルシステムデータとメタデータは、内の複数の地理的に分離されたアベイ
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ラビリティーゾーンにまたがって、冗長的に格納されますAWS リージョン。詳細については、
「EFS ストレージクラス (p. 21)」を参照してください。
• EFS 1 ゾーンストレージを使用するファイルシステムを作成するには、[1 ゾーン] を選択しま
す。EFS 1 ゾーンストレージでは、ファイルシステムデータとメタデータは、内の単一のアベイ
ラビリティーゾーン内に冗長的に格納されますAWS リージョン。詳細については、「EFS スト
レージクラス (p. 21)」を参照してください。
• 1 つのゾーンを選択した場合は、ファイルシステムを作成するアベイラビリティーゾーンも選択す
る必要があります。
• 暗号化：保存中のデータの暗号化は、移行先のファイルシステム上で自動的に有効になります。デ
フォルトでは、Amazon EFS はお客様のAWS Key Management Service (AWS KMS) サービスキー
を Amazon EFS (aws/elasticfilesystem) に使用します。別の KMS キーを使用するには、リ
ストから KMS キーを選択するか、既存のキーの ARN を入力します。

Important
ファイルシステムの作成後、KMS キーは変更できません。
7.

[レプリケーションの作成] を選択します。レプリケーションセクションが表示され、レプリケーショ
ンの詳細が表示されます。レプリケーションの状態の値は、最初は [有効] で、[最終同期済み] は空白
です。状態が [有効] になると、[最終同期済み] には [初期同期中] と表示されます。

8.

デスティネーションファイルシステムの構成情報を表示するには、デスティネーションファイルシス
テムの上のファイルシステム ID を選択します。デスティネーション・ファイルシステムのファイル・
システムの詳細ページが、新しいブラウザ・タブに表示されます（ブラウザの設定によって異なりま
す）。

レプリケーション設定 (CLI) を作成するには
既存のファイルシステムのレプリケーション構成を作成するには、createreplication-configuration CLIコマンドを使用します。同等の API コマンドは
CreateReplicationConfiguration (p. 296) です。
• AvailabilityZoneNameパラメーター、パラメーター、Regionまたはその両方を指定できます。EFS
1 ゾーンストレージを使用するファイルシステムを作成するには、AvailabilityZoneNameパラメー
タを使用して、ファイルシステムの作成先となるアベイラビリティーゾーンを指定します。リージョン
とアベイラビリティーゾーンの両方を含めると、1 つのゾーンストレージを持つファイルシステムも作
成されます。内の複数のアベイラビリティーゾーンにまたがる冗長な EFS 標準ストレージを使用する
ファイルシステムを作成するにはAWS リージョン、Regionパラメータのみを指定します。
• 保管中のデータの暗号化は、移行先のファイルシステム上で自動的に有効になります。デフォルトで
は、Amazon EFS はお客様のAWS Key Management Service (AWS KMS) サービスキーを Amazon
EFS (aws/elasticfilesystem) に使用します。オプションで、KMS キー ID または ARN を指定し
て、KmsKeyIdを使用して暗号化に使用する値を指定できます。
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Important
ファイルシステムの作成後、KMS キーは変更できません。

Example — EFS 1 ゾーンストレージを使用してレプリケーション設定を作成する
次の例では、ファイルシステムのレプリケーション構成を作成しますfs-0123456789abcdef1。この
例では、AvailabilityZoneNameパラメータを使用して、us-west-2aアベイラビリティーゾーンの
EFS One Zone ストレージを使用する宛先ファイルシステムを作成します。KMS キーが指定されていな
いため、宛先ファイルシステムは Amazon EFSAWS KMS のアカウントのデフォルトサービスキー (aws/
elasticfilesystem) を使用して暗号化されます。
aws efs create-replication-configuration \
--source-file-system-id fs-0123456789abcdef1 \
--destinations AvailabilityZoneName=us-west-2a

Example — EFS 標準ストレージを使用してリージョンのレプリケーション構成を作成する
次の例では、ファイルシステムのレプリケーション設定を作成しますfs-0123456789abcdef1。この例
では、Regionパラメータを使用して、に EFS 標準ストレージを含む宛先ファイルシステムを作成しま
すeu-west-2AWS リージョン。KmsKeyIdパラメータは、宛先ファイルシステムを暗号化するときに使
用する KMS キー ID を指定します。
aws efs create-replication-configuration \
--source-file-system-id fs-0123456789abcdef1 \
--destinations "[{\"Region\":\"eu-west-2\", \"KmsKeyId\":\"arn:aws:kms:useast-2:111122223333:key\/abcd1234-ef56-ab78-cd90-1111abcd2222\"}]"

AWS CLIは次のようにレスポンスします。
{

"SourceFileSystemArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-1:111122223333:file-system/
fs-0123456789abcdef1",
"SourceFileSystemRegion": "us-east-1",
"Destinations": [
{
"Status": "ENABLING",
"FileSystemId": "fs-0123456789abcde22",
"Region": "eu-west-2"
}
],
"SourceFileSystemId": "fs-0123456789abcdef1",
"CreationTime": 1641491892.0,
"OriginalSourceFileSystemArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-1:111122223333:filesystem/fs-0123456789abcdef1"
}

レプリケーション設定の表示
ファイルシステムのレプリケーション設定を確認するには、Amazon EFS コンソールまたはを使用できま
すAWS CLI。

レプリケーション設定を表示するには (コンソール)
1.
2.

Amazon Elastic File System コンソール (https://console.aws.amazon.com/efs/) を開きます。
左のナビゲーションペインで [ファイルシステム] を選択します。
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3.

リストからファイルシステムを選択します。

4.

「レプリケーション」タブを選択し、「レプリケーション」セクションを表示します。

レプリケーションセクションには、レプリケーション設定に関する次の情報が表示されます。
• レプリケーションの状態は、有効化、有効、削除中、またはエラーです。エラー状態は、移行元と
移行先のファイルシステムの一方 (または両方) が障害状態にあり、リカバリできない場合に発生し
ます。詳細については、「レプリケーションステータスの監視 (p. 154)」を参照してください。リ
カバリするには、レプリケーション構成を削除し、障害が発生したファイルシステム (ソースまた
はデスティネーション) の最新のバックアップを新しいファイルシステムに復元する必要がありま
す。
• レプリケーション方向は、データがレプリケートされる方向を示します。リストにある最初のファ
イルシステムがソースで、そのデータは、リストにある2番目のファイルシステム、つまりデスティ
ネーションに複製されます。
• 「Last synced」には、デスティネーション・ファイルシステムで最後に正常に同期が行われた日時
が表示されます。この時間より前にソース・ファイルシステムのデータに加えられた変更は、デス
ティネーション・ファイルシステムに正常に複製されました。この時間以降に行われた変更は、完
全には複製されない可能性があります。
• レプリケーションファイルシステムには、レプリケーション構成内の各ファイルシステムが、ファ
イルシステムID、レプリケーション構成 (ソースまたはデスティネーション)AWS リージョン での
役割、配置されている場所、権限別に一覧表示されます。ソース・ファイルシステムの権限は書き
込み可能で、デスティネーション・ファイルシステムの権限は読み取り専用です。

レプリケーション設定を表示するには (CLI)
レプリケーション設定を表示するには、describe-replication-configurations CLI コマンドを
使用します。特定のファイルシステムのレプリケーション構成を表示することも、AWS アカウントAWS
リージョン内の特定のファイルシステムのすべてのレプリケーション構成を表示することもできます。同
等の API コマンドは DescribeReplicationConfigurations (p. 341) です。
ファイルシステムのレプリケーション構成を表示するには、file-system-id URI リクエストパラメー
タを使用します。ソースまたはデスティネーションファイルシステムのIDを指定できます。
aws efs describe-replication-configurations --file-system-id fs-0123456789abcdef1
{

"Replications": [
{
"SourceFileSystemArn": "arn:aws:elasticfilesystem:eu-west-1:111122223333:filesystem/fs-abcdef0123456789a",
"CreationTime": 1641491892.0,
"SourceFileSystemRegion": "eu-west-1",
"OriginalSourceFileSystemArn": "arn:aws:elasticfilesystem:euwest-1:111122223333:file-system/fs-abcdef0123456789a",
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}

]

}

"SourceFileSystemId": "fs-abcdef0123456789a",
"Destinations": [
{
"Status": "ENABLED",
"FileSystemId": "fs-0123456789abcdef1",
"Region": "us-east-1"
}
]

のアカウントのすべてのレプリケーション設定を表示するにはAWS リージョン、file-system-idパラ
メータを指定しないでください。
aws efs describe-replication-configurations
{

"Replications": [
{
"SourceFileSystemArn": "arn:aws:elasticfilesystem:eu-west-1:555555555555:filesystem/fs-0123456789abcdef1",
"CreationTime": 1641491892.0,
"SourceFileSystemRegion": "eu-west-1",
"OriginalSourceFileSystemArn": "arn:aws:elasticfilesystem:euwest-1:555555555555:file-system/fs-0123456789abcdef1",
"SourceFileSystemId": "fs-0123456789abcdef1",
"Destinations": [
{
"Status": "ENABLED",
"FileSystemId": "fs-abcdef0123456789a",
"Region": "us-east-1",
"LastReplicatedTimestamp": 1641491802.375
}
]
},
{
"SourceFileSystemArn": "arn:aws:elasticfilesystem:eu-west-1:555555555555:filesystem/fs-021345abcdef6789a",
"CreationTime": 1641491822.0,
"SourceFileSystemRegion": "eu-west-1",
"OriginalSourceFileSystemArn": "arn:aws:elasticfilesystem:euwest-1:555555555555:file-system/fs-021345abcdef6789a",
"SourceFileSystemId": "fs-021345abcdef6789a",
"Destinations": [
{
"Status": "ENABLED",
"FileSystemId": "fs-012abc3456789def1",
"Region": "us-east-1",
"LastReplicatedTimestamp": 1641491823.575
}
]
}
]
}

レプリケーション設定の削除
コンソール、CLI、または API を使用して、既存のレプリケーション設定を削除できます。デスティネー
ション・ファイルシステムにフェイルオーバーする必要がある場合は、そのファイル・システムが属し
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ているレプリケーション構成を削除します。レプリケーション構成を削除すると、デスティネーション・
ファイルシステムは読み取り専用の状態ではなくなります。
レプリケーション構成を削除し、デスティネーション・ファイルシステムを書き込み可能に変更すると、
完了するまでに数分かかることがあります。設定を削除すると、Amazon EFS は次の命名規則を使用し
て、lost+found宛先ファイルシステムのルートディレクトリにあるディレクトリにデータを書き込む場
合があります。
efs-replication-lost+found-source-file-system-id-TIMESTAMP

Note
レプリケーション設定の一部であるファイルシステムを削除することはできません。ファイルシ
ステムを削除する前に、レプリケーション構成を削除する必要があります。
レプリケーション構成を削除する場合、AWS リージョンデスティネーション・ファイルシステムが置かれ
ているものから削除リクエストを発行する必要があります。Amazon EFS コンソールがこれを管理します
が、CLI と APIAWS リージョン を使用するときは正しく動作していることを確認する必要があります。

レプリケーション設定を削除するには (コンソール)
1.
2.

Amazon Elastic File System コンソール (https://console.aws.amazon.com/efs/) を開きます。
左のナビゲーションペインで [ファイルシステム] を選択します。

3.

削除するレプリケーション構成内のソースまたはデスティネーション・ファイルシステムのいずれか
を選択します。

4.
5.

「レプリケーション」タブを選択し、「レプリケーション」セクションを表示します。
[Delete] を選択してレプリケーション設定を削除します。プロンプトが表示されたら、選択内容を確
認します。

レプリケーション設定を削除するには (CLI)
レプリケーション設定を削除するには、delete-replication-configuration CLI コマンドを使用し
ます。同等の API コマンドは DeleteReplicationConfiguration (p. 313) です。
削除するレプリケーション設定を指定するには、source-file-system-idパラメータを使用します。

Note
delete-replication-configurationCLIリクエストは、AWS リージョンデスティネーショ
ン・ファイルシステムと同じ場所から呼び出す必要があります。
aws efs --region us-west-2 delete-replication-configuration \
--source-file-system-id fs-0123456789abcdef1
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Amazon Elastic File System チュート
リアル
このセクションでは、Amazon EFS を取り上げて、エンドツーエンドのセットアップをテストするための
チュートリアルを提供しています。
トピック
• チュートリアル: Amazon EFS ファイルシステムを作成し、を使用して Amazon EC2 インスタンスに
マウントするAWS CLI (p. 162)
• チュートリアル: Apache ウェブサーバーを設定して Amazon EFS ファイルを提供する (p. 174)
• チュートリアル: 書き込み可能なユーザーごとのサブディレクトリを作成し、再起動時の自動再マウン
トを設定する (p. 180)
• ウォークスルー: オンプレミスでファイルシステムを作成してマウントするAWS Direct ConnectVPN
と (p. 181)
• チュートリアルの概要: 別の VPC からファイルシステムをマウントする (p. 188)
• ウォークスルー: Amazon EFS ファイルシステムでの保管時の暗号化の強制 (p. 193)
• チュートリア NFS クライアントの IAM 認証を使用してルートスカッシュを有効にする (p. 195)

チュートリアル: Amazon EFS ファイルシステムを
作成し、を使用して Amazon EC2 インスタンスに
マウントするAWS CLI
このチュートリアルでは、AWS CLI を使用して Amazon EFS API について調べます。このチュートリア
ルでは、暗号化された Amazon EFS ファイルシステムを作成して、VPC の Amazon EC2 インスタンスに
マウントし、セットアップをテストします。

Note
このチュートリアルは「はじめに」の実習に似ています。開始方法 (p. 14) 実習では、コンソール
を使用して EC2 と Amazon EFS リソースを作成します。このチュートリアルでは、AWS CLI を
使用して、主に Amazon EFS API に慣れるために同じことを行います。
このチュートリアルでは、アカウントに以下の AWS リソースを作成します。
• Amazon EC2 リソース。
• 2 つのセキュリティグループ (EC2 インスタンスおよび Amazon EFS ファイルシステム用)。
セキュリティグループにルールを追加して、適切なインバウンド/アウトバウンドアクセスを許可しま
す。これにより、EC2 インスタンスは、標準の NFSv 4.1 TCP ポートを使用して、マウントターゲッ
トを通じてファイルシステムに接続します。
• VPC 内の Amazon EC2 インスタンス。
• Amazon EFS のリソース
• ファイルシステム。
• ファイルシステムのマウントターゲット。
ファイルシステムを EC2 インスタンスにマウントするには、VPC にマウントターゲットを作成する
必要があります。VPC 内の各アベイラビリティーゾーンに 1 つのマウントターゲットを作成できま
す。詳細については、「Amazon EFS: 使用方法 (p. 3)」を参照してください。
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スタートする前に

次に、EC2 インスタンス上のファイルシステムをテストします。チュートリアルの最後のクリーンアップ
の手順には、これらのリソースを削除するための情報が記載されています。
このチュートリアルにより、米国西部(オレゴン) リージョン (us-west-2) にこれらのリソースがす
べて作成されます。どの AWS リージョン リージョンを使用しても、それを一貫して使用してくださ
い。VPC、EC2 リソース、Amazon EFS リソースなどのすべてのリソースは、同じ AWS リージョン 内に
なければなりません。

スタートする前に
• AWS アカウント アカウントのルート認証情報を使用してコンソールにサインインし、「はじめに」の
練習を試すことができます。しかし、AWS Identity and Access Management は AWS アカウント アカ
ウントのルート認証情報を使用しないことをお勧めします。代わりに、アカウントに管理者ユーザーを
作成し、それらの認証情報を使用してアカウントのリソースを管理します。詳細については、「セット
アップ (p. 12)」を参照してください。
• アカウントで作成したデフォルトの VPC またはカスタム VPC を使用できます。このウォークスルーで
は、デフォルトの VPC 設定が機能します。ただし、カスタム VPC を使用する場合は、次の点を確認し
てください。
• DNS ホスト名は有効です。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC の DNS サポー
トを表示および更新する」を参照してください。
• インターネットゲートウェイが VPC にアタッチされています。詳細については、Amazon VPC ユー
ザーガイドの「インターネットゲートウェイ」を参照してください。
• VPC サブネットは、VPC サブネットで起動されたインスタンスのパブリック IP アドレスを要求する
ように設定されています。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC の IP アドレス指
定」を参照してください。
• VPC ルートテーブルには、インターネット経由のすべてのトラフィックをインターネットゲートウェ
イに送信するルールが含まれています。
• AWS CLI をセットアップして、adminuser プロファイルを追加する必要があります。

AWS CLI の設定
次の手順に従って、AWS CLI とユーザープロファイルを設定します。

AWS CLI をセットアップする
1.

AWS CLI をダウンロードして設定します。手順については、AWS Command Line Interface ユーザー
ガイドの次のトピックを参照してください。
AWSCommand Line Interface のセットアップ
AWSCommand Line Interface のインストール

2.

AWSCommand Line Interface の設定
プロファイルを設定します。
ユーザーの認証情報を AWS CLI config ファイルに格納します。このチュートリアルの CLI コマン
ドの例では、adminuser プロファイルを指定します。configuser ファイルを config ファイルに作成
します。以下のように、管理者ユーザープロファイルを config ファイルのデフォルトとして設定す
ることもできます。
[profile adminuser]
aws_access_key_id = admin user access key ID
aws_secret_access_key = admin user secret access key
region = us-west-2
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[default]
aws_access_key_id = admin user access key ID
aws_secret_access_key = admin user secret access key
region = us-west-2

前述のプロファイルはデフォルトで AWS リージョン を設定します。CLI コマンドでリージョンを指
定しない場合、us-west-2 リージョンが使用されます。
3.

コマンドプロンプトで以下のコマンドを入力して、セットアップを確認します。これらのコマンドの
両方は、いずれも認証情報を明示的に提供しないため、デフォルトプロファイルの認証情報が使用さ
れます。
• help コマンドを試してみます。
--profile パラメータを追加することで、明示的にユーザープロファイルを指定することもでき
ます。
aws help
aws help \
--profile adminuser

次のステップ
ステップ 1: Amazon EC2 リソースを作成する (p. 164)

ステップ 1: Amazon EC2 リソースを作成する
このステップでは、次の作業を行います。
• 2 つのセキュリティグループを作成します。
• セキュリティグループにルールを追加して、追加のアクセスを許可します。
• EC2 インスタンスを起動します。このインスタンス上に Amazon EFS ファイルシステムを作成し、次
の手順でマウントします。
トピック
• ステップ 1.1: 2 つのセキュリティグループを作成する (p. 164)
• ステップ 1.2: セキュリティグループにルールを追加してインバウンド/アウトバウンドアクセスを承認
する (p. 165)
• ステップ 2: EC2 インスタンスの起動 (p. 166)

ステップ 1.1: 2 つのセキュリティグループを作成する
このセクションでは、EC2 インスタンスと Amazon EFS マウントターゲットの VPC にセキュリティグ
ループを作成します。チュートリアルの後半で、これらのセキュリティグループを EC2 インスタンスと
Amazon EFS マウントターゲットに割り当てます。セキュリティグループの詳細については、Linux イン
スタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの「 EC2 VPC セキュリティグループ」を参照してください。

セキュリティグループを作成するには
1.

create-security-group CLI コマンドを使用して、2 つのセキュリティグループを作成します。
a.

EC2 インスタンス用のセキュリティグループ (efs-walkthrough1-ec2-sg) を作成し、VPC ID
を指定します。

164

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
ステップ 1: Amazon EC2 リソースを作成する

$ aws ec2 create-security-group \
--region us-west-2 \
--group-name efs-walkthrough1-ec2-sg \
--description "Amazon EFS walkthrough 1, SG for EC2 instance" \
--vpc-id vpc-id-in-us-west-2 \
--profile adminuser

セキュリティグループ ID を書き留めます。以下に、応答の例を示します。
{
}

"GroupId": "sg-aexample"

次のコマンドを使用して、VPC ID を見つけることができます。
$ aws

b.

ec2 describe-vpcs

Amazon EFS マウントターゲット用のセキュリティグループ (efs-walkthrough1-mt-sg) を作
成します。VPC ID を指定する必要があります。
$ aws ec2 create-security-group \
--region us-west-2 \
--group-name efs-walkthrough1-mt-sg \
--description "Amazon EFS walkthrough 1, SG for mount target" \
--vpc-id vpc-id-in-us-west-2 \
--profile adminuser

セキュリティグループ ID を書き留めます。以下に、応答の例を示します。
{
}

2.

"GroupId": "sg-aexample"

セキュリティグループを確認します。
aws ec2 describe-security-groups \
--group-ids list of security group IDs separated by space \
--profile adminuser \
--region us-west-2

両方には、すべてのトラフィックを残すことができるアウトバウンドルールが 1 つだけ必要です。
次のセクションでは、以下を可能にする追加アクセスを承認します。
• EC2 インスタンスに接続できるようにします。
• EC2 インスタンスと (このチュートリアルの後半でこれらのセキュリティグループを関連付ける)
Amazon EFS マウントターゲットとの間のトラフィックを有効にします。

ステップ 1.2: セキュリティグループにルールを追加してインバ
ウンド/アウトバウンドアクセスを承認する
このステップでは、セキュリティグループにルールを追加して、インバウンド/アウトバウンドアクセスを
許可します。
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ルールを追加するには
1.

任意のホストからの Secure Shell (SSH) を使用して EC2 インスタンスに接続できるように、EC2 イ
ンスタンス (efs-walkthrough1-ec2-sg) のセキュリティグループへの受信 SSH 接続を認証しま
す。
$ aws ec2 authorize-security-group-ingress \
--group-id id of the security group created for EC2 instance \
--protocol tcp \
--port 22 \
--cidr 0.0.0.0/0 \
--profile adminuser \
--region us-west-2

セキュリティグループに追加したインバウンドおよびアウトバウンドのルールがあることを確認しま
す。
aws ec2 describe-security-groups \
--region us-west-2 \
--profile adminuser \
--group-id security-group-id

2.

Amazon EFS マウントターゲット (efs-walkthrough1-mt-sg) のセキュリティグループへのインバ
ウンドアクセスを許可します。
コマンドプロンプトで、次の AWS CLI の authorize-security-group-ingress コマンドを
adminuser プロファイルを使用して実行し、インバウンドルールを追加します。
$ aws ec2 authorize-security-group-ingress \
--group-id ID of the security group created for Amazon EFS mount target \
--protocol tcp \
--port 2049 \
--source-group ID of the security group created for EC2 instance \
--profile adminuser \
--region us-west-2

3.

両方のセキュリティグループがインバウンドアクセスを許可することを確認します。
aws ec2 describe-security-groups \
--group-names efs-walkthrough1-ec2-sg
--profile adminuser \
--region us-west-2

efs-walkthrough1-mt-sg \

ステップ 2: EC2 インスタンスの起動
このステップでは、EC2 インスタンスを起動します。

EC2 インスタンスを起動するには
1.

EC2 インスタンスを起動するときに必要な次の情報を収集します。
• キーペア名:
• 導入情報については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 での
設定」を参照してください。
• .pem ファイルの作成手順については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの
「キーペアの作成」を参照してください。
• インスタンスの起動に使用する Amazon マシンイメージ (AMI) の ID。
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EC2 インスタンスを起動するために使用する AWS CLI コマンドには、デプロイする AMI の ID が
パラメータとして必要です。この演習では、Amazon Linux HVM AMI を使用しています。

Note
ほとんどの汎用の Linux ベースの AMI を使用することができます。別の Linux AMI を使
用する場合は、必ずご使用のディストリビューションのパッケージマネージャーを使用し
て、インスタンスに NFS クライアントをインストールします。また、必要に応じてソフト
ウェアパッケージを追加する必要がある場合もあります。
Amazon Linux HVM AMI では、Amazon Linux AMI で最新の ID を見つけることができま
す。Amazon Linux AMI ID テーブルから次のように ID 値を選択します。
• [US West Oregon (米国西部オレゴン)] リージョンを選択します。このチュートリアルでは、米国
西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2) 内にすべてのリソースを作成していることを前提として
います。
• [EBS-backed HVM 64-bit] タイプを選択します (CLI コマンドでインスタンスストアをサポートし
ない t2.micro インスタンスタイプを指定するため)。
• EC2 インスタンス用に作成したセキュリティグループの ID。
• AWS リージョン。このチュートリアルでは、us-west-2 リージョンを使用しています。
• インスタンスを起動する VPC サブネット ID。サブネットのリストを取得するには、describesubnets コマンドを使用します。
$ aws ec2 describe-subnets \
--region us-west-2 \
--filters "Name=vpc-id,Values=vpc-id" \
--profile adminuser

サブネット ID を選択した後、describe-subnets の結果から次の値を書き留めます。
• サブネット ID – マウントターゲットを作成するときにこの値が必要です。この練習では、EC2 イ
ンスタンスを起動するのと同じサブネットにマウントターゲットを作成します。
• サブネットのアベイラビリティーゾーン - この値は、マウントターゲットの DNS 名を構成するた
めに必要です。この名前は、EC2 インスタンスにファイルシステムをマウントするために使用し
ます。
2.

次の AWS CLI run-instances コマンドを実行して、EC2 インスタンスを起動します。
$ aws ec2 run-instances \
--image-id AMI ID \
--count 1 \
--instance-type t2.micro \
--associate-public-ip-address \
--key-name key-pair-name \
--security-group-ids ID of the security group created for EC2 instance \
--subnet-id VPC subnet ID \
--region us-west-2 \
--profile adminuser

3.

run-instances コマンドによって返されるインスタンス ID を書き留めます。

4.

作成した EC2 インスタンスには、EC2 インスタンスに接続してファイルシステムをマウントするた
めに使用するパブリック DNS 名が必要です。パブリック DNS 名の形式は次のとおりです。
ec2-xx-xx-xx-xxx.compute-1.amazonaws.com

次の CLI コマンドを実行して、パブリック DNS 名を書き留めます。
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aws ec2 describe-instances \
--instance-ids EC2 instance ID \
--region us-west-2 \
--profile adminuser

パブリック DNS 名が見つからない場合は、EC2 インスタンスを起動した VPC の設定を確認してくだ
さい。詳細については、「スタートする前に (p. 163)」を参照してください。
5.

(オプション) 作成した EC2 インスタンスに名前を割り当てます。これを行うには、インスタンスに
割り当てる名前にキー名と値を設定したタグを追加します。この操作はは、次の AWS CLI createtags コマンドを実行して行うことができます。
$ aws ec2 create-tags \
--resources EC2-instance-ID \
--tags Key=Name,Value=Provide-instance-name
--region us-west-2 \
--profile adminuser

\

次のステップ
ステップ 2: Amazon EFS リソースを作成する (p. 168)

ステップ 2: Amazon EFS リソースを作成する
このステップでは、次の作業を行います。
• Amazon EFS ファイルシステムを作成します。
• ライフサイクル管理を有効にします。
• EC2 インスタンスを起動したアベイラビリティーゾーンにマウントターゲットを作成します。
トピック
• ステップ 2.1: Amazon EFS ファイルシステムを作成します。 (p. 168)
• ステップ 2.2: ライフサイクル管理を有効にする (p. 169)
• ステップ 2.3: マウントターゲットを作成する (p. 170)

ステップ 2.1: Amazon EFS ファイルシステムを作成します。
このステップでは、Amazon EFS ファイルシステムを作成します。次のステップで、ファイルシステムの
マウントターゲットを作成するときに使用する FileSystemId を書き留めます。

ファイルシステムを作成するには
•

オプションの Name タグを使用してファイルシステムを作成します。
a.

コマンドプロンプトで、次の AWS CLI create-file-system コマンドを実行します。
$ aws efs create-file-system \
--encrypted \
--creation-token FileSystemForWalkthrough1 \
--tags Key=Name,Value=SomeExampleNameValue \
--region us-west-2 \
--profile adminuser
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次のレスポンスが返されます。
{

"OwnerId": "111122223333",
"CreationToken": "FileSystemForWalkthrough1",
"FileSystemId": "fs-c657c8bf",
"CreationTime": 1548950706.0,
"LifeCycleState": "creating",
"NumberOfMountTargets": 0,
"SizeInBytes": {
"Value": 0,
"ValueInIA": 0,
"ValueInStandard": 0
},
"PerformanceMode": "generalPurpose",
"Encrypted": true,
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:a5c11222-7a99-43c8-9dccabcdef123456",
"ThroughputMode": "bursting",
"Tags": [
{
"Key": "Name",
"Value": "SomeExampleNameValue"
}
]
}

b.

[FileSystemId] の値を書き留めます。「ステップ 2.3: マウントターゲットを作成す
る (p. 170)」でこのファイルシステムのマウントターゲットを作成するときに、この値が必要に
なります。

ステップ 2.2: ライフサイクル管理を有効にする
このステップでは、低頻度アクセスストレージクラスを使用するために、ファイルシステムでライフサイ
クル管理を有効にします。詳細については、Amazon EFS ライフサイクルの管理 (p. 106)、および EFS ス
トレージクラス (p. 21) を参照してください。

ライフサイクル管理を有効にするには
•

コマンドプロンプトで、次の AWS CLI put-lifecycle-configuration コマンドを入力します。
$ aws efs put-lifecycle-configuration \
--file-system-id fs-c657c8bf \
--lifecycle-policies TransitionToIA=AFTER_30_DAYS \
--region us-west-2 \
--profile adminuser

次のレスポンスが返されます。
{

}

"LifecyclePolicies": [
{
"TransitionToIA": "AFTER_30_DAYS"
}
]
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ステップ 2.3: マウントターゲットを作成する
このステップでは、EC2 インスタンスを起動したアベイラビリティーゾーンにファイルシステムのマウン
トターゲットを作成します。
1.

以下の情報があることを確認してください。
• マウント対象を作成するファイルシステムの ID (例: fs-example)。
• ステップ 1 で EC2 インスタンスを起動した VPC サブネット ID。
このチュートリアルでは、EC2 インスタンスを起動した同じサブネットにマウントターゲットを作
成するので、サブネット ID (例: subnet-example) が必要です。
• 前のステップでマウントターゲット用に作成したセキュリティグループの ID。

2.

コマンドプロンプトで、次の AWS CLI create-mount-target コマンドを入力します。
$ aws efs create-mount-target \
--file-system-id file-system-id \
--subnet-id subnet-id \
--security-group ID-of-the security-group-created-for-mount-target \
--region us-west-2 \
--profile adminuser

次のレスポンスが返されます。
{

}

3.

"MountTargetId": "fsmt-example",
"NetworkInterfaceId": "eni-example",
"FileSystemId": "fs-example",
"PerformanceMode" : "generalPurpose",
"LifeCycleState": "available",
"SubnetId": "fs-subnet-example",
"OwnerId": "account-id",
"IpAddress": "xxx.xx.xx.xxx"

また、describe-mount-targets コマンドを使用して、ファイルシステムで作成したマウントター
ゲットの説明を取得することもできます。
$ aws efs describe-mount-targets \
--file-system-id file-system-id \
--region us-west-2 \
--profile adminuser

次のステップ
ステップ 3: ファイルシステムを EC2 インスタンスにマウントしてテストする (p. 170)

ステップ 3: ファイルシステムを EC2 インスタンスに
マウントしてテストする
このステップでは、次の作業を行います。
トピック
• ステップ 3.1: 情報を収集する (p. 171)
• ステップ 3.2: EC2 インスタンスに NFS クライアントをインストールする (p. 171)
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• ステップ 3.3: ファイルシステムを EC2 インスタンスにマウントしてテストする (p. 172)

ステップ 3.1: 情報を収集する
このセクションの手順に従って、次の情報を確認してください。
• EC2 インスタンスのパブリック DNS 名の形式は以下のとおりです。
ec2-xx-xxx-xxx-xx.aws-region.compute.amazonaws.com

• ファイルシステムの DNS 名。この DNS 名は、次の一般的な形式を使用して作成できます。
file-system-id.efs.aws-region.amazonaws.com

マウントターゲットを使用してファイルシステムをマウントする EC2 インスタンスは、ファイルシステ
ムの DNS 名をマウントターゲットの IP アドレスに解決できます。

Note
Amazon EFS では、Amazon EC2 インスタンスがパブリック IP アドレスまたはパブリック DNS
名のいずれかを持つことは必要ではありません。前述の要件は、SSH を使用して VPC 外のイン
スタンスに接続するための、このチュートリアルでの一例です。

ステップ 3.2: EC2 インスタンスに NFS クライアントをインス
トールする
Windows または Linux、macOS X、またはその他の Unix バリアントを実行しているコンピュータか
ら、EC2 インスタンスに接続できます。

NFS クライアントをインストールするには
1.

EC2 インスタンスに接続します。
• macOS または Linux を実行しているコンピュータからインスタンスに接続するには、-i オプショ
ンとプライベートキーへのパスと共に、SSH コマンドに対する .pem ファイルを指定します。
• Windows を実行しているコンピュータから Linux インスタンスに接続する場合は、MindTerm また
は PuTTY のどちらかを使用できます。PuTTY を使用する予定がある場合は、それをインストール
してから、次のプロシージャを使用して .pem ファイルを .ppk ファイルに変換します。
詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の次のトピックを参照して
ください。
• PuTTY を使用した Windows から Linux インスタンスへの接続
• SSH を使用した Linux インスタンスへの接続

2.

SSH セッションを使用して、EC2 インスタンスで次のコマンドを実行します。
a.

(オプション) アップデートを入手して再起動します。
$
$

sudo yum -y update
sudo reboot

再起動後、EC2 インスタンスに再接続します。
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b.

NFS クライアントをインストールします。
$ sudo yum -y install nfs-utils

Note
Amazon EC2 インスタンスの起動時に{1>Amazon Linux AMI 2016.03.0 Amazon Linux
AMI<1}を選択する場合、 はデフォルトですでに AMI に組み込まれているため、インス
トールする必要はありません。

ステップ 3.3: ファイルシステムを EC2 インスタンスにマウント
してテストする
これで、EC2 インスタンスにファイルシステムをマウントします。
1.

ディレクトリを作成します (「efs-mount-point」)。
$ mkdir ~/efs-mount-point

2.

Amazon EFS ファイルシステムをマウントします。
$ sudo mount -t nfs -o
nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport mounttarget-DNS:/
~/efs-mount-point

EC2 インスタンスは、マウントターゲットの DNS 名を IP アドレスに解決できます。オプションでマ
ウントターゲットの IP アドレスを直接指定することもできます。
$ sudo mount -t nfs -o
nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport mounttarget-ip:/ ~/efs-mount-point

3.

EC2 インスタンスに Amazon EFS ファイルシステムをマウントしたので、ファイルを作成できま
す。
a.

ディレクトリを変更します。
$ cd ~/efs-mount-point

b.

ディレクトリの内容を一覧表示します。
$ ls -al

これは空である必要があります。
drwxr-xr-x 2 root
root
4096 Dec 29 22:33 .
drwx------ 4 ec2-user ec2-user 4096 Dec 29 22:54 ..

c.

ファイルシステムのルートディレクトリは、作成時に root ユーザーが所有し、root ユーザーに
よって書き込みが可能なため、ファイルを追加する権限を変更する必要があります。
$ sudo chmod go+rw .
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ls -al コマンドを実行すると、権限が変更されたことがわかります。
drwxrwxrwx 2 root
root
4096 Dec 29 22:33 .
drwx------ 4 ec2-user ec2-user 4096 Dec 29 22:54 ..

d.

テキストファイルを作成します。
$ touch test-file.txt

e.

ディレクトリのコンテンツを一覧表示します。
$ ls -l

これで、VPC の EC2 インスタンスに Amazon EFS ファイルシステムが作成され、マウントされました。
マウントしたファイルシステムは、再起動後も保持されません。ディレクトリを自動的に再マウントする
には、fstab ファイルを使用します。詳細については、「再起動時の自動再マウント (p. 181)」を参照
してください。Auto Scaling グループを使用して EC2 インスタンスを起動する場合は、起動設定でスク
リプトを設定することもできます。例については、チュートリアル: Apache ウェブサーバーを設定して
Amazon EFS ファイルを提供する (p. 174) を参照してください。
次のステップ
ステップ 4: クリーンアップ (p. 173)

ステップ 4: クリーンアップ
作成したリソースが不要になった場合は、削除する必要があります。これは CLI で行うことができます。
• EC2 リソース (EC2 インスタンスと 2 つのセキュリティグループ) を削除します。マウントターゲット
を削除すると、Amazon EFS はネットワークインタフェースを削除します。
• Amazon EFS リソース (ファイルシステム、マウントターゲット) を削除します。

このチュートリアルで作成した AWS リソースを削除するには
1.

このチュートリアルのために作成した EC2 インスタンスを終了します。
$ aws ec2 terminate-instances \
--instance-ids instance-id \
--profile adminuser

コンソールを使用して EC2 リソースを削除することもできます。操作方法については、Linux インス
タンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスの終了」を参照してください。
2.

マウントターゲットを削除します。
ファイルシステムを削除する前に、そのファイルシステム用に作成されたマウントターゲットを削除
する必要があります。マウントターゲットのリストを取得するには、describe-mount-targets
CLI コマンドを使用します。
$ aws efs describe-mount-targets \
--file-system-id file-system-ID \
--profile adminuser \
--region aws-region
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次に、delete-mount-target CLI コマンドを使用してマウントターゲットを削除します。
$ aws efs delete-mount-target \
--mount-target-id ID-of-mount-target-to-delete \
--profile adminuser \
--region aws-region

3.

(オプション) 作成した 2 つのセキュリティグループを削除します。セキュリティグループを作成する
ための料金はかかりません。
EC2 インスタンスのセキュリティグループを削除する前に、まずマウントターゲットのセキュリティ
グループを削除する必要があります。マウントターゲットのセキュリティグループには、EC2 セキュ
リティグループを参照するルールがあります。したがって、EC2 インスタンスのセキュリティグルー
プを最初に削除することはできません。
操作方法については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスのセキュ
リティグループの削除」を参照してください。

4.

delete-file-system CLI コマンドを使用してファイルシステムを削除します。describe-filesystems CLI コマンドを使用すると、ファイルシステムのリストを取得できます。レスポンスから
ファイルシステム ID を取得できます。
aws efs describe-file-systems \
--profile adminuser \
--region aws-region

ファイルシステム ID を指定してファイルシステムを削除します。
$ aws efs delete-file-system \
--file-system-id ID-of-file-system-to-delete \
--region aws-region \
--profile adminuser

チュートリアル: Apache ウェブサーバーを設定し
て Amazon EFS ファイルを提供する
Apache ウェブサーバーを実行している EC2 インスタンスによって、Amazon EFS ファイルシステムに
保存されているファイルを提供できます。EC2 インスタンスにすることも、または、アプリケーションの
ニーズに合わせて、Amazon EFS ファイルシステムからファイルを提供する複数の EC2 インスタンスに
することもできます。次の手順で説明されています。
• EC2 インスタンスに Apache ウェブサーバーを設定します (p. 175)。
• Auto Scaling グループを作成して、複数の EC2 インスタンスに Apache ウェブサーバーを設定しま
す (p. 177)。Amazon EC2 Auto Scaling を使用して複数の EC2 インスタンスを作成できます。これ
は、アプリケーションのニーズに応じてグループ内の EC2 インスタンスの数を増減できるAWSのサー
ビスです。複数のウェブサーバーがある場合、その間でリクエストトラフィックを分散させるための
ロードバランサーも必要です。

Note
どちらの手順でも、すべてのリソースを米国西部（オレゴン） (us-west-2) に作成します。
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ファイルを提供する単一 EC2 インスタンス
Apache ウェブサーバーを 1 つの EC2 インスタンスで設定するステップに従って、Amazon EFS ファイル
システムで作成するファイルを提供します。
1.

「使用開始」の演習の手順に従って、以下のものから成る設定の作業を行います。
• Amazon EFS ファイルシステム
• EC2 インスタンス
• EC2 インスタンスにマウントされているファイルシステム
手順については、「Amazon Elastic File System の開始 (p. 14)」を参照してください。この手順に
従って、以下を書き留めてください。
• EC2 インスタンスのパブリック DNS 名。
• EC2 インスタンスを起動した場所と同じアベイラビリティーゾーンで作成されたマウントターゲッ
トのパブリック DNS 名。

2.

(オプション) 「使用開始」の演習で作成したマウントポイントからファイルシステムをアンマウント
することもできます。
$ sudo umount

~/efs-mount-point

このチュートリアルでは、ファイルシステムの別のマウントポイントを作成します。
3.

EC2 インスタンスで Apache ウェブサーバーをインストールし、次のように設定します。
a.

EC2 インスタンスに接続し、Apache ウェブサーバーをインストールします。
$ sudo yum -y install httpd

b.

サービスを起動します。
$ sudo service httpd start

c.

マウントポイントを作成します。
最初に、DocumentRoot ファイルの /etc/httpd/conf/httpd.conf が /var/www/html
(DocumentRoot "/var/www/html") を指していることに注意してください。
Amazon EFS ファイルシステムは、ドキュメントルートの下のサブディレクトリにマウントしま
す。
という名前のサブディレクトリを作成します。efs-mount-pointファイルシステムのマウント
ポイントとして使用するには、/var/www/html。
$ sudo mkdir /var/www/html/efs-mount-point

d.

次のコマンドを使用して Amazon EFS ファイルシステムをマウントします。file-systemidファイルシステムの ID を指定します。
$ sudo mount -t efs file-system-id:/ /var/www/html/efs-mount-point

4.

セットアップをテストします。
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a.

「使用開始」の演習で作成した EC2 インスタンスセキュリティグループにルールを追加し、どこ
からでも TCP ポート 80 での HTTP トラフィックを許可します。
ルールを追加すると、EC2 インスタンスセキュリティグループに次のインバウンドルールが適用
されます。

手順については、「AWS Management Console を使用したセキュリティグループの作
成 (p. 45)」を参照してください。
b.

サンプルの html ファイルを作成します。
i.

ディレクトリをマウントポイントに変更します。
$ cd /var/www/html/efs-mount-point

ii.

というサブディレクトリを作成します。sampledirまた、所有権を変更します。
$
$
$

sudo mkdir sampledir
sudo chown ec2-user sampledir
sudo chmod -R o+r sampledir

ディレクトリにファイルを作成できるようにディレクトリを変更します。sampledirサブ
ディレクトリ。
$

iii.

cd sampledir

サンプルの hello.html ファイルを作成します。
$ echo "<html><h1>Hello from Amazon EFS</h1></html>" > hello.html

c.

ブラウザウィンドウを開き、URL を入力してファイルにアクセスします (EC2 インスタンスのパ
ブリック DNS 名の後にファイル名が続きます)。例:
http://EC2-instance-public-DNS/efs-mount-point/sampledir/hello.html

これで、Amazon EFS ファイルシステムに保存されているウェブページを提供できます。

Note
このセットアップでは、起動時にウェブサーバー (httpd) を自動的に開始するよう EC2 インスタ
ンスが設定されません。また、起動時にファイルシステムがマウントされません。次のチュート
リアルでは、このセットアップのための起動設定を作成します。
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ファイルを提供する複数の EC2 インスタンス
複数の EC2 インスタンスから Amazon EFS ファイルシステムの同じコンテンツを提供する手順に従っ
て、スケーラビリティまたは可用性を向上させます。
1.

ステップ 1: Amazon EFS; ファイルシステムを作成する (p. 15)演習の手順に従って、Amazon EFS
ファイルシステムを作成およびテストします。

Important
このチュートリアルでは、「使用開始」の演習で作成した EC2 インスタンスは使用しませ
ん。代わりに、新しい EC2 インスタンスを起動します。
2.

次の手順を使用して、VPC にロードバランサーを作成します。
a.

ロードバランサーを定義する
[Basic Configuration (基本的な設定)] セクションで VPC を選択して、ファイルシステムをマウン
トする EC2 インスタンスを作成します。
[サブネットの選択] セクションでは、利用可能なすべてのサブネットを選択することができま
す。詳細については、次のセクションの cloud-config スクリプトを参照してください。

b.

セキュリティグループの割り当て
次に示すように、ロードバランサーの新しいセキュリティグループを作成して、どこからでも
ポート 80 からの HTTP アクセスを許可します。
• Type: HTTP
• プロトコル: TCP
• ポート範囲: 80
• ソース: Anywhere (0.0.0.0/0)

Note
すべてが機能している場合は、EC2 インスタンスのセキュリティグループのインバウン
ドルールアクセスを更新して、ロードバランサーからの HTTP トラフィックのみを許可
することもできます。
c.

ヘルスチェックを設定する
[Ping Path (ping パス)] を /efs-mount-point/test.html に設定します。efs-mountpoint はファイルシステムがマウントされているサブディレクトリです。この手順の後半
で、test.html ページを追加します。

Note
EC2 インスタンスを追加しないでください。EC2 インスタンスを起動する Auto Scaling グ
ループを作成した後で、このロードバランサーを指定します。
ロードバランサーを作成する手順については、Elastic Load Balancing ユーザーガイド の「Elastic
Load Balancing の開始方法」を参照してください。
2 つの EC2 インスタンスを使用して Auto Scaling グループを作成します。まず、インスタンスを記述す
る起動設定を作成します。次に、起動設定を指定して Auto Scaling グループを作成します。次の手順で
は、Amazon EC2 コンソールから Auto Scaling グループを作成するために指定する設定情報を示します。
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1.

左側のナビゲーションから、[AUTO SCALING (自動スケーリング)] の下にある [Launch
Configurations (起動設定)] を選択します。

2.

[Create Auto Scaling group (Auto Scaling グループの作成)] を選択して、ウィザードを起動します。

3.

[Create launch configuration] を選択します。

4.

送信元クイックスタートの場合は、最新バージョンのを選択します。Amazon Linux 2AMI。これは、
「使用開始」の演習の「ステップ 2: EC2 リソースを作成し、EC2 インスタンスを起動する (p. 17)」
で使用したのと同じ AMI です。

5.

[Advanced (アドバンスド)] セクションで以下を実行します。
• [IP Address Type (IP アドレスタイプ)] で、[Assign a public IP address to every instance (パブリッ
ク IP アドレスをすべてのインスタンスに割り当てる)] を選択します。
• 次のスクリプトを [User data (ユーザーデータ)] ボックスにコピー/ペーストします。
file-system-id と aws-region の値を指定してスクリプトを更新する必要があります (「使用
開始」の演習に従った場合は、us-west-2 region にファイルシステムを作成しました)。
スクリプトでは、以下の点に注意してください。
• このスクリプトでは、NFS クライアントと Apache ウェブサーバーをインストールします。
• echo コマンドでは、/etc/fstab ファイルに次のエントリを書き込み、マウントするファイ
ルシステムの DNS 名とサブディレクトリを識別します。このエントリによって、各システム
の再起動後にファイルがマウントされます。ファイルシステムの DNS 名は動的に構築される
ことに注意してください。詳細については、「DNS 名を使用して Amazon EC2 にマウントす
る (p. 419)」を参照してください。
file-system-ID.efs.aws-region.amazonaws.com:/ /var/www/html/efs-mount-point
defaults

nfs4

• 作成するefs-mount-pointサブディレクトリを設定して、その上にファイルシステムをマウン
トします。
• を作成します。test.htmlページで、ELB ヘルスチェックがファイルを見つけることができるよ
うにします (このファイルを ping ポイントとして指定したロードバランサーを作成する場合)。
ユーザーデータスクリプトの詳細については、「」を参照してください。ユーザーデータの追加の
「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」を参照してください。
#cloud-config
package_upgrade: true
packages:
- nfs-utils
- httpd
runcmd:
- echo "$(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availabilityzone).file-system-id.efs.aws-region.amazonaws.com:/
/var/www/html/efs-mount-point
nfs4
defaults" >> /etc/fstab
- mkdir /var/www/html/efs-mount-point
- mount -a
- touch /var/www/html/efs-mount-point/test.html
- service httpd start
- chkconfig httpd on

6.

[Assign a security group (セキュリティグループの割り当て)] で、[Select an existing security group (既
存のセキュリティグループを選択する)] を選択し、EC2 インスタンス用に作成したセキュリティグ
ループを選択します。

7.

次に、以下の情報を使用して Auto Scaling グループの詳細を設定します。
a.

[Group size (グループサイズ)] に「Start with 2 instances」と入力します。2 つの EC2 イ
ンスタンスを作成します
178

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
ファイルを提供する複数の EC2 インスタンス

b.

[Network] リストから VPC を選択します。

c.

前の手順の起動設定の作成時に、ユーザーデータスクリプトでマウントターゲット ID を指定した
際に使用したのと同じアベイラビリティーゾーンのサブネットを選択します。

d.

左高度な詳細セクション
i.

[Load Balancing (ロードバランシング)] で、[Receive traffic from Elastic Load Balancer
(Elastic Load Balancer からトラフィックを受信)] を選択し、この演習用に作成したロードバ
ランサーを選択します。

ii.

[Health Check Type] (ヘルスチェックタイプ) で、ELB を選択します。

8.

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドの「スケーリングとロードバランシングを使用するアプリ
ケーションのセットアップ」にある指示に従って、Auto scaling グループを作成します。該当する場
合は、前述の表の情報を使用してください。

9.

Auto Scaling グループが正常に作成されると、nfs-utils を持つ 2 つの EC2 インスタンスと
Apache ウェブサーバーがインストールされます。それぞれのインスタンスで、Amazon EFS ファイ
ルシステムがマウントされた /var/www/html/efs-mount-point サブディレクトリがあることを
確認します。EC2 インスタンスに接続する方法については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイド の「Linux インスタンスへの接続」を参照してください。

Note
Amazon EC2 インスタンスの起動時に Amazon Linux AMI 2016.03.0 Amazon Linux AMI を選
択する場合、nfs-utils はデフォルトですでに AMI に組み込まれているため、インストー
ルする必要はありません。
10. サンプルページ (index.html) を作成します。
a.

ディレクトリを変更します。
$ cd /var/www/html/efs-mount-point

b.

sampledir のサブディレクトリを作成し、所有権を変更します。また、ディレクトリを変更し
て、sampledir サブディレクトリにファイルを作成できるようにします。前述の ファイルを提
供する単一 EC2 インスタンス (p. 175) に従った場合は、sampledir サブディレクトリが既に
作成されているため、この手順をスキップできます。
$
$
$
$

c.

sudo mkdir sampledir
sudo chown ec2-user sampledir
sudo chmod -R o+r sampledir
cd sampledir

サンプルの index.html ファイルを作成します。
$ echo "<html><h1>Hello from Amazon EFS</h1></html>" > index.html

11. セットアップをテストできるようになりました。ロードバランサーのパブリック DNS 名を使用し
て、index.html ページにアクセスします。
http://load balancer public DNS Name/efs-mount-point/sampledir/index.html

ロードバランサーから Apache ウェブサーバーを実行している EC2 インスタンスの 1 つにリクエスト
が送信されます。次に、ウェブサーバーによって、Amazon EFS ファイルシステムに保存されている
ファイルが提供されます。
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ザーごとのサブディレクトリの作成

チュートリアル: 書き込み可能なユーザーごとのサ
ブディレクトリを作成し、再起動時の自動再マウン
トを設定する
Amazon EFS ファイルシステムを作成し、それを EC2 インスタンスにローカルでマウントすると、####
#######という空のディレクトリが公開されます。一般的なユースケースの 1 つは、EC2 インスタンスで
作成した各ユーザーのために、このファイルシステムルートの下に「書き込み可能な」サブディレクトリ
を作成し、それをユーザーのホームディレクトリにマウントすることです。これにより、ユーザーがホー
ムディレクトリに作成したすべてのファイルとサブディレクトリは、Amazon EFS ファイルシステム上に
作成されます。
このチュートリアルでは、最初に「mike」というユーザーを EC2 インスタンスに作成します。その後、
ユーザー mike のホームディレクトリに Amazon EFS サブディレクトリをマウントします。また、この
チュートリアルでは、システムが再起動した場合にサブディレクトリを自動で再マウントするよう設定す
る方法を説明します。
たとえば、Amazon EFS ファイルシステムを作成し、EC2 インスタンスのローカルディレクトリにマウン
トしたとします。EFSroot という名前にしましょう。

Note
開始方法 (p. 14)の演習に従い、EC2 インスタンスに Amazon EFS ファイルシステムを作成し、
マウントします。
以下の手順では、ユーザー (mike) を作成し、ユーザーのためのサブディレクトリを作成し (EFSroot/
mike)、ユーザー mike をサブディレクトリの所有者にして完全なアクセス許可を付与し、最後にユーザー
のホームディレクトリ (/home/mike) に Amazon EFS サブディレクトリをマウントします。
1.

ユーザー mike の作成:
•

EC2 インスタンスにログインします。ルート権限を使用して (この場合は sudo コマンドを使用
して)、ユーザー mike を作成し、パスワードを割り当てます。
$ sudo useradd -c "Mike Smith" mike
$ sudo passwd mike

これにより、ユーザーのホームディレクトリ /home/mike も作成されます。
2.

ユーザー #### EFSrootmike 下にサブディレクトリを作成します。
a.

mikeEFSroot ########## を作成します。
$

sudo mkdir /EFSroot/mike

EFSroot をローカルディレクトリ名と置き換える必要があります。
b.

ルートユーザーとルートグループがサブディレクトリ /mike の所有者となります (ls -l コマン
ドを使用してこれを確認できます)。ユーザー mike に対してこのサブディレクトリに対する完全
なアクセス権限を有効にするには、ディレクトリの所有権を mike に付与します。
$ sudo chown mike:mike /EFSroot/mike
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3.

mount コマンドを使用し、mike のホームディレクトリにサブディレクトリ EFSroot/mike をマウン
トします。
$

sudo mount -t nfs -o
nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport mounttarget-DNS:/mike /home/mike

mount-target-DNS アドレスがリモート Amazon EFS ファイルシステムのルートを識別します。
これで、ユーザー mike のホームディレクトリは、Amazon EFS ファイルシステムにあるサブディレクト
リで、mike により書き込み可能となりました。このマウントターゲットをアンマウントすると、再マウン
トしない限りユーザーは EFS ディレクトリにアクセスできず、これにはルート権限が要求されます。

再起動時の自動再マウント
fstab ファイルを使用して再起動後にファイルシステムを自動的に再マウントできます。詳細について
は、Amazon EFS ファイルシステムの自動マウント (p. 82)を参照してください。

ウォークスルー: オンプレミスでファイルシステム
を作成してマウントするAWS Direct ConnectVPN
と
このウォークスルーでは、AWS Management Console を使用して、オンプレミスクライアント上のファ
イルシステムを作成およびマウントします。これを行うには、 接続または AWS 仮想プライベートネット
ワーク (VPN) の接続を使用して行います。

Note
Microsoft Windows ベースのクライアントでの Amazon EFS; の使用はサポートされていません。
トピック
• スタートする前に (p. 182)
• ステップ 1: Amazon Elastic File System リソースを作成する (p. 182)
• ステップ 2: NFS クライアントをインストールする (p. 183)
• ステップ 3: オンプレミスクライアント Amazon EFS; ファイルシステムをマウントする (p. 184)
• ステップ 4: リソースをクリーンアップし、AWS アカウントを保護するにはAWSアカウント (p. 185)
• オプション: 転送中のデータの暗号化 (p. 185)
このウォークスルーでは、AWS Direct Connect または VPN 接続がすでにあることを前提としています。
接続がない場合は今すぐ接続プロセスを開始し、接続が確立されてからこのウォークスルーに戻ってく
ださい。AWS Direct Connectの詳細については、AWS Direct Connect ユーザーガイドを参照してくださ
い。AWS VPN オプションの詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの VPN 接続を参照してくだ
さい。
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またはVPN接続がある場合は、Amazon EFSファイルシステムとマウントターゲットをAmazon VPCに作
成します。その後、amazon-efs-utils ツールをダウンロードしてインストールします。次に、オンプレミ
スクライアントからファイルシステムをテストします。最後に、ウォークスルーの最後のクリーンアップ
のステップでは、これらのリソースを削除するための情報が提供されます。
このチュートリアルにより、 リージョン () にこれらのリソースがすべて作成されます。どの AWS リー
ジョンを使用しても、それを一貫して使用してください。すべてのリソース VPC、マウントターゲット、
Amazon EFSファイルシステムなど は、同じ AWS リージョン内に存在する必要があります。q

Note
場合によっては、ローカルアプリケーションが EFS ファイルシステムが使用可能かどうかを知
る必要があります。このような場合、最初のマウントポイントを一時的に使用できなくなった場
合、アプリケーションは別のマウントポイントの IP アドレスを指すことができます。このシナリ
オでは、可用性を高めるために、2 つのオンプレミスクライアントを異なるアベイラビリティー
ゾーン (AZ) を介してファイルシステムに接続することをお勧めします。

スタートする前に
AWS アカウントのルート認証情報を使用してコンソールにサインインし、この演習を試すことができま
す。ただし、AWS Identity and Access Management (AWS アカウント) のベストプラクティスでは AWS
アカウントのルート認証情報を使用しないことをお勧めします。代わりに、アカウントに管理者ユーザー
を作成し、それらの認証情報を使用してアカウントのリソースを管理します。詳細については、「セット
アップ (p. 12)」を参照してください。
アカウントで作成したデフォルトの VPC またはカスタム VPC を使用できます。このウォークスルーで
は、デフォルトの VPC 設定が機能します。ただし、カスタム VPC を使用する場合は、次の点を確認して
ください。
• インターネットゲートウェイが VPC にアタッチされています。詳細については、Amazon VPC ユー
ザーガイドの「インターネットゲートウェイ」を参照してください。
• VPC ルートテーブルには、インターネット経由のすべてのトラフィックをインターネットゲートウェイ
に送信するルールが含まれています。

ステップ 1: Amazon Elastic File System リソースを作
成する
このステップでは、Amazon EFS; ファイルシステムおよびマウントターゲットを作成します。

Amazon EFS ; ファイルシステムを作成するには
1.

Amazon EFS コンソール {1>https://console.aws.amazon.com/efs<1} を開きます。

2.

[Create File System (ファイルシステムの作成)] を選択します。

3.

[VPC] リストからデフォルトの VPC を選択します。

4.

すべてのアベイラビリティーゾーンのチェックボックスをオンにします。それらがすべてデフォルト
のサブネット、自動 IP アドレス、および選択済みのデフォルトのセキュリティグループを持っている
ことを確認します。これらが、マウントターゲットです。詳細については、「マウントターゲットと
セキュリティグループの作成と管理 (p. 38)」を参照してください。

5.

［Next Step(次のステップ)] をクリックします。

6.

ファイルシステムに名前を付け、デフォルトのパフォーマンスモードとして [general purpose (汎用)]
を選択したまま [Next Step (次のステップ)] を選択します。

7.

[Create File System (ファイルシステムの作成)] を選択します。
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8.

リストからファイルシステムを選択し、[Security group (セキュリティグループ)] 値を書き留めます。
この値は次のステップで必要になります。

作成したファイルシステムにはマウントターゲットがあります。各マウントターゲットには、関連するセ
キュリティグループがあります。セキュリティグループは、ネットワークトラフィックを制御する仮想
ファイアウォールとして機能します。マウントターゲットの作成時にセキュリティグループを指定しな
かった場合、Amazon EFSはVPCのデフォルトのセキュリティグループをそれに関連付けます。上記のス
テップに正確に従った場合、マウントターゲットはデフォルトのセキュリティグループを使用します。
次に、マウントターゲットのセキュリティグループにルールを追加して、ネットワークファイルシステム
(NFS) ポート (2049) へのインバウンドトラフィックを許可します。AWS Management Console を使用し
て、VPC のマウントターゲットのセキュリティグループにルールを追加できます。

NFS ポートへのインバウンドトラフィックを許可するには
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

[NETWORK & SECURITY (ネットワークとセキュリティ)] で、[Security Groups (セキュリティグルー
プ)] を選択します。

3.

ファイルシステムに関連付けられているセキュリティグループを選択します。ステップ 1: Amazon
Elastic File System リソースを作成する (p. 182) の最後にこれを書き留めました。

4.

セキュリティグループのリストの下に表示されるタブ付きペインで、[Inbound (インバウンド)] タブを
選択します。

5.

[Edit] を選択します。

6.

[Add Rule (ルールの追加)] を選択し、以下のタイプのルールを選択します。
• タイプ – [NFS]
• ソース – [Anywhere (任意の場所)]
テストには [Anywhere (任意の場所)] ソースのみを使用することをお勧めします。オンプレミスクライ
アントの IP アドレスに設定されたカスタムソースを作成するか、クライアント自体のコンソールを使
用して [My IP (マイ IP)] を選択するかを選ぶことができます。

Note
アウトバウンドルールを追加する必要はありません。これは、デフォルトのアウトバウンド
ルールですべてのトラフィックを残すことができるためです。このデフォルトのアウトバウ
ンドルールがない場合は、アウトバウンドルールを追加して NFS ポート上の TCP 接続を開
き、マウントターゲットのセキュリティグループを送信先として識別します。

ステップ 2: NFS クライアントをインストールする
このステップでは、NFS クライアントをインストールします。

オンプレミスサーバーに NFS クライアントをインストール
Note
転送中のデータを暗号化する必要がある場合は、NFS クライアントの代わりに Amazon EFS マ
ウントヘルパー amazon-efs-utils を使用します。amazon-efs-utils をインストールについて
は、「」セクションを参照してください。オプション: 転送中のデータの暗号化。
1.

オンプレミスクライアントのターミナルにアクセスします。

2.

NFS をインストールします。
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EFS; ファイルシステムをマウントする

Red Hat Linux を使用している場合は、次のコマンドを使用して NFS をインストールします。
$ sudo yum -y install nfs-utils

Ubuntu を使用している場合は、次のコマンドを使用して NFS をインストールします。
$ sudo apt-get -y install nfs-common

ステップ 3: オンプレミスクライアント Amazon EFS;
ファイルシステムをマウントする
マウントのディレクトリを作成するには
1.

次のコマンドを使用して、マウントポイントのディレクトリを作成します。

Example
mkdir ~/efs

2.

アベイラビリティーゾーンで、目的のマウントターゲットの IP アドレスを選択します。オンプレミス
Linux クライアントからレイテンシーを測定できます。これを行うには、異なるアベイラビリティー
ゾーンの EC2 インスタンスの IP アドレスに対して ping のようなターミナルベースのツールを実行
して、レイテンシーが最も短いものを探します。

•

mount コマンドを実行して、マウントターゲットの IP アドレスを使用してファイルシステムをマウン
トします。
$ sudo mount -t nfs -o
nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport mounttarget-IP:/
~/efs

Amazon EFSファイルシステムをマウントしたので、次の手順でテストできます。

Amazon EFSファイルシステム接続をテストするには
1.

ディレクトリを、次のコマンドで、作成した新しいディレクトリに変更します。
$ cd ~/efs

2.

サブディレクトリを作成し、そのサブディレクトリの所有権を EC2 インスタンスユーザーに変更しま
す。次に、以下のコマンドを使用して、その新しいディレクトリに移動します。
$ sudo mkdir getting-started
$ sudo chown ec2-user getting-started
$ cd getting-started

3.

次のコマンドを使用してテキストファイルを作成します。
$ touch test-file.txt

4.

次のコマンドを使用して、ディレクトリの内容を一覧表示します。
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ステップ 4: リソースをクリーンアップし、AWS
アカウントを保護するにはAWSアカウント
$ ls -al

その結果、次のファイルが作成されます。
-rw-rw-r-- 1 username username 0 Nov 15 15:32 test-file.txt

/etc/fstab ファイルにエントリを追加することで、自動的にファイルシステムをマウントすることもで
きます。詳細については、「Amazon EFS ファイルシステムの自動マウント (p. 82)」を参照してくださ
い。

Warning
ファイルシステムを自動的にマウントする場合、ネットワークファイルシステムを識別するため
に使用された _netdev オプションを使用します。_netdev が見つからない場合、EC2 インスタ
ンスは応答を停止する可能性があります。この結果は、コンピューティングインスタンスがネッ
トワーキングを開始後、ネットワークファイルシステムを初期化する必要があるためです。詳細
については、「自動マウントが失敗してインスタンスが応答しない (p. 260)」を参照してくださ
い。

ステップ 4: リソースをクリーンアップし、AWS アカ
ウントを保護するにはAWSアカウント
このウォークスルーが完了したら、またはウォークスルーを調べない場合は、以下の手順に従ってリソー
スをクリーンアップし、AWS アカウントを保護する必要があります。

リソースをクリーンアップし、AWS アカウントを保護するには
1.

Amazon EFSを開始するための3番目の最後のステップ。
$ sudo umount ~/efs

2.

Amazon EFS コンソールhttps://console.aws.amazon.com/efsを開きます。

3.

ファイルシステムのリストから削除する Amazon EFSファイルシステムを選択します。

4.

[Actions (アクション)] で、[Delete file system(ファイルシステムの削除)] を選択します。

5.

[ファイルシステムの完全削除]ダイアログボックスで、削除するAmazon EFSファイルシステムのファ
イルシステムIDを入力し、[ファイルシステムの削除]を選択します。

6.

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

7.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

8.

このウォークスルーのルールを追加したセキュリティグループの名前を選択します。

Warning
VPC のデフォルトのセキュリティグループを削除しないでください。
9.

[Actions (アクション)] メニューで、[Edit inbound rules (インバウンドルールの編集)] を選択します。

10. 追加したインバウンドルールの最後に [X] を選択し、[Save (保存)] を選択します。

オプション: 転送中のデータの暗号化
転送中のデータを暗号化する必要がある場合は、NFS クライアントの代わりに、 マウントヘル
パー、amazon-efs-utils を使用します

185

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
オプション: 転送中のデータの暗号化

amazon-efs-utils パッケージは、 ツールのオープンソースのコレクションです。amazon-efs-utils コレク
ションには、マウントヘルパーおよび の転送時のデータ暗号化の実行を簡単にするツールが付属してい
ます。このパッケージの詳細については、「の使用 amazon-efs-utils ツール (p. 55)」を参照してくださ
い。このパッケージは、パッケージのリポジトリを複製することで GitHub から無料でダウンロードでき
ます。

GitHub から amazon-efs-utils のクローンを作成するには
1.

オンプレミスクライアントのターミナルにアクセスします。

2.

ターミナルから以下のコマンドで、GitHub の amazon-efs-utils ツールを任意のディレクトリにクロー
ンします。
git clone https://github.com/aws/efs-utils

パッケージが手に入ったため、それをインストールすることができます。このインストールは、オンプレ
ミスクライアントの Linux ディストリビューションによって異なります。以下のディストリビューション
がサポートされています。
• Amazon Linux 2
• Amazon Linux
• Red Hat Enterprise Linux (および、その派生物 CentOS など) バージョン 7 以降
• Ubuntu 16.04 LTS 以降

amazon-efs-utils を RPM パッケージとしてビルドおよびインストールするには
1.

クライアント上のターミナルを開き、GitHub からクローンされた amazon-efs-utils パッケージのある
ディレクトリに移動します。

2.

次のコマンドを使用して、パッケージをビルドします。
make rpm

Note
rpm-builder パッケージをまだインストールしていない場合は、次のコマンドを使用してイン
ストールします。
sudo yum -y install rpm-build

3.

次のコマンドで パッケージをインストールします。
sudo yum -y install build/amazon-efs-utils*rpm

amazon-efs-utils を deb パッケージとしてビルドおよびインストールするには
1.

クライアント上のターミナルを開き、GitHub からクローンされた amazon-efs-utils パッケージのある
ディレクトリに移動します。

2.

次のコマンドを使用して、パッケージをビルドします。
./build-deb.sh

3.

次のコマンドで パッケージをインストールします。
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sudo apt-get install build/amazon-efs-utils*deb

パッケージをインストールしたら、 または VPN を使用して、AWS リージョンで使用するように amazonfs-utils を設定します。

AWS リージョンで使用する amazon-efs-utils を設定するには
1.

任意のテキストエディタを使用して、編集のために /etc/amazon/efs/efs-utils.conf ファイル
を開きます。

2.

“dns_name_format = {fs_id}.efs.{region}.amazonaws.com” という行を探します。

3.

{region} を、 などの AWS リージョンの ID に変更します。

オンプレミスのクライアントに EFS ファイルシステムをマウントするには、まず、オンプレミス Linux ク
ライアントでターミナルを開きます。システムをマウントするには、ファイルシステム ID、マウントター
ゲットの 1 つのマウントターゲット IP アドレス、ファイルシステムの AWS リージョンが必要です。ファ
イルシステムに複数のマウントターゲットを作成した場合は、これらのいずれかを選択できます。
その情報がある場合は、次の 3 つのステップで、ファイルシステムをマウントできます。

マウントのディレクトリを作成するには
1.

次のコマンドを使用して、マウントポイントのディレクトリを作成します。

Example
mkdir ~/efs

2.

アベイラビリティーゾーンで、目的のマウントターゲットの IP アドレスを選択します。オンプレミス
Linux クライアントからレイテンシーを測定できます。これを行うには、異なるアベイラビリティー
ゾーンの EC2 インスタンスの IP アドレスに対して ping のようなターミナルベースのツールを実行
して、レイテンシーが最も短いものを探します。

/etc/hosts を更新するには
•

ローカルの /etc/hosts ファイルに、ファイルシステム ID とマウントターゲットの IP アドレスを含
むエントリを次の形式で追加します。
mount-target-IP-Address file-system-ID.efs.region.amazonaws.com

Example
192.0.2.0 fs-12345678.efs.us-west-2.amazonaws.com

マウントのディレクトリを作成するには
1.

次のコマンドを使用して、マウントポイントのディレクトリを作成します。

Example
mkdir ~/efs

187

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
チュートリアルの概要: 別の VPC か
らファイルシステムをマウントする

2.

マウントコマンドを使用してファイルシステムをマウントします。

Example
sudo mount -t efs fs-12345678 ~/efs

転送時にデータの暗号化を使用する場合、マウントコマンドは次のようになります。

Example
sudo mount -t efs -o tls fs-12345678 ~/efs

チュートリアルの概要: 別の VPC からファイルシ
ステムをマウントする
このウォークスルーでは、Amazon EC2 インスタンスを設定して、別の Virtual Private Cloud (VPC) にあ
る Amazon EFS ファイルシステムをマウントします。これは、EFS マウントヘルパーを使用して行いま
す。マウントヘルパーは、amazon-efs-utils というツールセットの一部です。amazon-efs-utils
の詳細については、の使用 amazon-efs-utils ツール (p. 55) を参照してください。
クライアントの VPC と EFS ファイルシステムの VPC を接続するには、VPC ピアリング接続または VPC
トランジットゲートウェイを使用する必要があります。VPC ピアリング接続またはトランジットゲート
ウェイを使用して VPC に接続する場合、ある VPC 上の Amazon EC2 インスタンスから別の VPC の EFS
ファイルシステムにアクセスすることができます。VPC 同士が異なるアカウントに属していても可能で
す。

Note
Microsoft Windows ベースのクライアントでの Amazon EFS の使用はサポートされていません。
トピック
• 開始する前に (p. 188)
• ステップ 1: EFS マウントターゲットのアベイラビリティーゾーン ID を決定する (p. 189)
• ステップ 2: マウントターゲットの IP アドレスを特定する (p. 190)
• ステップ 3: マウントターゲットのホストエントリを追加する (p. 190)
• ステップ 4: EFS マウントヘルパーを使用してファイルシステムをマウントする (p. 191)
• ステップ 5: リソースをクリーンアップし、保護するAWSアカウント (p. 192)

開始する前に
このウォークスルーでは、すでに次のことを前提としています。
• この手順を使用する前に、amazon-efs-utils ツールセットが EC2 インスタンスにインストールさ
れていること。amazon-efs-utils のインストール手順については、「の使用 amazon-efs-utils ツー
ル (p. 55)」を参照してください。
• 次のいずれかです。
• EFS ファイルシステムが存在する VPC と EC2 インスタンスが存在する VPC との間の VPC ピアリン
グ接続。VPC ピアリング接続は、2 つの VPC 間のネットワーク接続です。このタイプの接続では、
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インターネットプロトコルバージョン 4 (IPv4) またはインターネットプロトコルバージョン 6 (IPv6)
のプライベートアドレスを使用して、2 つの VPC 間でトラフィックをルーティングできます。VPC
ピア接続を使用して、同じリージョン内AWS リージョンまたはリージョン間AWS リージョンの VPC
を接続できます。詳細については、Amazon VPC ピアリングガイドの「VPC ピア接続の作成と承認」
を参照してください。
• EFS ファイルシステムが存在する VPC と EC2 インスタンスが存在する VPC を接続するトランジッ
トゲートウェイ。トランジットゲートウェイは、VPC とオンプレミスネットワークを相互接続するた
めに使用できるネットワークの中継ハブです。詳細については、「Amazon VPC トランジットゲート
ウェイガイド」の「トランジットゲートウェイを開始する」を参照してください。

ステップ 1: EFS マウントターゲットのアベイラビリ
ティーゾーン ID を決定する
ファイルシステムの高可用性を確保するために、NFS クライアントと同じアベイラビリティーゾーン (AZ)
にある EFS マウントターゲットの IP アドレスを常に使用することをお勧めします。別のアカウントにあ
る EFS ファイルシステムをマウントする場合は、NFS クライアントと EFS マウントターゲットが同じ ア
ベイラビリティーゾーン ID にあることを確認します。この要件が適用されるのは、アベイラビリティー
ゾーン名がアカウントによって異なる可能性があるためです。

EC2 インスタンスのアベイラビリティーゾーン ID を決定するには
1.

EC2 インスタンスに接続します。
• macOS または Linux を実行しているコンピュータからインスタンスに接続するには、SSH コマン
ドに対する .pem ファイルを指定します。これを行うには、-i オプションとプライベートキーへの
パスを使用します。
• Windows を実行しているコンピュータから Linux インスタンスに接続する場合は、MindTerm また
は PuTTY のどちらかを使用できます。PuTTY を使用するには、インストールしてから .pem ファ
イルを .ppk ファイルに変換します。
詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の次のトピックを参照して
ください。
• SSH を使用した Linux インスタンスへの接続
• PuTTY を使用した Windows から Linux インスタンスへの接続

2.

EC2 インスタンスがある アベイラビリティーアベイラビリティーゾーン ID を特定するには、次のよ
うに describe-availability-zones CLI コマンドを使用します。
[ec2-user@ip-10.0.0.1] $ aws ec2 describe-availability-zones --zone-name `curl -s
http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone`
{
"AvailabilityZones": [
{
"State": "available",
"ZoneName": "us-east-2b",
"Messages": [],
"ZoneId": "use2-az2",
"RegionName": "us-east-2"
}
]
}

このアベイラビリティーゾーン ID は、ZoneIdプロパティ、use2-az2 に返されます。
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ステップ 2: マウントターゲットの IP アドレスを特定
する
EC2 インスタンスの アベイラビリティーゾーン ID を特定したら、同じ アベイラビリティーゾーン ID に
あるマウントターゲットの IP アドレスを取得します。

同じ アベイラビリティーゾーン ID のマウントターゲットの IP アドレスを特定するには
•

次のように CLI コマンド describe-mount-targets を使用して、AZ ID use2-az2 内のファイル
システムに対するマウントターゲットの IP アドレスを取得します。
$ aws efs describe-mount-targets --file-system-id file_system_id
{
"MountTargets": [
{
"OwnerId": "111122223333",
"MountTargetId": "fsmt-11223344",
=====>
"AvailabilityZoneId": "use2-az2",
"NetworkInterfaceId": "eni-048c09a306023eeec",
"AvailabilityZoneName": "us-east-2b",
"FileSystemId": "fs-01234567",
"LifeCycleState": "available",
"SubnetId": "subnet-06eb0da37ee82a64f",
"OwnerId": "958322738406",
=====>
"IpAddress": "10.0.2.153"
},
...
{
"OwnerId": "111122223333",
"MountTargetId": "fsmt-667788aa",
"AvailabilityZoneId": "use2-az3",
"NetworkInterfaceId": "eni-0edb579d21ed39261",
"AvailabilityZoneName": "us-east-2c",
"FileSystemId": "fs-01234567",
"LifeCycleState": "available",
"SubnetId": "subnet-0ee85556822c441af",
"OwnerId": "958322738406",
"IpAddress": "10.0.3.107"
}
]
}

アベイラビリティーゾーン ID use2-az2 内のマウントターゲットの IP アドレスは 10.0.2.153 です。

ステップ 3: マウントターゲットのホストエントリを
追加する
次は、EC2 インスタンスの /etc/hosts ファイルに、マウントターゲット IP アドレスを EFS ファイル
システムのホスト名にマッピングするエントリを作成します。

マウントターゲットのホストエントリを追加するには
1.

EC2 インスタンスの /etc/hosts ファイルに、マウントターゲットの IP アドレスの
行を追加します。このエントリには、mount-target-IP-Address file-systemID.efs.region.amazonaws.com という形式を使用します。ファイルに行を追加するには、次のコ
マンドを使用します。
190

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
ステップ 4: EFS マウントヘルパーを使
用してファイルシステムをマウントする
echo "10.0.2.153 fs-01234567.efs.us-east-2.amazonaws.com" | sudo tee -a /etc/hosts

2.

EC2 インスタンスおよびマウントターゲットの VPC セキュリティグループに、必要に応じて EFS シ
ステムへのアクセスを許可するルールがあることを確認します。詳細については、「Amazon EC2イ
ンスタンスとマウントターゲットにVPCセキュリティグループを使用する (p. 229)」を参照してくだ
さい。

ステップ 4: EFS マウントヘルパーを使用してファイ
ルシステムをマウントする
EFS ファイルシステムをマウントするには、まず EC2 インスタンスにマウントディレクトリを作成しま
す。その後、EFS マウントヘルパーを使用し、IAM 認証または EFS アクセスポイントのいずれかでファ
イルシステムをマウントできます。詳細については、「IAM を使用してファイルシステムのデータアクセ
スを制御する (p. 216)」および「Amazon EFS アクセスポイントを使用して作業する (p. 236)」を参照
してください。

マウントのディレクトリを作成するには
•

次のコマンドを使用して、ファイルシステムをマウントするためのディレクトリを作成します。
$ sudo mkdir /mnt/efs/

IAM 認証を使用してファイルシステムをマウントするには
•

IAM 認証を使用してファイルシステムをマウントするには、次のコマンドを使用します。
$ sudo mount -t efs -o tls,iam file-system-id /mnt/efs/

EFS アクセスポイントを使用してファイルシステムをマウントするには
•

EFS アクセスポイントを使用してファイルシステムをマウントするには、次のコマンドを使用しま
す。
$ sudo mount -t efs -o tls,accesspoint=access-point-id file-system-id /mnt/efs/

Amazon EFS ファイルシステムをマウントしたので、次の手順でテストすることができます。

Amazon EFS ファイルシステム接続をテストするには
1.

ディレクトリを、次のコマンドで、作成した新しいディレクトリに変更します。
$ cd ~/mnt/efs

2.

サブディレクトリを作成し、そのサブディレクトリの所有権を EC2 インスタンスユーザーに変更しま
す。次に、以下のコマンドを使用して、その新しいディレクトリに移動します。
$ sudo mkdir getting-started
$ sudo chown ec2-user getting-started
$ cd getting-started
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3.

次のコマンドを使用してテキストファイルを作成します。
$ touch test-file.txt

4.

次のコマンドを使用して、ディレクトリの内容を一覧表示します。
$ ls -al

その結果、次のファイルが作成されます。
-rw-rw-r-- 1 username username 0 Nov 15 15:32 test-file.txt

/etc/fstab ファイルにエントリを追加することで、自動的にファイルシステムをマウントすることもで
きます。詳細については、「/etc/fstabEFS マウントヘルパーを使用して EFS ファイルシステムを自
動的に再マウントする (p. 84)」を参照してください。

Warning
ファイルシステムを自動的にマウントする場合、ネットワークファイルシステムを識別するため
に使用された _netdev オプションを使用します。_netdev が見つからない場合、EC2 インスタ
ンスは応答を停止する可能性があります。この結果は、コンピューティングインスタンスがネッ
トワーキングを開始後、ネットワークファイルシステムを初期化する必要があるためです。詳細
については、「自動マウントが失敗してインスタンスが応答しない (p. 260)」を参照してくださ
い。

ステップ 5: リソースをクリーンアップし、保護する
AWSアカウント
このチュートリアルを完了した場合や、チュートリアルを試さない場合は、次の手順を必ず実行してくだ
さい。これによってリソースをクリーンアップし、AWS アカウント アカウントを保護できます。

リソースをクリーンアップし、AWS アカウント アカウントを保護するには
1.

Amazon EFSを開始するための3番目の最後のステップ。
$ sudo umount ~/efs

2.

Amazon EFS コンソールhttps://console.aws.amazon.com/efsを開きます。

3.

ファイルシステムのリストから削除する Amazon EFSファイルシステムを選択します。

4.

[Actions (アクション)] で、[Delete file system(ファイルシステムの削除)] を選択します。

5.

[ファイルシステムの完全削除]ダイアログボックスで、削除するAmazon EFSファイルシステムのファ
イルシステムIDを入力し、[ファイルシステムの削除]を選択します。

6.

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

7.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

8.

このウォークスルーのルールを追加したセキュリティグループの名前を選択します。

Warning
VPC のデフォルトのセキュリティグループを削除しないでください。
9.

[Actions (アクション)] メニューで、[Edit inbound rules (インバウンドルールの編集)] を選択します。

10. 追加したインバウンドルールの最後に [X] を選択し、[Save (保存)] を選択します。
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ウォークスルー: Amazon EFS ファイルシステムで
の保管時の暗号化の強制
次に、Amazon CloudWatch とAWS CloudTrailを使用して保管時の暗号化を強制する方法の詳細を説明し
ます。このチュートリアルは、AWS ホワイトペーパー「Amazon EFS 暗号化されたファイルシステムで
保管中のデータを暗号化する」に基づいています。

Note
このウォークスルーで説明している保管時に暗号化された Amazon EFS ファイルシステムの作
成を強制する方法は、非推奨です。保管時に暗号化されるファイルシステムの作成を強制する
推奨される方法は、AWS Identity and Access Managementアイデンティティベースのポリシー
のelasticfilesystem:Encrypted条件キーを使用することです。詳細については、「IAM を
使用して暗号化されたファイルシステムの作成を強制する (p. 220)」を参照してください。この
ウォークスルーを使用して CloudWatch アラームを作成し、IAM ポリシーが暗号化されていない
ファイルシステムの作成を防いでいることを検証できます。

保管時の暗号化を強制する
組織では、特定の分類に合致する、または特定のアプリケーション、ワークロード、環境に関連するすべ
ての保管中のデータを暗号化する必要が生じる場合があります。発見的統制を使用することで、Amazon
EFS ファイルシステムのデータ暗号化に関するポリシーを強制的に実施できます。これらのコントロール
は、ファイルシステムの作成を検出し、保管時の暗号化が有効になっているかどうかを確認します。
保管時の暗号化が設定されていないファイルシステムが検出された場合、さまざまな方法で応答できま
す。これらには、ファイルシステムおよびマウントターゲットの削除から管理者への通知までが含まれま
す。
保管時に暗号化されていないファイルシステムを削除してデータを保持する場合は、まず新しい保管時に
暗号化されるファイルシステムを作成します。次に、保管時に暗号化される新しいファイルシステムに
データをコピーします。データがコピーされた後で、保管時に暗号化されないファイルシステムを削除で
きます。

保管時に暗号化されないファイルシステムの検出
CloudWatch アラームを作成して、CloudTrail ログで CreateFileSystem イベントを監視できます。作
成されたファイルシステムが保管時に暗号化されていない場合、アラームをトリガーして管理者に通知で
きます。

メトリックフィルタの作成
暗号化されていない Amazon EFS ファイルシステムの作成時に起動される CloudWatch アラームを作成す
るには、次の手順を実行します。
開始する前に、CloudTrail ログを CloudWatch Logs のロググループに送信する既存の証跡を作成する必要
があります。詳細については、AWS CloudTrailユーザーガイドの「CloudWatch Logs にイベントを送信す
る」を参照してください。

メトリックスフィルタを作成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [ログ] を選択します。

3.

ロググループのリストで、CloudTrail ログイベントのために作成したロググループを選択します。

4.

[Create Metric Filter] を選択します。
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5.

[ログメトリクスフィルタの定義] 画面で [フィルタパターン] を選択し、次の内容を入力します。
{ ($.eventName = CreateFileSystem) && ($.responseElements.encrypted IS FALSE) }

6.

[Assign Metric] を選択します。

7.

[Filter Name] に「UnencryptedFileSystemCreated」と入力します。

8.

[メトリクス名前空間] に「CloudTrailMetrics」と入力します。

9.

[メトリクス名] に「UnencryptedFileSystemCreatedEventCount」と入力します。

10. [Show advanced metric settings] を選択します。
11. [Metric Value] に「1」と入力します。
12. [フィルタの作成 ]を選択します。

アラームの作成
メトリックスフィルタを作成後に、次の手順を実行してアラームを作成します。

アラームを作成するには
1.

[Log_Group_Name] ページの [フィルタ] で、[UnencryptedFileSystemCreated] ファイル名の横の [ア
ラームの作成] を選択します。

2.

[アラームの作成] ページで、次のパラメータを設定します。
• [名前] に「Unencrypted File System Created」を入力します。
• [次の時に通知を受け取る:] で、以下を実行します。
• [は:] を > = 1 に設定します。
• [を:] を 1 [回連続した場合] に設定します。
• [欠落データの処理方法] で、[適正 (しきい値を超えていない)] を選択します。
• [操作] で、以下の作業を行います。
• [アラームが次の時] で [状態: 警告] を選択します。
• [通知の送信先:] で、[NotifyMe] を選択し、[新しいリスト] を選択してから、このリストの一意の
トピック名を入力します。
• [メールリスト:] に、通知の送信先の E メールアドレスを入力します。このアドレスで E メールを
受信し、このアラームを作成したことを確認します。
• [アラームのプレビュー] で、以下の作業を行います。
• [期間] で、[1 分] を選択します。
• [統計] で、[スタンダード] および [合計] を選択します。

3.

[Create Alarm] を選択します。

暗号化されていないファイルシステムの作成アラームをテストす
る
保管時に暗号化されないファイルシステムを作成して、アラームをテストすることができます。手順は以
下のとおりです。

保管時に暗号化されないファイルシステムを作成してアラームをテストするには
1.

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

2.

ファイルシステムの作成ダイアログボックスを表示するにはファイルシステムの作成を選択します。
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3.

保存時に暗号化されていないファイルシステムを作成するには、カスタマイズを選択してファイルシ
ステム設定ページを表示します。

4.

全般設定で、次のように入力します。
a.

(オプション) ファイルシステムに[Name (名前)] を入力します。

b.

ライフサイクル管理、パフォーマンスモード、およびスループットモードの設定はデフォルト値
のままにしておきます。

c.

保管時のデータの暗号化を有効にするをクリアすることで暗号化をオフにします。

5.

[次] を選択してネットワークアクセス設定プロセスのステップを実行します。

6.

デフォルトのVirtual Private Cloud (VPC)を選択します。

7.

マウントターゲットで、それぞれのマウントターゲットにデフォルトのセキュリティグループを選択
します。

8.

[次] を選択してファイルシステムポリシーページを表示します。

9.

[次] を選択して確認と作成ページに進みます。

10. ファイルシステムを確認し、[作成] を選択して、ファイルシステムを作成してから、ファイルシステ
ムページに戻ります。
証跡は CreateFileSystem オペレーションのログを記録し、CloudWatch Logs ロググループにイベント
を配信します。イベントによってメトリクスアラームと CloudWatch Logs がトリガーされ、変更に関する
通知が送信されます。

チュートリア NFS クライアントの IAM 認証を使用
してルートスカッシュを有効にする
このチュートリアルでは、1 つの管理ワークステーションを除くすべての AWS プリンシパルを対象
に、Amazon EFS ファイルシステムへのルートアクセスを拒否するように、Amazon EFS を設定しま
す。そのためには、ネットワークファイルシステム (NFS) クライアントの AWS Identity and Access
Management (IAM) 認証を設定します。EFS での NFS クライアントの IAM 認証の詳細については、
「IAM を使用してファイルシステムのデータアクセスを制御する (p. 216)」を参照してください。
そのためには、以下に示すように、2 つの IAM アクセス許可ポリシーを設定する必要があります。
• ファイルシステムへの読み取りおよび書き込みアクセスを明示的に許可し、ルートアクセスを暗黙的に
拒否する EFS ファイルシステムポリシーを作成します。
• Amazon EC2 インスタンスプロファイルを使用して、ファイルシステムへのルートアクセスを必要とす
る Amazon EC2 管理ワークステーションに IAM ID を割り当てます。Amazon EC2 インスタンスプロ
ファイルの詳細については、AWS Identity and Access Managementユーザーガイドの「インスタンスプ
ロファイルの使用」を参照してください。
• AmazonElasticFileSystemClientFullAccess AWS 管理ポリシーを、管理ワークステーションの
IAM ロールに割り当てます。EFS の AWS 管理ポリシーの詳細については、「Amazon EFS の AWS 管
理（事前定義）ポリシー (p. 212)」を参照してください。
NFS クライアントの IAM 認証を使用してルートスカッシュを有効にするには、以下の手順を使用します。

ファイルシステムへのルートアクセスを無効にするには
1.

Amazon Elastic File System コンソール (https://console.aws.amazon.com/efs/) を開きます。

2.

FileSystem （ファイルシステム）を選択します。

3.

[File systems (ファイルシステム)] ページで、ルートスカッシュを有効にする対象のファイルシステム
を選択します。
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4.

[File System details] ページで、[ファイルシステムポリシー] 、続いて編集を選択します。[File system
policy (ファイルシステムポリシー)] ページが表示されます。

5.

ポリシーオプションの選択デフォルトで root アクセスを禁止する*を選択します。ポリシー JSON オ
ブジェクトがポリシーエディターに表示されます。

6.

[Save (保存)] を選択して、ファイルシステムポリシーを保存します。

非匿名クライアントは、アイデンティティベースのポリシーを通じてファイルシステムへのルートアク
セスを取得できます。AmazonElasticFileSystemClientFullAccess 管理ポリシーをワークステー
ションのロールにアタッチすると、IAM はその ID ポリシーに基づいてワークステーションへのルートアク
セスを許可します。

管理ワークステーションからルートアクセスを有効にするには
1.

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

2.

Amazon EC2 の「EFS-client-root-access」というロールを作成します。IAM は、作成した
EC2 ロールと同じ名前を使用してインスタンスプロファイルを作成します。

3.

作成した EC2 ロールに AWS 管理ポリシー AmazonElasticFileSystemClientFullAccess を割
り当てます。このポリシーの内容は次のとおりです。
{

}

4.

"Version”: "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Action": "elasticfilesystem:Client*"
}
],
"Condition": {}

以下に説明するように、管理ワークステーションとして使用している EC2 インスタンスにインスタン
スプロファイルをアタッチします。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガ
イドの「IAM ロールをインスタンスにアタッチする」を参照してください。
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a.

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

b.
c.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
インスタンスを選択します。[Actions (アクション)] で [インスタンスの設定] を選択し、[IAM ロー
ルの割り当て/置換] を選択します。

d.
5.
6.

最初のステップで作成した IAM ロール (EFS-client-root-access) を選択してから、[Apply
(適用)] を選択します。
管理ワークステーションに EFS マウントヘルパーをインストールします。EFS マウントヘルパーと
amazon-efs-utils パッケージ、参照の使用 amazon-efs-utils ツール (p. 55)。
以下のコマンドと iam マウントオプションを使用して、管理ワークステーションに EFS ファイルシ
ステムをマウントします。
$ sudo mount -t efs -o tls,iam file-system-id:/ efs-mount-point

IAM 認証を使用してファイルシステムを自動的にマウントするように Amazon EC2 インスタンスを設
定できます。IAM 認証を使用した EFS ファイルシステムのマウントの詳細については、「IAM 認証を
使用してマウントする (p. 81)」を参照してください。
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Amazon EFS のセキュリティ
-AWS 責任共有モデルは、Amazon Elastic File System でのデータ保護に適用されます。このモデルで説
明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを
保護する責任を負います。お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する
管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ設定
と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質
問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された
「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。
データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方法により、
それぞれのジョブを遂行するために必要な許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデー
タを保護することをお勧めします。
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon
S3 に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
顧客のメールアドレスなどの機密または注意を要する情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなど自由
形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、EFS などの作業時も同様ですAWSコン
ソールを使用するサービス、API、AWS CLI, またはAWSSDK。タグまたは名前に使用する自由記入欄に入
力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへ URL を供給する場合は、
そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含めないことを強くお勧めします。
トピック
• Amazon EFS でのデータの暗号化 (p. 198)
• Amazon EFS のためのアイデンティティとアクセス管理 (p. 205)
• NFS クライアントの Amazon EFS ファイルシステムへのネットワークアクセスのコントロー
ル (p. 229)
• ネットワークファイルシステム (NFS) レベルでのユーザー、グループ、アクセス許可の操作 (p. 232)
• Amazon EFS アクセスポイントを使用して作業する (p. 236)
• Amazon EFS でのログ記録とモニタリング (p. 240)
•
•
•
•

Amazon EFS の AWS 管理ポリシー (p. 240)
Amazon Elastic File System のコンプライアンス検証 (p. 245)
Amazon Elastic File System での耐障害性 (p. 246)
Amazon Elastic File System の隔離 (p. 247)

Amazon EFS でのデータの暗号化
Amazon EFS は、ファイルシステムの 2 つの暗号化形式、転送時の暗号化と保管時のデータの暗号化をサ
ポートします。Amazon EFS ファイルシステムを作成する場合、保管時のデータの暗号化を有効にするこ
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とができます。後でファイルシステムをマウントする時、伝送中のデータの暗号化を有効にすることがで
きます。
コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証済
みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンドポイ
ントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。

暗号化を使用する場合
保管時のデータとメタデータの暗号化が必要な企業または規制ポリシーの対象となる組織の場合は、転送
中のデータの暗号化を使用してファイルシステムをマウントする保管時に暗号化されたファイルシステム
を作成することをおすすめします。

関連トピック
Amazon EFS を使用した暗号化の詳細については、次の関連するトピックを参照してください。
• Amazon EFS リソースでの作業 (p. 25)
• 暗号化されたファイルシステムへのアクセスの管理 (p. 110)
• Amazon EFS パフォーマンスのヒント (p. 143)
• Amazon EFS API のアクセス許可: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 214)
• 保管時に暗号化されたファイルシステムの Amazon EFS ログファイルエントリ (p. 136)
• 暗号化のトラブルシューティング (p. 265)

保存データの暗号化
を使用して、暗号化されたファイルシステムを作成することができます。AWS Management
Console、AWS CLI、または Amazon EFS API またはいずれかのAWSSDK。組織では、特定の分類に合致
する、または特定のアプリケーション、ワークロード、環境に関連するすべてのデータを暗号化する必要
が生じる場合があります。
いったんEFSファイルシステムを作成すると、その暗号化設定を変更することはできません。つまり、暗
号化されていないファイルシステムを変更して暗号化することはできません。代わりに、新しい暗号化さ
れたファイルシステムを作成する必要があります。

Note
AWS キー管理インフラストラクチャは、連邦情報処理標準 (FIPS) 140-2 で承認された暗号化ア
ルゴリズムを使用します。このインフラストラクチャは、米国標準技術局 (NIST) 800-57 レコメ
ンデーションに一致しています。

保管時に暗号化された Amazon EFS ファイルシステムの作成を
強制する
AWS Identity and Access Management (IAM) アイデンティティベースのポリシーにある
elasticfilesystem:Encrypted IAM 条件キーを使用して、ユーザーが保管時に暗号化される Amazon
EFS ファイルシステムを作成できるかどうか制御します。条件キーの使用に関する詳細については、「」
を参照してくださいIAM を使用して暗号化されたファイルシステムの作成を強制する (p. 220)
組織内のすべての AWS アカウント に EFS 暗号化を強制するには、内部でサービスコントロールポリシー
(SCP) を定義することもできます。AWS Organizations でのサービスコントロールポリシーの詳細につい
ては、AWS Organizationsユーザーガイド の「サービスコントロールポリシー」をご覧ください。
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コンソールを使用して保管時のファイルシステムを暗号化する
Amazon EFS コンソールを使用して新しいファイルシステムを作成すると、保管時の暗号化がデフォルト
で有効になります。次の手順では、新しいファイルシステムをコンソールから作成するときに暗号化を有
効にする方法を説明します。

Note
AWS CLI、API、および SDK を使用して新しいファイルシステムを作成すると、保管時の暗号化
がデフォルトで有効になりません。詳細については、「AWS CLI を使用してファイルシステムを
作成する (p. 35)」を参照してください。

EFS コンソールを使用して新しいファイルシステムを暗号化するには
1.

Amazon Elastic File System コンソール (https://console.aws.amazon.com/efs/) を開きます。

2.

[Create file system (ファイルシステムの作成)] を選択して、ファイルシステム作成 ダイアログを開き
ます。

3.

(オプション) ファイルシステムに [Name (名前)] を入力します。

4.

Virtual Private Cloud (VPC) では、VPC を選択するか、デフォルトの VPC に設定したままにします。

5.

作成 を選択し、以下のサービス推奨設定を使用するファイルシステムを作成します。
• デフォルトのを使用しての保管中のデータの暗号化が有効になりましたAWS KMS keyAmazon EFS
(aws/elasticfilesystem).
• 自動バックアップを有効にする — 詳細については、「AWS Backup を使用してAmazon EFS ファ
イルシステムをバックアップおよび復元するには (p. 146)」を参照してください。
• マウントターゲット — Amazon EFS は次の設定でマウントターゲットを作成します。
• の「アベイラビリティーゾーン」AWS リージョンファイルシステムが作成された場所。
• 選択した VPC のデフォルトサブネットにあります。
• VPC のデフォルトのセキュリティグループを使用します。ファイルシステムの作成後、セキュリ
ティグループを管理できます。
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詳細については、「ファイルシステムのネットワークアクセシビリティの管理 (p. 101)」を参照し
てください。
• 汎用パフォーマンスモード — 詳細については、「パフォーマンスモード (p. 139)」を参照してくだ
さい。
• スループットモデルのバースティング – 詳細については、スループットモード (p. 140) を参照して
ください。
• 30日間のポリシーでライフサイクル管理を有効にします。詳細については、「Amazon EFS ライフ
サイクルの管理 (p. 106)」を参照してください。
6.

ファイルシステム ページが表示され、作成したファイルシステムのステータスを示すバナーが上部に
表示されます。ファイルシステムが使用可能になると、バナーにファイルシステムの詳細ページにア
クセスするためのリンクが表示されます。

これで、新しい encrypted-at-rest ファイルシステム。

保存時の暗号化の方法
暗号化されたファイルシステムの場合、データとメタデータはファイルシステムに書き込まれる前に自動
的に暗号化されます。同様に、データとメタデータが読み取られると、アプリケーションに提示される前
に自動的に復号化されます。このプロセスは Amazon EFS で透過的に処理されるため、アプリケーション
を変更する必要はありません。
Amazon EFS は保管時の EFS データおよびメタデータを暗号化するために、業界標準の AES-256 暗
号化アルゴリズムを使用します。詳細については、次を参照してください。暗号化の基礎のAWS Key
Management Serviceデベロッパーガイド。

Amazon EFS が AWS KMS を使用する方法
キー管理のために Amazon EFS は AWS Key Management Service (AWS KMS) と統合されます。Amazon
EFS は、次のようにカスタマーマネージドキーを使用してファイルシステムを暗号化します。
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• 保管中のメタデータの暗号化— Amazon EFS は、AWS マネージドキーAmazon EFS の場合aws/
elasticfilesystemを使用して、ファイルシステムメタデータ (ファイル名、ディレクトリ名、ディ
レクトリの内容) を暗号化および復号します。
• 保管中のファイルデータの暗号化— ファイルデータ (ファイルの内容) の暗号化と復号に使用する、カス
タマーマネージド型キーを選択します。このカスタマーマネージド型キーの許可は、有効化、無効化、
または削除することができます。このカスタマーマネージド型キーは、以下の 2 つのタイプのいずれか
になります。
• AWS マネージドキーAmazon EFS— これはデフォルトのカスタマーマネージド型キーです。aws/
elasticfilesystem。カスタマーマネージド型キーの作成と保存には料金はかかりませんが、利用
料金はかかります。詳細については、「AWS Key Management Service 料金表」を参照してくださ
い。
• カスタマー管理キー - これは、キーポリシーと許可を複数のユーザーまたはサービスに設定でき
る、最も柔軟性のある KMS キーです。カスタマー管理キーの作成の詳細については、「AWS Key
Management Service デベロッパーガイド」の「キーの作成」を参照してください。
ファイルデータの暗号化と復号にカスタマーマネージドキーを使用する場合は、キーローテーション
を有効にできます。キーローテーションを有効にすると、AWS KMS は 1 年に 1 回キーを自動的に
ローテーションします。また、カスタマー管理キーでは、カスタマー管理キーへのアクセスを無効に
したり、再び有効化したり、削除したり、取り消すタイミングを随時選択することができます。詳細
については、「ファイルシステムの KMS キーへのアクセスの無効化、削除、取り消し (p. 111)」を参
照してください。

Important
Amazon EFS では、対称カスタマーマネージドキーのみを使用できます。Amazon EFS で非対称
カスタマーマネージドキーを使用することはできません。
保管時のデータの暗号化と復号は透過的に処理されます。ただし、Amazon EFS に固有の AWS アカウン
ト ID は AWS KMS アクションに関連する AWS CloudTrail ログに表示されます。詳細については、「保
管時に暗号化されたファイルシステムの Amazon EFS ログファイルエントリ (p. 136)」を参照してくださ
い。

AWS KMS のAmazon EFS のキーポリシー
キーポリシーは、カスタマーマネージドキーへのアクセスを制御するための主要な方法です。キーポリ
シーの詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS の キーポ
リシーの使用」を参照してください。次のリストで、すべてのAWS KMSAmazon EFS で必要な、または
その他の方法でサポートされる保管時のファイルシステムの暗号化の、に関連するアクセス許可です。
• kms:Encrypt - (オプション) プレーンテキストを暗号化テキストに暗号化します。この許可は、デフォル
トのキーポリシーに含まれています。
• kms:Decrypt - (必須) 暗号化テキストを復号します。暗号文は、以前に暗号化された平文です。この許可
は、デフォルトのキーポリシーに含まれています。
• kms:ReEncrypt-(オプション) クライアント側にデータのプレーンテキストを公開せずに、サーバー側で
新しいカスタマー管理キーを使用してデータを暗号化します。データは最初に復号化され、次に再暗号
化されます。この許可は、デフォルトのキーポリシーに含まれています。
• kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext— (必須) カスタマーマネージド型キーで暗号化され
たデータ暗号化キーを返します。この権限は、以下のデフォルトのキーポリシーに含まれま
す。kms:GenerateDataKey*。
• kms:CreateGrant— (必須) キーを使用できるユーザーとその条件を指定する権限をキーに追加します。
付与は、主要なポリシーに対する代替の許可メカニズムです。許可の詳細については、「AWS Key
Management Service デベロッパーガイド」の「許可の使用」を参照してください。この許可は、デ
フォルトのキーポリシーに含まれています。
• kms:DescribeKey— (必須) 指定されたカスタマーマネージド型キーに関する詳細情報を提供します。こ
の許可は、デフォルトのキーポリシーに含まれています。
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• kms:ListAliases-(オプション) アカウント内のキーエイリアスをすべて一覧表示します。コンソールを使
用して暗号化されたファイルシステムを作成すると、このアクセス許可によりKMS キーを選択してくだ
さいリスト。最高のユーザーエクスペリエンスを提供するには、この許可を使用することをお勧めしま
す。この許可は、デフォルトのキーポリシーに含まれています。

AWS マネージドキーAmazon EFS KMS ポリシー
の KMS ポリシー JSONAWS マネージドキーAmazon EFS の場合aws/elasticfilesystem以下のよう
に設定します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "auto-elasticfilesystem-1",
"Statement": [
{
"Sid": "Allow access to EFS for all principals in the account that are
authorized to use EFS",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:CreateGrant",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:ViaService": "elasticfilesystem.us-east-2.amazonaws.com",
"kms:CallerAccount": "111122223333"
}
}
},
{
"Sid": "Allow direct access to key metadata to the account",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action": [
"kms:Describe*",
"kms:Get*",
"kms:List*",
"kms:RevokeGrant"
],
"Resource": "*"
}
]

}

転送中のデータの暗号化
転送中のデータを Amazon EFS ファイルシステムを使用して暗号化でき、アプリケーションを変更する必
要はありません。
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TLS を使用した転送中のデータの暗号化
Amazon EFS ファイルシステムの転送中のデータの暗号化を有効にするには、Amazon EFS マウント
ヘルパーを使用してファイルシステムをマウントするときに、Transport Layer Security (TLS) を有効
にします。詳細については、「EFS マウントヘルパーを使用して EFS ファイルシステムをマウントす
る (p. 70)」を参照してください。
転送時のデータ暗号化が Amazon EFS ファイルシステムのマウントオプションとして宣言されている場
合、マウントヘルパーはクライアント stunnel プロセスを初期化します。stunnel はオープンソースの多目
的ネットワークリレーです。クライアント stunnel プロセスはインバウンドトラフィックのローカルポー
トをリッスンし、マウントヘルパーはネットワークファイルシステム (NFS) クライアントトラフィックを
このローカルポートにリダイレクトします。マウントヘルパーはファイルシステムとの通信に TLS バー
ジョン 1.2 を使用します。

転送中のデータ暗号化を有効にし、マウントヘルパーを使用して、Amazon EFS ファイルシステ
ムをマウントするには
1.

Secure Shell (SSH) を介してインスタンスのターミナルにアクセスし、適切なユーザー名でログイン
します。これを行う方法の詳細については、Amazon EC2 User Guide for Linux Instances の「SSH を
使用した Linux インスタンスへの接続」を参照してください。

2.

以下のコマンドを使用してファイルシステムをマウントします。
sudo mount -t efs

-o tls fs-12345678:/ /mnt/efs

転送中の暗号化の動作
転送時のデータの暗号化を有効にするには、TLS を使用して Amazon EFS に接続します。最もシンプルな
オプションのマウントヘルパーの使用をお勧めします。
マウントヘルパーを使用していない場合でも、転送中のデータの暗号化を有効にすることができます。そ
うする場合の手順の概略は以下のとおりです。

マウントヘルパーを使用せずに転送中のデータの暗号化を有効にするには
1.

stunnel をダウンロードしてインストールし、アプリケーションがリッスンするポートを書き留めま
す。

2.

stunnel を実行し、TLS を使用して、ポート 2049 で Amazon EFS ファイルシステムに接続します。

3.

NFS クライアントを使用して、最初のステップで書き留めたポート localhost:port に、port を
マウントします。

接続ごとに転送中のデータ暗号化が設定されているため、設定された各マウントにはインスタンスで実行
される専用の stunnel プロセスがあります。デフォルトでは、マウントヘルパーが使用する stunnel プロセ
スはローカルポート 2049 から 2049 をリッスンし、ポート 2049 で Amazon EFS に接続します。

Note
デフォルトでは、Amazon EFS マウントヘルパーを TLS で使用するときに、マウントヘルパー
によって証明書ホスト名のチェックが適用されます。Amazon EFS マウントヘルパーは、TLS 機
能の stunnel プログラムを使用します。Linux のバージョンによっては、これらの TLS 機能をサ
ポートする stunnel のバージョンがデフォルトで含まれていない場合があります。これらの Linux
ディストリビューションのいずれかを使用する場合、TLS を使用する Amazon EFS ファイルシス
テムのマウントが失敗します。
をインストールしたら amazon-efs-utils パッケージ、システムの stunnel のバージョンをアップグ
レードするには、こちらを参照してください。stunnel のアップグレード (p. 67)。
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暗号化の問題については、暗号化のトラブルシューティング (p. 265) を参照してください。
転送中のデータの暗号化を使用する場合、NFS クライアント設定が変更されます。アクティブにマウント
されたファイルシステムを検査する場合、次の例に示すように、localhost または 127.0.0.1 にマウントさ
れたことが表示されます。

$ mount | column -t
127.0.0.1:/ on /home/ec2-user/efs
type nfs4
(rw,relatime,vers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,port=20127,timeo=600,retra

TLS および Amazon EFS マウントヘルパーを使用してマウントする場合、ローカルポートにマウン
トするために NFS クライアントを再設定します。EFS マウントヘルパーはクライアントを起動しま
すstunnelこのローカルポートでリッスンしているプロセス、およびstunnelは、TLS を使用して EFS
ファイルシステムへの暗号化された接続を開いています。EFS マウントヘルパーは、この暗号化された接
続と関連する設定をセットアップして維持します。
ローカルマウントポイントに対応する Amazon EFS ファイルシステム ID を確認するために、次のコマン
ドを使用できます。efs-mount-point を、ファイルシステムをマウントしたローカルパスに置き換えま
す。
grep -E "Successfully mounted.*efs-mount-point" /var/log/amazon/efs/mount.log | tail -1

転送中のデータの暗号化にマウントヘルパーを使用する場合は、amazon-efs-mount-watchdog とい
うプロセスも作成されます。このプロセスは、各マウントの stunnel プロセスが実行されているかどう
か、Amazon EFS ファイルシステムがアンマウントされたときに stunnel が停止されたかどうかを確認し
ます。何らかの理由で、stunnel プロセスが予期せず終了した場合、ウォッチドッグプロセスにより再開さ
れます。

Amazon EFS のためのアイデンティティとアクセ
ス管理
Amazon EFS へのアクセスには、AWS によってリクエストの認証に使用される認証情報が必要です。こ
れらの認証情報には、Amazon EFS ファイルシステムや Amazon EC2 インスタンスなどの AWS リソース
に対するアクセス許可が含まれている必要があります。次のセクションでは、What is IAMとAmazon EFS
を使用して、リソースにアクセスできるユーザーを制御することでリソースを保護する方法について詳細
に説明します。
• 認証 (p. 205)
• アクセスコントロール (p. 207)

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 にサインアップするときは、AWS アカウントに関連付けら
れた E メールアドレスとパスワードを指定します。これは AWS アカウント のルートユーザーです。こ
の認証情報はすべての AWS リソースに対する完全なアクセスを提供します。

Important
セキュリティ上の理由から、ルートユーザーは、管理者ユーザー (AWS アカウント への完全
なアクセス許可を持つ IAM ユーザー) を作成するためにのみ使用することをお勧めします。
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その後、この管理者ユーザーを使用して、制限された許可を持つ他の IAM ユーザーとロール
を作成できます。詳細については、「IAM User Guide」(IAM ユーザーガイド) で「IAM Best
Practices」(IAM ベストプラクティス) および「Creating an Admin User and Group」(管理者の
ユーザーおよびグループの作成) を参照してください。
• IAM ユーザー － IAM ユーザーは、特定のカスタムアクセス許可 (例: Amazon EFS でファイルシステム
を作成するアクセス許可) を持つ AWS アカウント 内のアイデンティティです。IAM のユーザー名とパ
スワードは、 AWS Management Console、 AWS ディスカッションフォーラム、または AWS Support
センターなどのセキュアな AWS ウェブ ページへのサインインに使用できます。

ユーザー名とパスワードに加えて、各ユーザーのアクセスキーを作成することもできます。これらの
キーは、 SDK の 1 つ または AWS Command Line Interface (CLI)を使用してプログラム的に AWS の
サービスにアクセスするときに使用できます。SDK と CLI ツールでは、アクセスキーを使用してリクエ
ストが暗号で署名されます。AWS ツールを使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があり
ます。Amazon EFS 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、「AWS 全般のリファレ
ンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参照してください。
• IAM ロール - IAM ロールは、アカウントで作成して特定のアクセス許可を付与できるもうひとつの IAM
アイデンティティです。これは IAM ユーザーに似ていますが、特定のユーザーに関連付けられていませ
ん。IAM ロールでは、AWS サービスおよびリソースにアクセスするために使用できる一時的なアクセス
キーを取得することができます。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 – IAM ユーザーを作成するのではなく、AWS Directory
Service、エンタープライズユーザーディレクトリ、またはウェブアイデンティティプロバイダーの既
存のユーザーアイデンティティを使用することもできます。このようなユーザーはフェデレーティッ
ドユーザーと呼ばれます。AWS では、ID プロバイダーを通じてアクセスがリクエストされたとき、
フェデレーティッドユーザーにロールを割り当てます。フェデレーティッドユーザーの詳細について
は、「IAM ユーザーガイド」の「フェデレーティッドユーザーとロール」を参照してください。
• クロスアカウント管理 - アカウントの IAM ロールを使用して、アカウントの Amazon EFS リソー
スを管理するためのアクセス許可を別の AWS アカウント に付与することができます。例について
は、チュートリアルを参照してください。IAM AWS アカウントユーザーガイドの「IAM ロールを使
用して複数人にアクセスを委任する」 VPC またはアカウントにまたがって Amazon EFS ファイルシ
ステムをマウントすることはできません。詳細については、「ファイルシステムのネットワークアク
セシビリティの管理 (p. 101)」を参照してください。
• AWS のサービスのアクセス – アカウントで IAM ロールを使用して、アカウントのリソースにアクセ
スするための AWS のサービスの許可を付与できます。たとえば、Amazon Redshift がユーザーに代
わって Amazon S3 バケットにアクセスし、そのバケットのデータを Amazon Redshift クラスターに
ロードすることを許可するロールを作成できます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS の
サービスにアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。
• 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、 または AWS API
リクエストを作成しているアプリケーションのために一時的な認証情報を管理するには、IAM ロール
が使用できます。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認証情報を取得することができ
ます。詳細については、「IAM User Guide」(IAM ユーザーガイド) の「Using Roles for Applications
on Amazon EC2」(Amazon EC2 上のアプリケーションに対するロールの使用) を参照してください。
206

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
アクセスコントロール

アクセスコントロール
リクエストを認証するために有効な認証情報を持つことができますが、アクセス許可を持っていなければ
Amazon Elastic File System リソースを作成またはアクセスすることはできません。たとえば、Amazon
EFS ファイルシステムを作成するためのアクセス許可が必要です。
以下のセクションでは、Amazon EFS のアクセス許可を管理する方法について説明します。最初に概要の
セクションを読むことをお勧めします。
• Amazon EFS リソースへのアクセス許可の管理の概要 (p. 207)
• EFS API へのアクセスの制御 (p. 210)

Amazon EFS リソースへのアクセス許可の管理の概要
すべての AWS リソースは AWS アカウント によって所有され、リソースの作成またはアクセスは、許可
のポリシーによって管理されます。アカウント管理者は、IAM アイデンティティ (つまり、ユーザー、グ
ループ、ロール) に許可ポリシーをアタッチできます。一部のサービス (Amazon EFS など) では、アクセ
ス許可ポリシーをリソースに添付することもできます。

Note
アカウント管理者 (または管理者ユーザー) は、管理者権限を持つユーザーです。詳細について
は、「IAM ユーザーガイド 」の「IAM のベストプラクティス」を参照してください。
アクセス許可を付与する場合、アクセス許可を取得するユーザー、取得するアクセス許可の対象となるリ
ソース、およびそれらのリソースに対して許可される特定のアクションを決定します。
トピック
• Amazon EFS のリソースとオペレーション (p. 207)
• リソース所有権について (p. 208)
• リソースへのアクセスの管理 (p. 208)
• ポリシー要素 (アクション、効果、プリンシパル) の指定 (p. 209)
• ポリシーでの条件の指定 (p. 210)

Amazon EFS のリソースとオペレーション
Amazon EFS では、プライマリリソースはファイルシステムです。Amazon EFS では、マウントターゲッ
トとアクセスポイントの追加のリソースタイプもサポートしています。ただし Amazon EFS では、既存の
ファイルシステムのコンテキストでのみマウントターゲットとアクセスポイントを作成できます。マウン
トターゲットとアクセスポイントはサブリソースと呼ばれます。
リソースとサブリソースには、次の表に示すとおり、一意の Amazon リソースネーム (ARN) が関連付けら
れています。
Amazon EFS には、Amazon EFS のリソースを操作するための一連のオペレーションが用意されていま
す。利用可能なオペレーションのリストについては、「Amazon EFS アクション (p. 270) and クライア
ントの EFS アクション (p. 217)」を参照してください。

Note
DescribeFileSystemまたはDescribeAccessPoint API アクションの応答を IAM ポリシー内
の特定の EFS リソースに制限することはできません。
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リソース所有権について
AWS アカウントは、誰がリソースを作成したかにかかわらず、アカウントで作成されたリソースを所有し
ます。具体的には、リソース所有者は、リソースの作成リクエストを認証するプリンシパルエンティティ
(ルートアカウント、IAM ユーザー、またはIAM ロール) の AWS アカウント です。次の例は、この仕組み
を示しています。
• AWS アカウント ルートアカウントの認証情報を使用してファイルシステムを作成する場合、この AWS
アカウント がリソースの所有者です (Amazon EFS では、リソースはファイルシステムです)。
• AWS アカウント に IAMユーザーを作成し、ファイルシステムを作成するためのアクセス許可をその
ユーザーに付与した場合、そのユーザーはファイルシステムを作成できます。ただし、ユーザーが属す
る AWS アカウント はファイルシステムリソースを所有しています。
• AWS アカウント アカウントに、ファイルシステムを作成するためのアクセス権限を持つ IAM ロールを
作成する場合は、ロールを引き受けることのできるいずれのユーザーもファイルシステムを作成できま
す。ロールが属する AWS アカウント はファイルシステムリソースを所有しています。

リソースへのアクセスの管理
アクセス許可ポリシーでは、誰が何にアクセスできるかを記述します。以下のセクションで、アクセス許
可ポリシーを作成するために使用可能なオプションについて説明します。

Note
このセクションでは、Amazon EFS のコンテキストでの IAM の使用について説明します。これ
は、IAM サービスに関する詳細情報を取得できません。完全な IAM ドキュメンテーションについ
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM とは」を参照してください。IAM ポリシーの構文と説明
については、「IAM ユーザーガイド」の「 IAM ポリシーリファレンス」を参照してください。
IAM ID にアタッチされたポリシーは ID ベースのポリシー (IAM ポリシー) と呼ばれ、リソースにアタッチ
されたポリシーはリソースベースのポリシーと呼ばれます。Amazon EFS では、アイデンティティベース
のポリシー とリソースベースのポリシーの両方がサポートされています。
トピック
• アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー） (p. 208)
• リソースベースのポリシー (p. 209)

アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー）
IAM アイデンティティ にポリシーを添付して、EFS API へのアクセスを制御したり、NFS クライアント
アクセスを制御したりできます。たとえば、ファイルシステムなどの Amazon EFS リソースを作成するた
めのアクセス許可をユーザーに付与するには、ユーザーまたはユーザーが属するグループにアクセス許可
ポリシーを添付できます。
IAM を使用した許可の委任の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセス管理」を参照してく
ださい。
以下に示しているのは、ユーザーが AWS アカウント に対して CreateFileSystem アクションを実行す
るために必要な EFS および EC2 許可を提供するポリシーの例です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid" : "Stmt1EFSpermissions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticfilesystem:CreateFileSystem",
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]

"elasticfilesystem:CreateMountTarget"
],
"Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:us-west-2:account-id:file-system/*"
},
{
"Sid" : "Stmt2EC2permissions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces"
],
"Resource": "*"
}

Amazon EFS でアイデンティティベースのポリシーを使用する場合の詳細については、 EFS API へのアク
セスの制御 (p. 210)を参照してください。ユーザー、グループ、ロール、許可の詳細については、「IAM
ユーザーガイド」の「アイデンティティ (ユーザー、グループ、ロール)」を参照してください。

リソースベースのポリシー
ファイルシステムポリシーを使って、ファイルシステムへの API アクセスおよび NFS クライアントのア
クセスを制御することができます。Amazon EFS は、FileSystemPolicy と呼ばれるファイルシステ
ムのリソースベースのポリシーをサポートしています。EFS FileSystemPolicy を使用すると、ファ
イルシステムにアクセスできるユーザーと、ファイルシステムに対して実行できるアクションを指定でき
ます。ファイルシステムポリシーを使用すると、ファイルシステムへのアクセスを簡単に制御でき、ファ
イルシステムごとに他のアカウントに使用権限を付与できます。次のファイルシステムポリシーでは、
ClientMount（読み取り専用）アクセス許可を EfsReadOnly IAM ロールに付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Id": "read-only-example-policy02",
"Statement": [
{
"Sid": "efs-statement-example02",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/EfsReadOnly"
},
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientMount"
]
]

}

Note
Amazon EFS ファイルシステムポリシーには 20,000 文字の制限があります。
EFS ファイルシステムポリシーを使用してファイルシステムデータへのアクセスを制御する方法の詳細に
ついては、「IAM を使用してファイルシステムのデータアクセスを制御する (p. 216)」を参照してくださ
い。

ポリシー要素 (アクション、効果、プリンシパル) の指定
サービスは、Amazon EFS リソース(「Amazon EFS のリソースとオペレーション (p. 207)」
参照)ごとに、アクセス許可を付与できる対象の一連のアクション API オペレーショ
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ン (「アクション (p. 270)」および「クライアントの EFS アクション (p. 217)」を
参照) を定義します。Amazon EFS ファイルシステムリソースの場合、アクションは
CreateFileSystem、DeleteFileSystem、DescribeFileSystems などです。1 つの API オペレー
ションの実行で、複数のアクションのアクセス権限が必要になる場合があります。
最も基本的なポリシーの要素を次に示します。
• リソース - リソースベースのポリシー (ファイルシステムポリシー) では、ポリシーを添付する先のリ
ソースは暗黙的なリソースです。ID ベースのポリシーでは、Amazon リソースネーム (ARN) を使用し
て、ポリシーを適用するリソースを識別します。詳細については、「Amazon EFS のリソースとオペ
レーション (p. 207)」を参照してください。
• [Action] (アクション) - アクションのキーワードを使用して、許可または拒否するリソースオペレーショ
ンを識別します。たとえば、指定した効果に応じて、elasticfilesystem:CreateFileSystem は
Amazon EFS CreateFileSystem オペレーションを実行するアクセス許可をユーザーに付与または拒
否します。
• 効果 – ユーザーが特定のアクションを要求する際の効果を指定します。許可または拒否のいずれかにな
ります。リソースへのアクセスを明示的に付与 (許可) していない場合、アクセスは暗黙的に拒否されま
す。また、明示的にリソースへのアクセスを拒否すると、別のポリシーによってアクセスが許可されて
いる場合でも、ユーザーはそのリソースにアクセスできなくなります。
• プリンシパル - ID ベースのポリシー (IAM ポリシー) で、ポリシーがアタッチされているユーザーが黙
示的なプリンシパルとなります。リソースベースのポリシーでは、権限 (リソースベースのポリシーに
のみ適用）を受け取りたいユーザー、アカウント、サービス、またはその他のエンティティを指定しま
す。
IAM ポリシー構文の詳細と説明については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーリファレンス」を参照
してください。
すべての Amazon EFS API アクションを示す表については、「Amazon EFS API のアクセス許可: アク
ション、リソース、条件リファレンス (p. 214)」を参照してください。
Amazon EFS NFS クライアントのすべてのアクションを示す表については、「IAM を使用してファイルシ
ステムのデータアクセスを制御する (p. 216)」を参照してください。

ポリシーでの条件の指定
許可を付与するとき、IAM ポリシー言語を使用して、ポリシーが有効になる必要がある条件を指定できま
す。ポリシーでの条件の指定の詳細については、IAM JSON ポリシー要素を参照してください。IAM ユー
ザーガイドの条件。
EFS 固有の条件キーと AWS 全体の条件キーがあり、必要に応じて使用できます。AWS 全体を対象とする
すべてのキーのリストについては、「IAM ユーザーガイド」の「条件に利用可能なキー」を参照してくだ
さい。EFS 固有の条件キーの詳細なリストについては、「クライアントの EFS 条件キー (p. 217)」を参
照してください。

Note

AWS 全体の条件である
aws:SourceIpは、CreateFileSystem、CreateMountTarget、DeleteMountTarget、DescribeMountTar
どの EFS アクションをのホストが使用できるかを制御できます。aws:SourceIp条件を使用し
て、EFS マウントターゲットへの NFS アクセスを制御できますが、セキュリティ上の考慮事項
から推奨されるアプローチではありません。EFS マウントターゲットへのアクセスを制御する方
法については、「NFS クライアントの Amazon EFS ファイルシステムへのネットワークアクセ
スのコントロール (p. 229)」を参照してください。

EFS API へのアクセスの制御
IAM のアイデンティティ ポリシーとリソースポリシーの両方を使用して、Amazon EFS リソースに対し
て API オペレーションを実行するためのアクセス許可を付与できます。このトピックでは、アイデンティ
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ティ ベースのポリシーの例を通じて、アカウント管理者が IAM のアイデンティティ (ユーザー、グルー
プ、ロール) にアクセス許可ポリシーを添付する方法を示します。これは、Amazon EFS API へのアクセ
スを制御する最も一般的な方法です。

Important
初めに、Amazon EFS のリソースへのアクセスを管理するための基本概念と使用できるオプ
ションについて説明する概要トピックをお読みになることをお勧めします。詳細については、「
Amazon EFS リソースへのアクセス許可の管理の概要 (p. 207)」を参照してください。
このセクションでは、次のトピックを対象としています。
• Amazon EFS コンソールの使用に必要なアクセス許可 (p. 212)
• Amazon EFS の AWS 管理（事前定義）ポリシー (p. 212)
• お客様管理ポリシーの例 (p. 213)
以下に示しているのは、アクセス許可ポリシーの例です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid" : "AllowFileSystemPermissions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticfilesystem:CreateFileSystem",
"elasticfilesystem:CreateMountTarget"
],
"Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:us-west-2:account-id:file-system/*"
},
{
"Sid" : "AllowEC2Permissions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces"
],
"Resource": "*"
}
]

このポリシーには以下の 2 つのステートメントがあります。
• 1 つ目のステートメントは、ファイルシステムの Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、
リソースでの 2 つの Amazon EFS アクション (elasticfilesystem:CreateFileSystem と
elasticfilesystem:CreateMountTarget) に対するアクセス許可を付与します。ファイルシステ
ムを作成するまではファイルシステム ID が不明であるため、ARN ではワイルドカード文字 (*) を指定し
ます。
• 2 番目のステートメントは、最初のステートメントで elasticfilesystem:CreateMountTarget
アクションが特定の Amazon EC2 アクションのアクセス許可が必要なため、一部の Amazon EC2 アク
ションに対してアクセス許可を付与します。これらの Amazon EC2 アクションはリソースレベルのアク
セス許可をサポートしていないため、ポリシーはファイルシステム ARN ではなくワイルドカード文字
(*) を Resource の値として指定します。
ID ベースのポリシーでアクセス許可を得るプリンシパルを指定していないため、ポリシーでは
Principal 要素を指定していません。ユーザーにポリシーをアタッチすると、そのユーザーが暗黙のプ
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リンシパルになります。IAM ロールにアクセス権限ポリシーをアタッチすると、ロールの信頼ポリシーで
識別されたプリンシパルがアクセス権限を得ることになります。
すべての Amazon EFS API アクションとそれらが適用されるリソースの表については、 Amazon EFS API
のアクセス許可: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 214)を参照してください。

Amazon EFS コンソールの使用に必要なアクセス許可
アクセス許可のリファレンス表では、 Amazon EFS API オペレーションとそれらの各オペレーションに必
要なアクセス許可を示しています。Amazon EFS API オペレーションの詳細については、「Amazon EFS
API のアクセス許可: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 214)」を参照してください。
Amazon EFS コンソールを使用するには、以下のアクセス許可ポリシーに示しているように、追加のアク
ションに対するアクセス許可を付与する必要があります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid" : "Stmt1AddtionalEC2PermissionsForConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeVpcAttribute"

]

],
"Resource": "*"
},
{
"Sid" : "Stmt2AdditionalKMSPermissionsForConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:ListAliases",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"
}

Amazon EFS コンソールには、以下の理由でこれらの追加のアクセス許可が必要になります。
• Amazon EFS アクションのアクセス許可により、コンソールはアカウント内の Amazon EFS リソースの
表示を有効にします。
• Amazon EC2 に対してクエリを行う ec2 アクションを実行するためのアクセス権限。コンソールで、ア
ベイラビリティーゾーン、VPC、セキュリティグループ、アカウント属性を表示するために必要です。
• コンソールが暗号化されたファイルシステムを作成するには kms アクション用のアクセス権限が
必要です。暗号化されたファイルシステムの詳細については、「Amazon EFS でのデータの暗号
化 (p. 198)」を参照してください。

Amazon EFS の AWS 管理（事前定義）ポリシー
AWS は、AWS によって作成され管理されるスタンドアロンの IAM ポリシーを提供することで、多くの
一般的ユースケースに対応します。マネージドポリシーは、一般的ユースケースに必要な許可を付与する
ことで、どの許可が必要なのかをユーザーが調査する必要をなく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「AWS マネージドポリシー」を参照してください。
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アカウントのユーザーに添付できる次の AWS 管理ポリシーは、Amazon EFS に固有のものです。
• AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess— Amazon EFS リソースへの読み取り専用アクセスを許可
します。
• AmazonElasticFileSystemFullAccess— Amazon EFS リソースへのフルアクセスを付与します。

Note
IAM マネジメントコンソールにサインインし、そこで特定のポリシーを検索することで、これら
の許可ポリシーを確認できます。
独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、Amazon EFS API アクションにアクセス許可を付与することも
できます。これらのカスタムポリシーは、それらのアクセス許可が必要な IAM ユーザーまたはグループに
アタッチできます。

お客様管理ポリシーの例
このセクションでは、さまざまな Amazon EFS アクションのアクセス許可を付与するユーザーポリシー例
を示しています。これらのポリシーは、AWS SDK または AWS CLI を使用しているときに機能します。コ
ンソールを使用している場合は、「Amazon EFS コンソールの使用に必要なアクセス許可 (p. 212)」で
説明しているコンソールに固有の追加のアクセス権限を付与する必要があります。

Note
すべての例で、(us-west-2) AWS リージョン を使用し、架空のアカウント ID を含めています。
例
• 例 1: ユーザーに既存のファイルシステムへのマウントターゲットとタグの作成を許可する (p. 213)
• 例 2: すべての Amazon EFS アクションの実行をユーザーに許可する (p. 214)

例 1: ユーザーに既存のファイルシステムへのマウントターゲットとタグの作成を
許可する
次のアクセス許可ポリシーは、us-west-2 リージョンで特定のファイルシステムのマウントターゲット
とタグを作成するためのアクセス許可をユーザーに付与します。マウントターゲットを作成するには、特
定の Amazon EC2 アクションのアクセス許可も必要で、アクセス許可ポリシーに含まれています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid" : "Stmt1CreateMountTargetAndTag",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticfilesystem:CreateMountTarget",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
"elasticfilesystem:CreateTags",
"elasticfilesystem:DescribeTags"
],
"Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:us-west-2:123456789012:file-system/filesystem-ID"
},
{
"Sid" : "Stmt2AdditionalEC2PermissionsToCreateMountTarget",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:CreateNetworkInterface",
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}

]

}

"ec2:DescribeNetworkInterfaces"
],
"Resource": "*"

例 2: すべての Amazon EFS アクションの実行をユーザーに許可する
次のアクセス許可ポリシーでは、ワイルドカード文字 ("elasticfilesystem:*") を使用して uswest-2 リージョンでのすべての Amazon EFS アクションを許可します。一部の Amazon EFS アクショ
ンは、Amazon EC2 アクションのアクセス許可も必要であるため、このポリシーではすべてのアクション
へのアクセス許可も付与されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid" : "Stmt1PermissionForAllEFSActions",
"Effect": "Allow",
"Action": "elasticfilesystem:*",
"Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:us-west-2:123456789012:file-system/*"
},
{
"Sid" : "Stmt2RequiredEC2PermissionsForAllEFSActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
"ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute"
],
"Resource": "*"
}
]

Amazon EFS API のアクセス許可: アクション、リソース、条件
リファレンス
アクセスコントロール (p. 207) をセットアップし、IAM アイデンティティにアタッチできるアクセス権
限ポリシー (アイデンティティベースのポリシー) を作成するときは、以下のリストをリファレンスとして
使用できます。このには、各 Amazon EFS Glue API オペレーション、アクションを実行するためのアク
セス許可を付与する対象アクション、およびアクセス許可を付与できる AWS リソースが掲載されていま
す。ポリシーの Action フィールドでアクションを指定し、ポリシーの Resource フィールドでリソース
の値を指定します。
Amazon EFS ポリシーで AWS 全体の条件キーを使用して条件を表現できます。AWS 全体のキーの完全な
リストについては、「IAM ユーザーガイド」の「使用可能なキー」を参照してください。

Note
アクションを指定するには、API オペレーション名
(elasticfilesystem:CreateFileSystem など) の前に elasticfilesystem: プレフィッ
クスを使用します。
Amazon EFS API とアクションで必要なアクセス許可
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CreateFileSystem (p. 277)
1 つ以上のアクション: elasticfilesystem:CreateFileSystem
リソース: arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/*
CreateMountTarget (p. 288)

つ以上のアクション:
elasticfilesystem:CreateMountTarget、ec2:DescribeSubnets、ec2:DescribeNetworkInterfaces
リソース: arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-systemid
CreateTags (p. 301)
1 つ以上のアクション: elasticfilesystem:CreateTags
リソース: arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-systemid
DeleteFileSystem (p. 305)
1 つ以上のアクション: elasticfilesystem:DeleteFileSystem
リソース: arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-systemid
DeleteMountTarget (p. 310)
つ以上のアクション: elasticfilesystem:DeleteMountTarget、
ec2:DeleteNetworkInterface
リソース: arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-systemid
DeleteTags (p. 315)
1 つ以上のアクション: elasticfilesystem:DeleteTags
リソース: arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-systemid
DescribeFileSystems (p. 327)
1 つ以上のアクション: elasticfilesystem:DescribeFileSystems
Resource: arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-systemid, arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/*
DescribeLifecycleConfiguration (p. 331)
1 つ以上のアクション: elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration
リソース: arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-systemid
DescribeMountTargetSecurityGroups (p. 338)
つ以上のアクション: elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups、
ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute
リソース: arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-systemid
DescribeMountTargets (p. 334)
1 つ以上のアクション: elasticfilesystem:DescribeMountTargets
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リソース: arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-systemid
DescribeTags (p. 344)
1 つ以上のアクション: elasticfilesystem:DescribeTags
リソース: arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-systemid
ModifyMountTargetSecurityGroups (p. 350)
つ以上のアクション: elasticfilesystem:ModifyMountTargetSecurityGroups、
ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute
リソース: arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-systemid
PutFileSystemPolicy (p. 357)
1 つ以上のアクション: elasticfilesystem:PutFileSystemPolicy
リソース: arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-systemid
PutLifecycleConfiguration (p. 361)
1 つ以上のアクション: elasticfilesystem:PutLifecycleConfiguration
リソース: arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-systemid
TagResource (p. 366)
1 つ以上のアクション: elasticfilesystem:TagResource
リソース: arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-systemid
UntagResource (p. 369)
1 つ以上のアクション: elasticfilesystem:UntagResource
リソース: arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-systemid
UpdateFileSystem (p. 371)
つ以上のアクション: elasticfilesystem:UpdateFileSystem、
elasticfilesystem:UpdateFileSystem
リソース: arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-systemid

IAM を使用してファイルシステムのデータアクセスを
制御する
IAM の アイデンティティ ポリシーとリソースポリシーの両方を使用して、クラウド環境向けのスケーラブ
ルで最適化された方法により、Amazon EFS リソースへのクライアントアクセスを制御できます。IAM を
使用すると、読み取り専用アクセス、書き込みアクセス、ルートアクセスなどの特定のアクションをファ
イルシステムに実行することをクライアントに許可できます。IAM アイデンティティポリシーまたはファ
イルシステムリソースポリシーのいずれかのアクションに対する「許可」権限は、そのアクションへのア

216

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
ファイルシステムのデータアクセスの制御

クセスを許可します。アクセス権限は、ID ポリシーとリソースポリシーの両方で付与する必要はありませ
ん。
NFS クライアントは、EFS ファイルシステムに接続するときに、IAM ロールを使用してそれ自体を識別で
きます。クライアントがファイルシステムに接続すると、Amazon EFS はファイルシステムの IAM リソー
スポリシー (ファイルシステムポリシー) とアイデンティティベースの IAM ポリシーを評価し、付与する適
切なファイルシステムアクセス許可を決定します。
NFS クライアントの IAM 認証を使用すると、クライアント接続と IAM 認証の決定が AWS CloudTrail に記
録されます。を使用して Amazon EFS API コールを記録する方法の詳細については CloudTrail、「」を参
照してくださいAWS CloudTrail での Amazon EFS API コールのログ記録 (p. 130)。

Important
IAM 認証を使用してクライアントによるアクセスをコントロールするには、EFS マウントヘル
パーを使用して Amazon EFS ファイルシステムをマウントする必要があります。詳細について
は、「IAM 認証を使用してマウントする (p. 81)」を参照してください。

デフォルトの EFS ファイルシステムポリシー
デフォルトのEFSファイルシステムポリシーは、IAMを使用して認証せず、マウントターゲットを使
用してファイルシステムに接続できるすべての匿名クライアントへのフルアクセスを許可します。
デフォルトポリシーは、ファイルシステムの作成時を含め、ユーザーが設定したファイルシステムポ
リシーが有効でない場合は常に有効になります。デフォルトのファイルシステムポリシーが有効な場
合、DescribeFileSystemPolicy (p. 324) API オペレーションは PolicyNotFound レスポンスを
返します。

クライアントの EFS アクション
ファイルシステムポリシーを使用してファイルシステムにアクセスするクライアントに対して、以下のア
クションを指定できます。
アクション

説明

ファイルシステムへの読み取り専用アクセス許可を付与します。
elasticfilesystem:ClientMount
ファイルシステムへの書き込みアクセス許可を付与します。
elasticfilesystem:ClientWrite
ファイルシステムへのアクセス時にルートユーザーの使用を許可し
elasticfilesystem:ClientRootAccess
ます。

クライアントの EFS 条件キー
条件を表すには、あらかじめ定義された条件キーを使用します。Amazon EFS には、NFS クライアント用
に次の事前定義された条件キーがあります。
EFS 条件キー

説明

演算子

aws:SecureTransport

このキーを使用して、EFS ファイルシステムに接
続するときに TLS の使用をクライアントに要求し
ます。

ブール値

クライアントが接続している EFS アクセスポイン
elasticfilesystem:AccessPointArn
トの ARN。
このキーを使用して、ファイルシステムマウント
elasticfilesystem:AccessedViaMountTarget
ターゲットを使用していないクライアントによる
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EFS 条件キー

説明

演算子

EFS ファイルシステムへのアクセスを防止しま
す。

ファイルシステムポリシーの例
このセクションでは、さまざまな Amazon EFS アクションに対してアクセス許可を付与または拒否する
ファイルシステムポリシーの例を示します。Amazon EFS ファイルシステムポリシーには 20,000 文字の
制限があります。リソースベースのポリシーの要素については、「ポリシー要素 (アクション、効果、プ
リンシパル) の指定 (p. 209)」を参照してください。

Important
ファイルシステムポリシーで個々の IAM ユーザーまたはロールにアクセス許可を付与する場合、
ポリシーがファイルシステムで有効な間は、そのユーザーまたはロールを削除または再作成しな
いでください。そのような操作を行うと、そのユーザーまたはロールはファイルシステムから事
実上ロックアウトされ、アクセスできなくなります。詳細については、IAM ユーザーガイドの
「プリンシパルの指定」を参照してください。
ファイルシステムポリシーの作成方法の詳細については、「ファイルシステムポリシーの作成 (p. 46)」を
参照してください。

例 1: AWS特定のロールへの読み取り/書き込みアクセス権が付与されます
この例の EFS ファイルシステムポリシーには、以下の特徴があります。
• 効果は Allow です。
• プリンシパルはの Testing_RoleAWS アカウント に設定されています。
• アクションはClientMount (読み取り)、および ClientWrite に設定されます。
• AccessedViaMountTarget権限を付与する条件はに設定されています。

{

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientRootAccess",
"elasticfilesystem:ClientWrite",
"elasticfilesystem:ClientMount"
],
"Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-2:111122223333:file-system/
fs-1234abcd",
"Condition": {
"Bool": {
"elasticfilesystem:AccessedViaMountTarget": "true"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/Testing_Role"
},
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientWrite",
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],
"Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-2:111122223333:file-system/

fs-1234abcd"
}
]
}

例 2: 読み取り専用アクセスの付与
以下のファイルシステムポリシーはClientMount、 EfsReadOnly IAM ロールに対して読み取り専用アク
セス許可のみを付与します。
{

"Id": "read-only-example-policy02",
"Statement": [
{
"Sid": "efs-statement-example02",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/EfsReadOnly"
},
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientMount"
],
"Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-2:111122223333:file-system/
fs-12345678"
}
]
}

特定の管理ワークステーションを除くすべての IAM プリンシパルに対してルートアクセスを拒否するな
ど、追加のファイルシステムポリシーを設定する方法については、「チュートリア NFS クライアントの
IAM 認証を使用してルートスカッシュを有効にする (p. 195)」を参照してください。

例 3: EFS アクセスポイントに対してアクセスを許可する
EFS アクセスポリシーを使用して、EFS ファイルシステムの共有ファイルベースのデータセットに関する
アプリケーション固有のビューを、NFS クライアントに提供します。ファイルシステムポリシーを使用し
て、ファイルシステムへのアクセス許可をアクセスポイントに付与します。このファイルポリシーの例で
は、条件要素を使用して、ARN によって識別された特定のアクセスポイントに対してファイルシステムへ
のフルアクセスを許可します。EFS アクセスポイントの使用方法の詳細については、「Amazon EFS アク
セスポイントを使用して作業する (p. 236)」を参照してください。
{

"Id": "access-point-example03",
"Statement": [
{
"Sid": "access-point-statement-example03",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::555555555555:role/
EfsAccessPointFullAccess"},
"Action": "elasticfilesystem:Client*",
"Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-2:111122223333:file-system/
fs-12345678",
"Condition": {
"StringEquals": {
"elasticfilesystem:AccessPointArn":"arn:aws:elasticfilesystem:useast-2:555555555555:access-point/fsap-12345678" }
}
}
]
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IAM を使用して暗号化されたファイルシステムの作成
を強制する
AWS Identity and Access Management (IAM) アイデンティティベースのポリシーを作成して、ユーザーが
保存時に暗号化される Amazon EFS ファイルシステムを作成できるかどうかを制御します。ブール条件
キー elasticfilesystem:Encrypted ポリシーが適用される、暗号化または暗号化されていないファ
イルシステムのタイプを指定します。条件キーは elasticfilesystem:CreateFileSystem アクショ
ンとポリシー効果（許可または拒否）を使用して、暗号化または暗号化されていないファイルシステムを
作成するためのポリシーを作成します。
例えば、暗号化された EFS ファイルシステムのみの作成をユーザーに明示的に許可する IAM ポリシーで
は、次のような効果、アクション、条件の組み合わせを使用しています。
• Effect は、Allow です。
• Action は、elasticfilesystem:CreateFileSystem です。
• elasticfilesystem:Encrypted Condition は、True です。
次の例は、プリンシパルに暗号化されたファイルシステムのみを作成することを許可する IAM アイデン
ティティベースのポリシーを示しています。
{

}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
"Condition": {
"Bool": {
"elasticfilesystem:Encrypted": "true"
}
},
"Resource": "*"
}
]

このポリシーが暗号化されていないファイルシステムを作成しようとするユーザーに添付されている場
合、リクエストは失敗します。 AWS Management Console、 AWS CLI、 AWSのいずれの API や SDK を
使用していても、ユーザーには以下のようなメッセージが表示されます。
User: arn:aws:iam::111122223333:user/username is not authorized to
perform: elasticfilesystem:CreateFileSystem on the specified resource.

暗号化されていない EFS ファイルシステムのみの作成を明示的に許可する IAM ポリシーでは、次のよう
な効果、アクション、条件の組み合わせを使用できます。
• Effect は、Allow です。
• Action は、elasticfilesystem:CreateFileSystem です。
• elasticfilesystem:Encrypted Condition は、False です。
次の例は、プリンシパルが暗号化されていないファイルシステムのみを作成することを許可する IAM アイ
デンティティベースのポリシーを示しています。
{

220

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
IAM を使用して暗号化されたファ
イルシステムの作成を強制する

}

]

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
"Condition": {
"Bool": {
"elasticfilesystem:Encrypted": "false"
}
},
"Resource": "*"
}

このポリシーが暗号化されたファイルシステムを作成しようとするユーザーに添付されている場合、リク
エストは失敗します。 AWS Management Console、 AWS CLI、 AWSのいずれの API や SDK を使用して
いても、ユーザーには以下のようなメッセージが表示されます。
User: arn:aws:iam::111122223333:user/username is not authorized to
perform: elasticfilesystem:CreateFileSystem on the specified resource.

前述の例のようなポリシーを AWS Organizations のサービスコントロールポリシー（SCP）で使用し
て、組織内のすべての AWS アカウント に暗号化された Amazon EFS ファイルシステムの作成を強制
することもできます。AWS Organizationsでのサービスコントロールポリシーの詳細については、AWS
Organizationsユーザーガイドの「サービスコントロールポリシー」を参照してください。

暗号化された efs ファイルシステムのみを作成することをユー
ザーに許可する IAM ポリシーを作成する
コンソール、AWS CLI 、および API を使用して、暗号化された Amazon EFS ファイルシステムのみを作
成することをユーザーに許可する IAM アイデンティティベースのポリシーを作成できます。以下の手順で
は、IAM コンソールを使用してこのようなポリシーを作成し、そのポリシーをアカウントのユーザーに適
用する方法について説明します。

IAM ポリシーを作成して、暗号化された EFS ファイルシステムの作成を強制するには
1.
2.

AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/
iam/) を開きます。
ナビゲーションペインの [アクセス管理] で、[ポリシー] を選択します。

3.
4.

[ポリシーの作成]を選択して、[ポリシーの作成]ページを表示します。
Visual editor (ビジュアルエディタ)を使用して、次の情報を入力します。
• [ サービス] では、[EFS] を選択します。

5.
6.

• [アクション]create で、検索フィールドに入力し、を選択しますCreateFileSystem。
• リクエスト条件では、暗号化を選択します。
[ポリシーの確認]を選択して、[ポリシーの確認]ページを表示します。
ポリシーの[名前]と[説明]を入力します。暗号化リクエストの条件を含む、ポリシーの概要を確認しま
す。[ポリシーの作成]を選択し、ポリシーを作成します。

アカウントのユーザーにポリシーを適用するには
1.
2.
3.

IAM コンソールの、[アクセス管理]で、[ユーザー]を選択します。
ポリシーを適用するユーザーを選択します。
[アクセス許可の追加]を選択して、[アクセス許可の追加]ページを表示します。
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4.

[既存のポリシーを直接アタッチする] を選択します。

5.
6.

前の手順で作成した EFS ポリシーの名前を入力します。
ポリシーを選択して展開します。次に {} JSON を選択して、ポリシーの内容を確認します。次の
JSON ポリシーのようになります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
"Condition":{
"Bool": {
"elasticfilesystem:Encrypted": "true"
}
},
"Resource": "*"
}
]

7.

[Next: (次へ:)] を選択します 確認.

8.

[アクセス許可の追加]を選択して、ポリシーをユーザーに適用します。このユーザーは、保管時に暗号
化された Amazon EFS ファイルシステムのみを作成できます。

パブリックアクセスのブロック
Amazon EFS ブロックパブリックアクセス機能は、Amazon EFS ファイルシステムへのパブリックアクセ
スを管理するのに役立ちます。デフォルトでは、新しい Amazon EFS ファイルシステムはパブリックアク
セスを許可しません。ただし、パブリックアクセスを許可するようにファイルシステムポリシーを変更す
ることはできます。
トピックス
• AWS Transfer Family を使用したパブリックアクセスのブロック (p. 222)
• 「パブリック」の意味 (p. 222)

AWS Transfer Family を使用したパブリックアクセスのブロック
Amazon EFS を AWS Transfer Family で使用する場合、ファイルシステムがパブリックアクセスを許可し
ていると、ファイルシステムとは異なるアカウントが所有する Transfer Family サーバーから受信したファ
イルシステムのアクセス要求がブロックされます。Amazon EFS はファイルシステムの IAM ポリシーを評
価し、ポリシーがパブリックである場合は、リクエストをブロックします。AWS Transfer Family のファ
イルシステムへのアクセスを許可するには、ファイルシステムポリシーを更新し、パブリックと見なされ
ないようにします。

Note
Amazon EFS での Transfer Family の使用は、2021 年 1 月 6 日より前に作成されたパブリックア
クセスを許可するポリシーを持つ EFS ファイルシステムを持つ AWS アカウント に対して、デ
フォルトで無効になっています。Transfer Family を使ってファイルシステムにアクセスできるよ
うにするには、AWS サポートにお問い合わせください。

「パブリック」の意味
ファイルシステムがパブリックアクセスを許可するかどうかを評価する場合、Amazon EFS はファイルシ
ステムポリシーがパブリックであると見なします。その後、ファイルシステムのポリシーを評価して、非
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パブリックとしての資格があるかどうかを判断します。非パブリックと見なすには、ファイルシステムポ
リシーは、次のうち 1 つ以上の固定値 (ワイルドカードを含まない値) にのみアクセスを許可する必要があ
ります。
• aws:SourceIp を使用した一連のクラスレスドメイン間ルーティング (CIDR)。CIDR の詳細について
は、RFC Editor のウェブサイトで RFC 4632 を参照してください。
• AWS のプリンシパル、ユーザー、ロール、またはサービスプリンシパル（例え
ば、2aws:PrincipalOrgIDなど）
• aws:SourceArn
• aws:SourceVpc
• aws:SourceVpce
• aws:SourceOwner
• aws:SourceAccount
• elasticfilesystem:AccessedViaMountTarget
• aws:userid, outside the pattern "AROLEID:*"
これらのルールでは、次のポリシー例はパブリックと見なされます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Id": "efs-policy-wizard-15ad9567-2546-4bbb-8168-5541b6fc0e55",
"Statement": [
{
"Sid": "efs-statement-14a7191c-9401-40e7-a388-6af6cfb7dd9c",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientMount",
"elasticfilesystem:ClientWrite",
"elasticfilesystem:ClientRootAccess"
]
}
]

このファイルシステムポリシーを非公開にするには、EFS の条件キー
elasticfilesystem:AccessedViaMountTarget を [true] に設定しま
す。elasticfilesystem:AccessedViaMountTarget を使用すると、ファイルシステ
ムのマウントターゲットを使用して EFS ファイルシステムにアクセスするクライアントに
対して、指定された EFS アクションを許可することができます。以下の非公開ポリシーで
は、elasticfilesystem:AccessedViaMountTarget 条件のキーを [true] に設定して使用します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "efs-policy-wizard-15ad9567-2546-4bbb-8168-5541b6fc0e55",
"Statement": [
{
"Sid": "efs-statement-14a7191c-9401-40e7-a388-6af6cfb7dd9c",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientMount",
"elasticfilesystem:ClientWrite",
"elasticfilesystem:ClientRootAccess"
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}

]

}

],
"Condition": {
"Bool": {
"elasticfilesystem:AccessedViaMountTarget": "true"
}
}

Amazon EFS における条件キーの詳細については、「クライアントの EFS 条件キー (p. 217)」を参照
してください。ファイルシステムポリシーの作成の詳細については、「ファイルシステムポリシーの作
成 (p. 46)」を参照してください。

Amazon EFS で MFS でを使用する
タグを使用すると、Amazon EFS リソースへのアクセスをコントロールしたり、属性ベースのアクセスコ
ントロール (ABAC) を実装したりできます。作成中に Amazon EFS リソースにタグを適用するには、ユー
ザーは特定のAWS Identity and Access Management (IAM) 許可を持っている必要があります。

リソース作成時のタグ付け
一部のリソース作成 Amazon EFS API アクションでは、リソースの作成時にタグを指定できます。リソー
スタグを使用して、属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) を実装できます。ABAC の詳細について
は、「IAM ユーザーガイド」の「ABAC の目的AWS」を参照してください。
リソースを作成するアクション (elasticfilesystem:CreateFileSystemやなど) を使用して、リ
ソースの作成時にタグを付けることができますelasticfilesystem:CreateAccessPoint。リソース
作成アクションでタグが指定されている場合、IAM は elasticfilesystem:TagResource アクション
に対して追加の認可を実行して、ユーザーがタグを作成する認可を持っているかどうかを確認します。そ
のため、ユーザーには、elasticfilesystem:TagResource アクションを使用する明示的なアクセス
許可も必要です。

Note
EFS レプリケーションでは、属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) にタグを使用すること
はできません。

タグを使用した Amazon EFS リソースへのアクセスのコント
ロール
Amazon EFS とアクションへのアクセスをコントロールするには、タグに基づいて IAM ポリシーを使用で
きます。コントロールは 2 つの方法で可能です。
• それらのリソースのタグに基づいて、Amazon EFS へのアクセスをコントロールできます。
• IAM リクエストの条件でどのタグを渡すかをコントロールできます。
AWS リソースへのアクセスをコントロールするためのタグの使用については、「IAM ユーザーガイド」の
「タグを使用したアクセスのコントロール」を参照してください。作成時の Amazon FSx リソースのタグ
付けの詳細については、「リソース作成時のタグ付け (p. 224)」を参照してください。リソースのタグ付
けの詳細については、「リソースのタグ付け (p. 52)」を参照してください

リソースのタグに基づいてアクセスのコントロール
ユーザーまたはロールが Amazon FSx リソースで実行できるアクションをコントロールするには、リソー
スでタグを使用できます。例えば、リソースのタグのキーバリューのペアに基づいて、ファイルシステム
リソースに対する特定の API オペレーションを許可または拒否したい場合があります。
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Example ポリシーの例 - 特定のタグが使用されている場合にのみファイルシステムを作成する
このポリシーにより、ユーザーは、特定のタグとキーと値のペア (この例で
は、key=Department、value=Finance) でタグ付けした場合にのみ、ファイルシステムを作成できま
す。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticfilesystem:CreateFileSystem",
"elasticfilesystem:TagResource"
],
"Resource": "arn:aws:efs:region:account-id:file-system/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/Department": "Finance"
}
}

Example ポリシーの例 - 特定のタグを持つファイルシステムの削除
このポリシーにより、ユーザーは Department=Finance でタグ付けされたファイルシステムのみを削除
できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticfilesystem:DeleteFileSystem"
],
"Resource": "arn:aws:efs:region:account-id:file-system/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Department": "Finance"
}
}
}
]

Amazon EFS サービスリンクロールの使用
Amazon Elastic File System では AWS Identity and Access Management(IAM) サービスリンクロールを使
用しています。Amazon EFS サービスリンクロールは、Amazon EFS に直接リンクされた特殊なタイプの
IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは Amazon EFS によって事前定義されており、サービス
がユーザーに代わって他の AWS のサービス を呼び出すために必要なすべての許可が含まれています。
サービスにリンクされたロールを使用することで、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなる
ため、Amazon EFS の設定が簡単になります。Amazon EFS は、サービスにリンクされたロールのアクセ
ス権限を定義します。Amazon EFS のみがそのロールを引き受けることができます。定義されるアクセス
許可には、信頼ポリシーやアクセス許可ポリシーなどがあり、そのアクセス許可ポリシーを他の IAM エン
ティティに添付することはできません。
Amazon EFS サービスにリンクされたロールを削除するには、最初に Amazon EFS ファイルシステ
ムを削除する必要があります。これは、リソースにアクセスするための許可を誤って削除できないた
め、Amazon EFS リソースを保護します。
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サービスにリンクされたロールを使用すると、すべての API コールを AWS CloudTrail から表示できま
す。これがモニタリングと監査の要件を満たすのに役立つのは、Amazon EFS によってユーザーに代わっ
て実行されるすべてのアクションを追跡できるためです。詳細については、「EFS サービスにリンクされ
たロールのログエントリ (p. 132)」を参照してください。

Amazon EFS のサービスリンクロール許可
Amazon EFS は、AWSServiceRoleForAmazonElasticFileSystem というサービスにリンクされた
ロールを使用して、Amazon EFS が EFS ファイルシステムに代わって AWS リソースを呼び出し、管理で
きるようにします。
AWSServiceRoleForAmazonElasticFileSystem サービスリンクロールは、以下のサービスを信頼してロー
ルを引き受けます。
• elasticfilesystem.amazonaws.com
ロールのアクセス許可ポリシーは、ポリシー定義 JSON に含まれるアクションを実行することを Amazon
EFS に許可します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"backup-storage:MountCapsule",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
"ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
"tag:GetResources"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:*:*:key/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"backup:CreateBackupVault",
"backup:PutBackupVaultAccessPolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:backup:*:*:backup-vault:aws/efs/automatic-backup-vault"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"backup:CreateBackupPlan",
"backup:CreateBackupSelection"
],
"Resource": [
"arn:aws:backup:*:*:backup-plan:*"
]
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},
{

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:AWSServiceName": [
"backup.amazonaws.com"
]
}
}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/backup.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForBackup"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:PassedToService": "backup.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
"elasticfilesystem:CreateReplicationConfiguration",
"elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
"elasticfilesystem:DeleteReplicationConfiguration"
],
"Resource": "*"
}
]
}

Note
保管時に暗号化される新しい Amazon EFS ファイルシステムを作成する場合は、AWS KMS
の IAM アクセス許可を手動で設定する必要があります。詳細については、保存データの暗号
化 (p. 199) を参照してください。

Amazon EFS のサービスリンクロールの作成
サービスにリンクされたロールの作成を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に許可する
には、アクセス権限を設定する必要があります。これをiam:CreateServiceLinkedRole次の例に示す
ように、IAM エンティティへのアクセス許可。
{

"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:AWSServiceName": [
"elasticfilesystem.amazonaws.com"
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}

}

}

]

詳細については、「」を参照してください。サービスにリンクされたロールのアクセス権限のIAM ユー
ザーガイド。
サービスリンクロールを手動で作成する必要はありません。で EFS ファイルシステムのマウントターゲッ
トまたはレプリケーション設定を作成する場合AWS Management Consoleとすると、AWS CLI、または
AWSAPI、Amazon EFS によってサービスにリンクされたロールがで自動的に作成されます。
このサービスリンクロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウントに
ロールを再作成できます。EFS ファイルシステムのマウントターゲットまたはレプリケーション設定を作
成すると、Amazon EFS によってサービスにリンクされたロールが再び作成されます。

Amazon EFS のサービスリンクロールの編集
Amazon EFS では、AWSServiceRoleForAmazonElasticFileSystem のサービスにリンクされたロー
ルを編集することはできません。サービスリンクロールを作成すると、多くのエンティティによってロー
ルが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAMを使用したロー
ルの説明の編集はできます。詳細については、IAMユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの
編集」を参照してください。

Amazon EFS のサービスリンクロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングさ
れたり、メンテナンスされたりすることがなくなります。ただし、手動で削除する前に、サービスにリン
クされたロールのリソースをクリーンアップする必要があります。

Note
リソースを削除しようとしているときに Amazon EFS サービスがロールを使用している場合は、
削除が失敗する可能性があります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してくださ
い。

AWSServiceRoleForAmazonElasticFileSystem によって使用される Amazon EFS リソースを削除
するには
AWSServiceRoleForAmazonElasticFileSystem によって使用される Amazon EFS リソースを削除するに
は、次のステップを実行します。詳細な手順については、「ステップ 4: リソースをクリーンアップし、を
保護するAWSアカウント (p. 19)」を参照してください。
1.

Amazon EC2 インスタンスで、Amazon EFS ファイルシステムをアンマウントします。

2.
3.

Amazon EFS ファイルシステムを削除。
ファイルシステムのカスタムセキュリティグループを削除します。

Warning
仮想プライベートクラウド (VPC) にデフォルトのセキュリティグループを使用した場合は、
そのセキュリティグループを削除しないでください。
IAM を使用して、サービスにリンクされたロールを手動で削除するには
IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、サービスにリンクされたロールである
AWSServiceRoleForAmazonElasticFileSystem を削除します。詳細については、IAM ユーザーガイドの
「サービスにリンクされたロールの削除」を参照してください。
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NFS クライアントの Amazon EFS ファイルシステ
ムへのネットワークアクセスのコントロール
ネットワーク層セキュリティおよび EFS ファイルシステムポリシーを使用して、Amazon EFS ファイル
システムへの NFS クライアントによるアクセスを制御できます。VPC セキュリティグループルールや
ネットワーク ACL など、Amazon EC2 で使用できるネットワーク層セキュリティメカニズムを使用でき
ます。AWS IAM により、EFS ファイルシステムポリシーとアイデンティティベースのポリシーを使用し
て NFS アクセスをコントロールすることもできます。
トピック
• Amazon EC2インスタンスとマウントターゲットにVPCセキュリティグループを使用する (p. 229)
• EFS で使用される送信元ポート (p. 230)
• ネットワークアクセスに関するセキュリティ上の考慮事項 (p. 230)
• Amazon EFS でのインターフェイス VPC エンドポイントの使用 (p. 231)

Amazon EC2インスタンスとマウントターゲットに
VPCセキュリティグループを使用する
Amazon EFS を使用する場合は、EC2 インスタンスの Amazon EC2 セキュリティグループと、ファイル
システムに関連付けられている EFS マウントターゲットのセキュリティグループを指定します。セキュ
リティグループはファイアウォールとして機能し、追加するルールはトラフィックフローを定義します。
「使用開始」の演習では、EC2 インスタンスを起動したときに 1 つのセキュリティグループを作成しま
す。次に、別のセキュリティグループを EFS マウントターゲット (デフォルト VPC のデフォルトのセ
キュリティグループ) に関連付けました。この方法は、「使用開始」の演習で機能します。ただし、本番
稼働用システムでは、EFS で使用するための最小限のアクセス許可でセキュリティグループを設定する必
要があります。
EFS ファイルシステムへのインバウンドおよびアウトバウンドのアクセスを許可できます。これを行うに
は、ネットワークファイルシステム (NFS) ポートを使用するマウントターゲット経由で EC2 インスタン
スが Amazon EFS ファイルシステムにアクセスできるようにルールを追加します。セキュリティグループ
を作成および更新するには、以下のステップを実行します。

EC2 インスタンスとマウントターゲットのセキュリティグループを作成するには
1.

VPC に 2 つのセキュリティグループを作成します。
手順については、Amazon VPC User Guide のセキュリティグループを作成するの「セキュリティグ
ループを作成するには」の手順を参照してください。

2.

Amazon VPC マネジメントコンソールを以下から開きhttps://console.aws.amazon.com/vpc/、これら
のセキュリティグループのデフォルトルールを確認します。両方のセキュリティグループは、トラ
フィックが出ていくのを許可するアウトバウンドルールのみが設定されている必要があります。

セキュリティグループに必要なアクセスを更新するには
1.

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

2.

EC2 セキュリティグループにルールを追加して、任意のホストからの Secure Shell (SSH) を使用した
インバウンドアクセスを許可します。オプションで、[ソース] アドレスを制限します。
アウトバウンドルールを追加する必要はありません。これは、デフォルトのアウトバウンドルールで
すべてのトラフィックを残すことができるためです。もしそうでない場合には、NFS ポート上の TCP
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接続を開き、マウントターゲットのセキュリティグループを送信先として識別するアウトバウンド
ルールを追加する必要があります。

手順については、Amazon VPC User Guide の「ルールを追加または削除する」を参照してください。
3.

次に示すように、マウントターゲットのセキュリティグループのルールを追加して、EC2 セキュリ
ティグループからのインバウンドアクセスを許可します。EC2 セキュリティグループはソースとして
識別されます。

4.

両方のセキュリティグループがインバウンドおよびアウトバウンドアクセスを許可することを確認し
ます。

セキュリティグループの詳細については、Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの「 EC2
VPC セキュリティグループ」を参照してください。

EFS で使用される送信元ポート
一連の NFS クライアントをサポートするために、Amazon EFS はソースポートからのすべての接続を許
可します。権限のあるユーザーのみが Amazon EFS にアクセスできるようにするには、以下のクライアン
トのファイアウォールルールを使用することをお勧めします。SSH を使用してファイルシステムConnect
し、次のコマンドを実行します。
iptables -I OUTPUT 1 -m owner --uid-owner 1-4294967294 -m tcp -p tcp --dport 2049 -j DROP

このコマンドは、OUTPUT チェーン (-I OUTPUT 1) の開始時に新しいルールを挿入します。このルール
により、権限のない、非カーネルプロセス (-m owner --uid-owner 1-4294967294) が、NFS ポート
(-m tcp -p tcp –dport 2049) への接続を開くことを防ぎます。

ネットワークアクセスに関するセキュリティ上の考慮
事項
ファイルシステムのマウントターゲットの NFS ポート (TCP ポート 2049) の 1 つに接続できる場合にの
み、NFS バージョン 4.1 (NFSv4.1) クライアントはファイルシステムをマウントできます。同様に、この
ネットワーク接続ができる場合にのみ、NFSv 4.1 クライアントはファイルシステムにアクセスするときに
ユーザーおよびグループ ID をアサートできます。
このネットワーク接続を行うことができるかどうかは、以下の組み合わせによって管理されます。
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• マウントターゲットの VPC によって提供されるネットワーク分離 – ファイルシステムのマウントター
ゲットにはパブリック IP アドレスを関連付けることはできません。ファイルシステムをマウントできる
唯一のターゲットは次のとおりです。
• ローカル Amazon VPC 内の Amazon EC2 インスタンス
• 接続された VPC の EC2 インスタンス
• AWS Direct Connect および AWS Virtual Private Network(VPN) を使用して Amazon VPC に接続され
たオンプレミスサーバー
• マウントターゲットのサブネット外からアクセスするための、クライアントおよびマウントターゲット
の VPC サブネットのネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) – ファイルシステムをマウント
するには、クライアントはマウントターゲットの NFS ポートへの TCP 接続を確立できる必要がありま
す。また、リターントラフィックを受信する必要があります。
• すべてのアクセス用のクライアントおよびマウントターゲットの VPC セキュリティグループのルール
ファイルシステムをマウントする EC2 インスタンスの場合、次のセキュリティグループルールが有効で
ある必要があります。
• ファイルシステムには、インスタンスからの NFS ポートでインバウンド接続を有効にするルールを持
つセキュリティグループがネットワークインターフェイスにあるマウントターゲットが必要です。IP
アドレス (CIDR 範囲) またはセキュリティグループのいずれかを使用してインバウンド接続を有効化
できます。マウントターゲットネットワークインターフェイス上のインバウンド NFS ポートセキュリ
ティグループルールのソースは、ファイルシステムのアクセスコントロールの重要な要素です。NFS
ポート以外のインバウンドルール、およびどのようなアウトバウンドルールも、ファイルシステムの
マウントターゲットネットワークインターフェイスには使用されません。
• インスタンスのマウントには、ファイルシステムのマウントターゲットのいずれかの NFS ポートへの
アウトバウンド接続を有効にするセキュリティグループルールがあるネットワークインターフェイス
が必要です。IP アドレス (CIDR 範囲) またはセキュリティグループのいずれかを使用してアウトバウ
ンド接続を有効化できます。
詳細については、「マウントターゲットとセキュリティグループの作成と管理 (p. 38)」を参照してくださ
い。

Amazon EFS でのインターフェイス VPC エンドポイ
ントの使用
仮想プライベートクラウド (VPC) と Amazon EFS API の間にプライベート接続を確立するには、イン
ターフェイス VPC エンドポイントを作成できます。このエンドポイントは、インターネットゲートウェ
イ、NAT インスタンス、または仮想プライベートネットワーク (VPN) 接続を必要とせずに、Amazon EFS
API への安全な接続を提供します。詳細については、『Amazon VPC ユーザーガイド』の「インターフェ
イス VPC エンドポイント」を参照してください。
インターフェイス VPC エンドポイントは AWS PrivateLink を利用しています。これは、プライベート IP
アドレスを使用して AWS のサービス間のプライベート通信を可能にする機能です。AWS PrivateLink を
使用するには、 Amazon VPCコンソール、API、または CLI を使用して、VPC に Amazon EFS のイン
ターフェイス VPC エンドポイントを作成します。これによって Elastic Network Interface がサブネット
に作成され、そのプライベート IP アドレスが Amazon EFS API リクエストを処理します。また、AWS
VPN、AWS Direct Connect、または VPC ピアリングを使用して、オンプレミス環境または他の VPC から
VPC エンドポイントにアクセスすることもできます。詳細については、次を参照してください。を介した
サービスへのアクセスAWSPrivateLinkのAmazon VPC User Guide。

Amazon EFS 用のインターフェイス エンドポイントの作成
Amazon EFS のインターフェイス VPC エンドポイントを作成するには、次のいずれかを使用します。
• com.amazonaws.region.elasticfilesystem – Amazon EFS API オペレーションのエンドポイン
トを作成します。
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• com.amazonaws.region.elasticfilesystem-fips — 連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2 に準拠し
た Amazon EFS API のエンドポイントを作成します。
Amazon EFS エンドポイントの詳細なリストについては、Amazon Web Services 全般のリファレンス の
「Amazon Elastic File System」をご覧ください。
インターフェイスエンドポイントの作成方法の詳細については、Amazon VPC User Guide の「インター
フェイスエンドポイントの作成」を参照してください。

Amazon EFS 用の VPC エンドポイントポリシーの作成
Amazon EFS API へのアクセスを制御するために VPC エンドポイントに AWS Identity and Access
Management (IAM) ポリシーをアタッチできます。このポリシーでは、以下を指定します。
• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。
詳細については、『Amazon VPC ユーザーガイド』の「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制
御する」を参照してください。
次の例は、エンドポイントを介して EFS ファイルシステムを作成するアクセス許可を全員に対して拒否す
る VPC エンドポイントポリシーを示しています。このポリシー例では、他のすべてのアクションを実行す
るアクセス許可も全員に付与しています。
{

}

"Statement": [
{
"Action": "*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Principal": "*"
},
{
"Action": "elasticfilesystem:CreateFileSystem",
"Effect": "Deny",
"Resource": "*",
"Principal": "*"
}
]

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの VPC エンドポイントポリシーの使用を参照してくださ
い。

ネットワークファイルシステム (NFS) レベルでの
ユーザー、グループ、アクセス許可の操作
トピック
• ファイルおよびディレクトリのアクセス許可 (p. 233)
• Amazon EFS ファイルシステムのユースケースとアクセス許可の例 (p. 233)
• ファイルシステム内のファイルとディレクトリに対するユーザー ID とグループ ID のアクセス許
可 (p. 234)
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• ルートスカッシュなし (p. 235)
• アクセス許可のキャッシュ (p. 236)
• ファイルシステムオブジェクトの所有権を変更する (p. 236)
• EFS アクセスポイント (p. 236)
ファイルシステムを作成した後、デフォルトでは、ルートユーザー (UID 0) のみが読み取り/書き込み/実行
のアクセス許可を持ちます。他のユーザーがファイルシステムを変更できるようにするには、ルートユー
ザーは、明示的にアクセス許可を付与する必要があります。アクセスポイントを使用すると、root 以外の
ユーザーによる書き込み可能なディレクトリの作成を自動化できます。詳細については、「Amazon EFS
アクセスポイントを使用して作業する (p. 236)」を参照してください。
Amazon EFS ファイルシステムオブジェクトには、Unix 形式のモードが関連付けられています。このモー
ド値は、そのオブジェクトに対してアクションを実行するアクセス許可を定義します。Unix スタイルのシ
ステムに精通しているユーザーは、これらのアクセス許可に関して Amazon EFS がどのように動作するか
を簡単に理解できます。
さらに、Unix 形式のシステムでは、ユーザーとグループは Amazon EFS がファイルの所有権を表すため
に使用する数値 ID にマッピングされます。Amazon EFS では、ファイルシステムオブジェクト (ファイ
ル、ディレクトリなど) は、単一の所有者と単一のグループによって所有されます。Amazon EFS は、
ユーザーがファイルシステムオブジェクトにアクセスしようとすると、マッピングされた数値 ID を使用し
てアクセス許可をチェックします。
以下では、アクセス許可の例、および Amazon EFS での NFS のアクセス許可に関する考慮事項について
説明します。

ファイルおよびディレクトリのアクセス許可
EFS ファイルシステムのファイルとディレクトリは、EFS アクセスポイントによって上書きされない
限り、NFSv4.1 クライアントのマウントを使用してアサートされたユーザー ID とグループ ID に基づ
いて、標準 UNIX 形式の読み取り、書き込み、および実行のアクセス許可をサポートします。 詳細に
ついては、「ネットワークファイルシステム (NFS) レベルでのユーザー、グループ、アクセス許可の操
作 (p. 232)」を参照してください。

Note
デフォルトでは、このアクセスコントロールのレイヤーは、NFSv4.1 クライアントをユーザー
ID とグループ ID のアサーションで信頼するかどうかに依存します。AWS Identity and Access
Management (IAM) のリソースベースのポリシーと ID ポリシーを使用して NFS クライアントを
承認することで、読み取り専用、書き込み、およびルートアクセス許可を付与できます。EFS ア
クセスポイントを使用して、NFS クライアントから提供されるオペレーティングシステムのユー
ザー ID およびグループの ID 情報を上書きできます。詳細については、IAM を使用してファイル
システムのデータアクセスを制御する (p. 216) および アクセスポイントの作成と削除 (p. 48) を
参照してください。
ファイルとディレクトリの読み取り、書き込み、実行のアクセス許可の例として、Alice は、ファイルシス
テムの個人ディレクトリ /alice にある任意のファイルを読み書きするアクセス許可を持っています。た
だし、この例では、Alice は同じファイルシステムの Mark の個人ディレクトリ /mark にあるファイルを
読み書きすることはできません。Alice と Mark の両方が共有ディレクトリ /share 内のファイルを読み取
ることはできますが、書き込むことはできません。

Amazon EFS ファイルシステムのユースケースとアク
セス許可の例
Amazon EFS ファイルシステムを作成し、VPC にファイルシステムのターゲットをマウントしたら、リ
モートファイルシステムを Amazon EC2 インスタンスにローカルにマウントできます。mount コマンド
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は、ファイルシステムの任意のディレクトリをマウントできます。ただし、最初にファイルシステムを作
成するときは、/ にルートディレクトリは 1 つしかありません。
次の mount コマンドは、ファイルシステムの DNS 名で識別される Amazon EFS ファイルシステムの
ルートディレクトリを ローカルディレクトリにマウントします。
sudo mount -t nfs -o
nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport file-systemid.efs.aws-region.amazonaws.com:/ efs-mount-point

ルートユーザーとルートグループは、マウントされたディレクトリを所有します。

最初のアクセス許可のモードでは、次のことを許可します。
• 所有者のread-write-executeルートに対する アクセス許可
• グループのread-executeルートに対する アクセス許可
• 他のユーザーに対する read-execute アクセス許可
ルートユーザーのみがこのディレクトリを変更できます。たとえば、ルートユーザーは、他のユーザーに
このディレクトリに書き込むアクセス許可を付与することもできます。
• 書き込み可能なユーザーごとのサブディレクトリを作成します。を使用する場合 step-by-step 手順につ
いては、こちらを参照してくださいチュートリアル: 書き込み可能なユーザーごとのサブディレクトリを
作成し、再起動時の自動再マウントを設定する (p. 180)。
• ユーザーが Amazon EFS ファイルシステムルートに書き込むことを許可します。ルート権限を持つユー
ザーは、他のユーザーにファイルシステムへのアクセスを許可することができます。
• Amazon EFS ファイルシステムの所有権を非ルートユーザーとグループに変更するには、以下を使用
します。
$ sudo chown user:group /EFSroot

• ファイルシステムのアクセス許可をより制限の低いものに変更するには、以下を使用します。
$ sudo chmod 777 /EFSroot

このコマンドは read-write-execute ファイルシステムがマウントされているすべての EC2 インスタン
スのすべてのユーザーに権限を許可します。

ファイルシステム内のファイルとディレクトリに対す
るユーザー ID とグループ ID のアクセス許可
Amazon EFS ファイルシステムのファイルとディレクトリでは、ユーザー ID とグループ ID に基づいて標
準 UNIX 形式の読み取り、書き込み、実行のアクセス許可がサポートされます。NFS クライアントがアク
セスポイントを使用せずに EFS ファイルシステムをマウントした場合は、クライアントから提供された
ユーザー ID とグループ ID が信頼されます。EFS アクセスポイントにより、NFS クライアントによって使
用されるユーザー ID とグループ ID を上書きできます。ユーザーがファイルとディレクトリにアクセスし
ようとすると、Amazon EFS はユーザー ID とグループ ID を確認して、ユーザーにオブジェクトへのアク
セス権限があることを確認します。Amazon EFS は、これらの ID をユーザーが作成する新しいファイル
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やディレクトリの所有者およびグループ所有者を示すために使用します。Amazon EFS は、ユーザー名ま
たはグループ名を調べません。数値 ID のみを使用します。

Note
EC2 インスタンスでユーザーを作成すると、任意の数値のユーザー ID (UID) とグループ ID
(GID) をユーザーに割り当てることができます。数値のユーザー ID は、Linux システムの /etc/
passwd ファイルに設定されます。数値グループ ID は、/etc/group ファイルにあります。
これらのファイルは、名前と ID の間のマッピングを定義します。EC2 インスタンスの外部で
は、Amazon EFS は、0 のルート ID を含むこれらの ID の認証を実行しません。
ユーザーが 2 つの異なる EC2 インスタンスから Amazon EFS ファイルシステムにアクセスする場合、こ
れらのインスタンスでユーザーの UID が同じか異なるかによって、次のような異なる動作になります。
• ユーザー ID が両方の EC2 インスタンスで同じである場合、Amazon EFS は使用された EC2 インスタ
ンスに関係なく、それらが同じユーザーを示すとみなします。ファイルシステムにアクセスする際の
ユーザーエクスペリエンスは、両方の EC2 インスタンスで同じです。
• ユーザー ID が両方の EC2 インスタンスで同じでない場合、Amazon EFS はユーザーを異なるユーザー
と見なします。2 つの異なる EC2 インスタンスから Amazon EFS ファイルシステムにアクセスする場
合には、ユーザーエクスペリエンスは同じではありません。
• 異なる EC2 インスタンスの 2 人の異なるユーザーが ID を共有する場合、Amazon EFS はそれらを同じ
ユーザーとみなします。
EC2 インスタンス間でユーザー ID マッピングを一貫して管理することを検討することもできます。ユー
ザーは、以下に示すように、id コマンドを使用して数値 ID を確認することができます。
$ id
uid=502(joe) gid=502(joe) groups=502(joe)

ID マッパーを無効にする
オペレーティングシステムの NFS ユーティリティには、ユーザー名と ID の間のマッピングを管理する ID
マッパーと呼ばれるデーモンが含まれています。Amazon Linux では、デーモンは rpc.idmapd と呼ば
れ、Ubuntu では、idmapd と呼ばれます。これは、ユーザーおよびグループ ID を名前に変換し、逆も行
います。ただし、Amazon EFS は、数値 ID のみを扱います。EC2 インスタンスでこのプロセスを無効に
することをお勧めします。Amazon Linux では、マッパーは通常無効です。この場合、ID マッパーを有効
にしないでください。ID マッパーを無効にするには、以下に示すコマンドを使用します。
$
$

service rpcidmapd status
sudo service rpcidmapd stop

ルートスカッシュなし
デフォルトでは、ルートスカッシュは EFS ファイルシステムで無効になっています。Amazon EFS
は、no_root_squash を使用する Linux NFS サーバーのように動作します。ユーザーまたはグループ ID
が 0 の場合、Amazon EFS はそのユーザーを root ユーザーとして処理し、アクセス許可チェックをバ
イパスします (すべてのファイルシステムオブジェクトへのアクセスと変更を許可します)。AWS Identity
and Access Management (AWS IAM) の ID ポリシーまたはリソースポリシーが ClientRootAccess アク
ションへのアクセスを許可しない場合、ルートスカッシュをクライアント接続で有効にすることができま
す。ルートスカッシュが有効になっている場合、ルートユーザーは NFS サーバー上で制限されたアクセス
許可を持つユーザーに変換されます。
詳細については、IAM を使用してファイルシステムのデータアクセスを制御する (p. 216) および チュー
トリア NFS クライアントの IAM 認証を使用してルートスカッシュを有効にする (p. 195) を参照してくだ
さい。
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アクセス許可のキャッシュ
Amazon EFS は、短期間、ファイルのアクセス許可をキャッシュします。その結果、最近アクセスを取り
消されたユーザーが、そのオブジェクトに短期間アクセスできることがあります。

ファイルシステムオブジェクトの所有権を変更する
Amazon EFS は、POSIX chown_restricted 属性を適用します。これは、ルートユーザーだけがファイ
ルシステムオブジェクトの所有者を変更できることを意味します。ルートユーザーまたは所有者ユーザー
は、ファイルシステムオブジェクトの所有者グループを変更できます。ただし、ユーザーがルートでない
限り、そのグループは所有者ユーザーがメンバーになっているものにのみ変更できます。

EFS アクセスポイント
アクセスポイントは、アクセスポイントを介したすべてのシステム要求に対して、オペレーティングシス
テムのユーザー、グループ、およびファイルシステムのパスを適用します。アクセスポイントのオペレー
ティングシステムのユーザーおよびグループは、NFS クライアントから提供されるすべての ID 情報を上
書きします。ファイルシステムのパスは、アクセスポイントのルートディレクトリとしてクライアントに
公開されます。このアプローチにより、各アプリケーションは共有ファイルベースのデータセットにアク
セスするときに、常に正しいオペレーティングシステム ID と正しいディレクトリを使用できます。アクセ
スポイントを使用するアプリケーションは、それ自体のディレクトリ以下のデータにのみアクセスできま
す。アクセスポイントの詳細については、Amazon EFS アクセスポイントを使用して作業する (p. 236)
を参照してください。

Amazon EFS アクセスポイントを使用して作業す
る
Amazon EFS アクセスポイントは、EFS ファイルシステムへのアプリケーション固有のエントリポイント
です。これにより、共有データセットへのアプリケーションアクセスが管理しやすくなります。アクセス
ポイントを使用すると、アクセスポイントを介したすべてのファイルシステム要求に対してユーザーアイ
デンティティ (ユーザーの POSIX グループなど) を適用できます。また、ファイルシステムに対して別の
ルートディレクトリを適用し、このディレクトリまたはそのサブディレクトリ内のデータに対してのみ、
クライアントにアクセスを許可することもできます。
AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを使用して、特定のアプリケーションが特定のアク
セスポイントを使用するように設定できます。IAM ポリシーとアクセスポイントを組み合わせると、アプ
リケーションから特定のデータセットへのアクセスを簡単に保護できます。

Note
アクセスポイントを使用するには、EFS ファイルシステム上に少なくとも 1 つのマウントター
ゲットを作成する必要があります。
アクセスポイントの作成の詳細については、「アクセスポイントの作成と削除 (p. 48)」を参照してくださ
い。
トピック
• アクセスポイントの作成 (p. 237)
• アクセスポイントを使用してファイルシステムをマウントする (p. 237)
• アクセスポイントを使用してユーザーIDを強制する (p. 237)
• アクセスポイントでルートディレクトリを強制する (p. 238)
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• IAM ポリシーでのアクセスポイントの使用 (p. 239)

アクセスポイントの作成
AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、EFS API を使用して、既存の
Amazon EFS ファイルシステムのアクセスポイントを作成できます。Amazon EFS ファイルシステムに
は最大 120 のアクセスポイント (p. 250)。既存のアクセスポイントは、作成後に変更することはできま
せん。
を使用する場合 step-by-step アクセスポイントの作成手順については、「」を参照してください。アクセ
スポイントの作成と削除 (p. 48)。

アクセスポイントを使用してファイルシステムをマウ
ントする
アクセスポイントを使用してファイルシステムをマウントする場合は、EFS マウントヘルパーを使用しま
す。マウントコマンドには、以下の例に示すように、ファイルシステム ID、アクセスポイント ID、tls
マウントオプションを含めます。
$ mount -t efs -o tls,iam,accesspoint=fsap-abcdef0123456789a fsabc0123def456789a: /localmountpoint

アクセスポイントを使用したファイルシステムのマウントの詳細については、「Amazon EFS アクセスポ
イントを使用してマウントする (p. 81)」を参照してください。

アクセスポイントを使用してユーザーIDを強制する
アクセスポイントを使用すると、アクセスポイントを介したすべてのファイルシステム要求に対して、
ユーザーおよびグループ情報を適用できます。この機能を有効にするには、アクセスポイントの作成時
に、適用するオペレーティングシステム ID を指定する必要があります。
その一環として、以下の情報を提供します。
• ユーザー ID - ユーザーの数値 POSIX ユーザー ID。
• グループ ID - ユーザーの数値 POSIX グループ ID。
• セカンダリグループ ID - オプションのセカンダリグループ ID のリスト。
ユーザー適用を有効にすると、Amazon EFS は NFS クライアントのユーザー ID およびグループ ID を、
アクセスポイントですべてのファイルシステムオペレーションに対して設定されている アイデンティティ
に置き換えます。ユーザー適用では、以下のことも行います。
• 新しいファイルとディレクトリの所有者とグループは、アクセスポイントのユーザー ID とグループ ID
に設定されます。
• EFS は、ファイルシステムのアクセス許可を評価するときに、アクセスポイントのユーザー ID、グルー
プ ID、およびセカンダリグループ ID を考慮します。EFS は、NFS クライアントの ID を無視します。

Important
ユーザー ID の適用は、ClientRootAccess IAM アクセス許可を条件とします。
たとえば、場合によっては、アクセスポイントのユーザー ID、グループ ID、またはその両方を
ルートに設定する (つまり、UID、GID、またはその両方を 0 に設定する) ことがあります。その
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ような場合、NFS クライアントに ClientRootAccess IAM アクセス許可を付与する必要があり
ます。

アクセスポイントでルートディレクトリを強制する
アクセスポイントを使用して、ファイルシステムのルートディレクトリを上書きできます。ルートディレ
クトリを適用すると、アクセスポイントを使用する NFS クライアントは、ファイルシステムのルートディ
レクトリではなく、アクセスポイントに設定されているルートディレクトリを使用します。
この機能を有効にするには、アクセスポイントの作成時にアクセスポイントの Path 属性を設定しま
す。Path 属性は、このアクセスポイントを介したすべてのファイルシステム要求に対するファイルシス
テムのルートディレクトリのフルパスです。フルパスの長さは 100 文字を超えることはできません。最大
4 つのサブディレクトリを含めることができます。
アクセスポイントにルートディレクトリを指定すると、これがアクセスポイントをマウントする NFS ク
ライアントのファイルシステムのルートディレクトリになります。たとえば、アクセスポイントのルート
ディレクトリが /data であるとします。この場合、アクセスポイントを使用して fs-12345678:/ をマ
ウントすると、アクセスポイントを使用せずに fs-12345678:/data をマウントするのと同じ効果があ
ります。
アクセスポイントでルートディレクトリを指定する場合は、アクセスポイントのユーザーがファイルシス
テムを正常にマウントできるようにディレクトリ権限が設定されていることを確認します。具体的には、
アクセスポイントのユーザーまたはグループ、またはすべてのユーザーに対して実行ビットが設定されて
いることを確認します。たとえば、ディレクトリ権限の値が 755 の場合、ディレクトリユーザーの所有者
はファイルのリスト表示、ファイルの作成およびマウントを実行できます。他のすべてのユーザーはファ
イルのリスト表示とマウントを実行できます。

アクセスポイントのルートディレクトリの作成
アクセスポイントのルートディレクトリパスがファイルシステムに存在しない場合は、Amazon EFS に
よって、指定された所有権とアクセス許可を使用して、そのルートディレクトリが自動的に作成されま
す。作成時にディレクトリの所有権と権限を指定しない場合、Amazon EFS はルートディレクトリを作成
しません。このアプローチにより、Linux ホストからファイルシステムをマウントすることなく、特定の
ユーザーまたはアプリケーションに対してファイルシステムアクセスをプロビジョニングできます。ルー
トディレクトリを作成するには、アクセスポイントの作成時に以下の属性を使用して、ルートディレクト
リの所有権とアクセス許可を設定する必要があります。
• OwnerUid - ルートディレクトリの所有者として使用する数値 POSIX ユーザー ID。
• OwnerGiD - ルートディレクトリの所有者グループとして使用する数値 POSIX グループ ID。
• アクセス許可 - ディレクトリの Unix モード。一般的な設定は 755 です。アクセスポイントユーザーが
マウントできるように、実行ビットが設定されていることを確認します。この設定では、ディレクトリ
所有者に、ディレクトリ内の新しいファイルの入力、一覧表示、書き込みのアクセス許可が付与されま
す。他のすべてのユーザーに、ファイルを入力および一覧表示するアクセス許可が付与されます。Unix
のファイルモードとディレクトリモードの使用方法の詳細については、「ネットワークファイルシステ
ム (NFS) レベルでのユーザー、グループ、アクセス許可の操作 (p. 232)」を参照してください。
Amazon EFS は、次の場合にのみ、アクセスポイントのルートディレクトリを作成します。
OwnUid、ownGID、および権限がディレクトリに指定されます。この情報を指定しない場合、Amazon
EFS はルートディレクトリを作成しません。ルートディレクトリが存在しない場合に、アクセスポイント
を使用してマウントしようとすると、失敗します。
アクセスポイントを使用してファイルシステムをマウントすると、ディレクトリがまだ存在しない場合
に、ルートディレクトリが作成されます。ただし、ルートディレクトリが OwnerUid アクセスポイントの
作成時に、アクセス許可が指定されました。マウントに先立ってアクセスポイントのルートディレクトリ
が存在する場合、既存のアクセス許可はアクセスポイントによって上書きされません。ルートディレクト
リを削除すると、次にアクセスポイントを使用してファイルシステムをマウントするときに、EFS によっ
てルートディレクトリが再作成されます。
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Note
アクセスポイントのルートディレクトリの所有権とアクセス許可を指定しない場合、Amazon
EFS はルートディレクトリを作成しません。アクセスポイントを取り付けようとすると、失敗し
ます。

アクセスポイントのルートディレクトリのセキュリティモデル
ルートディレクトリの上書きが有効になっている場合、 Amazon EFS は no_subtree_check オプション
を有効にした Linux NFS サーバーと同じように動作します。
NFS プロトコルでは、ファイルのアクセス時に一意の参照としてクライアントで使用されるファイルハン
ドルがサーバーで作成されます。EFS は、EFS ファイルシステム固有の予測可能なファイルハンドルを安
全に生成します。ルートディレクトリの上書きが有効になっている場合、EFS は指定されたルートディレ
クトリ外のファイルにファイルハンドルを公開しません。ただし、場合によっては、ユーザーはアクセス
ポイント外のファイルのファイルハンドルを取得することがあります。 out-of-band 機構。たとえば、2 番
目のアクセスポイントにアクセスできる場合は、これを行う可能性があります。これを行うと、ファイル
に対して読み取りおよび書き込みオペレーションを実行できます。
ユーザーのアクセスポイントのルートディレクトリ内外のファイルへのアクセスに対しては、ファイルの
所有権とアクセス許可が常に適用されます。

IAM ポリシーでのアクセスポイントの使用
IAM ポリシーでは、IAM ロールで特定した NFS クライアントに対して、特定のアクセスポイントへのア
クセスのみを許可できます。そのためには、elasticfilesystem:AccessPointArn IAM 条件キーを使
用します。AccessPointArn は、ファイルシステムがマウントされているアクセスポイントの Amazon
リソースネーム (ARN) です。
以下に示しているのは、IAM ロール app1 にアクセスポイント fsap-01234567 を使用したファイルシス
テムへのアクセスを許可するファイルシステムポリシーの例です。また、このポリシーでは、app2 にア
クセスポイント fsap-89abcdef を使用したファイルシステムへのアクセスを許可しています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "MyFileSystemPolicy",
"Statement": [
{
"Sid": "App1Access",
"Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/app1" },
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientMount",
"elasticfilesystem:ClientWrite"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"elasticfilesystem:AccessPointArn" : "arn:aws:elasticfilesystem:useast-1:222233334444:access-point/fsap-01234567"
}
}
},
{
"Sid": "App2Access",
"Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/app2" },
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientMount",
"elasticfilesystem:ClientWrite"
],
"Condition": {
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"StringEquals": {
"elasticfilesystem:AccessPointArn" : "arn:aws:elasticfilesystem:useast-1:222233334444:access-point/fsap-89abcdef"
}
}
}
]
}

Amazon EFS でのログ記録とモニタリング
モニタリングは、Amazon EFS および AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持す
る上で重要な部分です。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単にデバッグできるよ
うに、AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集する必要があります。AWS に
は、Amazon EFS リソースをモニタリングし、潜在的なインシデントに対応するための複数のツールが用
意されています。
アマゾン CloudWatch アラーム
Amazon の使用 CloudWatch イベント、指定した期間中、1 つのメトリクスをモニタリングします。
メトリクスが特定のしきい値を超えると、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のト
ピックまたは Amazon EC2 Auto Scaling のポリシーに通知が送信されます。 CloudWatch イベント
は、それが特定の状態にあるだけではアクションを呼び出しません。アクションを呼び出すには、
状態が変化し、その状態が特定の期間にわたって維持されている必要があります。詳細については、
「Amazon CloudWatch による Amazon EFS のモニタリング (p. 118)」を参照してください。
アマゾン CloudWatch ログ
Amazonが使える CloudWatch ログファイルをモニタリング、保存、アクセスするためのログAWS
CloudTrailまたはその他のソース。詳細については、次を参照してください。ログファイルのモニタリ
ングのアマゾン CloudWatch ユーザーガイド。
アマゾン CloudWatch イベント
イベントを一致させ、イベントを 1 つ以上のターゲット関数やストリームにルーティングして、変更
を加えたり、状態情報を取得したり、修正アクションを実行したりします。詳細については、次を参
照してください。Amazon CloudWatch イベントのアマゾン CloudWatch ユーザーガイド。
AWS CloudTrailログのモニタリング
CloudTrail ユーザー、ロール、またはAWSAmazon EFS のサービス。により収集された情報の使用
CloudTrailに対してどのようなリクエストが行われたかを判断できます。リクエストの作成元の IP ア
ドレス、リクエストの実行者、リクエストの実行日時などの詳細を調べて、に対してどのようなリク
エストが行われたかを判断できます。詳細については、AWS CloudTrail での Amazon EFS API コー
ルのログ記録 (p. 130)を参照してください。

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

AWS管理ポリシー:
AmazonElasticFileSystemFullAccess
AmazonElasticFileSystemFullAccess ポリシーはあなたの IAM アイデンティティに添付できます。
このポリシーにより、Amazon EFS への完全なアクセスと、AWS Management Console を経由した関連
AWS サービスへのアクセスが許可される管理者権限が付与されます。
同意の詳細
このポリシーには、以下の同意が含まれています。
• elasticfilesystem – プリンシパルが Amazon EFS コンソールですべてのアクショ
ンを実行することを許可します。またこれは、プリンシパルに AWS Backup を使用して
(elasticfilesystem:Backup) を作成し、 (elasticfilesystem:Restore) バックアップを復元す
ることを許可します。
• cloudwatch— プリンシパルが Amazon を記述できるようにします CloudWatch Amazon EFS コン
ソールでメトリクスのファイルシステムメトリックスとアラーム。
• ec2 – Amazon EFS コンソールで、プリンシパルがネットワークインターフェイスの作成、削除、説
明、ネットワークインターフェイス属性の説明と変更、アベイラビリティーゾーン、セキュリティグ
ループ、サブネット、仮想プライベートクラウド (VPC)、および Amazon EFS ファイルシステムに関連
付けられた VPC 属性の説明を許可します。
• kms – プリンシパルに AWS Key Management Service(AWS KMS) キーのエイリアスを一覧表示できる
ようにし、Amazon EFS コンソールで KMS キーを記述できるようにします。
• iam – にユーザーに代わって Amazon EFS に AWS リソースの管理を許可するサービスにリンクされた
ロールを作成するアクセス許可を付与します。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
"cloudwatch:GetMetricData",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcAttribute",
"ec2:DescribeVpcs",
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"ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
"elasticfilesystem:Backup",
"elasticfilesystem:CreateFileSystem",
"elasticfilesystem:CreateMountTarget",
"elasticfilesystem:CreateTags",
"elasticfilesystem:CreateAccessPoint",
"elasticfilesystem:CreateReplicationConfiguration",
"elasticfilesystem:DeleteFileSystem",
"elasticfilesystem:DeleteMountTarget",
"elasticfilesystem:DeleteTags",
"elasticfilesystem:DeleteAccessPoint",
"elasticfilesystem:DeleteFileSystemPolicy",
"elasticfilesystem:DeleteReplicationConfiguration",
"elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
"elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
"elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
"elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
"elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
"elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
"elasticfilesystem:DescribeTags",
"elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
"elasticfilesystem:ModifyMountTargetSecurityGroups",
"elasticfilesystem:PutAccountPreferences",
"elasticfilesystem:PutBackupPolicy",
"elasticfilesystem:PutLifecycleConfiguration",
"elasticfilesystem:PutFileSystemPolicy",
"elasticfilesystem:UpdateFileSystem",
"elasticfilesystem:TagResource",
"elasticfilesystem:UntagResource",
"elasticfilesystem:ListTagsForResource",
"elasticfilesystem:Restore",
"kms:DescribeKey",
"kms:ListAliases"

},
{

}

]

}

],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"

"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:AWSServiceName": [
"elasticfilesystem.amazonaws.com"
]
}
}

AWS管理ポリシー:
AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess
AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess ポリシーはあなたの IAM アイデンティティに添付でき
ます。
このポリシーは、AWS Management Console 経由で Amazon EFS への読み取り専用アクセスを付与され
ます。
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同意の詳細
このポリシーには、以下の同意が含まれています。

• elasticfilesystem – プリンシパルは、Amazon EFS コンソールのアカウント設定、バックアップお
よびファイルシステムポリシー、ライフサイクル設定、マウントターゲットとそのセキュリティグルー
プ、タグ、アクセスポイントなど、Amazon EFS ファイルシステムの属性を記述できるようにします。
• cloudwatch— プリンシパルの取得を許可する CloudWatch メトリックスと、Amazon EFS コンソール
でメトリクスのアラームを記述します。
• ec2 – Amazon EFS コンソールで、プリンシパルがアベイラビリティーゾーン、ネットワークインター
フェイスとその属性、セキュリティグループ、サブネット、VPC、およびそれらの属性を表示できるよ
うにします。
• kms – プリンシパルに Amazon EFS コンソールで AWS KMS キーのエイリアスを一覧表示できるように
する

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
"cloudwatch:GetMetricData",
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcAttribute",
"ec2:DescribeVpcs",
"elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences",
"elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
"elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
"elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
"elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
"elasticfilesystem:DescribeTags",
"elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
"elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations",
"elasticfilesystem:ListTagsForResource",
"kms:ListAliases"
],

]

}

"Resource": "*"

AWS管理ポリシー:
AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess
アタッチできますAmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccessIAM エンティティに対するポ
リシー。
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このポリシーは、Amazon EFS ファイルシステムへの読み取りと書き込みクライアントアクセスを許可し
ます。このポリシーでは、NFS クライアントが Amazon EFS ファイルシステムにマウント、読み取り、
書き込みを許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientMount",
"elasticfilesystem:ClientWrite",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
],
"Resource": "*"
}
]

Amazon EFS での AWS 管理ポリシーに関する更新
Amazon EFS の AWS 管理ポリシーに対する更新の詳細について、このサービスがこれらの変更の追跡
を開始した以降のものを示します。このページへの変更に関する自動アラートについては、Amazon EFS
ページのRSSフィードを購読してください。
変更

説明

日付

AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy
Amazon EFS
(p. 226)—
は、プリンシパルが Amazon EFS レ
既存のポリシーへの更新
プリケーションを作成、説明、削除し、Amazon
EFS ファイルシステムの作成を許可する新しいア
クセス許可を追加しました。

2022 年 1 月 25
日

これは、Amazon EFS がユーザーに代わってファ
イルシステムのレプリケーション設定を管理でき
るようにするために必要です。
AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess
Amazon(p.
EFS
242)—
は、プリンシパルが Amazon EFS レ
既存のポリシーへの更新
プリケーションを記述できるようにするための新
しいアクセス許可を追加しました。

2022 年 1 月 25
日

これは、ユーザーがファイルシステムのレプリ
ケーション構成を表示できるようにするために必
要です。
AmazonElasticFileSystemFullAccess
Amazon
(p. 241)—
EFS は、プリンシパルが Amazon EFS レ
既存のポリシーへの更新
プリケーションを作成、説明、削除できるように
するための新しいアクセス許可を追加しました。

2022 年 1 月 25
日

これは、ユーザーがファイルシステムのレプリ
ケーション構成を管理できるようにするために必
要です。
AmazonElasticFileSystemClientReadWriteAccess
Amazon EFS ファイルシステムに対する読み取り
(p. 243)—
トラッキングポリシーを開始し
および書き込み権限を NFS クライアントに付与し
ました
ます。

2022 年 1 月 3
日

AmazonElasticFileSystemServiceRolePolicy
Amazon EFS
(p. 226)—
のサービスリンクロール許可
トラッキングポリシーの開始

2021 年 10 月
8日
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変更

説明

日付

AmazonElasticFileSystemFullAccess
Amazon
(p. 241)—
EFS は、プリンシパルが Amazon EFS ア
既存のポリシーへの更新
カウントの設定を変更および説明できるようにす
るための新しいアクセス許可を追加しました。

2021 年 5 月 7
日

これは、ユーザーが Amazon EFS コンソールでア
カウント設定を表示および設定できるようにする
ために必要です。
AmazonElasticFileSystemReadOnlyAccess
Amazon(p.
EFS
242)—
は、プリンシパルが Amazon EFS ア
既存のポリシーへの更新
カウントの設定を記述できるようにするための新
しいアクセス許可を追加しました。

2021 年 5 月 7
日

これは、ユーザーが Amazon EFS コンソールでア
カウント設定を表示できるようにするために必要
です。
Amazon EFS が変更の追跡を開
始しました。

Amazon EFS が AWS マネージドポリシーの変更
の追跡を開始しました。

2021 年 5 月 7
日

Amazon Elastic File System のコンプライアンス検
証
サードパーティーの監査人は、さまざまな AWS コンプライアンスプログラムの一環とし
て Amazon Elastic File System のセキュリティとコンプライアンスを評価します。これらに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA、DoD CC SRG、HITRUST CSF、OSPAR、CS、ENS High が含ま
れます。
特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS サービスのリストについては、コンプライアンス
プログラムによる AWS 対象範囲内のサービスを参照してください。一般的な情報については、AWS コン
プライアンスプログラム を参照してください。
サードパーティーの監査レポートをダウンロードするには、AWS Artifact を使用します。詳細について
は、 AWS Artifact でレポートをダウンロードするをご参照ください。
EFS 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リファレンスガイド – これらのデプロイガイドには、アーキ
テクチャ上の考慮事項の説明と、AWS でセキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン
環境をデプロイするためのステップが記載されています。
• HIPAA セキュリティおよびコンプライアンス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場合があります。
• AWS Config デベロッパーガイドの Evaluating Resources with Rules – AWS Config のサービスでは、リ
ソースの設定が自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制にどの程度準拠しているかを評価し
ます。
• AWS Security Hub– AWS のこのサービスは、AWS 内でのユーザーのセキュリティ状態に関する包括的
な見解を提供し、業界のセキュリティ標準、およびベストプラクティスに対するコンプライアンスを確
認するために役立ちます。
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Amazon Elastic File System での耐障害性
AWS グローバルインフラストラクチャは AWS リージョン およびアベイラビリティーゾーンを中心に構
築されています。AWS リージョン には、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネット
ワークで接続されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイ
ラビリティーゾーンでは、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。
Amazon EFS ファイルシステムは、AWS リージョン 内の1つ以上のアベイラビリティーゾーンの障害に
対して回復力があります。マウントターゲットは高い可用性を実現できるように設計されています。高可
用性と他のアベイラビリティーゾーン (AZ) へのフェイルオーバーを設計する場合、各 AZ のマウントター
ゲットの IP アドレスと DNS は静的ですが、これらは複数のリソースによってバッキングされた冗長コン
ポーネントであることに注意してください。詳細については、「Amazon EFS が Amazon EC2 およびその
他のサポートされているコンピューティングインスタンスと連携する仕組み (p. 4)」を参照してください。
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。
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Amazon Elastic File System の隔離
マネージドサービスとして、Amazon Elastic File System、AWSで説明されているグローバルネットワー
クセキュリティ手順Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホワイトペーパー。
ネットワークを介した Amazon EFS へのアクセスは、AWS が発行する API を利用して行われます。クラ
イアントは Transport Layer Security (TLS) 1.0 をサポートしている必要があります。TLS 1.2 をお勧めし
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、
リクエストに署名する必要があります。署名するには、IAM プリンシパルに関連付けられたアクセスキー
ID とシークレットアクセスキーを使用するか、AWSSecurity Token Service (STS) を使用します。
これらの API は任意のネットワークの場所から呼び出すことができますが、Amazon EFS ではリソース
ベースのアクセスポリシーがサポートされているため、送信元 IP アドレスに基づく制限を含めることが
できます。また、Amazon EFS ポリシーを使用して、特定の Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
エンドポイントまたは特定の VPC からのアクセスを管理することもできます。これにより、実質的に
AWS ネットワーク内の特定の VPC からの Amazon EFS リソースへのネットワークアクセスが分離されま
す。
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Amazon EFS のクォータと制限
Amazon EFS を使用する際のクォータについて以下に説明します。
トピック
• 引き上げることができる Amazon EFS のクォータ (p. 248)
• 変更できない Amazon EFS リソースクォータ (p. 250)
• NFS クライアントのクォータ (p. 250)
• Amazon EFS ファイルシステムのクォータ (p. 251)
• サポートされていない NFSv4.0 および 4.1 機能 (p. 251)
• 追加の考慮事項 (p. 252)

引き上げることができる Amazon EFS のクォータ
Service Quotas は、1 つの場所からクォータまたは制限を管理するのに役立つ AWS のサービスで
す。Service Quotas コンソール ですべての Amazon EFS 制限値を表示できるようになりました。Service
Quotas コンソールを使用して、AWS リージョン のEFS ファイルシステムの数に対するクォータの増加を
要求することもできます。
AWS サポートに連絡して、次の Amazon EFS クォータの引き上げをリクエストすることもできます。
詳細については、クォータ引き上げのリクエスト (p. 250) を参照してください。Amazon EFS サービス
チームは各リクエストを個別に確認します。
リソース

デフォルトのクォータ

AWS リージョン 内のお客様のアカウントごとの
ファイルシステムの数

1,000

次の表は、バーストおよびプロビジョニングされたスループ、「 EFS スループ、「Amazon EFS パ
フォーマンス (p. 138)
リソース

AWS リージョン

最大計測スルー 最大バースト
プット
読み取りスルー
プット

接続されたすべてのクライアン
トの合計バーストスループット

米国東部(オハイオ)リージョン

1 秒あたり 3
ギビバイト
(GiBps)

5 GiBps

米国東部 (バージニア北部) リー
ジョン

3 GiBps

5 GiBps

US West (N. California) リージョ
ン

1. GiBps

3 GiBps

米国西部 (オレゴン) リージョン

3 GiBps

5 GiBps

アフリカ（ケープタウン）リー
ジョン

1. GiBps

3 GiBps

アジアパシフィック (香港) リー
ジョン

1. GiBps

3 GiBps
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リソース

すべての接続されたクライアン
トの合計プロビジョニングされ
たスループット

AWS リージョン

最大計測スルー 最大バースト
プット
読み取りスルー
プット

アジアパシフィック (ムンバイ)
リージョン

1. GiBps

3 GiBps

アジアパシフィック (ソウル)
リージョン

1. GiBps

3 GiBps

アジアパシフィック (シンガポー
ル) リージョン

1. GiBps

3 GiBps

アジアパシフィック (シドニー)
リージョン

3 GiBps

5 GiBps

アジアパシフィック (ジャカルタ) 1. GiBps
リージョン

3 GiBps

アジアパシフィック (東京) リー
ジョン

1. GiBps

3 GiBps

アジアパシフィック（大阪）
リージョン

1. GiBps

3 GiBps

カナダ (中部) リージョン

1. GiBps

3 GiBps

中国 (北京) リージョン

1. GiBps

3 GiBps

中国 (寧夏) リージョン

1. GiBps

3 GiBps

欧州 (フランクフルト) リージョ
ン

1. GiBps

3 GiBps

欧州 (アイルランド) リージョン

3 GiBps

5 GiBps

欧州 (ロンドン) リージョン

1. GiBps

3 GiBps

欧州（ミラノ）リージョン

1. GiBps

3 GiBps

欧州 (パリ) リージョン

1. GiBps

3 GiBps

欧州 (ストックホルム) リージョ
ン

1. GiBps

3 GiBps

中東 (バーレーン) リージョン

1. GiBps

3 GiBps

中東 (アラブ首長国連邦) リー
ジョン

1. GiBps

3 GiBps

南米 (サンパウロ) リージョン

1. GiBps

3 GiBps

AWS GovCloud (米国東部)

1. GiBps

3 GiBps

AWS GovCloud (米国西部)

1. GiBps

3 GiBps

すべての AWS リージョン

1. GiBps

3 GiBps
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クォータ引き上げのリクエスト
AWS Support を通じてこれらのクォータの引き上げをリクエストするには、以下のステップを実行しま
す。 Amazon EFS チームが各クォータの引き上げリクエストを検討します。

AWS Support を通じてクォータの引き上げをリクエストするには
1.

AWS Support センターのページを開き、必要に応じてサインインします。続いて、[Create Case
(ケースの作成)] を選択します。

2.

[Create case (ケースの作成)] で [Service Limit Increase (サービスの上限緩和)] を選択します。

3.

[Limit Type (制限のタイプ)] で、引き上げる制限のタイプを選択します。フォームの必要なフィールド
に入力し、希望する連絡方法を選択します。

変更できない Amazon EFS リソースクォータ
AWS リージョン のお客様アカウントごとに Amazon EFS リソースに適用されるクオータは次の通りで
す。これらのクォータは変更できません。
リソース

クォータ

各ファイルシステムのアクセスポイント数

120

各ファイルシステムの接続数

25,000

アベイラビリティーゾーンごとのファイルシステムあたりの
マウントターゲットの数

1

各 VPC のマウントターゲットの数

400

マウントターゲットあたりのセキュリティグループの数

5

ファイルシステムあたりのタグの数

50

ファイルシステムあたりの VPC の数

1

Note
クライアントは、ファイルシステムとは異なるアカウントまたは VPC にあるマウントターゲッ
トに接続することもできます。詳細については、「別の AWS アカウント または VPC から EFS
ファイルシステムをマウントする (p. 89)」を参照してください。

NFS クライアントのクォータ
Linux NFSv4.1 クライアントを想定して、NFS クライアントに次のクォータが適用されます。
• NFS クライアントあたりの最大スループットは 500 メガバイト/秒ですMiBps ( NFS クライアントのス
ループットは、送受信された合計バイト数として計算されます。最小の NFS 要求サイズは 4KB です
（読み取り要求に 1/3 の従量制を適用した後）。
• クライアントあたり最大 128 のアクティブユーザーアカウントが、同時にファイルを開くことができま
す。各ユーザーアカウントは、インスタンスにログインしているローカルユーザーを表します。複数回
ログインしたユーザーアカウントは 1 人のアクティブユーザーとしてカウントされます。
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• インスタンス上で同時に最大 32,768 ファイルを開くことができます。ディレクトリの内容を一覧表示
することは、ファイルを開くこととしてカウントされません。
• クライアント上の各マウントは、接続ごとに合計で最大65,536個のロックを獲得できます。
• Amazon EFS に接続する場合、オンプレミスまたは別の AWS リージョン にある NFS クライアント
は、同じ AWS リージョン から EFS に接続する場合よりもスループットは低くなります。この影響は、
ネットワークレイテンシーが増加するためです。クライアントごとの最大スループットを達成するに
は、ネットワークレイテンシーを 1 ミリ秒以下にする必要があります。オンプレミス NFS サーバーか
ら EFS に大量のデータセットを移行する場合は、 DataSync データ移行サービスを使用してください。
• Microsoft Windows での Amazon EFS の使用はサポートされていません。

Amazon EFS ファイルシステムのクォータ
以下のクォータは、Amazon EFS ファイルシステムに固有のものです。
• 名前の長さは最大 255 バイトです。
• シンボリックリンク (symlink) の長さは最大 4,080 バイトです。
• ファイルへのハードリンクの最大数: 17
• 1 つのファイルの最大サイズ: 52,673,613,135,872 バイト (47.9 TiB)。
• ディレクトリの最大の深さ: 1,000 レベル。
• 1 つの特定のファイルが、接続されているすべてのインスタンスとそのファイルにアクセスしている
ユーザー全体で持つことのできるロックの数は、最大 512 個までです。
• Amazon EFS ファイルシステムポリシーには 20,000 文字の制限があります。
• [General Purpose(汎用)]モードでは、1 秒あたりのファイル操作が 35,000 回に制限されています。デー
タまたはメタデータを読み取り操作では 1 回のファイル操作が消費され、データの書き込みまたはメタ
データの更新操作では 5 回のファイル操作が消費されます。つまりファイルシステムでは、毎秒 35,000
回の読み取り操作、7,000 回の書き込み操作、またはこの 2 つの組み合わせをサポートできます。たと
えば、20,000 回の読み取り操作と 3,000 回の書き込み操作 (20,000 件の読み取り × 読み取りごとに 1 回
のファイル操作 + 3,000 件の書き込み × 書き込みごとに 5 回のファイル操作 =35,000 回のファイル操
作) が可能です。ファイル操作は、接続しているすべてのクライアントからカウントされます。

サポートされていない NFSv4.0 および 4.1 機能
Amazon Elastic File System は、NFSv2 または NFSv3 をサポートしていませんが、Amazon EFS は、以
下の機能を除き NFSv4.1 と NFSv4.0 の両方をサポートしています。
• pNFS
• 任意のタイプのクライアント委任またはコールバック
• オペレーション OPEN は、委任タイプとして常に OPEN_DELEGATE_NONE を返します。
• オペレーション OPEN は、CLAIM_DELEGATE_CUR と CLAIM_DELEGATE_PREV クレームタイプに対
して、NFSERR_NOTSUPP を返します。
• 強制ロック
Amazon EFS のすべてのロックはアドバイザリです。つまり、オペレーションが実行される前に、読み
取りと書き込みオペレーションで競合するロックがチェックされないことを意味します。
• 共有の拒否
NFS は、共有拒否の概念をサポートしています。共有拒否は、主に Windows クライアントが、
開いている特定のファイルへの他のユーザーのアクセスを拒否するために使用します。Amazon
EFS はこれをサポートしておらず、OPEN4_SHARE_DENY_NONE 以外の共有拒否値を指定する
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OPEN コマンドに対して NFS エラー NFS4ERR_NOTSUPP を返します。Linux NFS クライアント
は、OPEN4_SHARE_DENY_NONE 以外を使用しません。
• アクセスコントロールリスト (ACL)
• Amazon EFS は、ファイル読み取りの time_access 属性を更新しません。Amazon EFS は、次のイベ
ントで time_access を更新します。
• ファイルが作成された場合 (inode が作成されます)。
• NFS クライアントが明示的な setattr コールを行う場合。
• ファイルサイズの変更やファイルのメタデータの変更などによって inode に書き込まれた場合。
• 任意の inode 属性が更新されます。
• 名前空間
• 永続的な応答キャッシュ
• Kerberos ベースのセキュリティ
• NFSv4.1 のデータ保持
• ディレクトリの SetUID
• CREATE 操作の使用時にサポートされていないファイルタイプ: ブロックデバイス (NF4BLK)、
キャラクターデバイス (NF4CHR)、属性ディレクトリ (NF4ATTRDIR)、および名前付き属性
(NF4NAMEDATTR)。

• サポートされていない属性
FATTR4_ARCHIVE、FATTR4_FILES_AVAIL、FATTR4_FILES_FREE、FATTR4_FILES_TOTAL、FATTR4_FS_LOCA
これらの属性を設定しようとすると、NFS4ERR_ATTRNOTSUPP エラーがクライアントに返されます。

追加の考慮事項
以下の点にも注意してください。
• Amazon EFS ファイルシステムを作成できる AWS リージョン のリストについては、「AWS 全般リ
ファレンス」を参照してください。
• Amazon EFS では、nconnect マウントオプションをサポートしていません。
• AWS Direct Connect および VPN を使用して、オンプレミスのデータセンターサーバーの Amazon EFS
ファイルシステムをマウントできます。詳細については、オンプレミスクライアントを使用してマウン
トする (p. 82)を参照してください。
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Amazon EFS のトラブルシューティ
ング
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) の以下の問題のトラブルシューティングについての情報を見つ
けることができます。
トピック
• Amazon EFS のトラブルシューティング: 一般的な問題 (p. 253)
• ファイル操作エラーのトラブルシューティング (p. 256)
• AMI とカーネルの問題のトラブルシューティング (p. 258)
• マウントの問題のトラブルシューティング (p. 259)
• 暗号化のトラブルシューティング (p. 265)

Amazon EFS のトラブルシューティング: 一般的な
問題
この情報を使用して一般的な Amazon EFS の問題をトラブルシューティングします。パフォーマンスの詳
細については、「Amazon EFS パフォーマンス (p. 138)」を参照してください。
一般的に、Amazon EFS で解決できない問題が発生した場合は、最新の Linux カーネルを使用しているこ
とを確認します。エンタープライズ Linux ディストリビューションを使用している場合は、以下をお勧め
します。
• Amazon Linux 2
• Amazon Linux 2015.09 以降
• RHEL 7.3 以降
• Ubuntu 16.04 のすべてのバージョン
• カーネル 3.13.0-83 の Ubuntu 14.04 以降
• SLES 12 Sp2 以降
別のディストリビューションまたはカスタムカーネルを使用している場合は、カーネルバージョン 4.3 以
降をお勧めします。

Note
多くのファイルを並列に開くとパフォーマンスが低下する (p. 255) により、RHEL 6.9 は特定の
ワークロードには適していない可能性があり ます。
トピック
•
•
•
•
•

EFS ファイルシステムを作成できない (p. 254)
Amazon EFS コンソールにアクセスするときにエラーが発生しました (p. 254)
Amazon EC2 インスタンスがハングする (p. 254)
大量のデータを書き込みしているアプリケーションがハングする (p. 254)
多くのファイルを並列に開くとパフォーマンスが低下する (p. 255)

• カスタム NFS 設定による書き込みの遅延 (p. 255)
• Oracle Recovery Manager を使用したバックアップの作成に時間がかかる (p. 256)
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EFS ファイルシステムを作成できない
EFS ファイルシステムの作成要求が失敗し、次のメッセージが表示されます。
User: arn:aws:iam::111122223333:user/username is not authorized to
perform: elasticfilesystem:CreateFileSystem on the specified resource.

実行するアクション
AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーで確認し、指定したリソース条件で EFS ファイル
システムを作成する権限があることを確認します。詳細については、「Amazon EFS のためのアイデン
ティティとアクセス管理 (p. 205)」を参照してください。

Amazon EFS コンソールにアクセスするときにエラー
が発生しました
このセクションでは、Amazon EFS 管理コンソールにアクセスしたときにユーザーが発生する可能性のあ
るエラーについて説明します。

ec2:DescribeVPCs の認証情報の認証中にエラーが発生しまし
た
Amazon EFS コンソールにアクセスすると、次のエラーメッセージが表示されます。
AuthFailure: An error occurred authenticating your credentials for ec2:DescribeVPCs.

このエラーは、ログイン認証情報が Amazon EC2 サービスで正常に認証されなかったことを示しま
す。Amazon EFS コンソールは、選択した VPC に EFS ファイルシステムを作成するときに、ユーザーに
代わって Amazon EC2 サービスを呼び出します。
実行するアクション
クライアントが Amazon EFS コンソールにアクセスする時間が正しく設定されていることを確認します。

Amazon EC2 インスタンスがハングする
ファイルシステムをアンマウントせずにファイルシステムのマウントターゲットを削除したた
め、Amazon EC2 インスタンスがハングすることがあります。
実行するアクション
ファイルシステムのマウントターゲットを削除する前に、ファイルシステムをアンマウントしま
す。Amazon EFS ファイルシステムのアンマウントの詳細については、ファイルシステムをアンマウント
する (p. 93) を参照してください。

大量のデータを書き込みしているアプリケーションが
ハングする
Amazon EFS に大量のデータを書き込むアプリケーションがハングし、インスタンスが再起動します。
実行するアクション
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アプリケーションが Amazon EFS にすべてのデータを書き込む時間が長すぎる場合、プロ
セスが応答しなくなったように見えるため、Linux が再起動することがあります。この動作
は、kernel.hung_task_panic と kernel.hung_task_timeout_secs という 2 つのカーネルの設定
パラメータにより定義されます。
次の例では、停止したプロセスの状態は ps コマンドにより D と共にインスタンスの再起動より前に報告
されます。これは、プロセスが I/O で待機していることを示します。
$ ps aux | grep large_io.py
root 33253 0.5 0.0 126652 5020 pts/3 D+ 18:22 0:00 python large_io.py
/efs/large_file

再起動を避けるには、タイムアウト時間を長くするか、またはハングタスクが検出されたときのカーネル
パニックを無効にします。次のコマンドは、ほとんどの Linux システムでタスクがハングしたときのカー
ネルパニックを無効にします。
$ sudo sysctl -w kernel.hung_task_panic=0

多くのファイルを並列に開くとパフォーマンスが低下
する
複数のファイルを並列に開くアプリケーションでは、I/O の並列化のパフォーマンスが期待されるほど向上
しません。
実行するアクション
この問題は、Network File System バージョン4 (NFSv4) クライアントおよび NFSv4.1 を使用する RHEL
6 クライアントで発生します。これらの NFS クライアントは NFS OPEN および CLOSE 操作をシリアル
化するためです。NFSプロトコルバージョン 4.1 と、この問題が発生しない Linux ディストリビューショ
ン (p. 253)の 1 つを使用してください。
NFSv4.1 を使用できない場合は、Linux NFSv4.0 クライアントによりユーザー ID とグループ ID による
オープンとクローズのリクエストが直列化することに注意してください。この直列化は、複数のプロセス
または複数のスレッドが同時にリクエストを発行した場合でも発生します。クライアントは、すべての ID
が一致したときに、NFS サーバーに一度に 1 つのオープンまたはクローズの操作を送信します。これらの
問題を回避するには、次のいずれかの操作を実行します。
• 同じプロセスを、同じ Amazon EC2 インスタンス上の異なるユーザー ID から実行できます。
• すべてのオープンリクエストでユーザー ID を同じにしておき、代わりにグループ ID のセットを変更す
ることができます。
• 別の Amazon EC2 インスタンスから各プロセスを実行できます。

カスタム NFS 設定による書き込みの遅延
カスタム NFS クライアント設定があり、Amazon EC2 インスタンスがファイルシステムで別の Amazon
EC2 インスタンスから実行された書き込み操作を参照するのに最大 3 秒かかります。
実行するアクション
この問題が発生した場合は、次のいずれかの方法で解決することができます。
• データを読み取っている Amazon EC2 インスタンスの NFS クライアントが属性のキャッシュを有効に
している場合は、ファイルシステムをアンマウントします。次に、属性のキャッシュを無効にするた
め、noac オプションを使用して再マウントします。NFSv4.1 では、属性のキャッシュはデフォルトで
有効になっています。
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Note
クライアント側のキャッシュを無効にすると、アプリケーションのパフォーマンスを低下させ
る可能性があります。
• NFS プロシージャと互換性のあるプログラミング言語を使用して、必要に応じて属性のキャッシュをク
リアすることもできます。これを行うには、読み込みリクエストの直前に ACCESS プロシージャリクエ
ストを送信します。
たとえば、Python プログラミング言語を使用して、以下の呼び出しを作成できます。
# Does an NFS ACCESS procedure request to clear the attribute cache, given a path to the
file
import os
os.access(path, os.W_OK)

Oracle Recovery Manager を使用したバックアップの
作成に時間がかかる
バックアップジョブを開始する前に Oracle Recovery Manager が 120 秒間一時停止すると、Oracle
Recovery Manager を使用したバックアップの作成が遅くなることがあります。
実行するアクション
この問題が発生した場合は、Oracle ヘルプセンターにある「NFS の Direct NFS クライアントコントロー
ルの有効化と無効化」の説明に従って、Oracle Direct NFS を無効にします。

Note
Amazon EFS では、Oracle Direct NFS はサポートされていません。

ファイル操作エラーのトラブルシューティング
Amazon EFS ファイルシステムにアクセスすると、ファイルシステム内の特定の制限がファイルに適用さ
れます。これらの制限を超えると、ファイル操作エラーが発生します。Amazon EFS でのクライアントお
よびファイルに基づく制限の詳細については、「NFS クライアントのクォータ (p. 250)」を参照してくだ
さい。以下に、いくつかの一般的なファイル操作エラーと各エラーに関連する制限を示します。
トピック
• 「Disk quota exceeded」エラーでコマンドが失敗する (p. 256)
• 「I/O error」でコマンドが失敗する (p. 257)
• 「File name is too long」エラーでコマンドが失敗する (p. 257)
• 「File not found」エラーでコマンドが失敗する (p. 257)
• 「Too many links」エラーでコマンドが失敗する (p. 258)
• 「File too large」エラーでコマンドが失敗する (p. 258)

「Disk quota exceeded」エラーでコマンドが失敗す
る
Amazon EFS は現在、ユーザーディスククォータをサポートしていません。このエラーは、次のいずれか
の制限を超えた場合に発生することがあります。
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• 1 つのインスタンスに対して最大 128 のアクティブなユーザーアカウントで同時にファイルを開くこと
ができます。
• 1 つのインスタンスに対して最大 32,768 ファイルを一度に開くことができます。
• インスタンスのそれぞれの一意のマウントは、256 個の一意のファイル/プロセスのペア全体で合計
8,192 のロックを取得できます。たとえば、1 つのプロセスが 256 の別個のファイルに対して 1 つ以上
のロックを取得する、または、8 つのプロセスがそれぞれ 32 ファイルに対して 1 つ以上のロックを取得
することができます。
実行するアクション
この問題が発生した場合は、上記のいずれの制限を超過しているかを特定し、その制限を満たすように変
更することで解決できます。

「I/O error」でコマンドが失敗する
このエラーは、以下の問題のいずれかが発生したときに発生します。
• インスタンスごとに 128 を超えるアクティブなユーザーアカウントが同時にファイルを開いた。
実行するアクション
この問題が発生した場合は、インスタンスで開いているファイルのサポートされている制限を満たすこ
とで解決できます。これを行うには、インスタンス上で Amazon EFS ファイルシステムからのファイル
を同時に開いているアクティブユーザーの数を減らします。
• ファイルシステムを暗号化する AWS KMS キーが削除されました。
実行するアクション
この問題が発生した場合、そのキーで暗号化されたデータを復号化できなくなります。これは、その
データが回復不能になることを意味します。

「File name is too long」エラーでコマンドが失敗する
このエラーは、ファイル名またはシンボリックリンク (symlink) のサイズが長すぎる場合に発生します。
ファイル名には以下の制限があります。
• 名前の長さは、最大 255 バイトまでです。
• シンボリックリンクのサイズは最大 4080 バイトまでです。
実行するアクション
この問題が発生した場合は、サポートされている制限を満たすようにファイル名またはシンボリックリン
クの長さを縮小することで解決できます。

「File not found」エラーでコマンドが失敗する
このエラーは、Oracle E-Business スイートの一部の古い 32 ビットバージョンが 32 ビットのファイル I/O
インターフェイスを使用し、EFS が 64 ビットの inode 番号を使用するために発生します。失敗する可能
性のあるシステムコールには、stat () とreaddir () があります。
実行するアクション
このエラーが発生した場合は、nfs.enable_ino64=0 kernel ブートオプションを使用して解決できます。こ
のオプションでは、64 ビットの EFS inode 番号が 32 ビットに圧縮されます。カーネルブートオプショ
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ンは、Linux ディストリビューションごとに異なる方法で処理されます。Amazon Linux では、/etc/
default/grub で GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT 変数に nfs.enable_ino64=0 kernel を追加す
ることで、このオプションをオンにします。カーネルブートオプションを有効にする方法については、お
使いのディストリビューションのドキュメントを参照してください。

「Too many links」エラーでコマンドが失敗する
このエラーは、ファイルへのハードリンクが多すぎる場合に発生します。1 つのファイルに持つことがで
きるハードリンクは最大 177 個までです。
実行するアクション
この問題が発生した場合は、ファイルへのハードリンクの数をサポートされている制限を満たすように減
らすことで解決できます。

「File too large」エラーでコマンドが失敗する
このエラーは、ファイルが大きすぎる場合に発生します。1 つのファイルのサイズは、最大
52,673,613,135,872 バイト (47.9 TiB) までです。
実行するアクション
この問題が発生した場合は、サポートされている制限を満たすようにファイルのサイズを小さくすること
で解決できます。

AMI とカーネルの問題のトラブルシューティング
以下に、Amazon EC2インスタンスから Amazon EFS を使用している時の、特定の Amazon マシンイメー
ジ (AMI) またはカーネルバージョンに関連する問題のトラブルシューティングについての情報を示しま
す。
トピック
• chown ができない (p. 258)
• クライアントのバグのためにファイルシステムが繰り返し操作を実行し続ける (p. 259)
• デッドロッククライアント (p. 259)
• 大きなディレクトリ内のファイルの一覧表示に時間がかかる (p. 259)

chown ができない
Linux の chown コマンドを使用してファイル/ディレクトリの所有権を変更することができません。
このバグのカーネルバージョン
2.6.32
実行するアクション
このエラーは次のように解決できます。
• EFS のルートディレクトリの所有権を変更するために必要な 1 回限りの設定のステップで chown を実
行している場合、より新しいカーネルを実行しているインスタンスから chown コマンドを実行できま
す。たとえば、Amazon Linux の最新バージョンを使用します。
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• chown が本稼働ワークフローの一部である場合、chown を使用するには、カーネルバージョンを更新す
る必要があります。

クライアントのバグのためにファイルシステムが繰り
返し操作を実行し続ける
クライアントのバグのために、ファイルシステムが繰り返し操作を実行しスタックします。
実行するアクション
クライアントのソフトウェアを最新バージョンに更新します。

デッドロッククライアント
クライアントがデッドロック状態になります。
このバグのカーネルバージョン
• CentOS-7 でカーネルが Linux 3.10.0-229.20.1.el7.x86_64
• Ubuntu 15.10 でカーネルが Linux 4.2.0-18-generic
実行するアクション
次のいずれかを実行します。
• 新しいカーネルバージョンに更新します。CentOS-7 では、カーネルバージョン Linux 3.10.0-327 以降
に修正が含まれています。
• 古いカーネルバージョンにダウングレードします。

大きなディレクトリ内のファイルの一覧表示に時間が
かかる
これは、NFS クライアントがリスト操作を完了するためディレクトリを反復処理している間に、ディレク
トリが変更された場合に発生します。この反復処理中にディレクトリの内容が変更されたことを NFS クラ
イアントが認識すると、NFS クライアントは最初から反復処理を再開します。その結果、頻繁に変更され
るファイルのある大きなディレクトリで ls コマンドが完了するまでに時間がかかることがあります。
このバグのカーネルバージョン
CentOS および RHEL バージョン 2.6.32-696.1.1.el6 より以前のカーネル
実行するアクション
この問題を解決するには、新しいカーネルバージョンにアップグレードします。

マウントの問題のトラブルシューティング
以下では、Amazon EFS でのファイルシステムのマウントに関する問題のトラブルシューティングについ
ての情報を見つけることができます。
• Windows インスタンスでのファイルシステムのマウントが失敗する (p. 260)
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• サーバーによってアクセスが拒否されました (p. 260)
• 自動マウントが失敗してインスタンスが応答しない (p. 260)
• /etc/fstab での複数の Amazon EFS ファイルシステムのマウントが失敗する (p. 261)
• エラーメッセージ「wrong fs type」でマウントコマンドが失敗する (p. 262)
• エラーメッセージ「incorrect mount option」でマウントコマンドが失敗する (p. 262)
• ファイルシステムを作成した後すぐにファイルシステムのマウントが失敗する (p. 262)
• ファイルシステムのマウントがハングした後、タイムアウトエラーで失敗する (p. 262)
• DNS 名を使用したファイルシステムのマウントが失敗する (p. 263)
• 「nfs が応答していません」が表示されてファイルシステムのマウントが失敗する (p. 264)
• マウントターゲットのライフサイクル状態がスタックする (p. 264)
• マウントが応答しない (p. 264)
• 新しくマウントされたファイルシステムでの操作が「bad file handle」エラーを返します (p. 265)
• ファイルシステムのアンマウントが失敗する (p. 265)

Windows インスタンスでのファイルシステムのマウン
トが失敗する
Microsoft Windows の Amazon EC2 インスタンスで、ファイルシステムのマウントが失敗します。
実行するアクション
Amazon EFS を Windows EC2 インスタンスで使用しないでください。これはサポートされていません。

サーバーによってアクセスが拒否されました
ファイルシステムのマウントが失敗し、次のメッセージが表示されます。
/efs mount.nfs4: access denied by server while mounting 127.0.0.1:/

この問題は、ファイルシステムをマウントするためのアクセス許可が NFS クライアントにない場合に発生
することがあります。
実行するアクション
IAM を使用してファイルシステムをマウントする場合は、マウントコマンドで -o iam オプションを必
ず使用します。これにより、EFS マウントヘルパーから EFS マウントターゲットに認証情報を渡すよう
に指示します。それでもアクセスできない場合は、ファイルシステムポリシーと ID ポリシーをチェック
して、接続に DENY 句が適用されていないこと、および接続に ALLOW 句が少なくとも 1 つ適用されて
いることを確認します。詳細については、IAM を使用してファイルシステムのデータアクセスを制御す
る (p. 216) および ファイルシステムポリシーの作成 (p. 46) を参照してください。

自動マウントが失敗してインスタンスが応答しない
この問題は、ファイルシステムがインスタンスで自動的にマウントされ、_netdev オプションが宣言さ
れていない場合に発生することがあります。_netdev が見つからない場合、EC2 インスタンスはレスポ
ンスを停止する可能性があります。この結果は、コンピューティングインスタンスがネットワークを開始
後、ネットワークファイルシステムを初期化する必要があるためです。
実行するアクション
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この問題が発生した場合は、AWS サポートにお問い合わせください。

/etc/fstab での複数の Amazon EFS ファイルシステム
のマウントが失敗する
/etc/fstab で 2 つ以上の Amazon EFS エントリを使用して systemd init システムを使用するイン
スタンスの場合、これらのエントリの一部またはすべてがマウントされないことがあります。この場
合、dmesg 出力で以下のような 1 つ以上の行が表示されます。
NFS: nfs4_discover_server_trunking unhandled error -512. Exiting with error EIO

実行するアクション
この場合は、新しいsystemdサービスファイルをで作成することをお勧めします/etc/systemd/
system/mount-nfs-sequentially.service。ファイルに含めるコードは、ファイルシステムを手動
でマウントするか、Amazon EFS マウントヘルパーを使用するかによって異なります。
• ファイルシステムを手動でマウントする場合、ExecStartコマンドはネットワークファイルシステム
(NFS4) を指している必要があります。ファイルに次のコードを含めてください。
[Unit]
Description=Workaround for mounting NFS file systems sequentially at boot time
After=remote-fs.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/mount -avt nfs4
RemainAfterExit=yes
[Install]
WantedBy=multi-user.target

• Amazon EFS マウントヘルパーを使用している場合、Transport Layer Security (TLS) を使用するに
は、ExecStartコマンドが NFS4 ではなく EFS を指す必要があります。ファイルに次のコードを含め
てください。
[Unit]
Description=Workaround for mounting NFS file systems sequentially at boot time
After=remote-fs.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/mount -avt efs
RemainAfterExit=yes
[Install]
WantedBy=multi-user.target

ファイルを作成したら、次の 2 つのコマンドを実行します。
1. sudo systemctl daemon-reload
2. sudo systemctl enable mount-nfs-sequentially.service
次に、Amazon EC2 インスタンスを再起動します。通常 1 秒以内にオンデマンドでファイルシステムがマ
ウントされます。
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エラーメッセージ「wrong fs type」でマウントコマン
ドが失敗する
マウントコマンドが失敗し、次のエラーメッセージが表示されます。
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on 10.1.25.30:/,
missing codepage or helper program, or other error (for several filesystems
(e.g. nfs, cifs) you might need a /sbin/mount.<type> helper program)
In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so.

実行するアクション
このメッセージが表示された場合、nfs-utils (または Ubuntu では nfs-common) パッケージをインス
トールします。詳細については、「NFS クライアントをインストールする (p. 416)」を参照してくださ
い。

エラーメッセージ「incorrect mount option」でマウン
トコマンドが失敗する
マウントコマンドが失敗し、次のエラーメッセージが表示されます。
mount.nfs: an incorrect mount option was specified

実行するアクション
このエラーメッセージは、ほとんどの場合、ご利用の Linux ディストリビューションが Network File
System バージョン 4.0 および 4.1 (NFSv4) をサポートしていないことを意味します。これが該当するかど
うかを確認するには、次のコマンドを実行します。
$ grep CONFIG_NFS_V4_1 /boot/config*

前述のコマンドが # CONFIG_NFS_V4_1 is not set を返すなら、ご利用の Linux ディストリビュー
ションで NFSv4.1 がサポートされていません。NFSv4.1 をサポートする Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) の Amazon マシンイメージ (AMI) の一覧については、「NFS サポート (p. 415)」を参照
してください。

ファイルシステムを作成した後すぐにファイルシステ
ムのマウントが失敗する
マウントターゲットを作成した後、ドメインネームサービス (DNS) のレコードが AWS リージョン に完全
に伝達するには、最大 90 秒かかります。
実行するアクション
たとえば、AWS CloudFormation テンプレートのように、ファイルシステムの作成とマウントにプログラ
ムを使用している場合は、待機条件を実装することをお勧めします。

ファイルシステムのマウントがハングした後、タイム
アウトエラーで失敗する
ファイルシステムのマウントコマンドが 1、2 分間ハングし、タイムアウトエラーで失敗します。次の
コードは例を示しています。
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$ sudo mount -t nfs -o
nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport mount-targetip:/ mnt
[2+ minute wait here]
mount.nfs: Connection timed out
$
A

実行するアクション
このエラーは、Amazon EC2 インスタンスまたはマウントターゲットのセキュリティグループが正しく設
定されていないために発生することがあります。マウントターゲットセキュリティグループに、EC2 セ
キュリティグループから NFS へのアクセスを許可するインバウンドルールがあることを確認します。

詳細については、「セキュリティグループの作成 (p. 44)」を参照してください。
指定したマウントターゲットの IP アドレスが有効であることを確認します。間違った IP アドレスを指定
し、その IP アドレスにマウントを拒否するものが他に何もない場合、この問題が生じることがあります。

DNS 名を使用したファイルシステムのマウントが失
敗する
DNS 名を使用したファイルシステムのマウントが失敗します。コードの例を以下に示します。
$ sudo mount -t nfs -o
nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport file-systemid.efs.aws-region.amazonaws.com:/ mnt
mount.nfs: Failed to resolve server file-system-id.efs.aws-region.amazonaws.com:
Name or service not known.
$

実行するアクション
VPC 設定を確認します。カスタム VPC を使用している場合は、DNS 設定が有効であることを確認しま
す。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC での DNS の使用」を参照してくださ
い。また、ファイルシステムおよびマウントターゲット DNS 名は、存在している VPC 外部から解決でき
ません。
mount コマンドで DNS 名を指定するには、以下を実行する必要があります。
• Amazon EC2 インスタンスと同じアベイラビリティーゾーンに Amazon EFS マウントターゲットがある
ことを確認します。
• Amazon EC2 インスタンスと同じ VPC にマウントターゲットがあることを確認します。そうしない
と、別の VPC で EFS マウントターゲットに DNS 名前解決を使用することができません。詳細につい
ては、「別の AWS アカウント または VPC から EFS ファイルシステムをマウントする (p. 89)」を参照
してください。
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• Amazon が提供する DNS サーバーを使用するように設定された Amazon VPC 内で Amazon EC2 インス
タンスを接続します。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド の「DHCP オプション設定」を
参照してください。
• 接続する Amazon EC2 インスタンスの Amazon VPC で、DNS ホスト名が有効であることを確認しま
す。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC の DNS サポートを更新する」を参照して
ください。

「nfs が応答していません」が表示されてファイルシ
ステムのマウントが失敗する
"nfs: server_name still not responding" との Transmission Control Protocol (TCP) 再接続イベ
ントで Amazon EFS ファイルシステムのマウントが失敗します。
実行するアクション
ネットワーク接続が再確立されたときに、NFS クライアントが新しい TCP ソースポートを使用すること
を確認するには、noresvport マウントオプションを使用します。これにより、ネットワーク復旧イベン
ト後の中断のない可用性が保証されます。

マウントターゲットのライフサイクル状態がスタック
する
マウントターゲットのライフサイクル状態が [creating (作成中)] または [deleting (削除中)] の状態でスタッ
クします。
実行するアクション
CreateMountTarget または DeleteMountTarget の呼び出しを再試行します。

マウントが応答しない
Amazon EFS マウントが応答していないようにみえます。たとえば、ls のようなコマンドがハングしま
す。
実行するアクション
別のアプリケーションが大量のデータをファイルシステムに書き込んでいる際に、このエラーが発生する
ことがあります。オペレーションが完了するまで、書き込み中のファイルへのアクセスがブロックされて
いる可能性があります。一般的に、書き込まれているファイルにアクセスしようとするコマンドまたはア
プリケーションはハングしているように見えます。たとえば、ls コマンドは、書き込み中のファイルに実
行された場合、ハングする場合があります。この結果は、一部の Linux ディストリビューションでは、ls
コマンドに別名を付け、ディレクトリの内容を一覧表示するだけでなく、ファイルの属性を取得するため
です。
この問題を解決するには、以下の例のように、別のアプリケーションが Amazon EFS マウントにファイル
を書き込んでいること、また、それが Uninterruptible sleep (D) 状態であることを確認します。
$ ps aux | grep large_io.py
root 33253 0.5 0.0 126652 5020 pts/3 D+ 18:22 0:00 python large_io.py /efs/large_file

このような場合には、他の書き込み操作が完了するのを待つか、回避策を実装して問題を解決できま
す。ls の例では、エイリアスの代わりに直接 /bin/ls コマンドを使用できます。これにより、書き込
まれているファイルにハングすることなくコマンドを続行できます。一般的に、データを書き込むアプリ
ケーションが (おそらく fsync(2) を使用して) 定期的にデータを強制的にフラッシュする場合、そうする
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ことで他のアプリケーションへのファイルシステムの応答性が向上する可能性があります。ただし、この
改善は、アプリケーションがデータを書き込むときのパフォーマンスを犠牲にする可能性があります。

新しくマウントされたファイルシステムでの操作が
「bad file handle」エラーを返します
新しくマウントされたファイルシステムで実行された操作が bad file handle エラーを返します。
このエラーは、Amazon EC2 インスタンスが 1 つのファイルシステムおよび 1 つのマウントターゲットに
指定された IP アドレスで接続され、そのファイルシステムとマウントターゲットが削除された場合に発生
します。同じマウントターゲットの IP アドレスを持つ Amazon EC2 インスタンスに接続するために新し
いファイルシステムとマウントターゲットを作成すると、この問題が発生する可能性があります。
実行するアクション
このエラーは、ファイルシステムをアンマウントし、Amazon EC2 インスタンス上のファイルシステム
を再マウントすることで解決できます。Amazon EFS ファイルシステムのアンマウントの詳細について
は、ファイルシステムをアンマウントする (p. 93) を参照してください。

ファイルシステムのアンマウントが失敗する
ファイルシステムが使用中の場合、アンマウントすることはできません。
実行するアクション
この問題は以下の方法で解決できます。
• 遅延アンマウントを使用し、実行時にファイルシステム階層からファイルシステムを切り離し umount l、ビジー状態にならないときはすぐにファイルシステムへのすべてのリファレンスをクリーンアップし
ます。
• すべての読み取りおよび書き込み操作が終了するまで待機してから、umount コマンドを再実行してく
ださい。
• umount -f コマンドを使用して強制的にアンマウントします。

Warning
強制的なアンマウントにより、ファイルシステムで現在処理中の、すべてのデータ読み込みま
たは書き込み操作が中断されます。このオプションを使用する場合の詳細とガイダンスについ
ては、umount man page を参照してください。

暗号化のトラブルシューティング
以下では、Amazon EFS での暗号化に関する問題のトラブルシューティングについての情報を見つけるこ
とができます。
• 転送中にデータの暗号化を行うマウントが失敗する (p. 265)
• 転送中にデータの暗号化を行うマウントが中断する (p. 266)
• 保管時に暗号化されたファイルシステムを作成できない (p. 266)
• 使用できない暗号化されたファイルシステム (p. 266)

転送中にデータの暗号化を行うマウントが失敗する
デフォルトでは、Amazon EFS マウントヘルパーを Transport Layer Security (TLS) で使用するときに、ホ
スト名のチェックが強制されます。一部のシステム (Red Hat Enterprise Linux や CentOS など) では、こ
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の機能はサポートされません。このような場合は、TLS を使用した EFS ファイルシステムのマウントは失
敗します。
実行するアクション
クライアントで stunnel のバージョンをアップグレードして、ホスト名のチェックに対応することをお勧
めします。詳細については、「stunnel のアップグレード (p. 67)」を参照してください。

転送中にデータの暗号化を行うマウントが中断する
ごくまれに、Amazon EFS ファイルシステムへの暗号化された接続がハングしたり、クライアント側のイ
ベントによって中断されることがあります。
実行するアクション
転送時のデータ暗号化を使用した Amazon EFS ファイルシステムへの接続が中断される場合、次の手順を
実行します。
1. クライアントで stunnel サービスが実行されていることを確認します。
2. ウォッチドッグアプリケーション amazon-efs-mount-watchdog が、クライアントで実行されてい
ることを確認します。このアプリケーションが実行されているかどうかを確認するには、次のコマンド
を使用します。
ps aux | grep [a]mazon-efs-mount-watchdog

3. サポートログを確認します。詳細については、「サポートログの取得 (p. 72)」を参照してください。
4. 必要に応じて、stunnel ログを有効にしてそれらの情報を確認することもできます。/etc/amazon/
efs/efs-utils.conf でログの設定を変更して、stunnel ログを有効にできます。ただし、変更を有
効にするためには、マウントヘルパーでファイルシステムをアンマウントしてから再マウントする必要
があります。

Important
stunnel ログを有効にすると、ファイルシステムのいくらかの容量が使用されます。
中断が続く場合は、AWS サポートにお問い合わせください。

保管時に暗号化されたファイルシステムを作成できな
い
encrypted-at-rest 新しいファイルシステムを作成しようとしました。「AWS KMS が利用できません」と
いうエラーメッセージが表示されます。
実行するアクション
ユーザーの AWS リージョン で一時的に AWS KMS が利用できなくなった場合に、このエラーがまれに発
生する可能性があります。これが発生した場合は、AWS KMS が完全に利用できるようになるまで待って
から、ファイルシステムの作成を再試行します。

使用できない暗号化されたファイルシステム
暗号化されたファイルシステムが一貫して NFS サーバーエラーを返します。これらのエラーは、次のいず
れかの理由で EFS が AWS KMS からマスターキーを取得できないときに発生します。
• キーが無効になっています。
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• キーが削除されました。
• Amazon EFS がキーを使用するためのアクセス許可が失効しました。
• AWS KMS は一時的に使用できません。
実行するアクション
まず、AWS KMS キーが有効になっていることを確認します。コンソールでキーを表示することで確認で
きます。詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「キーの表示」を参照し
てください。
キーが有効になっていない場合は、有効化します。詳細については、AWS Key Management Serviceデベ
ロッパーガイドの「キーの有効化と無効化」を参照してください。
キーの削除が保留中の場合、このステータスによってキーが無効になります。削除をキャンセルして、
キーを再度有効にできます。詳細については、AWS Key Management Serviceデベロッパーガイドの
「キーの削除をスケジュールし、キャンセルする」を参照してください。
キーを有効化してもまだ問題が発生している場合、またはキーの再度有効化で問題が発生した場合
は、AWS サポートにお問い合わせください。
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Amazon EFS API
Amazon EFS API は、HTTP (RFC 2616) に基づくネットワークプロトコルです。各 API コールについて、
ファイルシステムを管理する AWS リージョン の リージョン固有の Amazon EFS API エンドポイントへ
の HTTP リクエストを行います。API は、HTTP リクエスト/応答本文に JSON (RFC 4627) ドキュメント
を使用します。
Amazon EFS API は RPC モデルです。このモデルでは、オペレーションの固定の設定があり、各オペ
レーションの構文は、事前に操作しなくてもクライアントに知られています。次のセクションでは、理論
上の RPC 表記を使用する各 API オペレーションについて説明します。それぞれには、オンラインでは表
示されないオペレーション名があります。各オペレーションでは、トピックが HTTP リクエスト要素の
マッピングを指定します。
リクエストがマッピングされる特定のAmazon EFSオペレーションは、リクエストのメソッド
（GET、PUT、POST、またはDELETE）と、Request-URIがマッチする様々なパターンの組み合わせに
よって決定されます。オペレーションが PUT または POST の場合、Amazon EFSは Request-URI パスセ
グメント、クエリ パラメータ、およびリクエストボディ内のJSON オブジェクトからコール引数を抽出し
ます。

Note
CreateFileSystem といったオペレーション名はオンラインには表示されませんが、これらの
オペレーション名は AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーにとって意味がありま
す。詳細については、「Amazon EFS のためのアイデンティティとアクセス管理 (p. 205)」を参
照してください。
オペレーション名は、コマンドラインツールのコマンド名や AWS SDK API の要素にも使用さ
れます。たとえば、CreateFileSystem オペレーションにマッピングする create-filesystem という AWS CLI コマンドがあります。
オペレーション名は、Amazon EFS API コールの AWS CloudTrail ログ内にも表示されます。

API エンドポイント
API エンドポイントは、API コールのために HTTP URI でホストとして使用する DNS 名です。これらの
API エンドポイントは AWS リージョン に固有のもので、次の形式が取られます。
elasticfilesystem.aws-region.amazonaws.com

たとえば、米国西部 (オレゴン) リージョンの Amazon EFS API エンドポイントは次のようになります。
elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com

Amazon EFS がサポートしている、（ファイルシステムを作成および管理できる）「AWS リージョン」
のリストについては、『AWSゼネラルリファレンス』の「Amazon Elastic File System」を参照してくだ
さい。
リージョン固有の API エンドポイントは、API コールを作成したときにアクセスできる Amazon EFS リ
ソースの範囲を定義します。たとえば、前述のエンドポイントを使用して DescribeFileSystems オペ
レーションをコールする際、アカウントに作成された 米国西部 (オレゴン) リージョン内のファイルシステ
ムのリストが表示されます。
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API バージョン
コールに使用される API のバージョンは、リクエスト URI の最初のパスセグメントにより特定されます。
この形式は ISO 8601 の日付になります。例については、「CreateFileSystem (p. 277)」を参照してくだ
さい。
ドキュメントでは、API バージョン 2015-02-01 について説明されています。

関連トピック
以下のセクションでは、API オペレーション、認証リクエスト用の署名を作成する方法、IAM ポリシーを
使用して、これらの API オペレーションのためのアクセス許可を付与する方法を説明します。
• Amazon EFS のためのアイデンティティとアクセス管理 (p. 205)
• アクション (p. 270)
• データ型 (p. 376)

Amazon EFS のクエリ API リクエスト率の使用
Amazon EFS API のリクエストはリージョンごとに各 AWS アカウント に対してスロットルされ、サー
ビスパフォーマンスの向上に役立ちます。Amazon EFS API コールはすべて、アプリケーション、AWS
CLI、Amazon EFS コンソールのいずれから発信されたかにかかわらず、許可される API リクエスト率の
最大値を超えることはできません。最大 API リクエスト率は AWS リージョン 間で異なる場合がありま
す。AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーによる API リクエストは、基盤となる AWS ア
カウント に属性があります。
API リクエストがそのカテゴリの API リクエスト率を超過する場合、ThrottlingException エラー
コードが返されます。このエラーを回避するには、アプリケーションが API リクエストを再試行する率を
低くします。これは、ポーリングの際に注意深くし、エクスポネンシャルバックオフの再試行を使用する
ことにより行えます。

ポーリング
アプリケーションにより API オペレーションを繰り返しコールして、ステータスの更新をチェックする必
要がある場合があります。ポーリングを開始する前に、リクエストの予想完了時間を指定します。ポーリ
ングを開始するとき、連続するリクエストの間に適切なスリープ間隔を使用します。最良の結果を得るに
は、漸増スリープ間隔を使用します。

再試行またはバッチ処理
アプリケーションは、API リクエストが失敗した後に再試行するか、複数のリソースを処理する必要があ
る場合があります (たとえば、Amazon EFS ファイルシステムすべて)。API リクエストの率を下げるに
は、連続するリクエストの間に適切なスリープ間隔を使用します。最良の結果を得るには、漸増または可
変スリープ間隔を使用します。

スリープ間隔の計算
API リクエストをポーリングまたは再試行する必要がある場合は、エクスポネンシャルバックオフ アルゴ
リズムを使用して API コール間のスリープ間隔を計算することをお勧めします。エクスポネンシャルバッ
クオフの背後にある考え方は、連続したエラー応答の再試行間の待機時間を徐々に長く使用することで
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す。このアルゴリズムの詳細および実装例については、Amazon Web Services ゼネラルリファレンス の
AWS にある「エラーの再試行とエクスポネンシャルバックオフ 」を参照してください。

アクション
以下のアクションがサポートされています:
• CreateAccessPoint (p. 271)
• CreateFileSystem (p. 277)
• CreateMountTarget (p. 288)
• CreateReplicationConfiguration (p. 296)
• CreateTags (p. 301)
• DeleteAccessPoint (p. 303)
• DeleteFileSystem (p. 305)
• DeleteFileSystemPolicy (p. 308)
• DeleteMountTarget (p. 310)
• DeleteReplicationConfiguration (p. 313)
• DeleteTags (p. 315)
• DescribeAccessPoints (p. 317)
• DescribeAccountPreferences (p. 320)
• DescribeBackupPolicy (p. 322)
• DescribeFileSystemPolicy (p. 324)
• DescribeFileSystems (p. 327)
• DescribeLifecycleConfiguration (p. 331)
• DescribeMountTargets (p. 334)
• DescribeMountTargetSecurityGroups (p. 338)
• DescribeReplicationConfigurations (p. 341)
• DescribeTags (p. 344)
• ListTagsForResource (p. 347)
• ModifyMountTargetSecurityGroups (p. 350)
• PutAccountPreferences (p. 353)
• PutBackupPolicy (p. 355)
• PutFileSystemPolicy (p. 357)
• PutLifecycleConfiguration (p. 361)
• TagResource (p. 366)
• UntagResource (p. 369)
• UpdateFileSystem (p. 371)
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CreateAccessPoint
EFS アクセスポイントの作成 アクセスポイントは、EFS ファイルシステムに対するアプリケーション固
有のビューで、オペレーティングシステムのユーザーとグループ、およびファイルシステムパスを、アク
セスポイントを介して行われたすべてのファイルシステムリクエストに適用されます。オペレーティング
システムのユーザーおよびグループは、NFS クライアントから提供されるすべての アイデンティティ 情
報を上書きします。ファイルシステムのパスは、アクセスポイントのルートディレクトリとしてクライア
ントに公開されます。アクセスポイントを使用するアプリケーションは、アプリケーション自体のディレ
クトリ内のすべてのサブディレクトリ内のデータにのみアクセスできます。詳細はこちら、「EFS アクセ
スポイントを使用してファイルシステムをマウントする」を参照してください。

Note
同じファイルシステム上にアクセスポイントを作成する複数の要求が連続して送信され、ファイ
ルシステムが 120 のアクセスポイントの制限に近い場合、これらの要求に対するスロットリング
応答が発生することがあります。これは、ファイルシステムが指定されたアクセスポイントの制
限を超えないようにするためです。
このオペレーションには、elasticfilesystem:CreateAccessPoint アクションに対する許可が必要
です。

リクエストの構文
POST /2015-02-01/access-points HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"ClientToken": "string",
"FileSystemId": "string",
"PosixUser": {
"Gid": number,
"SecondaryGids": [ number ],
"Uid": number
},
"RootDirectory": {
"CreationInfo": {
"OwnerGid": number,
"OwnerUid": number,
"Permissions": "string"
},
"Path": "string"
},
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
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ClientToken (p. 271)
べき等の作成を保証するために Amazon EFS が使用する最大 64 の ASCII 文字の文字列。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: .+
必須: はい
FileSystemId (p. 271)
アクセスポイントがアクセスを提供する EFS ファイルシステムの ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
必須: はい
PosixUser (p. 271)
アクセスポイントを使用して行われたすべてのファイル システムリクエストに適用されたオペレー
ティングシステムのユーザーおよびグループ。
型: PosixUser (p. 396) オブジェクト
必須: いいえ
RootDirectory (p. 271)
アクセスポイントが、アクセスポイントを使用する NFS クライアントに、ファイルシステムのルー
トディレクトリとして公開する Amazon EFS ファイルシステム上のディレクトリを指定します。アク
セスポイントを使用するクライアントは、ルートディレクトリ以下にのみアクセスできます。指定し
た RootDirectory > Path が存在しない場合、EFS はそれを作成し、クライアントがアクセスポイ
ントに接続する際に EFS はCreationInfo 設定を適用します。を指定する場合RootDirectoryで
は、「」を指定する必要があります。Pathであり、CreationInfo。
Amazon EFS では、CreationInfo を指定した場合にのみ、ルートディレクトリが作成されま
す。OwnUid、OwnGID、ディレクトリのアクセス許可。この情報を指定しない場合、Amazon EFS は
ルートディレクトリを作成しません。ルートディレクトリが存在しない場合に、アクセスポイントを
使用してマウントしようとすると、失敗します。
型: RootDirectory (p. 400) オブジェクト
必須: いいえ
Tags (p. 271)
アクセスポイントに関連付けられたタグを作成します。各タグはキーバリューのペアです。各キーは
一意である必要があります。詳細については、 AWS 全般リファレンス ガイドの「AWS リソースの
タグ付け」を参照してください。
Type: 配列のTag (p. 401)オブジェクト
必須: いいえ
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レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"AccessPointArn": "string",
"AccessPointId": "string",
"ClientToken": "string",
"FileSystemId": "string",
"LifeCycleState": "string",
"Name": "string",
"OwnerId": "string",
"PosixUser": {
"Gid": number,
"SecondaryGids": [ number ],
"Uid": number
},
"RootDirectory": {
"CreationInfo": {
"OwnerGid": number,
"OwnerUid": number,
"Permissions": "string"
},
"Path": "string"
},
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
AccessPointArn (p. 273)
アクセスポイントに関連付けられた一意の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:access-point/fsap[0-9a-f]{8,40}$
AccessPointId (p. 273)
Amazon EFS によって割り当てられたアクセスポイントの ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:access-point/fsap[0-9a-f]{8,40}|fsap-[0-9a-f]{8,40})$
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ClientToken (p. 273)
べき等の作成を保証するためにリクエストで指定された不透明な文字列。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: .+
FileSystemId (p. 273)
アクセスポイントが適用される EFS ファイルシステムの ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
LifeCycleState (p. 273)
アクセスポイントのライフサイクルフェーズを識別します。
Type: 文字列
有効な値: creating | available | updating | deleting | deleted | error
Name (p. 273)
アクセスポイントの名前。これは、Name タグの値です。
Type: 文字列
OwnerId (p. 273)
アクセス ポイントリソースを所有する AWS アカウント を識別します。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 14 です。
パターン: ^(\d{12})|(\d{4}-\d{4}-\d{4})$
PosixUser (p. 273)
アクセスポイント上の、ユーザー ID、グループ ID、およびセカンダリグループ ID を含む完全な
POSIX アイデンティティ。アクセスポイントを使用する NFS クライアントによるすべてのファイル
オペレーションに使用されます。
型: PosixUser (p. 396) オブジェクト
RootDirectory (p. 273)
アクセスポイントが、アクセスポイントを使用する NFS クライアントにルートディレクトリとして公
開する Amazon EFS ファイルシステム上のディレクトリ。
型: RootDirectory (p. 400) オブジェクト
Tags (p. 273)
タグオブジェクトの配列として表示される、アクセスポイントに関連付けられたタグ。
Type: 配列のTag (p. 401)オブジェクト
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エラー
AccessPointAlreadyExists
作成しようとしているアクセスポイントがすでに存在し、リクエストで指定した作成トークンととも
に返されます。
HTTP ステータスコード: 409
AccessPointLimitExceeded
AWS アカウント がファイルシステムごとに許可されるアクセスポイントの最大数をすでに作成して
いる場合に返されます。詳細については、「」を参照してください。https://docs.aws.amazon.com/
efs/latest/ug/limits.html#limits-efs-resources-per-account-per-region。
HTTP ステータスコード: 403
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
IncorrectFileSystemLifeCycleState
ファイルシステムのライフサイクル状態が「使用可能」でない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 409
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException
次のときに返されるCreateAccessPointAPI アクションが速く呼び出され、ファイルシステム上の
アクセスポイントの数が120 の制限値。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
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• AWS SDK for Ruby v3
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CreateFileSystem
空のファイルシステムを新しく作成します。このオペレーションでは、Amazon EFS がべき等の作成を保
証するために使用するリクエストに作成トークンが必要です (同じ作成トークンを使用してオペレーショ
ンを呼び出しても効果はありません)。指定された作成 トークンを持つ発信者の AWS アカウント が所有
するファイルシステムが現在存在しない場合、このオペレーションは次のことを行います。
• 空のファイルシステムを新しく作成します。ファイルシステムには、Amazon EFS に割り当てられた ID
と、初期ライフサイクル状態 creating があります。
• 作成したファイルシステムの説明を返します。
それ以外の場合、このオペレーションは既存のファイルシステムの ID とともに
FileSystemAlreadyExists エラーを返します。

Note
基本的なユースケースでは、作成トークンにランダムに生成された UUID を使用できます。
べき等のオペレーションを使用すると、余分なファイルシステムを作成するリスクなしに
CreateFileSystem コールを再試行できます。これは、ファイルシステムが実際に作成されたかどう
かが不明確なまま、最初のコールが失敗したときに発生する可能性があります。例としては、トランス
ポートレベルのタイムアウトが発生したか、接続がリセットされたことが挙げられます。同じ作成 トー
クンを使用している限り、最初のコールでファイルシステムの作成に成功した場合、クライアントは
FileSystemAlreadyExists エラーからその存在を知ることができます。
詳細については、Amazon EFS ユーザーガイドの「ファイルシステムの作成」を参照してください。

Note
CreateFileSystem コールは、ファイルシステムのライフサイクル状態がまだ creating であ
る間に戻ります。DescribeFileSystems (p. 327) オペレーションをコールすることでファイルシ
ステムの作成ステータスをチェックできます。これにより、ファイルシステムの状態が返されま
す。
このオペレーションでは、ファイルシステム用に選択したオプションの PerformanceMode パラメータ
を受け入れます。ほとんどのファイルシステムに generalPurpose パフォーマンスモードをお勧めしま
す。maxIO パフォーマンスモードを使用しているファイルシステムでは、ほとんどのファイルオペレー
ションのレイテンシーがわずかに大きくなる代わりに、より高いレベルの集計スループットと 1 秒あたり
のオペレーションにスケールできます。パフォーマンスモードは、ファイルシステムの作成後は変更でき
ません。詳細については、「Amazon EFS パフォーマンスモード」を参照してください。
ファイルシステムのスループットモードは、ThroughputModeパラメータで設定できます。
ファイルシステムが完全に作成されると、Amazon EFS はそのライフサイクル状態を available に設
定します。この時点で、VPC でファイルシステムの 1 つ以上のマウントターゲットを作成できます。
詳細については、「CreateMountTarget (p. 288)」を参照してください。マウントターゲットを使用し
て、Amazon EFS ファイルシステムを VPC 内の EC2 インスタンスにマウントします。詳細については、
「」を参照してください。Amazon EFS: 機能の説明。
このオペレーションには、elasticfilesystem:CreateFileSystem アクションに対する許可が必要
です。

リクエストの構文
POST /2015-02-01/file-systems HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
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"AvailabilityZoneName": "string",
"Backup": boolean,
"CreationToken": "string",
"Encrypted": boolean,
"KmsKeyId": "string",
"PerformanceMode": "string",
"ProvisionedThroughputInMibps": number,
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"ThroughputMode": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
AvailabilityZoneName (p. 277)
1 ゾーンストレージクラスを使用するファイルシステムを作成するために使用します。ファイルシス
テムを作成する AWS アベイラビリティーゾーンを指定します。形式 us-east-1a を使用して、ア
ベイラビリティーゾーンを指定します。1 ゾーンストレージクラスの詳細については、Amazon EFS
ユーザーガイドの「EFS ストレージクラスの使用」を参照してください。

Note
1 ゾーンストレージクラスは、Amazon EFS が利用できる AWS リージョン のすべてのアベ
イラビリティーゾーンで利用できるわけではありません。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: .+
: 必須 いいえ
Backup (p. 277)
作成するファイルシステム上で自動バックアップを有効にするかどうかを指定します。自動バック
アップを有効にするには、値を true に設定します。1 ゾーンストレージクラスを使用するファイ
ルシステムを作成している場合、デフォルトで自動バックアップが有効になります。詳細について
は、Amazon EFS ユーザーガイドの 「自動バックアップ」を参照してください。
デフォルトは false です。ただし、AvailabilityZoneName を指定した場合、デフォルトは true
です。

Note
AWS Backupは、すべてでは使用できませんAWS リージョンAmazon EFS が利用できるの場
所。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
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CreationToken (p. 277)
最大 64 バイトの ASCII 文字の文字列。Amazon EFS では、べき等の作成を保証するためにこれを使
用します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: .+
: 必須 はい
Encrypted (p. 277)
このブール値が true の場合、暗号化されたファイルシステムが作成されます。暗号化されたファイル
システムを作成するときに既存のAWS Key Management Serviceキー (KMS キー)。KMS キーを指定
しない場合、Amazon EFS のデフォルトの KMS キー (/aws/elasticfilesystem) が暗号化された
ファイルシステムの保護に使用されます。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
KmsKeyId (p. 277)
暗号化されたファイルシステムの保護に使用する KMS キーの ID。このパラメータは、デフォルト以
外の KMS キーを使用する場合にのみ必要です。このパラメータが指定されない場合、Amazon EFS
のデフォルトの KMS キーが使用されます。KMS キー ID は、以下の形式を使用して指定できます。
• キー ID - キーの一意の識別子 (例: 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab)。
• ARN - キーの Amazon リソースネーム (ARN) (例: arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab)。
• キーエイリアス - 前に作成したキーの表示名 (例: alias/projectKey1)。
• キー エイリアス ARN - キー エイリアスの ARN (例: arn:aws:kms:uswest-2:444455556666:alias/projectKey1)。
使用する場合KmsKeyIdでは、ファイルシステムの作成:暗号化 (p. 279)パラメータを true に設定し
ます。

Important
EFS は、対称 KMS キーのみを受け入れます。Amazon EFS ファイルシステムでは非対称
KMS キーを使用することはできません。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^([0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}|mrk[0-9a-f]{32}|alias/[a-zA-Z0-9/_-]+|(arn:aws[-a-z]*:kms:[a-z0-9-]+:\d{12}:
((key/[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12})|(key/
mrk-[0-9a-f]{32})|(alias/[a-zA-Z0-9/_-]+))))$
: 必須 いいえ
PerformanceMode (p. 277)
ファイル システムのパフォーマンス モード。ほとんどのファイルシステムに generalPurpose パ
フォーマンスモードをお勧めします。maxIO パフォーマンスモードを使用しているファイルシステム
では、ほとんどのファイルオペレーションのレイテンシーがわずかに大きくなる代わりに、より高い
レベルの集計スループットと 1 秒あたりのオペレーションにスケールできます。パフォーマンスモー
ドは、ファイルシステムの作成後は変更できません。
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Note
maxIO モードは、1 ゾーンストレージクラスを使用するファイルシステムではサポートされ
ません。
Type: 文字列
有効な値: generalPurpose | maxIO
: 必須 いいえ
ProvisionedThroughputInMibps (p. 277)
作成しているファイルシステムにプロビジョニングするスループット (MiB/秒単位で計測)。有効な値
は、1～1024 です。ThroughputMode が provisioned に設定されている場合は必須です。スルー
プットの上限は 1,024 MiB/ 秒です。この上限数を引き上げるには、AWS Support にお問い合わせく
ださい。詳細については、Amazon EFS ユーザーガイドの「引き上げ可能な Amazon EFS クォータ」
を参照してください。
Type: Double
有効範囲: 最小値は 1.0 です。
: 必須 いいえ
Tags (p. 277)
ファイルシステムに関連付けられている 1 つ以上のタグを作成するために使用します。各タグはユー
ザー定義のキーバリューのペアです。"Key":"Name","Value":"{value}" キーバリューのペアを
含めることで、作成時にファイルシステムに名前を付けます。各キーは一意である必要があります。
詳細については、 AWS全般リファレンスガイドの「AWS リソースのタグ付け」を参照してくださ
い。
Type: の配列Tag (p. 401)オブジェクト
: 必須 いいえ
ThroughputMode (p. 277)
ファイルシステムのスループットモードを、bursting または provisioned のいずれかに指定し
ます。ThroughputMode を provisioned に設定した場合、ProvisionedThroughputInMibps
の値も設定する必要があります。ファイルシステムを作成した後、プロビジョンドスループットモー
ドでファイルシステムのスループットを減らす場合や、スループットモード間の切り替えを行う場合
は、前回減らした時点またはスループットモードの変更時点から 24 時間経過している必要がありま
す。詳細については、Amazon EFS ユーザーガイド の「プロビジョニングモードでのスループットの
指定」を参照してください。
デフォルトは bursting です。
Type: 文字列
有効な値: bursting | provisioned
: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 201
Content-type: application/json
{

"AvailabilityZoneId": "string",
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"AvailabilityZoneName": "string",
"CreationTime": number,
"CreationToken": "string",
"Encrypted": boolean,
"FileSystemArn": "string",
"FileSystemId": "string",
"KmsKeyId": "string",
"LifeCycleState": "string",
"Name": "string",
"NumberOfMountTargets": number,
"OwnerId": "string",
"PerformanceMode": "string",
"ProvisionedThroughputInMibps": number,
"SizeInBytes": {
"Timestamp": number,
"Value": number,
"ValueInIA": number,
"ValueInStandard": number
},
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"ThroughputMode": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、HTTP 201 レスポンスが返されます。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
AvailabilityZoneId (p. 280)
ファイルシステムの 1 ゾーンストレージクラスが存在するアベイラビリティーゾーンの一意で一貫性
のある識別子。たとえば、use1-az1 は us-east-1 AWS リージョン のアベイラビリティーゾーン ID
であり、すべての AWS アカウント で同じ場所を示します。
Type: 文字列
AvailabilityZoneName (p. 280)
ファイルシステムが配置されている AWS アベイラビリティーゾーンについて説明します。これは、1
ゾーンのストレージクラスを使用しているファイルシステムでのみ有効です。詳細については、
『Amazon EFS ユーザーガイド』の「EFS ストレージクラスの使用」を参照してください。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: .+
CreationTime (p. 280)
ファイルシステムが作成された時間 (秒単位) (1970-01-01T00:00:00Z から)。
Type: タイムスタンプ
CreationToken (p. 280)
リクエストで指定された不透明な文字列。
Type: 文字列
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長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: .+
Encrypted (p. 280)
true の場合はファイルシステムの暗号化を示すブール値。
Type: [Boolean] (ブール値)
FileSystemArn (p. 280)
EFS ファイルシステムの Amazon リソースネーム (ARN)、フォーマット
arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-system-id 。
サンプルデータの例:arn:aws:elasticfilesystem:us-west-2:1111333322228888:filesystem/fs-01234567
Type: 文字列
FileSystemId (p. 280)
Amazon EFS によって割り当てられたファイルシステムの ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
KmsKeyId (p. 280)
のIDAWS KMS key暗号化されたファイルシステムの保護に使用されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^([0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}|mrk[0-9a-f]{32}|alias/[a-zA-Z0-9/_-]+|(arn:aws[-a-z]*:kms:[a-z0-9-]+:\d{12}:
((key/[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12})|(key/
mrk-[0-9a-f]{32})|(alias/[a-zA-Z0-9/_-]+))))$
LifeCycleState (p. 280)
ファイルシステムのライフサイクルフェーズ。
Type: 文字列
有効な値: creating | available | updating | deleting | deleted | error
Name (p. 280)
Name タグを含むタグをファイルシステムに追加することができます。詳細については、
「CreateFileSystem (p. 277)」を参照してください。ファイルシステムに Name タグがある場
合、Amazon EFS はこのフィールドの値を返します。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
NumberOfMountTargets (p. 280)
ファイルシステムが持つ現在のマウントターゲットの数。詳細については、
「CreateMountTarget (p. 288)」を参照してください。
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Type: 整数
有効範囲: 最小値は 0 です。
OwnerId (p. 280)
ファイルシステムを作成した AWS アカウント。ファイルシステムが IAM ユーザーによって作成され
た場合、ユーザーが属する親アカウントが所有者です。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 14 です。
パターン: ^(\d{12})|(\d{4}-\d{4}-\d{4})$
PerformanceMode (p. 280)
ファイル システムのパフォーマンス モード。
Type: 文字列
有効な値: generalPurpose | maxIO
ProvisionedThroughputInMibps (p. 280)
ファイルシステムのプロビジョニングされたスループットの量を MiB/s で表したも
の。ThroughputMode を provisioned に設定したファイルシステムで有効です。
Type: Double
有効範囲: 最小値は 1.0 です。
SizeInBytes (p. 280)
ファイルシステムに保存されているデータの最新の既知の計測サイズ（バイト単位）を Value
のフィールドに、そのサイズが決定された時刻を Timestamp のフィールドに入力していま
す。Timestamp 値は、1970-01-01T00:00:00Z 以降の整数秒数です。SizeInBytes値は、ファイル
システムの一貫したスナップショットのサイズを表すものではありませんが、ファイルシステムへの
書き込みがない場合に結果整合性があります。つまり、SizeInBytesは、ファイルシステムが 2 時
間以上変更されていない場合のみ、実際のサイズを表します。それ以外の場合、値はファイルシステ
ムの特定の時点での正確なサイズではありません。
型: FileSystemSize (p. 390) オブジェクト
Tags (p. 280)
ファイルシステムに関連するタグで、Tag のオブジェクトの配列として表示されます。
Type: の配列Tag (p. 401)オブジェクト
ThroughputMode (p. 280)
ファイルシステムのスループットモードを表示します。詳細については、『Amazon EFS ユーザーガ
イド』の「スループットモード」を参照してください。
Type: 文字列
有効な値: bursting | provisioned

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
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HTTP ステータスコード: 400
FileSystemAlreadyExists
作成しようとしているファイルシステムがすでに存在し、指定した作成トークンを使用して返されま
す。
HTTP ステータスコード: 409
FileSystemLimitExceeded
AWS アカウント がアカウントごとに許可されるファイルシステムの最大数をすでに作成している場
合に返されます。
HTTP ステータスコード: 403
InsufficientThroughputCapacity
追加のスループットをプロビジョニングするのに十分な容量がない場合に返されます。この値は、プ
ロビジョニングされたスループットモードでファイルシステムを作成しようとしたとき、既存のファ
イルシステムのプロビジョニングされたスループットを上げようとしたとき、または既存のファイル
システムをバーストスループットからプロビジョニングされたスループットモードに変更しようとし
たときに返されることがあります。後ほどもう一度試してください。
HTTP ステータスコード: 503
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500
ThroughputLimitExceeded
スループット制限の 1024 MiB/s に達したため、スループットモードまたはプロビジョニングされたス
ループットの量を変更できない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
UnsupportedAvailabilityZone
リクエストされた Amazon EFS 機能が指定されたアベイラビリティーゾーンで利用できない場合に返
されます。
HTTP ステータスコード: 400

例
暗号化された EFS ファイルシステムの作成
次の例では、POST リクエストを送信して、自動バックアップが有効になっている us-west-2
リージョンにファイルシステムを作成します。このリクエストでは、べき等の作成トークンとして
myFileSystem1 を指定します。

リクエスト例
POST /2015-02-01/file-systems HTTP/1.1
Host: elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-date: 20140620T215117Z
Authorization: <...>
Content-Type: application/json
Content-Length: 42
{
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"CreationToken" : "myFileSystem1",
"PerformanceMode" : "generalPurpose",
"Backup": true,
"Encrypted": true,
"Tags":[
{
"Key": "Name",
"Value": "Test Group1"
}
]

レスポンス例
HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef
Content-Type: application/json
Content-Length: 319
{

}

"ownerId":"251839141158",
"CreationToken":"myFileSystem1",
"Encrypted": true,
"PerformanceMode" : "generalPurpose",
"fileSystemId":"fs-01234567",
"CreationTime":"1403301078",
"LifeCycleState":"creating",
"numberOfMountTargets":0,
"SizeInBytes":{
"Timestamp": 1403301078,
"Value": 29313417216,
"ValueInIA": 675432,
"ValueInStandard": 29312741784
},
"Tags":[
{
"Key": "Name",
"Value": "Test Group1"
}
],
"ThroughputMode": "bursting"

1 ゾーンストレージクラスを使用する暗号化 EFS ファイルシステムを作成する
次の例では、POST リクエストを送信して、自動バックアップが有効になっている us-west-2 リージョ
ンにファイルシステムを作成します。ファイルシステムには、us-west-2b アベイラビリティーゾーンに
1 ゾーンストレージの冗長性があります。

リクエスト例
POST /2015-02-01/file-systems HTTP/1.1
Host: elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-date: 20140620T215117Z
Authorization: <...>
Content-Type: application/json
Content-Length: 42
{

"CreationToken" : "myFileSystem2",
"PerformanceMode" : "generalPurpose",
"Backup": true,
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"AvailabilityZoneName": "us-west-2b",
"Encrypted": true,
"ThroughputMode": "provisioned",
"ProvisionedThroughputInMibps": 60,
"Tags":[
{
"Key": "Name",
"Value": "Test Group1"
}
]

レスポンス例
HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef
Content-Type: application/json
Content-Length: 319
{

}

"ownerId":"251839141158",
"CreationToken":"myFileSystem1",
"Encrypted": true,
"AvailabilityZoneId": "usew2-az2",
"AvailabilityZoneName": "us-west-2b",
"PerformanceMode" : "generalPurpose",
"fileSystemId":"fs-01234567",
"CreationTime":"1403301078",
"LifeCycleState":"creating",
"numberOfMountTargets":0,
"ProvisionedThroughputInMibps": 60,
"SizeInBytes":{
"Timestamp": 1403301078,
"Value": 29313417216,
"ValueInIA": 675432,
"ValueInStandard": 29312741784
},
"Tags":[
{
"Key": "Name",
"Value": "Test Group1"
}
],
"ThroughputMode": "provisioned"

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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CreateMountTarget
ファイルシステムのマウントターゲットを作成します。その後、マウントターゲットを使用してファイル
システムを EC2 インスタンスにマウントできます。
VPC の各アベイラビリティーゾーンにマウントターゲットを 1 つ作成できます。特定のアベイラビリ
ティーゾーン内の VPC にあるすべての EC2 インスタンスは、特定のファイルシステムの単一マウント
ターゲットを共有します。アベイラビリティーゾーンに複数のサブネットがある場合、サブネットの 1 つ
にマウントターゲットを作成します。EC2 インスタンスは、それらのファイルシステムにアクセスするた
めにマウントターゲットと同じサブネットにある必要はありません。
1 ゾーンストレージクラスを使用して、EFS ファイルシステムに対して作成できるマウントターゲットは
1 つだけです。このマウントターゲットは、ファイルシステムがあるのと同じアベイラビリティーゾーン
で作成する必要があります。この情報を得るには、DescribeFileSystems (p. 327) レスポンスオブジェク
トの AvailabilityZoneName と AvailabiltyZoneId のプロパティを使用します。マウントターゲッ
トの作成時に、ファイルシステムのアベイラビリティーゾーンに関連付けられた subnetId を使用しま
す。
詳細については、「」を参照してください。Amazon EFS: 機能の説明。
ファイルシステムのマウントターゲットを作成するには、ファイルシステムのライフサイクル状態が
available である必要があります。詳細については、「DescribeFileSystems (p. 327)」を参照してく
ださい。
リクエストで、以下を指定します。
• マウントターゲットを作成するファイルシステムの ID。
• 以下を決定するサブネットIDです。
• Amazon EFS がマウントターゲットを作成する VPC
• Amazon EFS がマウントターゲットを作成するアベイラビリティーゾーン
• Amazon EFS がマウントターゲットの IP アドレスを選択する IP アドレスの範囲 (リクエストで IP ア
ドレスを指定しない場合)
マウントターゲットを作成した後、Amazon EFS は MountTargetId と IpAddress を含むレスポンス
を返します。この IP アドレスは、ファイルシステムを EC2 インスタンスにマウントするときに使用しま
す。ファイルシステムをマウントするときにマウントターゲットの DNS 名を使用することもできます。
マウントターゲットを使用してファイルシステムをマウントする EC2 インスタンスは、マウントターゲッ
トの DNS 名をその IP アドレスに解決できます。詳細については、「」を参照してください。機能の説明:
実装の概要。
ファイルシステムのマウントターゲットは 1 つの VPC でのみ作成でき、アベイラビリティーゾーンごと
にマウントターゲットは 1 つだけ存在できます。つまり、ファイルシステムにすでに 1 つ以上のマウント
ターゲットが作成されている場合、別のマウントターゲットを追加するリクエストで指定されたサブネッ
トは、次の要件を満たす必要があります。
• 既存のマウントターゲットのサブネットと同じ VPC に属している必要があります
• 既存のマウントターゲットのどのサブネットとも同じアベイラビリティーゾーンに属してはいけません
リクエストが要件を満たす場合、Amazon EFS は次のことを行います。
• 指定したサブネットに新しいマウントターゲットを作成します。
• 次のように、サブネットに新しいネットワークインターフェイスも作成します。
• リクエストが IpAddress を提供する場合、Amazon EFS はその IP アドレスをネットワークイン
ターフェイスに割り当てます。それ以外の場合、Amazon EFS はサブネットの空きアドレスを割り当
てます (リクエストにプライマリプライベート IP アドレスが指定されていない場合に Amazon EC2 の
CreateNetworkInterface コールが行うのと同じ方法で)。
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• リクエストが SecurityGroups を提供している場合、このネットワークインターフェイスはそれら
のセキュリティグループに関連付けられています。それ以外の場合は、サブネットの VPC のデフォル
ト セキュリティグループに属します。
• Mount target fsmt-id for file system fs-id が、マウントターゲット ID である場合、
fsmt-id は FileSystemId であるという説明 fs-id を割り当てます。
• ネットワークインターフェイスの requesterManaged プロパティを true に、requesterId の値
を EFS に設定します。
各 Amazon EFS マウントターゲットには、対応するリクエスタ マネージド型の EC2 ネットワーク イン
ターフェイスが 1 つあります。ネットワークインターフェイスが作成されると、Amazon EFS はマウン
トターゲットの説明の NetworkInterfaceId フィールドをネットワークインターフェイス ID に設定
し、IpAddress フィールドをそのアドレスに設定します。ネットワークインターフェイスの作成に失
敗すると、CreateMountTarget オペレーション全体が失敗します。

Note
CreateMountTarget コールは、ネットワークインターフェイスを作成した後で、マウントター
ゲットの状態が creating のままの場合にのみ返されます。DescribeMountTargets (p. 334) オ
ペレーションをコールすることでマウントターゲットの作成ステータスをチェックできます。こ
れにより、マウントターゲットの状態が返されます。
各アベイラビリティーゾーンにマウントターゲットを作成することをお勧めします。別のアベイラビリ
ティーゾーンで作成されたマウントターゲットを使用して、アベイラビリティーゾーンにファイルシステ
ムを使用する場合は、コストを考慮する必要があります。詳細については、「Amazon EFS」を参照して
ください。さらに、インスタンスのアベイラビリティーゾーンにローカルなマウントターゲットを常に使
用することで、部分的な障害の発生を避けられます。マウントターゲットが作成されているアベイラビリ
ティーゾーンが停止した場合、そのマウントターゲットを介してファイルシステムにアクセスすることは
できません。
このオペレーションには、ファイルシステムに対する次のアクションに対するアクセス許可が必要です。
• elasticfilesystem:CreateMountTarget
このオペレーションには、次の Amazon EC2 アクションに対するアクセス許可も必要です。
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:DescribeNetworkInterfaces
• ec2:CreateNetworkInterface

リクエストの構文
POST /2015-02-01/mount-targets HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"FileSystemId": "string",
"IpAddress": "string",
"SecurityGroups": [ "string" ],
"SubnetId": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。
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リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
FileSystemId (p. 289)
マウントターゲットを作成するファイルシステムの ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
: 必須 はい
IpAddress (p. 289)
指定されたサブネットのアドレス範囲内の有効な IPv4 アドレス。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 7 です。最大長は 15 です。
パターン: ^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}$
: 必須 いいえ
SecurityGroups (p. 289)
sg-xxxxxxxx の形式の最大 5 つの VPC セキュリティグループ ID。これらは指定されたサブネット
と同じ VPC 用である必要があります。
Type: 文字列の配列
配列メンバ: 最大数は 100 項目です。
長さの制約: 最小長は 11 です。最大長は 43 です。
パターン: ^sg-[0-9a-f]{8,40}
: 必須 いいえ
SubnetId (p. 289)
マウントターゲットを追加するサブネットの ID。1 ゾーンストレージクラスを使用するファイルシス
テムの場合は、ファイルシステムのアベイラビリティーゾーンに関連付けられたサブネットを使用し
ます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 15 です。最大長は 47 です。
パターン: ^subnet-[0-9a-f]{8,40}$
: 必須 はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
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Content-type: application/json
{

}

"AvailabilityZoneId": "string",
"AvailabilityZoneName": "string",
"FileSystemId": "string",
"IpAddress": "string",
"LifeCycleState": "string",
"MountTargetId": "string",
"NetworkInterfaceId": "string",
"OwnerId": "string",
"SubnetId": "string",
"VpcId": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
AvailabilityZoneId (p. 290)
マウントターゲットが存在するアベイラビリティーゾーンの一意で一貫性のある識別子。例え
ば、use1-az1 は、us-east-1 リージョンの AZ ID で、すべての AWS アカウント アカウントで同じ
場所になります。
Type: 文字列
AvailabilityZoneName (p. 290)
マウントターゲットが配置されているアベイラビリティーゾーンの名前。アベイラビリティーゾーン
は、それぞれ AWS アカウント の名前に個別にマッピングされます。例えば、AWS アカウント のア
ベイラビリティーゾーン us-east-1a の場所は、別の AWS アカウント の us-east-1a と同じ場所
ではないかもしれません。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: .+
FileSystemId (p. 290)
マウントターゲットが意図されているファイルシステムの ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
IpAddress (p. 290)
マウントターゲットを使用してファイルシステムのマウントが可能なアドレス。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 7 です。最大長は 15 です。
パターン: ^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}$
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LifeCycleState (p. 290)
マウントターゲットのライフサイクル状態。
Type: 文字列
有効な値: creating | available | updating | deleting | deleted | error
MountTargetId (p. 290)
システム割り当てマウントターゲット ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 13 です。最大長は 45 です。
パターン: ^fsmt-[0-9a-f]{8,40}$
NetworkInterfaceId (p. 290)
マウントターゲットを作成したときに Amazon EFS が作成したネットワークインターフェイスの
ID。
Type: 文字列
OwnerId (p. 290)
リソースを所有する AWS アカウント ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 14 です。
パターン: ^(\d{12})|(\d{4}-\d{4}-\d{4})$
SubnetId (p. 290)
マウントターゲットのサブネットの ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 15 です。最大長は 47 です。
パターン: ^subnet-[0-9a-f]{8,40}$
VpcId (p. 290)
マウントターゲットが設定されている 仮想プライベートクラウド (VPC) ID。
Type: 文字列

エラー
AvailabilityZonesMismatch
マウントターゲットに指定されたアベイラビリティーゾーンが、1 ゾーンストレージに指定されたア
ベイラビリティーゾーンと異なる場合に返されます。詳細については、「リージョナルと 1 ゾーンの
ストレージの冗長性」を参照してください。
HTTP ステータスコード: 400
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
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HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
IncorrectFileSystemLifeCycleState
ファイルシステムのライフサイクル状態が「使用可能」でない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 409
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500
IpAddressInUse
サブネット内で既に使用されている IpAddress をリクエストで指定した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 409
MountTargetConflict
ファイルシステムの既存のマウントターゲットに基づいて、マウントターゲットが指定された制限の
いずれかに違反した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 409
NetworkInterfaceLimitExceeded
通話アカウントが、特定の AWS リージョン の Elastic Network Interface の制限に達しました。ネッ
トワークインターフェイスをいくつか削除するか、アカウントのクォータを引き上げることをリク
エストしてください。詳細については、「」を参照してください。Amazon VPC クォータのAmazon
VPC User Guide(「」を参照してください)。リージョンあたりのネットワークインターフェイスのエ
ントリネットワークインターフェイステーブル)。
HTTP ステータスコード: 409
NoFreeAddressesInSubnet
リクエストに IpAddress が指定されておらず、サブネット内に空きIPアドレスがない場合に返され
ます。
HTTP ステータスコード: 409
SecurityGroupLimitExceeded
リクエストで指定された SecurityGroups のサイズが 5 より大きい場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
SecurityGroupNotFound
指定したセキュリティグループの 1 つがサブネットの仮想プライベートクラウド (VPC) に存在しない
場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
SubnetNotFound
リクエストで提供された ID SubnetId のサブネットが存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
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UnsupportedAvailabilityZone
リクエストされた Amazon EFS 機能が指定されたアベイラビリティーゾーンで利用できない場合に返
されます。
HTTP ステータスコード: 400

例
ファイルシステムへのマウントターゲットの追加
次のリクエストは、ファイルシステムのマウントターゲットを作成します。リクエストでは、必要な
FileSystemId と SubnetId のパラメーターのみの値を指定します。このリクエストでは、オプション
の IpAddress と SecurityGroups のパラメータが提供されていません。IpAddress の場合、オペレー
ションは、指定されたサブネットで使用可能な IP アドレスの 1 つを使用します。また、オペレーションで
は、SecurityGroups の VPC に関連付けられたデフォルトのセキュリティグループを使用します。

リクエスト例
POST /2015-02-01/mount-targets HTTP/1.1
Host: elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-date: 20140620T221118Z
Authorization: <...>
Content-Type: application/json
Content-Length: 160
{"SubnetId": "subnet-748c5d03", "FileSystemId": "fs-01234567"}

レスポンス例
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef
Content-Type: application/json
Content-Length: 252
{

}

"MountTargetId": "fsmt-55a4413c",
"NetworkInterfaceId": "eni-01234567",
"FileSystemId": "fs-01234567",
"LifeCycleState": "available",
"SubnetId": "subnet-01234567",
"OwnerId": "231243201240",
"IpAddress": "172.31.22.183"

ファイルシステムへのマウントターゲットの追加
次のリクエストは、マウントターゲットを作成するためのすべてのリクエストパラメータを指定します。

リクエスト例
POST /2015-02-01/mount-targets HTTP/1.1
Host: elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-date: 20140620T221118Z
Authorization: <...>
Content-Type: application/json
Content-Length: 160
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{

}

"FileSystemId":"fs-01234567",
"SubnetId":"subnet-01234567",
"IpAddress":"10.0.2.42",
"SecurityGroups":[
"sg-01234567"
]

レスポンス例
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef
Content-Type: application/json
Content-Length: 252
{

}

"OwnerId":"251839141158",
"MountTargetId":"fsmt-9a13661e",
"FileSystemId":"fs-01234567",
"SubnetId":"subnet-fd04ff94",
"LifeCycleState":"available",
"IpAddress":"10.0.2.42",
"NetworkInterfaceId":"eni-1bcb7772"

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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CreateReplicationConfiguration
既存の EFS ファイルシステムを新しい読み取り専用ファイルシステムにレプリケートするレプリケー
ション構成を作成します。詳細については、「」を参照してください。Amazon EFS レプリケーショ
ンのAmazon EFS ユーザーガイド。レプリケーション設定で、次のように指定します。
• ソース・ファイルシステム-レプリケートする既存の EFS ファイルシステム。既存のレプリケーション
構成では、ソース・ファイルシステムをデスティネーション・ファイル・システムにすることはできま
せん。
• デスティネーションファイルシステム構成-ソース・ファイルシステムのレプリケート先となるデスティ
ネーションファイルシステムの構成。レプリケーション構成に含めることができるデスティネーショ
ン・ファイル・システムは 1 つだけです。デスティネーションファイルシステム構成は、次のプロパ
ティで構成されます。
• AWS リージョン -AWS リージョンデスティネーションファイルシステムが作成されます。Amazon
EFS レプリケーションは、すべてで利用できますAWS リージョンAmazon EFS は、アフリカ (ケープ
タウン)、アジアパシフィック (香港)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、欧州 (ミラノ)、中東 (バー
レーン) を除いた
• アベイラビリティーゾーン-デスティネーションファイルシステムで EFS One Zone Zone Zone
Availability と耐久性を使用する場合は、ファイルシステムを作成するアベイラビリティーゾーン
を指定する必要があります。EFS ストレージクラスの詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon EFS ストレージクラスのAmazon EFS ユーザーガイド。
• Encryption-すべてのデスティネーション・ファイル・システムは、保存時の暗号化を有効にして作成
されます。以下を指定することができます。AWS Key Management Service(AWS KMS) キーは、デ
スティネーションファイルシステムの暗号化に使用されます。KMS キーを指定しない場合、Amazon
EFS のサービスマネージド KMS キーが使用されます。

Note
ファイルシステムの作成後、KMS キーを変更することはできません。
デフォルトでは、次のプロパティが設定されています。
• パフォーマンスモード-デスティネーション・ファイルシステムが EFS One Zone Zone Storage を使用
していない限り、デスティネーション・ファイルシステムのパフォーマンス・モードはソース・ファイ
ルシステムのパフォーマンスモードと一致します。この場合、汎用パフォーマンスモードが使用されま
す。パフォーマンスモードは変更できません。
• スループットモード-デスティネーションファイルシステムは、デフォルトでバーストスループットモー
ドを使用します。ファイルシステムの作成後、スループットモードを変更できます。
デフォルトでは、次のプロパティはオフになっています。
• ライフサイクル管理-EFS ライフサイクル管理と EFS インテリジェント階層化は、デスティネーショ
ンファイルシステム上で有効になっていません。デスティネーションファイルシステムを作成した
ら、EFS ライフサイクル管理と EFS インテリジェント階層化を有効にできます。
• [Automatic backups(自動バックアップ)]-デスティネーション・ファイル・システムで自動日次バック
アップが有効にならない。ファイルシステムの作成後、この設定を変更できます。
詳細については、「」を参照してください。Amazon EFS レプリケーションのAmazon EFS ユーザーガイ
ド。

リクエストの構文
POST /2015-02-01/file-systems/SourceFileSystemId/replication-configuration HTTP/1.1
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Content-type: application/json
{

}

"Destinations": [
{
"AvailabilityZoneName": "string",
"KmsKeyId": "string",
"Region": "string"
}
]

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
SourceFileSystemId (p. 296)
レプリケートする Amazon EFS ファイルシステムを指定します。このファイル・システムは、別のレ
プリケーション構成でソース・ファイル・システムまたはデスティネーション・ファイル・システム
になることはできません。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Destinations (p. 296)
送信先設定オブジェクトの配列。サポートされる宛先設定オブジェクトは 1 つだけです。
Type: 配列のDestinationToCreate (p. 384)オブジェクト
必須: はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"CreationTime": number,
"Destinations": [
{
"FileSystemId": "string",
"LastReplicatedTimestamp": number,
"Region": "string",
"Status": "string"
}
],
"OriginalSourceFileSystemArn": "string",
"SourceFileSystemArn": "string",
"SourceFileSystemId": "string",
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}

"SourceFileSystemRegion": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CreationTime (p. 297)
レプリケーション構成が作成された時期について説明します。
Type: タイムスタンプ
Destinations (p. 297)
送信先オブジェクトの配列。サポートされるターゲットオブジェクトは 1 つのみです。
Type: 配列のDestination (p. 382)オブジェクト
OriginalSourceFileSystemArn (p. 297)
レプリケーション設定内の元のソース Amazon EFS ファイルシステムの Amazon リソースネーム
(ARN)。
Type: 文字列
SourceFileSystemArn (p. 297)
レプリケーション設定内の現在のソースファイルシステムの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
SourceFileSystemId (p. 297)
レプリケートされるソース Amazon EFS ファイルシステムの ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
SourceFileSystemRegion (p. 297)
-AWS リージョンソース Amazon EFS ファイルシステムが配置されています。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: ^[a-z]{2}-((iso[a-z]{0,1}-)|(gov-)){0,1}[a-z]+-{0,1}[0-9]{0,1}$

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
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FileSystemLimitExceeded
AWS アカウント がアカウントごとに許可されるファイルシステムの最大数をすでに作成している場
合に返されます。
HTTP ステータスコード: 403
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
IncorrectFileSystemLifeCycleState
ファイルシステムのライフサイクル状態が「使用可能」でない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 409
InsufficientThroughputCapacity
追加のスループットをプロビジョニングするのに十分な容量がない場合に返されます。この値は、プ
ロビジョニングされたスループットモードでファイルシステムを作成しようとしたとき、既存のファ
イルシステムのプロビジョニングされたスループットを上げようとしたとき、または既存のファイル
システムをバーストスループットからプロビジョニングされたスループットモードに変更しようとし
たときに返されることがあります。後ほどもう一度試してください。
HTTP ステータスコード: 503
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500
ReplicationNotFound
指定されたファイルシステムにレプリケーション構成がない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
ThroughputLimitExceeded
スループット制限の 1024 MiB/s に達したため、スループットモードまたはプロビジョニングされたス
ループットの量を変更できない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
UnsupportedAvailabilityZone
リクエストされた Amazon EFS 機能が指定されたアベイラビリティーゾーンで利用できない場合に返
されます。
HTTP ステータスコード: 400
ValidationException
AWS Backup のサービスがリクエストされた AWS リージョンで利用できない場合に返却されます。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
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• AWS SDK for .NET
•
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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CreateTags
Note
非推奨-CreateTagsは非推奨であり、維持されません。EFS リソースのタグを作成するに
は、TagResource (p. 366)API アクション。
ファイルシステムに関連付けられたタグを作成または上書きします。各タグはキーバリューのペアで
す。リクエストで指定されたタグキーがファイルシステム上にすでに存在する場合、このオペレーショ
ンは、リクエストで指定された値でその値を上書きします。Name のタグをファイルシステムに追加する
と、Amazon EFS は DescribeFileSystems (p. 327)のオペレーションに対する応答でタグを返します。
この操作には elasticfilesystem:CreateTags アクションに対するアクセス許可が必要です。

リクエストの構文
POST /2015-02-01/create-tags/FileSystemId HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FileSystemId (p. 301)
変更するタグが付けられたファイルシステムの ID (文字列)。このオペレーションでは、ファイルシス
テムは変更されず、タグのみが変更されます。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Tags (p. 301)
追加する Tag オブジェクトの配列。各 Tag オブジェクトタグはキーバリューのペアです。
Type: の配列Tag (p. 401)オブジェクト
必須: はい
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レスポンスの構文
HTTP/1.1 204

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DeleteAccessPoint
指定されたアクセスポイントを削除します。削除が完了すると、新しいクライアントはアクセスポイント
に接続できなくなります。削除時にアクセスポイントに接続されたクライアントは、接続を終了するまで
引き続き機能します。
このオペレーションには、elasticfilesystem:DeleteAccessPoint アクションに対する許可が必要
です。

リクエストの構文
DELETE /2015-02-01/access-points/AccessPointId HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
AccessPointId (p. 303)
削除するアクセスポイントの ID。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:access-point/fsap[0-9a-f]{8,40}|fsap-[0-9a-f]{8,40})$
必須: はい

リクエスト本文
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 204

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。

エラー
AccessPointNotFound
指定された AccessPointId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
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InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DeleteFileSystem
ファイルシステムを削除し、その内容へのアクセスを永久に切断します。戻ると、ファイルシステムは存
在しなくなり、削除されたファイルシステムのコンテンツにアクセスできなくなります。
EFS ファイルシステムを削除する前に、ファイルシステムに接続されているマウントターゲットを手動で
削除する必要があります。この手順は、AWSファイルシステムを削除する方法です。

Note
EFS レプリケーション構成の一部であるファイルシステムを削除することはできません。レプリ
ケーション設定を先に削除する必要があります。
使用中のファイルシステムを削除することはできません。つまり、ファイルシステムにマウント
ターゲットがある場合は、まずマウントターゲットを削除する必要があります。詳細については、
「DescribeMountTargets (p. 334)」および「DeleteMountTarget (p. 310)」を参照してください。

Note
DeleteFileSystem コールは、ファイルシステムの状態がまだ deleting である間に
戻ります。ファイルシステムの削除状況をチェックするには、アカウント内のファイル
システムのリストを返す DescribeFileSystems (p. 327) オペレーションをコールしま
す。削除されたファイルシステムのファイルシステム ID または作成 トークンを渡した場
合、DescribeFileSystems (p. 327) は 404 FileSystemNotFound のエラーを返します。
このオペレーションには、elasticfilesystem:DeleteFileSystem アクションに対する許可が必要
です。

リクエストの構文
DELETE /2015-02-01/file-systems/FileSystemId HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FileSystemId (p. 305)
削除するファイルシステムの ID。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
必須: はい

リクエスト本文
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 204
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レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemInUse
ファイルシステムに、マウントターゲットがある場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 409
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500

例
ファイルシステムの削除
次の例では、file-systems エンドポイント（elasticfilesystem.uswest-2.amazonaws.com/2015-02-01/file-systems/fs-01234567）に DELETE リクエストを送
信して、ID が fs-01234567 のファイルシステムを削除します。

リクエスト例
DELETE /2015-02-01/file-systems/fs-01234567 HTTP/1.1
Host: elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-date: 20140622T233021Z
Authorization: <...>

レスポンス例
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: a2d125b3-7ebd-4d6a-ab3d-5548630bff33
Content-Length: 0

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
•
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby v3
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DeleteFileSystemPolicy
指定されたファイルシステムの FileSystemPolicy を削除します。既存のポリシーが削除されると、デ
フォルトの FileSystemPolicy が有効になります。デフォルトのファイル システムポリシーの詳細につ
いては、「EFS でリソースベースのポリシーを使用する」を参照してください。。
このオペレーションには、elasticfilesystem:DeleteFileSystemPolicy アクションに対する許可
が必要です。

リクエストの構文
DELETE /2015-02-01/file-systems/FileSystemId/policy HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FileSystemId (p. 308)
FileSystemPolicy を削除する EFS ファイルシステムを指定します。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
: 必須 はい

リクエスト本文
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
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IncorrectFileSystemLifeCycleState
ファイルシステムのライフサイクル状態が「使用可能」でない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 409
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DeleteMountTarget
指定されたマウントターゲットを削除します。
このオペレーションにより、削除されるマウントターゲットを使用しているファイルシステムのマウント
が強制的に解除されるため、そのマウントを使用しているインスタンスやアプリケーションが停止する可
能性があります。アプリケーションが突然切断されないように、可能であれば、マウントターゲットのマ
ウントをすべてアンマウントすることを検討してください。このオペレーションにより、関連付けられた
ネットワークインターフェイスも削除されます。コミットされていない書き込みは失われる可能性があり
ますが、このオペレーションを使用してマウント・ターゲットを破っても、ファイル・システム自体が破
損することはありません。作成したファイルシステムは残ります。別のマウントターゲットを使用して
VPC に EC2 インスタンスをマウントできます。
このオペレーションには、ファイルシステムに対する次のアクションに対するアクセス許可が必要です。
• elasticfilesystem:DeleteMountTarget

Note
マウントターゲットの状態がまだ deleting にある間に DeleteMountTarget コールが戻り
ます。マウントターゲットの削除をチェックするには、指定されたファイルシステムのマウント
ターゲットの説明のリストを返す DescribeMountTargets (p. 334) オペレーションをコールしま
す。
オペレーションには、マウントターゲットのネットワーク インターフェイスで次の Amazon EC2 アク
ションに対するアクセス許可も必要です。
• ec2:DeleteNetworkInterface

リクエストの構文
DELETE /2015-02-01/mount-targets/MountTargetId HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
MountTargetId (p. 310)
削除するマウントターゲットの ID (文字列)。
長さの制約: 最小長は 13 です。最大長は 45 です。
パターン: ^fsmt-[0-9a-f]{8,40}$
: 必須 はい

リクエスト本文
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 204
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レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
DependencyTimeout
リクエストを履行しようとしてサービスがタイムアウトしたため、クライアントはコールを再試行す
る必要があります。
HTTP ステータスコード: 504
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500
MountTargetNotFound
指定された ID のマウントターゲットが発信者の AWS アカウント で見つからない場合に返されま
す。
HTTP ステータスコード: 404

例
ファイルシステムのマウントターゲットの削除
次の例では、DELETE リクエストを送信して、特定のマウントターゲットを削除します。

リクエスト例
DELETE /2015-02-01/mount-targets/fsmt-9a13661e HTTP/1.1
Host: elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-date: 20140622T232908Z
Authorization: <...>

レスポンス例
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
•
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby v3
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DeleteReplicationConfiguration
既存のレプリケーション設定を削除します。レプリケーション設定では、レプリケーション設定を削除す
るには、AWS リージョンデスティネーションファイルシステムが存在する場所。レプリケーション構成
を削除すると、レプリケーションプロセスは終了します。レプリケーション構成を削除すると、デスティ
ネーション・ファイル・システムは読み取り専用ではなくなります。デスティネーションファイルシステ
ムに書き込むことができるのは、ステータスになってからです。Writeable。

リクエストの構文
DELETE /2015-02-01/file-systems/SourceFileSystemId/replication-configuration HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
SourceFileSystemId (p. 313)
レプリケーション構成内のソース・ファイルシステムの ID。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
必須: はい

リクエスト本文
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 204

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
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InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500
ReplicationNotFound
指定されたファイルシステムにレプリケーション構成がない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3

314

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
DeleteTags

DeleteTags
Note
非推奨-DeleteTagsは非推奨であり、維持されません。EFS リソースからタグを削除するに
は、UntagResource (p. 369)API アクション。
ファイルシステムから指定されたタグを削除します。DeleteTags のリクエストに存在しないタグキーが
含まれていても、Amazon EFS はそれを無視し、エラーを起こしません。タグや関連する制限事項につい
ては、 AWS Billing and Cost Management ユーザーガイドの「タグの制限」を参照してください。
このオペレーションには、elasticfilesystem:DeleteTags アクションに対する許可が必要です。

リクエストの構文
POST /2015-02-01/delete-tags/FileSystemId HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"TagKeys": [ "string" ]

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FileSystemId (p. 315)
削除するタグが付けられたファイルシステムの ID (文字列)。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
必須 はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
TagKeys (p. 315)
削除するタグキーのリスト。
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: ^(?![aA]{1}[wW]{1}[sS]{1}:)([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]+)$
必須 はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 204
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レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeAccessPoints
AccessPointId が提供されている場合、特定の Amazon EFS アクセスポイントの説明を返します。EFS
FileSystemId を指定すると、そのファイルシステムのすべてのアクセスポイントの説明が返されます。
リクエストには、AccessPointId または FileSystemId のどちらかを指定できますが、両方を指定す
ることはできません。
このオペレーションには、elasticfilesystem:DescribeAccessPoints アクションに対する許可が
必要です。

リクエストの構文
GET /2015-02-01/access-points?
AccessPointId=AccessPointId&FileSystemId=FileSystemId&MaxResults=MaxResults&NextToken=NextToken
HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
AccessPointId (p. 317)
（オプション）応答で記述するEFSアクセスポイントを指定します。FileSystemId とは相互に排他
的です。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:access-point/fsap[0-9a-f]{8,40}|fsap-[0-9a-f]{8,40})$
FileSystemId (p. 317)
(オプション)FileSystemIdの場合、EFS はそのファイルシステムのすべてのアクセスポイントを返
します。AccessPointId とは相互に排他的です。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
MaxResults (p. 317)
(オプション）ファイルシステムのすべてのアクセスポイントを取得する際に、オプションで
MaxItems パラメータを指定して、応答で返されるオブジェクトの数を制限することができます。デ
フォルト値は 100 です。
有効範囲: 最小値は 1 です。
NextToken (p. 317)
NextToken は応答がページ割りされている場合に存在します。後続のリクエストで NextMarker を
使うと、次のページのアクセスポイントの説明を取得することができます。。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: .+

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。
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レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"AccessPoints": [
{
"AccessPointArn": "string",
"AccessPointId": "string",
"ClientToken": "string",
"FileSystemId": "string",
"LifeCycleState": "string",
"Name": "string",
"OwnerId": "string",
"PosixUser": {
"Gid": number,
"SecondaryGids": [ number ],
"Uid": number
},
"RootDirectory": {
"CreationInfo": {
"OwnerGid": number,
"OwnerUid": number,
"Permissions": "string"
},
"Path": "string"
},
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]
}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
AccessPoints (p. 318)
アクセスポイントの説明の配列。
Type: 配列のAccessPointDescription (p. 377)オブジェクト
NextToken (p. 318)
応答で返されるよりも多くのアクセスポイントがある場合に表示されます。後続のリクエストで
NextMarker を使用して、追加の説明をフェッチできます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: .+
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エラー
AccessPointNotFound
指定された AccessPointId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeAccountPreferences
リクエストを行ったユーザーに関連する AWS アカウント のアカウント設定を、現在の AWS リージョン
で返します。詳細については、「Amazon EFS リソース ID の管理」を参照してください。

リクエストの構文
GET /2015-02-01/account-preferences HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
MaxResults (p. 320)
(オプション) アカウントの設定を取得する際に、オプションで MaxItems パラメータを指定して、レ
スポンスで返されるオブジェクトの数を制限することができます。デフォルト値は 100 です。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。
必須 いいえ
NextToken (p. 320)
(オプション）レスポンスのペイロードがページ割りされている場合、次のリクエストで NextToken
を使用すると、AWS アカウント のプリファレンスの次のページをフェッチできます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: .+
必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"NextToken": "string",
"ResourceIdPreference": {
"ResourceIdType": "string",
"Resources": [ "string" ]
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}

}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
NextToken (p. 320)
応答で返されるよりも多くのレコードがある場合に表示されます。後続のリクエストで NextToken
を使うと、追加の説明をフェッチすることができます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: .+
ResourceIdPreference (p. 320)
現在の AWS リージョン で、リクエストを行っているユーザーに関連付けられている AWS アカウン
ト のリソースIDプリファレンス設定について説明します。
型: ResourceIdPreference (p. 399) オブジェクト

エラー
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeBackupPolicy
指定された EFS ファイルシステムのバックアップポリシーを返します。

リクエストの構文
GET /2015-02-01/file-systems/FileSystemId/backup-policy HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FileSystemId (p. 322)
BackupPolicy を取得するEFSファイルシステムを指定します。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
: 必須 はい

リクエスト本文
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"BackupPolicy": {
"Status": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
BackupPolicy (p. 322)
ファイルシステムのバックアップポリシーについて説明し、自動バックアップをオンにするかオフに
するかを示します。
型: BackupPolicy (p. 379) オブジェクト
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エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500
PolicyNotFound
デフォルトのファイル システムポリシーが、指定された EFS ファイルシステムに対して有効な場合
に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
ValidationException
AWS Backup のサービスがリクエストされた AWS リージョンで利用できない場合に返却されます。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeFileSystemPolicy
指定されたEFSファイルシステムの FileSystemPolicy を返します。
このオペレーションには、elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy アクションに対する許
可が必要です。

リクエストの構文
GET /2015-02-01/file-systems/FileSystemId/policy HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FileSystemId (p. 324)
FileSystemPolicy を取得するEFSファイルシステムを指定します。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
必須: はい

リクエスト本文
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
}

"FileSystemId": "string",
"Policy": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
FileSystemId (p. 324)
FileSystemPolicy が適用される EFS ファイルシステムを指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
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Policy (p. 324)
EFS ファイルシステムの JSON 形式の FileSystemPolicy です。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 20000 です。
パターン: [\s\S]+

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500
PolicyNotFound
デフォルトのファイル システムポリシーが、指定された EFS ファイルシステムに対して有効な場合
に返されます。
HTTP ステータスコード: 404

例
例
この例では、DescribeFileSystemPolicy の 1 つの使用方法について説明します。

リクエスト例
GET /2015-02-01/file-systems/fs-01234567/policy HTTP/1.1

レスポンス例
{

"FileSystemId": "fs-01234567",
"Policy": "{
"Version": "2012-10-17",
"Id": "efs-policy-wizard-cdef0123-aaaa-6666-5555-444455556666",
"Statement": [
{
"Sid": "efs-statement-abcdef01-1111-bbbb-2222-111122224444",
"Effect" : "Deny",
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fs-01234567",

},
{

fs-01234567"

}

}

]

"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": "*",
"Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-2:111122223333:file-system/
"Condition": {
"Bool": {
"aws:SecureTransport": "false"
}
}
"Sid": "efs-statement-01234567-aaaa-3333-4444-111122223333",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientMount",
"elasticfilesystem:ClientWrite"
],
"Resource" : "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-2:111122223333:file-system/

}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeFileSystems
ファイルシステム CreationToken またはファイルシステム FileSystemId のいずれかが提供された場
合、特定の Amazon EFS ファイルシステムの説明を返します。それ以外の場合は、コール先のエンドポイ
ントの AWS リージョン にある発信者の AWS アカウント が所有するすべてのファイルシステムの説明を
返します。
すべてのファイルシステムの説明を取得する際に、オプションで MaxItems パラメータを指定して、応
答に含まれる説明の数を制限することができます。現在、この数値は自動的に 10 に設定されます。よ
り多くのファイルシステムの説明が残っている場合、Amazon EFS は応答で不透明な トークンである
NextMarker を返します。この場合、Marker リクエストのパラメーターを NextMarker の値に設定し
て、次のリクエストを送信する必要があります。
ファイルシステムの説明の一覧を取得するために、このオペレーションは反復プロセスで使用されます。
ここでは、DescribeFileSystems が Marker なしで最初にコールされ、Marker パラメータが前の応
答の NextMarker の値に設定された状態で、応答に NextMarker がなくなるまで、オペレーションは
コールし続けます。
1回の DescribeFileSystems コールの応答で返されるファイルシステムの順序と、複数回コールの反復
の応答全体で返されるファイルシステムの順序は、指定されていません。
このオペレーションには、elasticfilesystem:DescribeFileSystems アクションに対する許可が必
要です。

リクエストの構文
GET /2015-02-01/file-systems?
CreationToken=CreationToken&FileSystemId=FileSystemId&Marker=Marker&MaxItems=MaxItems
HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
CreationToken (p. 327)
(オプション) リストを、この作成トークン(文字列)を持つファイルシステムに制限します。作成 トー
クンは、Amazon EFS ファイルシステムを作成するときに指定します。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: .+
FileSystemId (p. 327)
（オプション）説明を取得するファイルシステムの ID（文字列）。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
Marker (p. 327)
(オプション) 前の DescribeFileSystems オペレーション (文字列)から返された不透明なページ割
りトークン。存在する場合は、返すコールが中断された場所からリストを続行するように指定しま
す。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
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Pattern: .+
MaxItems (p. 327)
（オプション）レスポンスで返すファイルシステムの最大数を指定します（整数）。この数値は自動
的に 100 に設定されます。100 を超えるファイルシステムがある場合、応答はページあたり 100 で
ページ割りされます。
有効範囲: 最小値は 1 です。

リクエスト本文
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"FileSystems": [
{
"AvailabilityZoneId": "string",
"AvailabilityZoneName": "string",
"CreationTime": number,
"CreationToken": "string",
"Encrypted": boolean,
"FileSystemArn": "string",
"FileSystemId": "string",
"KmsKeyId": "string",
"LifeCycleState": "string",
"Name": "string",
"NumberOfMountTargets": number,
"OwnerId": "string",
"PerformanceMode": "string",
"ProvisionedThroughputInMibps": number,
"SizeInBytes": {
"Timestamp": number,
"Value": number,
"ValueInIA": number,
"ValueInStandard": number
},
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"ThroughputMode": "string"
}
],
"Marker": "string",
"NextMarker": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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FileSystems (p. 328)
ファイルシステムの説明の配列。
Type: の配列FileSystemDescription (p. 386)オブジェクト
Marker (p. 328)
リクエストで発信者から提供された場合に存在します (文字列)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: .+
NextMarker (p. 328)
応答で返されたファイルシステムよりも多くのファイルシステムがある場合に表示されます (文字
列)。後続のリクエストで NextMarker を使うと、説明をフェッチすることができます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: .+

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500

例
10 個のファイルシステムのリストの取得
次の例では、GET リクエストを file-systems エンドポイント (elasticfilesystem.uswest-2.amazonaws.com/2015-02-01/file-systems)に送信します。このリクエストで
は、MaxItems クエリ パラメータを指定して、ファイルシステムの説明の数を 10 に制限します。

リクエスト例
GET /2015-02-01/file-systems?MaxItems=10 HTTP/1.1
Host: elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-date: 20140622T191208Z
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Authorization: <...>

レスポンス例
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef
Content-Type: application/json
Content-Length: 499
{
"FileSystems":[
{
"OwnerId":"251839141158",
"CreationToken":"MyFileSystem1",
"FileSystemId":"fs-01234567",
"PerformanceMode" : "generalPurpose",
"CreationTime":"1403301078",
"LifeCycleState":"created",
"Name":"my first file system",
"NumberOfMountTargets":1,
"SizeInBytes":{
"Timestamp": 1403301078,
"Value": 29313417216,
"ValueInIA": 675432,
"ValueInStandard": 29312741784
}
}
]
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeLifecycleConfiguration
指定された Amazon EFS ファイルシステムの現在の LifecycleConfiguration オブジェクトを返し
ます。EFS ライフサイクル管理では、LifecycleConfigurationオブジェクトを使用して、EFS 低頻
度アクセス (IA) ストレージクラスに移動するファイルを識別します。LifecycleConfiguration オブ
ジェクトがないファイルシステムの場合、コールの応答には空の配列が返されます。
EFS インテリジェント階層化が有効になっているかどうかTransitionToPrimaryStorageClass値を
含むかどうかAFTER_1_ACCESS。
このオペレーションには、elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration オペレーショ
ンに対する許可が必要です。

リクエストの構文
GET /2015-02-01/file-systems/FileSystemId/lifecycle-configuration HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FileSystemId (p. 331)
取得する LifecycleConfiguration オブジェクトのファイルシステムの ID（文字列）。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
: 必須 はい

リクエスト本文
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"LifecyclePolicies": [
{
"TransitionToIA": "string",
"TransitionToPrimaryStorageClass": "string"
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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LifecyclePolicies (p. 331)
ライフサイクル管理ポリシーの配列。EFS では、ファイルシステムごとに最大1つのポリシーがサ
ポートされています。
Type: 配列LifecyclePolicy (p. 392)オブジェクト
配列メンバ: 最大数は 2 項目です。

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500

例
ファイルシステムのライフサイクル設定を取得する
次のリクエストは、指定されたファイルシステムの LifecycleConfiguration オブジェクトを取得し
ます。

リクエスト例
GET /2015-02-01/file-systems/fs-01234567/lifecycle-configuration HTTP/1.1
Host: elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-date: 20181120T221118Z
Authorization: <...>

レスポンス例
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef
Content-Type: application/json
Content-Length: 86
{
"LifecyclePolicies": [
{
"TransitionToIA": "AFTER_14_DAYS"
},
{
"TransitionToPrimaryStorageClass": "AFTER_1_ACCESS"
}
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}

]

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeMountTargets
ファイルシステムのすべての現在のマウントターゲット、または特定のマウントターゲットの説明を返し
ます。現在のマウント・ターゲットをすべてリクエストする場合、応答で返されるマウント・ターゲット
の順序は指定されていません。
このオペレーションには、FileSystemId で指定したファイルシステム ID 、また
は MountTargetId で指定したマウントターゲットのファイルシステムのいずれか
で、elasticfilesystem:DescribeMountTargets のアクションに対する許可が必要です。

リクエストの構文

GET /2015-02-01/mount-targets?
AccessPointId=AccessPointId&FileSystemId=FileSystemId&Marker=Marker&MaxItems=MaxItems&MountTargetId=Mou
HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
AccessPointId (p. 334)
(オプション) リスト表示するマウントターゲットがあるアクセスポイントの ID。FileSystemId ま
たは MountTargetIdがリクエストに含まれていない場合は、必ずリクエストに含める必要がありま
す。アクセスポイント ID または ARN を入力として受け入れます。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:access-point/fsap[0-9a-f]{8,40}|fsap-[0-9a-f]{8,40})$
FileSystemId (p. 334)
（オプション）マウントターゲットをリストするファイルシステムの ID（文字
列）。AccessPointId または MountTargetIdがリクエストに含まれていない場合は、必ずリクエ
ストに含める必要があります。ファイルシステム ID または ARN を入力として受け入れます。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
Marker (p. 334)
(オプション) 前の DescribeMountTargets オペレーション (文字列)から返された不透明なページ割
りトークン。存在する場合は、前回のコールが中断された場所からリストを続行するように指定しま
す。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: .+
MaxItems (p. 334)
(オプション) 応答で返すマウントターゲットの最大数。現在、この数値は自動的に 10 に設定され、そ
の他の値は無視されます。100 を超えるマウントターゲットがある場合、レスポンスはページあたり
100 でページ割りされます。
有効範囲: 最小値は 1 です。
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MountTargetId (p. 334)
(オプション) 説明するマウントターゲットの ID (文字列)。FileSystemId が含まれていない場合は、
リクエストに含める必要があります。マウントターゲット ID または ARN を入力として受け入れま
す。
長さの制約: 最小長は 13 です。最大長は 45 です。
Pattern: ^fsmt-[0-9a-f]{8,40}$

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"Marker": "string",
"MountTargets": [
{
"AvailabilityZoneId": "string",
"AvailabilityZoneName": "string",
"FileSystemId": "string",
"IpAddress": "string",
"LifeCycleState": "string",
"MountTargetId": "string",
"NetworkInterfaceId": "string",
"OwnerId": "string",
"SubnetId": "string",
"VpcId": "string"
}
],
"NextMarker": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Marker (p. 335)
リクエストに Marker が含まれていた場合、応答はこのフィールドにその値を返します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: .+
MountTargets (p. 335)
ファイルシステムのマウントターゲットを MountTargetDescription オブジェクトの配列として
返します。
Type: 配列の配列MountTargetDescription (p. 393)オブジェクト
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NextMarker (p. 335)
値が存在する場合、返されるマウントターゲットがさらに多くなります。後続のリクエストでは、こ
の値を使ってリクエストに Marker を指定することで、次のマウントターゲットの設定を取得するこ
とができます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: .+

エラー
AccessPointNotFound
指定された AccessPointId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500
MountTargetNotFound
指定された ID のマウントターゲットが発信者の AWS アカウント で見つからない場合に返されま
す。
HTTP ステータスコード: 404

例
ファイル・システム用に作成されたマウント・ターゲットの説明を取得する
次のリクエストは、指定されたファイルシステムに対して作成されたマウントターゲットの説明を取得し
ます。

リクエスト例
GET /2015-02-01/mount-targets?FileSystemId=fs-01234567 HTTP/1.1
Host: elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-date: 20140622T191252Z
Authorization: <...>

336

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
DescribeMountTargets

レスポンス例
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef
Content-Type: application/json
Content-Length: 357
{

}

"MountTargets":[
{
"OwnerId":"251839141158",
"MountTargetId":"fsmt-01234567",
"FileSystemId":"fs-01234567",
"SubnetId":"subnet-01234567",
"LifeCycleState":"added",
"IpAddress":"10.0.2.42",
"NetworkInterfaceId":"eni-1bcb7772"
}
]

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeMountTargetSecurityGroups
マウントターゲットに対して現在有効なセキュリティグループを返します。このオペレーションには、マ
ウントターゲットのネットワークインターフェースが作成されており、マウントターゲットのライフサイ
クル状態が deleted でないことが必要です。
このオペレーションには、次のアクションに対する許可が必要です。
• マウントターゲットのファイルシステム上での
elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups アクション。
• マウントターゲットのネットワークインターフェース上でのに
ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute アクション。

リクエストの構文
GET /2015-02-01/mount-targets/MountTargetId/security-groups HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
MountTargetId (p. 338)
取得するセキュリティグループがあるマウントターゲットの ID。
長さの制約: 最小長は 13 です｡ 最大長は 45 です。
パターン: ^fsmt-[0-9a-f]{8,40}$
必須: はい

リクエスト本文
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
}

"SecurityGroups": [ "string" ]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
SecurityGroups (p. 338)
セキュリティグループの配列。
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Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 100 項目です。
長さの制約: 最小長は 11 です｡ 最大長は 43 です。
パターン: ^sg-[0-9a-f]{8,40}

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
IncorrectMountTargetState
マウントターゲットがオペレーションで正しい状態でない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 409
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500
MountTargetNotFound
指定された ID のマウントターゲットが発信者の AWS アカウント で見つからない場合に返されま
す。
HTTP ステータスコード: 404

例
ファイルシステムに有効なセキュリティグループを取得
次の例では、マウントターゲットに関連付けられたネットワーク インターフェイスに有効なセキュリティ
グループを取得します。

リクエスト例
GET /2015-02-01/mount-targets/fsmt-9a13661e/security-groups HTTP/1.1
Host: elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-date: 20140620T223513Z
Authorization: <...>

レスポンス例
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef
Content-Length: 57
{
"SecurityGroups" : [
"sg-188d9f74"
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]
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeReplicationConfigurations
特定のファイルシステムに関するレプリケーション構成を取得します。ファイルシステムが指定されてい
ない場合は、すべてのレプリケーション構成がAWS アカウントでAWS リージョンが取得されます。

リクエストの構文
GET /2015-02-01/file-systems/replication-configurations?
FileSystemId=FileSystemId&MaxResults=MaxResults&NextToken=NextToken HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FileSystemId (p. 341)
特定のファイルシステムのレプリケーション構成を取得するには、そのファイルシステム ID を指定し
ます。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
MaxResults (p. 341)
(オプション) レスポンスで返されるオブジェクトの数を制限するには、MaxItemsパラメータ。デ
フォルト値は 100 です。
有効範囲: 最小値は 1 です。
NextToken (p. 341)
NextToken は応答がページ割りされている場合に存在します。次を使用できます。NextToken後続
のリクエストで、次のページの出力を取得します。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: .+

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"NextToken": "string",
"Replications": [
{
"CreationTime": number,
"Destinations": [
{
"FileSystemId": "string",
"LastReplicatedTimestamp": number,
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"Region": "string",
"Status": "string"

}

]

}

}
],
"OriginalSourceFileSystemArn": "string",
"SourceFileSystemArn": "string",
"SourceFileSystemId": "string",
"SourceFileSystemRegion": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
NextToken (p. 341)
♪NextToken後続のリクエストで、追加の説明をフェッチします。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: .+
Replications (p. 341)
返されるレプリケーション構成のコレクション。
Type: の配列ReplicationConfigurationDescription (p. 397)オブジェクト

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500
ReplicationNotFound
指定されたファイルシステムにレプリケーション構成がない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
ValidationException
AWS Backup のサービスがリクエストされた AWS リージョンで利用できない場合に返却されます。
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HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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DescribeTags
Note
非推奨-DescribeTagsアクションは非推奨であり、維持されません。EFS リソースに関連付け
られているタグを表示するには、ListTagsForResourceAPI アクション。
ファイルシステムに関連付けられたタグを返します。1回の DescribeTags コールの応答で返されるタグ
の順序と、複数回のコールの反復（ページ割りを使用する場合）の応答全体で返されるタグの順序は、指
定されていません。
このオペレーションには、elasticfilesystem:DescribeTags アクションに対する許可が必要です。

リクエストの構文
GET /2015-02-01/tags/FileSystemId/?Marker=Marker&MaxItems=MaxItems HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FileSystemId (p. 344)
取得するタグセットが付けられたファイルシステムの ID。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
必須: はい
Marker (p. 344)
(オプション) 前の DescribeTags オペレーション (文字列)から返された不透明ページ割りトークン。
存在する場合は、前のコールが中断された場所からリストを続行するように指定します。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: .+
MaxItems (p. 344)
(オプション) レスポンスで返すファイル システムタグの最大数。現在、この数値は自動的に 100 に設
定され、その他の値は無視されます。100 を超えるタグがある場合、レスポンスはページあたり 100
でページ割りされます。
有効範囲: 最小値は 1 です。

リクエスト本文
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
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{

}

"Marker": "string",
"NextMarker": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Marker (p. 344)
リクエストにMarkerが含まれている場合、応答はこのフィールドにその値を返します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: .+
NextMarker (p. 344)
値が存在する場合、返されるタグがさらに多くなります。次のリクエストでは、Marker パラメータ
の値として NextMarker の値を指定することで、次のタグ設定を取得することができます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: .+
Tags (p. 344)
ファイルシステムに関連付けられたタグを Tag オブジェクトの配列として返します。。
Type: 配列のTag (p. 401)オブジェクト

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
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HTTP ステータスコード: 500

例
ファイルシステムに関連付けられているタグの取得
次のリクエストは、指定されたファイルシステムに関連付けられたタグ（キーバリューのペア）を取得し
ます。

リクエスト例
GET /2015-02-01/tags/fs-01234567/ HTTP/1.1
Host: elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-date: 20140620T215404Z
Authorization: <...>

レスポンス例
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef
Content-Type: application/json
Content-Length: 288
{

"Tags":[
{
},
{
},
{

}

]

}

"Key":"Name",
"Value":"my first file system"
"Key":"Fleet",
"Value":"Development"
"Key":"Developer",
"Value":"Alice"

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
•
•
•
•

AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby v3
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ListTagsForResource
最上位の EFS リソースのすべてのタグをリスト表示します。タグを取得するリソースの ID を入力する必
要があります。
このオペレーションには、elasticfilesystem:DescribeAccessPoints アクションに対する許可が
必要です。

リクエストの構文
GET /2015-02-01/resource-tags/ResourceId?MaxResults=MaxResults&NextToken=NextToken HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
MaxResults (p. 347)
（オプション）レスポンスで返すタグオブジェクトの最大数を指定します。デフォルト値は 100 で
す。
有効範囲: 最小値は 1 です。
NextToken (p. 347)
(オプション）応答のペイロードがページ割りされている場合、次のリクエストで NextToken を使用
して、アクセスポイントの説明の次のページをフェッチできます。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: .+
ResourceId (p. 347)
タグを取得する EFS リソースを指定します。この API エンドポイントを使用して、EFS ファイルシ
ステムおよびアクセスポイントのタグを取得できます。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:(access-point/fsap|
file-system/fs)-[0-9a-f]{8,40}|fs(ap)?-[0-9a-f]{8,40})$
必須: はい

リクエスト本文
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"NextToken": "string",
"Tags": [
{
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}

]

}

"Key": "string",
"Value": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
NextToken (p. 347)
NextToken はレスポンスペイロードがページ割りされている場合に存在します。後続のリクエスト
で NextToken を使うと、次のページのアクセスポイントの説明をフェッチすることができます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: .+
Tags (p. 347)
指定された EFS リソースのタグの配列。
Type: 配列配列Tag (p. 401)オブジェクト

エラー
AccessPointNotFound
指定された AccessPointId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
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• AWS SDK for .NET
•
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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ModifyMountTargetSecurityGroups
マウントターゲットに対して有効なセキュリティグループの設定を変更します。
マウントターゲットを作成すると、Amazon EFS によって新しいネットワーク インターフェイスも作成
されます。詳細については、「CreateMountTarget (p. 288)」を参照してください。このオペレーション
では、マウントターゲットに関連するネットワークインターフェースに有効なセキュリティグループを、
リクエストで指定された SecurityGroups に置き換えます。このオペレーションには、マウントター
ゲットのネットワークインターフェースが作成されており、マウントターゲットのライフサイクル状態が
deleted でないことが必要です。
このオペレーションには、次のアクションに対する許可が必要です。
• マウントターゲットのファイルシステム上での
elasticfilesystem:ModifyMountTargetSecurityGroups アクション。
• マウントターゲットのネットワークインターフェース上でのに
ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute アクション。

リクエストの構文
PUT /2015-02-01/mount-targets/MountTargetId/security-groups HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"SecurityGroups": [ "string" ]

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
MountTargetId (p. 350)
変更するセキュリティグループがあるマウントターゲットの ID。
長さの制約: 最小長は 13 です｡ 最大長は 45 です。
パターン: ^fsmt-[0-9a-f]{8,40}$
必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
SecurityGroups (p. 350)
最大 5 つの VPC セキュリティグループ IDの配列。
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最大数は 100 項目です。
長さの制約: 最小長は 11 です｡ 最大長は 43 です。
パターン: ^sg-[0-9a-f]{8,40}
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必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 204

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
IncorrectMountTargetState
マウントターゲットがオペレーションで正しい状態でない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 409
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500
MountTargetNotFound
指定された ID のマウントターゲットが発信者の AWS アカウント で見つからない場合に返されま
す。
HTTP ステータスコード: 404
SecurityGroupLimitExceeded
リクエストで指定された SecurityGroups のサイズが 5 より大きい場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
SecurityGroupNotFound
指定したセキュリティグループの 1 つがサブネットの仮想プライベートクラウド (VPC) に存在しない
場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400

例
マウントターゲットのセキュリティグループを置き換える
次の例では、マウントターゲットに関連付けられたネットワーク インターフェイスに有効なセキュリティ
グループを置き換えます。
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リクエスト例
PUT /2015-02-01/mount-targets/fsmt-9a13661e/security-groups HTTP/1.1
Host: elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-date: 20140620T223446Z
Authorization: <...>
Content-Type: application/json
Content-Length: 57
{

}

"SecurityGroups" : [
"sg-188d9f74"
]

レスポンス例
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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PutAccountPreferences
この操作を使用して、現在のアカウントプリファレンスを設定します。AWS リージョン新規に作成する
EFS ファイルシステムやマウントターゲットリソースに、長い 17 文字（63 ビット）または短い 8 文字
（32 ビット）のリソース ID を使用するように設定します。既存のリソース ID はすべて、変更の影響を受
けません。EFS が長いリソース ID に移行するときに、オプトイン期間中に ID プリファレンスを設定でき
ます。詳細については、「Amazon EFS リソース ID の管理」を参照してください。

Note
2021 年 10 月以降、8 文字形式のリソース ID を使用するようにアカウントプリファレンスを設定
しようとすると、エラーが発生します。連絡先AWSエラーが発生し、ファイルシステムおよびマ
ウントターゲットリソースに短い ID を使用する必要がある場合のサポート。

リクエストの構文
PUT /2015-02-01/account-preferences HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"ResourceIdType": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ResourceIdType (p. 353)
ユーザーの AWS アカウント に設定する EFS リソース ID プリファレンスを、現在の AWS リージョ
ン では LONG_ID（17 文字）、SHORT_ID（8 文字）のいずれかで指定します。

Note
2021 年 10 月以降、アカウントプリファレンスをに設定するとエラーが発生しま
す。SHORT_ID。連絡先AWSエラーが発生し、ファイルシステムおよびマウントターゲット
リソースに短い ID を使用する必要がある場合のサポート。
Type: 文字列
有効な値: LONG_ID | SHORT_ID
: 必須 はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"ResourceIdPreference": {
"ResourceIdType": "string",
"Resources": [ "string" ]
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}

}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ResourceIdPreference (p. 353)
ユーザーの AWS アカウント に対するリソースタイプとその ID プリファレンスを、現在の AWS リー
ジョン で説明します。
型: ResourceIdPreference (p. 399) オブジェクト

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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PutBackupPolicy
ファイルシステムのバックアップポリシーを更新します。このアクションは、ファイルシステムの自動
バックアップをスタートまたは停止するために使用します。

リクエストの構文
PUT /2015-02-01/file-systems/FileSystemId/backup-policy HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"BackupPolicy": {
"Status": "string"
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FileSystemId (p. 355)
バックアップポリシーを更新する EFS ファイルシステムを指定します。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
: 必須 はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
BackupPolicy (p. 355)
PutBackupPolicy リクエストに含まれるバックアップポリシー。
型: BackupPolicy (p. 379) オブジェクト
: 必須 はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"BackupPolicy": {
"Status": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
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サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
BackupPolicy (p. 355)
ファイルシステムのバックアップポリシーについて説明し、自動バックアップをオンにするかオフに
するかを示します。
型: BackupPolicy (p. 379) オブジェクト

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
IncorrectFileSystemLifeCycleState
ファイルシステムのライフサイクル状態が「使用可能」でない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 409
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500
ValidationException
AWS Backup のサービスがリクエストされた AWS リージョンで利用できない場合に返却されます。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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PutFileSystemPolicy
Amazon EFS ファイルシステムに Amazon EFS FileSystemPolicy を適用します。ファイル システ
ムポリシーは IAM リソースベースのポリシーで、複数のポリシーステートメントを含めることができま
す。ファイルシステムは、常に1つのファイルシステムポリシーを持っています。これは、デフォルトポリ
シー、またはこの API オペレーションを使用して設定または更新された明示的なポリシーにすることがで
きます。EFS ファイル システムポリシーには 20,000 文字の制限があります。明示的なポリシーが設定さ
れると、デフォルトポリシーが上書きされます。デフォルトのファイル システムポリシーの詳細について
は、「デフォルトの EFS ファイル システムポリシー」を参照してください。。

Note
EFS ファイル システムポリシーには 20,000 文字の制限があります。
このオペレーションには、elasticfilesystem:PutFileSystemPolicy アクションに対する許可が必
要です。

リクエストの構文
PUT /2015-02-01/file-systems/FileSystemId/policy HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"BypassPolicyLockoutSafetyCheck": boolean,
"Policy": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FileSystemId (p. 357)
FileSystemPolicy の作成または更新を行う EFS ファイルシステムの ID。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
BypassPolicyLockoutSafetyCheck (p. 357)
（任意）をバイパスするかどうかを指定するブール値。FileSystemPolicyロックアウト安
全チェック。ロックアウトセーフティーチェックでは、リクエストに含まれるポリシーによっ
て、リクエストを行っている IAM プリンシパルが今後、リクエストを行わないようにするかどう
かを決定します。PutFileSystemPolicyこのファイルシステムでリクエストを行います。設
定BypassPolicyLockoutSafetyCheckにTrueリクエストを行っているIAM プリンシパルが後続の
リクエストを行わないようにする場合のみです。PutFileSystemPolicyこのファイルシステムでリ
クエストを行います。デフォルト値は False です。
Type: [Boolean] (ブール値)
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必須: いいえ
Policy (p. 357)
作成している FileSystemPolicy。JSON 形式のポリシー定義を受け入れます。EFS ファイル シス
テム ポリシーには 20,000 文字の制限があります。ファイル システム ポリシーを構成する要素の詳細
については、「EFS リソースベースのポリシー」を参照してください。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 20000 です。
パターン: [\s\S]+
必須: はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
}

"FileSystemId": "string",
"Policy": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
FileSystemId (p. 358)
FileSystemPolicy が適用される EFS ファイルシステムを指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
Policy (p. 358)
EFS ファイルシステムの JSON 形式の FileSystemPolicy です。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 20000 です。
パターン: [\s\S]+

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
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HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
IncorrectFileSystemLifeCycleState
ファイルシステムのライフサイクル状態が「使用可能」でない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 409
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidPolicyException
次の場合に返されます。FileSystemPolicyが不正な形式であるり、無効なパラメータ値や必須パラ
メータがないなどのエラーが含まれています。ポリシー ロックアウトセーフティー チェックエラーの
場合に返却されます。
HTTP ステータスコード: 400

例
EFS ファイルシステムポリシーの作成
次のリクエストでは、すべての AWS のプリンシパルが指定された EFS ファイルシステムを、読み取りと
書き込みの権限でマウントできるようにする FileSystemPolicy を作成します。

リクエスト例
PUT /2015-02-01/file-systems/fs-01234567/file-system-policy HTTP/1.1
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientMount",
"elasticfilesystem:ClientWrite"
],
"Principal": {
"AWS": ["*"]
},
}
]
}

レスポンス例
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "1",
"Statement": [
{
"Sid": "efs-statement-abcdef01-1111-bbbb-2222-111122224444",
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"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticfilesystem:ClientMount",
"elasticfilesystem:ClientWrite"
],
"Principal": {
"AWS": ["*"]
},
"Resource":"arn:aws:elasticfilesystem:us-east-1:1111222233334444:file-system/

fs-01234567"
}
]
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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PutLifecycleConfiguration
EFS ライフサイクル管理とインテリジェント階層化を管理するには、この操作を使用します。あ
るLifecycleConfiguration1 つまたは、複数の構成されるLifecyclePolicy次のことを定義するオ
ブジェクト:
• EFS ライフサイクル管理-Amazon EFS がファイルシステム内のファイルを低コストの低頻度アクセス
(IA) ストレージクラスに自動的に移行する。
EFS ライフサイクル管理を有効にするには、次の値を設定します。TransitionToIA使用可能なオプ
ションの 1 つを選択します。
• EFS インテリジェント階層化-Amazon EFS が IA からファイルシステムのプライマリストレージクラス
（標準またはワンゾーンスタンダード）にファイルを自動的に移行する場合。
EFS インテリジェント階層化を有効にするには、TransitionToPrimaryStorageClass の値
をAFTER_1_ACCESS に設定します。。
詳細については、「EFS のライフサイクル管理」を参照してください。
各 Amazon EFS ファイルシステムは、ファイルシステム内のすべてのファイルに適用される 1 つのライ
フサイクル設定をサポートしています。指定されたファイルシステムに LifecycleConfiguration の
オブジェクトがすでに存在する場合、PutLifecycleConfiguration のコールは既存の設定を変更し
ます。あるPutLifecycleConfiguration空で呼び出すLifecyclePoliciesリクエストボディの配列
は、既存のものをすべて削除しますLifecycleConfigurationまた、ファイルシステムのライフサイク
ル管理とインテリジェント階層化をオフにします。
リクエストでは次のようにを指定します。
• ライフサイクル管理とインテリジェント階層化を有効化、無効化、または変更するファイルシステムの
ID。
• あるLifecyclePolicies配列のLifecyclePolicyファイルが IA ストレージに移動されるタイミン
グと、標準ストレージに戻されるタイミングを定義するオブジェクト。

Note
Amazon EFS では、各 LifecyclePolicy オブジェクトが1つのトランジションしかないた
め、LifecyclePolicies 配列は別々の LifecyclePolicy オブジェクトで構成する必要が
あります。詳細については、次のセクションのリクエスト例を参照してください。
このオペレーションには、elasticfilesystem:PutLifecycleConfiguration オペレーションに対
する許可が必要です。
LifecycleConfiguration オブジェクトを暗号化されたファイルシステムに適用するには、暗号化され
たファイルシステムを作成したときと同じ AWS Key Management Service 許可が必要です。

リクエストの構文
PUT /2015-02-01/file-systems/FileSystemId/lifecycle-configuration HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

"LifecyclePolicies": [
{
"TransitionToIA": "string",
"TransitionToPrimaryStorageClass": "string"
}
]
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}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FileSystemId (p. 361)
LifecycleConfiguration オブジェクトを作成するファイルシステムの ID（文字列）。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
必須 はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
LifecyclePolicies (p. 361)
ファイルシステムの LifecycleConfiguration オブジェクトを定義する LifecyclePolicy オブ
ジェクトの配列。あるLifecycleConfigurationオブジェクトは、EFS ライフサイクル管理とEFS
インテリジェント階層化に次のことを通知します。
• ファイルシステム内のファイルをプライマリストレージから IA ストレージクラスに移動するタイミ
ング。
• IA ストレージ内のファイルをプライマリストレージに移動するタイミング。

Note
put-lifecycle-configuration CLI コマンドまたは PutLifecycleConfiguration
API アクションを使用する場合、Amazon EFS では各 LifecyclePolicy オ
ブジェクトに 1 つのトランジションのみが必要です。つまり、リクエスト
本文では、LifecyclePoliciesの配列として構造化されなければならな
いLifecyclePolicyオブジェクト、トランジションごとに 1 つのオブジェク
ト、TransitionToIA,TransitionToPrimaryStorageClass。詳細については、次のセ
クションのリクエスト例を参照してください。
Type: 配列のLifecyclePolicy (p. 392)オブジェクト
配列メンバー: 最大数は 2 項目です。
必須 はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"LifecyclePolicies": [
{
"TransitionToIA": "string",
"TransitionToPrimaryStorageClass": "string"
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}

]

}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
LifecyclePolicies (p. 362)
ライフサイクル管理ポリシーの配列。EFS では、ファイルシステムごとに最大1つのポリシーがサ
ポートされています。
Type: 配列のLifecyclePolicy (p. 392)オブジェクト
配列メンバー: 最大数は 2 項目です。

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
IncorrectFileSystemLifeCycleState
ファイルシステムのライフサイクル状態が「使用可能」でない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 409
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500

例
ライフサイクル設定の作成
次の例では、を作成します。LifecyclePolicyを使用したオブジェク
トPutLifecycleConfigurationaction. この例では、EFS ライフサイクル管理に次のことを指示するラ
イフサイクルポリシーを作成します。
• 過去 30 日間にアクセスされていないファイルシステム内のすべてのファイルを IA ストレージクラスに
移動。
• IA ストレージ内のファイルを最初にアクセスした後、プライマリストレージに移動（Standard または
One Zone Standard）。
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詳細については、「」を参照してください。EFS ストレージクラスそしてEFS ライフサイクル管理とイン
テリジェント階層化。

リクエスト例
PUT /2015-02-01/file-systems/fs-0123456789abcdefb/lifecycle-configuration HTTP/1.1
Host: elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-date: 20181122T232908Z
Authorization: <...>
Content-type: application/json
Content-Length: 86
{

}

"LifecyclePolicies": [
{
"TransitionToIA": "AFTER_60_DAYS"
},
{
"TransitionToPrimaryStorage": "AFTER_1_ACCESS"
}
]

レスポンス例
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef
Content-type: application/json
Content-Length: 86
{

}

"LifecyclePolicies": [
{
"TransitionToIA": "AFTER_60_DAYS"
},
{
"TransitionToPrimaryStorage": "AFTER_1_ACCESS"
}
]

ライフサイクル設定 CLI リクエストの例
この例では、PutLifecycleConfiguration の使い方の一例を示します。

リクエスト例
aws efs put-lifecycle-configuration \
--file-system-id fs-0123456789abcdefb \
--lifecycle-policies "[{"TransitionToIA":"AFTER_30_DAYS"},
{"TransitionToPrimaryStorageClass":"AFTER_1_ACCESS"}]"
--region us-west-2 \
--profile adminuser

レスポンス例
{

"LifecyclePolicies": [
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{
},
{

}

]

}

"TransitionToIA": "AFTER_30_DAYS"
"TransitionToPrimaryStorageClass": "AFTER_1_ACCESS"

ライフサイクル管理の無効化
次の例では、指定したファイルシステムのライフサイクル管理を無効にします。

リクエスト例
PUT /2015-02-01/file-systems/fs-01234567/lifecycle-configuration HTTP/1.1
Host: elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-date: 20181122T232908Z
Authorization: <...>
Content-type: application/json
Content-Length: 86
{
}

"LifecyclePolicies": [ ]

レスポンス例
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef
Content-type: application/json
Content-Length: 86
{
}

"LifecyclePolicies": [ ]

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWSSDK for Java V2

•
•
•
•

AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby v3
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TagResource
EFS リソースのタグの作成。この API オペレーションを使用して、EFS ファイルシステムおよびアクセス
ポイントのタグを作成できます。
このオペレーションには、elasticfilesystem:TagResource アクションに対する許可が必要です。

リクエストの構文
POST /2015-02-01/resource-tags/ResourceId HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
ResourceId (p. 366)
タグを作成する EFS リソースを指定する ID。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:(access-point/fsap|
file-system/fs)-[0-9a-f]{8,40}|fs(ap)?-[0-9a-f]{8,40})$
必須 はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Tags (p. 366)
追加する Tag オブジェクトの配列。各 Tag オブジェクトタグはキーバリューのペアです。
Type: 配列複数Tag (p. 401)オブジェクト
必須 はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。
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エラー
AccessPointNotFound
指定された AccessPointId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500

例
ファイルシステム上でのタグの作成
次のリクエストは、指定されたファイルシステムに 3 つのタグ（"key1","key2",および "key3"）を作
成します。

リクエスト例
POST /2015-02-01/tag-resource/fs-01234567 HTTP/1.1
Host: elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-date: 20140620T221118Z
Authorization: <...>
Content-Type: application/json
Content-Length: 160
{

}

"Tags": [
{
"Key": "key1",
"Value": "value1"
},
{
"Key": "key2",
"Value": "value2"
},
{
"Key": "key3",
"Value": "value3"
}
]

レスポンス例
HTTP/1.1 204 no content
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x-amzn-RequestId: 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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UntagResource
EFS リソースからタグを削除します この API オペレーションを使用して、EFS ファイルシステムおよび
アクセスポイントからタグを削除できます。
このオペレーションには、elasticfilesystem:UntagResource アクションに対する許可が必要で
す。

リクエストの構文
DELETE /2015-02-01/resource-tags/ResourceId?tagKeys=TagKeys HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
ResourceId (p. 369)
タグを削除する EFS リソースを指定します。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:(access-point/fsap|
file-system/fs)-[0-9a-f]{8,40}|fs(ap)?-[0-9a-f]{8,40})$
必須: はい
TagKeys (p. 369)
指定された EFS リソースから削除するキーバリュー タグペアのキー。
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: ^(?![aA]{1}[wW]{1}[sS]{1}:)([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]+)$
必須: はい

リクエスト本文
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
AccessPointNotFound
指定された AccessPointId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
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HTTP ステータスコード: 404
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby v3
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UpdateFileSystem
スループットモード、または既存のファイルシステムのプロビジョニングされたスループットの量を更新
します。

リクエストの構文
PUT /2015-02-01/file-systems/FileSystemId HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"ProvisionedThroughputInMibps": number,
"ThroughputMode": "string"

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。
FileSystemId (p. 371)
更新するファイル システムの ID。
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
: 必須 はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ProvisionedThroughputInMibps (p. 371)
（オプション）ファイルシステムのプロビジョニングされたスループットの量をMiB/sで設定します。
有効な値は、1～1024 です。スループットモードをプロビジョニング済みに変更する場合は、プロ
ビジョニングされたスループットの量も指定する必要があります。更新時に ThroughputMode が
provisioned に変更された場合は必須です。
Type: Double
有効範囲: 最小値は 1.0 です。
: 必須 いいえ
ThroughputMode (p. 371)
（オプション）ファイル システムのスループットモードを更新します。スループットモードを更新し
ない場合は、リクエストでこの値を指定する必要はありません。ThroughputMode を provisioned
に変更する場合、ProvisionedThroughputInMibps の値も設定する必要があります。
Type: 文字列
有効な値: bursting | provisioned
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: 必須 いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 202
Content-type: application/json
{

}

"AvailabilityZoneId": "string",
"AvailabilityZoneName": "string",
"CreationTime": number,
"CreationToken": "string",
"Encrypted": boolean,
"FileSystemArn": "string",
"FileSystemId": "string",
"KmsKeyId": "string",
"LifeCycleState": "string",
"Name": "string",
"NumberOfMountTargets": number,
"OwnerId": "string",
"PerformanceMode": "string",
"ProvisionedThroughputInMibps": number,
"SizeInBytes": {
"Timestamp": number,
"Value": number,
"ValueInIA": number,
"ValueInStandard": number
},
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"ThroughputMode": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、HTTP 202 レスポンスが返されます。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
AvailabilityZoneId (p. 372)
ファイルシステムの 1 ゾーンストレージクラスが存在するアベイラビリティーゾーンの一意で一貫性
のある識別子。たとえば、use1-az1 は us-east-1 AWS リージョン のアベイラビリティーゾーン ID
であり、すべての AWS アカウント で同じ場所を示します。
Type: 文字列
AvailabilityZoneName (p. 372)
ファイルシステムが配置されている AWS アベイラビリティーゾーンについて説明します。これは、1
ゾーンのストレージクラスを使用しているファイルシステムでのみ有効です。詳細については、
『Amazon EFS ユーザーガイド』の「EFS ストレージクラスの使用」を参照してください。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: .+
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CreationTime (p. 372)
ファイルシステムが作成された時間 (秒単位) (1970-01-01T00:00:00Z から)。
Type: タイムスタンプ
CreationToken (p. 372)
リクエストで指定された不透明な文字列。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: .+
Encrypted (p. 372)
true の場合はファイルシステムの暗号化を示すブール値。
Type: [Boolean] (ブール値)
FileSystemArn (p. 372)
EFS ファイルシステムの Amazon リソースネーム (ARN)、フォーマット
arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-system-id 。
サンプルデータの例:arn:aws:elasticfilesystem:us-west-2:1111333322228888:filesystem/fs-01234567
Type: 文字列
FileSystemId (p. 372)
Amazon EFS によって割り当てられたファイルシステムの ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
KmsKeyId (p. 372)
のIDAWS KMS key暗号化されたファイルシステムの保護に使用されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^([0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}|mrk[0-9a-f]{32}|alias/[a-zA-Z0-9/_-]+|(arn:aws[-a-z]*:kms:[a-z0-9-]+:\d{12}:
((key/[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12})|(key/
mrk-[0-9a-f]{32})|(alias/[a-zA-Z0-9/_-]+))))$
LifeCycleState (p. 372)
ファイルシステムのライフサイクルフェーズ。
Type: 文字列
有効な値: creating | available | updating | deleting | deleted | error
Name (p. 372)
Name タグを含むタグをファイルシステムに追加することができます。詳細については、
「CreateFileSystem (p. 277)」を参照してください。ファイルシステムに Name タグがある場
合、Amazon EFS はこのフィールドの値を返します。
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Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
NumberOfMountTargets (p. 372)
ファイルシステムが持つ現在のマウントターゲットの数。詳細については、
「CreateMountTarget (p. 288)」を参照してください。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 0 です。
OwnerId (p. 372)
ファイルシステムを作成した AWS アカウント。ファイルシステムが IAM ユーザーによって作成され
た場合、ユーザーが属する親アカウントが所有者です。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 14 です。
パターン: ^(\d{12})|(\d{4}-\d{4}-\d{4})$
PerformanceMode (p. 372)
ファイル システムのパフォーマンス モード。
Type: 文字列
有効な値: generalPurpose | maxIO
ProvisionedThroughputInMibps (p. 372)
ファイルシステムのプロビジョニングされたスループットの量を MiB/s で表したも
の。ThroughputMode を provisioned に設定したファイルシステムで有効です。
Type: Double
有効範囲: 最小値は 1.0 です。
SizeInBytes (p. 372)
ファイルシステムに保存されているデータの最新の既知の計測サイズ（バイト単位）を Value
のフィールドに、そのサイズが決定された時刻を Timestamp のフィールドに入力していま
す。Timestamp 値は、1970-01-01T00:00:00Z 以降の整数秒数です。SizeInBytes値は、ファイル
システムの一貫したスナップショットのサイズを表すものではありませんが、ファイルシステムへの
書き込みがない場合に結果整合性があります。つまり、SizeInBytesは、ファイルシステムが 2 時
間以上変更されていない場合のみ、実際のサイズを表します。それ以外の場合、値はファイルシステ
ムの特定の時点での正確なサイズではありません。
型: FileSystemSize (p. 390) オブジェクト
Tags (p. 372)
ファイルシステムに関連するタグで、Tag のオブジェクトの配列として表示されます。
Type: の配列Tag (p. 401)オブジェクト
ThroughputMode (p. 372)
ファイルシステムのスループットモードを表示します。詳細については、『Amazon EFS ユーザーガ
イド』の「スループットモード」を参照してください。
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Type: 文字列
有効な値: bursting | provisioned

エラー
BadRequest
リクエストの形式が正しくない場合や、無効なパラメータ値や必須パラメータがないなどのエラーが
含まれている場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
FileSystemNotFound
指定された FileSystemId 値がリクエスタの AWS アカウント に存在しない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 404
IncorrectFileSystemLifeCycleState
ファイルシステムのライフサイクル状態が「使用可能」でない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 409
InsufficientThroughputCapacity
追加のスループットをプロビジョニングするのに十分な容量がない場合に返されます。この値は、プ
ロビジョニングされたスループットモードでファイルシステムを作成しようとしたとき、既存のファ
イルシステムのプロビジョニングされたスループットを上げようとしたとき、または既存のファイル
システムをバーストスループットからプロビジョニングされたスループットモードに変更しようとし
たときに返されることがあります。後ほどもう一度試してください。
HTTP ステータスコード: 503
InternalServerError
サーバー側でエラーが発生した場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 500
ThroughputLimitExceeded
スループット制限の 1024 MiB/s に達したため、スループットモードまたはプロビジョニングされたス
ループットの量を変更できない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequests
スループットモードを変更するか、プロビジョニングされたスループット値を減らす前に 24 時間以
上待たない場合に返されます。
HTTP ステータスコード: 429

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
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• AWS SDK for Go
•
•
•
•
•

AWSSDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby v3

データ型
以下のデータ型がサポートされています。
• AccessPointDescription (p. 377)
• BackupPolicy (p. 379)
• CreationInfo (p. 380)
• Destination (p. 382)
• DestinationToCreate (p. 384)
• FileSystemDescription (p. 386)
• FileSystemSize (p. 390)
• LifecyclePolicy (p. 392)
• MountTargetDescription (p. 393)
• PosixUser (p. 396)
• ReplicationConfigurationDescription (p. 397)
• ResourceIdPreference (p. 399)
• RootDirectory (p. 400)
• Tag (p. 401)
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AccessPointDescription
EFS ファイル システムアクセスポイントについて説明します。

内容
AccessPointArn
アクセスポイントに関連付けられている一意の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:access-point/fsap[0-9a-f]{8,40}$
: 必須 いいえ
AccessPointId
Amazon EFS によって割り当てられたアクセスポイントの ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:access-point/fsap[0-9a-f]{8,40}|fsap-[0-9a-f]{8,40})$
: 必須 いいえ
ClientToken
べき等の作成を保証するためにリクエストで指定された不透明な文字列。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: .+
: 必須 いいえ
FileSystemId
アクセスポイントが適用される EFS ファイルシステムの ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
: 必須 いいえ
LifeCycleState
アクセスポイントのライフサイクルフェーズを識別します。
Type: 文字列

377

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
AccessPointDescription

有効な値: creating | available | updating | deleting | deleted | error
: 必須 いいえ
Name
このアクセスポイントの名前。これは、Name タグの値です。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
OwnerId
アクセス ポイントリソースを所有する AWS アカウント を識別します。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 14 です。
パターン: ^(\d{12})|(\d{4}-\d{4}-\d{4})$
: 必須 いいえ
PosixUser
アクセスポイント上の、ユーザー ID、グループ ID、およびセカンダリグループ ID を含む完全な
POSIX アイデンティティ。アクセスポイントを使用する NFS クライアントによるすべてのファイル
オペレーションに使用されます。
型: PosixUser (p. 396) オブジェクト
: 必須 いいえ
RootDirectory
アクセスポイントが、アクセスポイントを使用する NFS クライアントにルートディレクトリとして公
開する Amazon EFS ファイルシステム上のディレクトリ。
型: RootDirectory (p. 400) オブジェクト
: 必須 いいえ
Tags
アクセスポイントに関連付けられたタグ。タグオブジェクトの配列として表示されます。
Type: 配列配列Tag (p. 401)オブジェクト
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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BackupPolicy
毎日の自動バックアップを作成するために使用されるファイルシステムのバックアップポリシー。ステー
タスの値が ENABLED の場合、ファイルシステムは自動的にバックアップされます。詳細については、
「自動バックアップ」を参照してください。

内容
Status
ファイルシステムの バックアップ ポリシーの状態を説明します。
• ENABLED -EFS はファイルシステムを自動的にバックアップします。
• ENABLING - EFSはファイルシステムの自動バックアップをオンにします。
• DISABLED -ファイルシステムの自動バックアップがオフになっています。
• DISABLING - EFS は ファイルシステムの自動バックアップをオフにします。
Type: 文字列
有効な値: ENABLED | ENABLING | DISABLED | DISABLING
必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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CreationInfo
指定した RootDirectory > Path が存在しない場合は必須です。アクセスポイントの RootDirectory
> Path に適用する POSIX ID とアクセス許可を指定します。アクセスポイントのルートディレクトリが存
在しない場合、クライアントがアクセスポイントに接続すると EFS はこれらの設定を使用して作成しま
す。CreationInfo を指定する場合は、すべてのプロパティの値を含める必要があります。
Amazon EFS では、CreationInfo を指定した場合にのみ、ルートディレクトリが作成されま
す。OwnUid、OwnGID、ディレクトリのアクセス許可。この情報を指定しない場合、Amazon EFS はルー
トディレクトリを作成しません。ルートディレクトリが存在しない場合に、アクセスポイントを使用して
マウントしようとすると、失敗します。

Important
CreationInfo を指定せず、指定した RootDirectory が存在しない場合、アクセスポイント
を使用してファイルシステムをマウントしようとすると失敗します。

内容
OwnerGid
RootDirectory に適用する POSIX グループ ID を指定します。0 から 2^32 (4294967295) までの値
を受け入れます。
Type: Long
有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 4294967295 です。
必須: はい
OwnerUid
RootDirectory に適用する POSIX ユーザー ID を指定します。0 から 2^32 (4294967295) までの値
を受け入れます。
Type: Long
有効範囲: 最小値は 0 です。最大値は 4294967295 です。
必須: はい
Permissions
RootDirectory に適用する POSIX アクセス許可を、ファイルのモードビットを表す 8 進数の形式
で指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 3 です。最大長は 4 です。
パターン: ^[0-7]{3,4}$
必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
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• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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Destination
レプリケーション構成内のデスティネーションファイルシステムについて説明します。

内容
FileSystemId
送信先の Amazon EFS ファイルシステムの ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
必須 はい
LastReplicatedTimestamp
デスティネーション・ファイルシステム上で最新の同期が正常に完了した時刻。この時間より前に発
生したソース・ファイルシステム上のデータに対する変更は、デスティネーション・ファイルシステ
ムに正常にレプリケートされています。この時間以降に発生した変更は、完全にレプリケートされな
い可能性があります。
Type: タイムスタンプ
必須 いいえ
Region
-AWS リージョン同期先ファイルシステムがある場所。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: ^[a-z]{2}-((iso[a-z]{0,1}-)|(gov-)){0,1}[a-z]+-{0,1}[0-9]{0,1}$
必須 はい
Status
送信先の Amazon EFS ファイルシステムのステータスを説明します。ステータスがの場合ERRORレプ
リケーション構成内のターゲットファイルシステムは障害状態にあり、リカバリできません。ファイ
ルシステムデータにアクセスするには、障害ファイルシステムのバックアップを新しいファイルシス
テムに復元します。
Type: 文字列
有効な値: ENABLED | ENABLING | DELETING | ERROR
必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
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• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3

383

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
DestinationToCreate

DestinationToCreate
レプリケーション構成で作成するデスティネーション・ファイル・システムについて説明します。

内容
AvailabilityZoneName
EFS 1 ゾーンストレージを使用するファイルシステムを作成するには、送信先ファイルシステムを作
成するアベイラビリティーゾーンの名前を指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: .+
必須 いいえ
KmsKeyId
を指定します。AWS Key Management Service(AWS KMS) 送信先ファイルシステムの暗号化に使用
するキー。KMS キーを指定しない場合、Amazon EFS は Amazon EFS 用のデフォルト KMS キーを
使用します。/aws/elasticfilesystem。この ID は以下のいずれかの形式になります。
• キー ID-キーの一意の識別子 (例:)1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab。
• ARN-キーの Amazon リソースネーム (ARN) (例:)arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab。
• キーエイリアス - 前に作成したキーの表示名 (例: alias/projectKey1)。
• キーエイリアス ARN-キーエイリアスの ARN (例:)arn:aws:kms:uswest-2:444455556666:alias/projectKey1。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^([0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}|mrk[0-9a-f]{32}|alias/[a-zA-Z0-9/_-]+|(arn:aws[-a-z]*:kms:[a-z0-9-]+:\d{12}:
((key/[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12})|(key/
mrk-[0-9a-f]{32})|(alias/[a-zA-Z0-9/_-]+))))$
必須 いいえ
Region
リージョンストレージを使用するファイルシステムを作成するには、AWS リージョンこの場所で、移
行先ファイルシステムを作成します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: ^[a-z]{2}-((iso[a-z]{0,1}-)|(gov-)){0,1}[a-z]+-{0,1}[0-9]{0,1}$
必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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FileSystemDescription
ファイルシステムの説明。

内容
AvailabilityZoneId
ファイルシステムの 1 ゾーンストレージクラスが存在するアベイラビリティーゾーンの一意で一貫性
のある識別子。たとえば、use1-az1 は us-east-1 AWS リージョン のアベイラビリティーゾーン ID
であり、すべての AWS アカウント で同じ場所を示します。
Type: 文字列
: 必須 いいえ
AvailabilityZoneName
ファイルシステムが配置されている AWS アベイラビリティーゾーンについて説明します。これは、1
ゾーンのストレージクラスを使用しているファイルシステムでのみ有効です。詳細については、
『Amazon EFS ユーザーガイド』の「EFS ストレージクラスの使用」を参照してください。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: .+
: 必須 いいえ
CreationTime
ファイルシステムが作成された時間 (秒単位) (1970-01-01T00:00:00Z 以降)。
Type: タイムスタンプ
: 必須 はい
CreationToken
リクエストで指定された不透明な文字列。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: .+
: 必須 はい
Encrypted
true の場合はファイルシステムの暗号化を示すブール値。
Type: [Boolean] (ブール値)
: 必須 いいえ
FileSystemArn
EFS ファイルシステムの Amazon リソースネーム (ARN)、フォーマット
arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-system-id 。
サンプルデータの例:arn:aws:elasticfilesystem:us-west-2:1111333322228888:filesystem/fs-01234567
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Type: 文字列
: 必須 いいえ
FileSystemId
Amazon EFS によって割り当てられたファイルシステムの ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
: 必須 はい
KmsKeyId
のIDAWS KMS key暗号化されたファイルシステムの保護に使用される。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^([0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}|mrk[0-9a-f]{32}|alias/[a-zA-Z0-9/_-]+|(arn:aws[-a-z]*:kms:[a-z0-9-]+:\d{12}:
((key/[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12})|(key/
mrk-[0-9a-f]{32})|(alias/[a-zA-Z0-9/_-]+))))$
: 必須 いいえ
LifeCycleState
ファイルシステムのライフサイクルフェーズ。
Type: 文字列
有効な値: creating | available | updating | deleting | deleted | error
: 必須 はい
Name
ファイルシステムには、Name タグをはじめとするタグを追加することができます。詳細について
は、「CreateFileSystem (p. 277)」を参照してください。ファイルシステムに Name タグがある場
合、Amazon EFS はこのフィールドの値を返します。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
: 必須 いいえ
NumberOfMountTargets
ファイル・システムが持つ現在のマウント・ターゲットの数。詳細については、
「CreateMountTarget (p. 288)」を参照してください。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 0 です。
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: 必須 はい
OwnerId
ファイルシステムを作成した AWS アカウント。ファイルシステムが IAM ユーザーによって作成され
た場合、ユーザーが属する親アカウントが所有者です。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 14 です。
パターン: ^(\d{12})|(\d{4}-\d{4}-\d{4})$
: 必須 はい
PerformanceMode
ファイル システムのパフォーマンス モード。
Type: 文字列
有効な値: generalPurpose | maxIO
: 必須 はい
ProvisionedThroughputInMibps
ファイルシステムのプロビジョニングされたスループットの量をMiB/sで表したも
の。ThroughputMode を provisioned に設定したファイルシステムで有効です。
Type: Double
有効範囲: 最小値は 1.0 です。
: 必須 いいえ
SizeInBytes
ファイルシステムに保存されているデータの最新の既知の計測サイズ（バイト単位）を Value
のフィールドに、そのサイズが決定された時刻を Timestamp のフィールドに入力していま
す。Timestamp 値は、1970-01-01T00:00:00Z 以降の整数秒数です。SizeInBytes値は、ファイル
システムの一貫したスナップショットのサイズを表すものではありませんが、ファイルシステムへの
書き込みがない場合に結果整合性があります。つまり、SizeInBytesは、ファイルシステムが 2 時
間以上変更されていない場合のみ、実際のサイズを表します。それ以外の場合、値はファイルシステ
ムの特定の時点での正確なサイズではありません。
型: FileSystemSize (p. 390) オブジェクト
: 必須 はい
Tags
ファイルシステムに関連するタグで、Tag オブジェクトの配列として表示されます。
Type: 配列のTag (p. 401)オブジェクト
: 必須 はい
ThroughputMode
ファイルシステムのスループットモードを表示します。詳細については、『Amazon EFS ユーザーガ
イド』の「スループットモード」を参照してください。
Type: 文字列
有効な値: bursting | provisioned
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: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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FileSystemSize
ファイル・システムに格納されているデータの最新の既知のメーター・サイズ（バイト単
位）。Valueフィールド、およびそのサイズがその中で決定された時刻Timestampフィールド。この値
は、ファイルシステムの一貫したスナップショットのサイズを表すものではありませんが、ファイルシス
テムへの書き込みがない際に結果整合性があります。つまり、この値は実際のサイズを表し、ファイルシ
ステムが数時間以上変更されない場合のみです。それ以外の場合、値は必ずしもファイルシステムの特定
の時点での正確なサイズではありません。

内容
Timestamp
Value フィールドで返されたデータのサイズが決定された時間です。値は、1970-01-01T00:00:00Z
以降の整数秒数です。
Type: タイムスタンプ
: 必須 いいえ
Value
ファイルシステムに保存されているデータの最新の既知の従量制サイズ (バイト単位)。
Type: Long
値の範囲: 最小値は 0 です。
: 必須 はい
ValueInIA
低頻度アクセス ストレージクラスに保存されているデータの最新の既知の従量制サイズ (バイト単
位)。
Type: Long
値の範囲: 最小値は 0 です。
: 必須 いいえ
ValueInStandard
スタンダード ストレージクラスに保存されているデータの最新の既知の計測されたサイズ (バイト単
位)。
Type: Long
値の範囲: 最小値は 0 です。
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
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• AWS SDK for Ruby v3
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LifecyclePolicy
ファイルシステムの低頻度アクセス (IA) ストレージクラスにファイルを移行するタイミングを指定する
EFS ライフサイクル管理と EFS インテリジェント階層化で使用されるポリシーについて説明します。詳
細については、「EFS インテリジェント階層化と EFS ライフサイクル管理」を参照してください。

Note
put-lifecycle-configuration CLIコマンドまたは PutLifecycleConfiguration
APIアクションを使用する場合、Amazon EFSは各オブジェクトが単一のトランジション
のみが必要です。つまり、リクエスト本文ではLifecyclePoliciesの配列として構造化
されなければならないLifecyclePolicyオブジェクト、トランジションごとに 1 つのオ
ブジェクト、TransitionToIA,TransitionToPrimaryStorageClass。詳細について
は、PutLifecycleConfiguration (p. 361) の「リクエスト例」を参照してください。

内容
TransitionToIA
ファイルがアクセスされていない期間を示し、その後、ファイルは IA ストレージに移行します。ディ
レクトリの内容を一覧表示するなどのメタデータオペレーションは、ファイルアクセスイベントとし
てカウントされません。
Type: 文字列
有効な値: AFTER_7_DAYS | AFTER_14_DAYS | AFTER_30_DAYS | AFTER_60_DAYS |
AFTER_90_DAYS
必須: いいえ
TransitionToPrimaryStorageClass
IA ストレージからプライマリストレージにファイルを移行するタイミングについて説明します。ディ
レクトリの内容を一覧表示するなどのメタデータオペレーションは、ファイルアクセスイベントとし
てカウントされません。
Type: 文字列
有効な値: AFTER_1_ACCESS
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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MountTargetDescription
マウントターゲットの説明です。

内容
AvailabilityZoneId
マウントターゲットが存在するアベイラビリティーゾーンの一意で一貫性のある識別子。例え
ば、use1-az1 は、us-east-1 リージョンの AZ ID で、すべての AWS アカウント アカウントで同じ
場所になります。
Type: 文字列
必須 いいえ
AvailabilityZoneName
マウントターゲットが配置されているアベイラビリティーゾーンの名前。アベイラビリティーゾーン
は、それぞれ AWS アカウント の名前に個別にマッピングされます。例えば、AWS アカウント のア
ベイラビリティーゾーン us-east-1a の場所は、別の AWS アカウント の us-east-1a と同じ場所
ではないかもしれません。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: .+
必須 いいえ
FileSystemId
マウントターゲットの対象となるファイルシステムの ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
必須 はい
IpAddress
マウントターゲットを使用してファイルシステムをマウントできるアドレス。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 7 です｡ 最大長は 15 です。
パターン: ^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}$
必須 いいえ
LifeCycleState
マウントターゲットのライフサイクル状態。
Type: 文字列
有効な値: creating | available | updating | deleting | deleted | error
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必須 はい
MountTargetId
システム割り当てマウントターゲット ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 13 です。最大長は 45 です。
パターン: ^fsmt-[0-9a-f]{8,40}$
必須 はい
NetworkInterfaceId
Amazon EFS がマウントターゲットを作成したときに作成したネットワーク インターフェイスの
ID。
Type: 文字列
必須 いいえ
OwnerId
リソースを所有する AWS アカウント ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 14 です。
パターン: ^(\d{12})|(\d{4}-\d{4}-\d{4})$
必須 いいえ
SubnetId
マウントターゲットのサブネットの ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 15 です。最大長は 47 です。
パターン: ^subnet-[0-9a-f]{8,40}$
必須 はい
VpcId
マウントターゲットが設定されている Virtual Private Cloud (VPC) ID。
Type: 文字列
必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3

394

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
MountTargetDescription

395

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
PosixUser

PosixUser
アクセスポイント上の、ユーザー ID、グループ ID、およびセカンダリグループ ID を含む完全な POSIX
アイデンティティ。アクセスポイントを使用する NFS クライアントによって実行されるすべてのファイル
システムオペレーションに使用されます。

内容
Gid
このアクセスポイントを使用するすべての ファイル システムオペレーションに使用される POSIX グ
ループ ID。
Type: Long
値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 4294967295 です。
必須: はい
SecondaryGids
このアクセスポイントを使用するすべての ファイル システムオペレーションに使用されるセカンダリ
POSIX グループ ID。
Type: longの配列
配列メンバー: 最小項目数は 0 です。最大数は 16 項目です。
値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 4294967295 です。
必須: いいえ
Uid
このアクセスポイントを使用するすべての ファイル システムオペレーションに使用される POSIX
ユーザーID。
Type: Long
値の範囲: 最小値は 0 です。最大値は 4294967295 です。
必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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ReplicationConfigurationDescription
内容
CreationTime
レプリケーション構成が作成された時期について説明します。
Type: タイムスタンプ
: 必須 はい
Destinations
送信先オブジェクトの配列。サポートされる宛先オブジェクトは 1 つのみです。
Type: 配列の配列Destination (p. 382)オブジェクト
: 必須 はい
OriginalSourceFileSystemArn
レプリケーション設定内の元のソース Amazon EFS ファイルシステムの Amazon リソースネーム
(ARN)。
Type: 文字列
: 必須 はい
SourceFileSystemArn
レプリケーション設定内の現在のソースファイルシステムの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
: 必須 はい
SourceFileSystemId
レプリケートされているソース Amazon EFS ファイルシステムの ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 128 です。
Pattern: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:file-system/fs-[0-9af]{8,40}|fs-[0-9a-f]{8,40})$
: 必須 はい
SourceFileSystemRegion
-AWS リージョンソース Amazon EFS ファイルシステムがある。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 です。
パターン: ^[a-z]{2}-((iso[a-z]{0,1}-)|(gov-)){0,1}[a-z]+-{0,1}[0-9]{0,1}$
: 必須 はい
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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ResourceIdPreference
現在 AWS リージョン のユーザー AWS アカウント のリソースタイプとその ID 設定について説明しま
す。

内容
ResourceIdType
EFS リソース ID 設定を、LONG_ID(17 文字) またはSHORT_ID(8 文字)のいずれかで識別します。
Type: 文字列
有効な値: LONG_ID | SHORT_ID
: 必須 いいえ
Resources
ID プリファレンス設定が適用される Amazon EFS リソースをFILE_SYSTEMおよびMOUNT_TARGETで
識別します。
Type: 文字列の配列
有効な値: FILE_SYSTEM | MOUNT_TARGET
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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RootDirectory
アクセスポイントがアクセスを提供する Amazon EFS ファイルシステム上のディレクトリを指定します。
アクセスポイントは、指定されたファイルシステムのパスを、アクセスポイントを使用するアプリケー
ションにファイルシステムのルートディレクトリとして公開します。アクセスポイントを使用する NFS ク
ライアントは、アクセスポイントの RootDirectory とそのサブディレクトリ内のデータのみにアクセス
できます。

内容
CreationInfo
(オプション) アクセスポイントの RootDirectory に適用する POSIX ID とアクセス許可を指定しま
す。指定した RootDirectory > Path が存在しない場合、クライアントがアクセスポイントに接続
すると EFS はCreationInfo 設定を使用してルートディレクトリを作成します。CreationInfo を
指定する場合は、すべてのプロパティに値を指定する必要があります。

Important
CreationInfo を指定せず、指定した RootDirectory > Path が存在しない場合、アクセ
スポイントを使用してファイルシステムをマウントしようとすると失敗します。
型: CreationInfo (p. 380) オブジェクト
: 必須 いいえ
Path
アクセスポイントを使用して、EFS ファイルシステムにアクセスする NFS クライアントにルート
ディレクトリとして公開する EFS ファイルシステムのパスを指定します。パスには、最大 4 つのサブ
ディレクトリを含めることができます。指定したパスが存在しない場合は、CreationInfo を指定す
る必要があります。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 100 です。
Pattern: ^(\/|(\/(?!\.)+[^$#<>;`|&?{}^*/\n]+){1,4})$
: 必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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Tag
タグはキーバリューのペアで構成されます。使用許可の文字は、UTF-8で表現できる文字、空白、数字、
および次の文字です： + - = . _ : /。

内容
Key
タグキー (文字列)。キーのスタートを aws: にすることはできません。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
Pattern: ^(?![aA]{1}[wW]{1}[sS]{1}:)([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]+)$
: 必須 はい
Value
タグキーの値。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$
: 必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してください：
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWSSDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby v3
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Amazon EFS の追加情報
次に、引き続きサポートされていますが、必ずしも推奨されていない特徴を含めて、Amazon EFS に関す
る追加情報をご紹介します。
トピック
• AWS Data Pipeline を使用した Amazon EFS ファイルシステムのバックアップ (p. 402)
• EFS マウントヘルパーを使用せずにファイルシステムをマウントする (p. 415)

AWS Data Pipeline を使用した Amazon EFS ファ
イルシステムのバックアップ
Note
AWS Data Pipeline を使用して EFS ファイルシステムをバックアップすることは、レガシー ソ
リューションです。

推奨される Amazon EFS バックアップ ソリューショ
ン
Amazon EFS ファイルシステムのバックアップには、利用できる 2 つの推奨ソリューションがあります。
• AWS Backup のサービス
• EFS-to-EFS バックアップ ソリューション
AWS Backup は、Amazon EFS ファイルシステムをシンプルかつコスト対効果の高い方法でバックアップ
します。AWS Backupは、バックアップの作成、移行、復元、削除を簡素化し、レポートと監査を改善す
るために設計された、統合されたバックアップサービスです。詳細については、「AWS Backup を使用し
てAmazon EFS ファイルシステムをバックアップおよび復元するには (p. 146)」を参照してください。
EFS-to-EFS バックアップ ソリューションは、すべての AWS リージョン で Amazon EFS ファイルシス
テムに適しています。このソリューションをデプロイするために必要な AWS サービスを起動、設定、実
行する AWS CloudFormation テンプレートが含まれています。このソリューションは、セキュリティと可
用性に関する AWS のベストプラクティスに従います。詳細については、AWS Answers の「EFS-to-EFS
バックアップ ソリューション」を参照してください。

AWS Data Pipeline を使用したレガシー EFS バック
アップ ソリューション
AWS Data Pipeline を使用して EFS ファイルシステムをバックアップすることは、レガシー バックアッ
プ ソリューションです。このバックアップ ソリューションでは、AWS Data Pipeline サービスを使用して
データパイプラインを作成します。このパイプラインは、Amazon EFS ファイルシステム (実稼働ファイ
ルシステムと呼ばれる) から別の Amazon EFS ファイルシステム (バックアップ ファイルシステムと呼ば
れる) へデータをコピーします。
このソリューションは、以下を実装する AWS Data Pipeline テンプレートで構成されています。
• 定義したスケジュール (時間単位、日単位、週単位、月単位など) に基づいて自動化された EFS バック
アップ。
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• 最も古いバックアップが、保持するバックアップの数に基づいて最新のバックアップに置き換えられ
る、バックアップの自動ローテーション。
• あるバックアップから次のバックアップへの変更のみをバックアップする、rsync を使用したより迅速
なバックアップ。
• ハードリンクを使用したバックアップの効率的なストレージ。ハードリンクは、ファイルシステム内の
ファイルに名前を関連付けるディレクトリエントリです。ハードリンクを設定することにより、バック
アップからバックアップに変更された内容だけを保存しながら、任意のバックアップからデータを完全
に復元することができます。
バックアップソリューションを設定したら、このチュートリアルではバックアップにアクセスしてデータ
を復元する方法を示します。このバックアップソリューションは、でホストされているスクリプトの実行
に依存しています。 GitHub、したがって GitHub 可用性。この依存関係を解消し、 Amazon S3 バケット
でスクリプトをホストする場合は、Amazon S3 バケットでの rsync スクリプトのホスティング (p. 413)
を参照してください。

Important
このソリューションでは、ファイルシステムと同じ AWS リージョン 内で AWS Data Pipeline を
使用する必要があります。米国東部（オハイオ）では AWS Data Pipeline がサポートされていな
いため、このソリューションはその AWS リージョン では機能しません。このソリューションを
使用してファイルシステムをバックアップする場合は、サポートされている AWS リージョン の
いずれかでファイルシステムを使用することをお勧めします。
トピック
• AWS Data Pipeline を使用した Amazon EFS バックアップのパフォーマンス (p. 403)
• AWS Data Pipeline を使用した Amazon EFS のバックアップに関する考慮事項 (p. 404)
• AWS Data Pipeline を使用した Amazon EFS バックアップの前提条件 (p. 404)
• AWS Data Pipeline を使用して Amazon EFS ファイルシステムをバックアップする方法 (p. 405)
• 追加のバックアップリソース (p. 410)

AWS Data Pipeline を使用した Amazon EFS バック
アップのパフォーマンス
データのバックアップと復元を実行する場合、ファイルシステムのパフォーマンスは、ベースラインと
バーストスループット容量を含む Amazon EFS パフォーマンス (p. 138) の影響を受けます。バックアップ
ソリューションで使用されるスループットは、ファイルシステム全体のスループットに対してカウントさ
れます。次の表は、バックアップウィンドウが15分であると仮定した場合に、このソリューションで動作
する Amazon EFS ファイルシステムと Amazon EC2 インスタンスのサイズに関するレコメンデーション
を示しています。
EFS サイズ (平
均ファイル サ
イズ 30 MB)

毎日の変更ボリューム

残りのバースト時間

バックアップ エージェント
の最小数

256 GB

25 GB 未満

6.75

1 - m3.medium

512 GB

50 GB 未満

7.75

1 - m3.large

1.0 TB

75 GB 未満

11.75

2 - m3.large*

1.5 TB

125 GB 未満

11.75

2 - m3.xlarge*

2.0 TB

175 GB 未満

11.75

3 - m3.large*
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EFS サイズ (平
均ファイル サ
イズ 30 MB)

毎日の変更ボリューム

残りのバースト時間

バックアップ エージェント
の最小数

3.0 TB

250 GB 未満

11.75

4 - m3.xlarge*

* これらの見積もりは、1 TB 以上の EFS ファイルシステムに保存されたデータが、バックアップを複数
のバックアップノードに分散できるように構成されていることを前提としています。複数ノードのサンプ
ルスクリプトは、EFS ファイルシステムの第 1 レベルディレクトリの内容に基づいて、ノード間でバック
アップの負荷を分割します。
たとえば、2 つのバックアップノードがある場合、1 つのノードは第 1 レベルのディレクトリにあるすべ
ての偶数のファイルとディレクトリをバックアップします。奇数のノードは奇数のファイルとディレクト
リについて同じ処理を行います。別の例では、Amazon EFS ファイルシステム内の 6 つのディレクトリと
4 つのバックアップノードを使用して、最初のノードが 1 番目と 5 番目のディレクトリをバックアップし
ます。2 番目のノードが 2 番目と 6 番目のディレクトリをバックアップし、3 番目と 4 番目のノードが 3
番目と 4 番目のディレクトリをそれぞれバックアップします。

AWS Data Pipeline を使用した Amazon EFS のバック
アップに関する考慮事項
AWS Data Pipeline を使用して Amazon EFS バックアップ ソリューションを実装するかどうかを決定する
ときは、次の点を考慮してください。
• この EFS バックアップへのアプローチには、多くの AWS リソースが含まれています。このソリュー
ションでは、次のものを作成する必要があります。
• 1 つの実稼働ファイルシステムと、実稼働ファイルシステムの完全なコピーを含む 1 つのバックアッ
プ ファイルシステムです。システムには、バックアップのローテーション期間におけるデータの増分
変更も含まれます。
• ライフサイクルが AWS Data Pipeline によって管理され、修復およびスケジュールされたバックアッ
プを実行する Amazon EC2 インスタンス。
• データをバックアップするために定期的にスケジュールされた 1 つの AWS Data Pipeline。
• バックアップを復元するための AWS Data Pipeline。
このソリューションが実装されると、これらのサービスのアカウントへの課金が行われます。詳細につ
いては、Amazon EFS、 Amazon EC2、および AWS Data Pipeline の料金ページを参照してください。
• このソリューションはオフラインでのバックアップソリューションではありません。完全に一貫性のあ
る完全なバックアップを確保するには、ファイルシステムへのファイル書き込みを一時停止するか、
バックアップの実行中にファイルシステムをマウント解除します。スケジュールされたダウンタイムま
たは休止時間中にすべてのバックアップを実行することをお勧めします。

AWS Data Pipeline を使用した Amazon EFS バック
アップの前提条件
このチュートリアルでは、いくつかの前提条件があり、次のようにサンプル値を宣言しています。
• 始める前に、このチュートリアルでは、開始方法 (p. 14) をすでに完了していることを前提としていま
す。
• 「開始方法」の演習を完了したら、バックアップするファイルシステムの 2 つのセキュリティグルー
プ、VPC サブネット、およびファイルシステム マウントターゲットがあります。このチュートリアルの
残りの部分では、次のサンプル値を使用します。
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• このチュートリアルでバックアップするファイルシステムの ID は、fs-12345678 です。
• マウントターゲットに関連付けられているファイルシステムのセキュリティグループは efs-mt-sg
(sg-1111111a) とします。
• Amazon EC2 インスタンスが実稼働 EFS マウントポイントに接続する機能を許可するセキュリティ
グループは efs-ec2-sg (sg-1111111b) とします。
• VPC サブネットの ID の値は subnet-abcd1234 です。
• バックアップするファイルシステムのソースファイルシステムのマウントターゲットの IP アドレスは
10.0.1.32:/ とします。
• この例では、実稼働ファイルシステムは、平均 30 MB のサイズのメディアファイルを提供するコンテ
ンツ管理システムであることを想定しています。
前出の前提および例は、次の初期設定の図表に反映されています。

AWS Data Pipeline を使用して Amazon EFS ファイル
システムをバックアップする方法
このセクションのステップに従って、AWS Data Pipeline を使用して Amazon EFS ファイルシステムを
バックアップまたは復元します。
トピック
• ステップ 1: バックアップ Amazon EFS ファイルシステムの作成 (p. 405)
• ステップ 2: のダウンロードAWS Data Pipelineバックアップのためのテンプレート (p. 406)
• ステップ 3: バックアップのためのデータパイプラインを作成する (p. 407)
• ステップ 4: Amazon EFS バックアップにアクセスする (p. 408)

ステップ 1: バックアップ Amazon EFS ファイルシステムの作成
このチュートリアルでは、別々のセキュリティグループ、ファイルシステム、およびマウントポイントを
作成して、データソースからバックアップを分離します。この最初のステップでは、これらのリソースを
作成します。
1. まず、2 つのセキュリティグループを作成します。バックアップマウントターゲットのセキュリティグ
ループの例は efs-backup-mt-sg (sg-9999999a) です。マウントターゲットにアクセスする EC2
インスタンスのセキュリティグループ例は efs-backup-ec2-sg (sg-9999999b) です。これらのセ
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キュリティグループをバックアップする EFS ボリュームと同じ VPC に作成することに注意します。こ
の例では、subnet-abcd1234 サブネットに関連付けられている VPC です。セキュリティグループの
作成方法の詳細については、「セキュリティグループの作成 (p. 44)」を参照してください。
2. 次に、バックアップ Amazon EFS ファイルシステムを作成します。この例では、ファイルシステム ID
は fs-abcdefaa です。ファイルシステムの作成の詳細については、「Amazon EFS ファイルシステム
の作成 (p. 26)」を参照してください。
3. 最後に、EFS バックアップファイルシステムのマウントポイントを作成し、10.0.1.75:/ の値を持
つようにします。マウントターゲットの作成についての詳細は、マウントターゲットとセキュリティグ
ループの作成と管理 (p. 38) を参照してください。
この最初のステップを完了した後、設定は以下の図表の例のようになります。

ステップ 2: のダウンロードAWS Data Pipelineバックアップのた
めのテンプレート
AWS Data Pipeline は、指定された間隔で異なる AWS コンピューティングサービスとストレージサービ
ス間でデータを確実に処理し、移動するのに役立ちます AWS Data Pipeline コンソールを使用して、テン
プレートと呼ばれる事前設定済みのパイプライン定義を作成できます。これらのテンプレートを使用する
と、AWS Data Pipeline の使用を迅速に開始することができます。このチュートリアルでは、バックアッ
プパイプラインの設定プロセスを簡単にするためのテンプレートが提供されています。
このテンプレートを実装すると、実稼働ファイルシステムからバックアップ ファイルシステムにデー
タをバックアップするために指定したスケジュールで、単一の Amazon EC2 インスタンスを起動する
データ パイプラインが作成されます。このテンプレートには多くのプレースホルダー値があります。
これらのプレースホルダーに一致する値は、AWS Data Pipeline コンソールの [Parameters (パラメー
タ)] セクション内で指定します。のダウンロードAWS Data Pipelineバックアップのテンプレート1-nodeEFSBackupDataPipeline.jsonから GitHub。

Note
また、このテンプレートは、バックアップコマンドを実行するスクリプトを参照して実行しま
す。パイプラインを作成する前にスクリプトをダウンロードして、そのスクリプトの内容を確
認することができます。スクリプトを確認するには、ダウンロードします。efs-backup.shから
GitHub。このバックアップソリューションは、でホストされているスクリプトの実行に依存し
ています。 GitHub そして、のサーバー GitHub 可用性。この依存関係を解消し、Amazon S3 バ
ケットでスクリプトをホストする場合は、Amazon S3 バケットでの rsync スクリプトのホスティ
ング (p. 413) を参照してください。
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ステップ 3: バックアップのためのデータパイプラインを作成す
る
データパイプラインを作成するには、次の手順を実行します。

Amazon EFS バックアップのためのデータパイプラインを作成するには
1.

(https://console.aws.amazon.com/datapipeline/)の AWS Data Pipeline コンソールを開きます。

Important
Amazon EFS ファイルシステムと同じ AWS リージョン で操作していることを確認してくだ
さい。
2.

[Create new pipeline] (新しいパイプラインの作成) を選択します。

3.

[Name (名前)] の値および必要に応じて [Description (説明)] の値を追加します。

4.

[Source (ソース)] で、[Import a definition (定義のインポート)] を選択してから、[Load local file (ロー
カルファイルのロード)] を選択します。

5.

ファイルエクスプローラーで、ステップ 2: のダウンロードAWS Data Pipelineバックアップのための
テンプレート (p. 406) で保存したテンプレートに移動し、[Open (開く)] を選択します。

6.

[Parameters (パラメータ)] で、バックアップおよび実稼働 EFS ファイルシステムの両方の詳細を提供
します。

7.

[Schedule (スケジュール)] でオプションを設定し、Amazon EFS バックアップのスケジュールを定義
します。この例のバックアップは 1 日に 1 回実行され、バックアップは 1 週間保持されます。バック
アップが 7 日を経過したら、次に古いバックアップに置き換えられます。
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Note
オフピークの時間帯に発生するランタイムを指定することをお勧めします。
8.

(オプション) パイプラインログの保存、カスタム IAM ロールの設定、またはパイプラインを説明する
タグの追加に Amazon S3 の場所を指定します。

9.

パイプラインを設定したら、[Activate (アクティブ化)] を選択します。

Amazon EFS バックアップ データ パイプラインを設定してアクティブ化しました。AWS Data Pipeline の
詳細については、「AWS Data Pipeline デベロッパーガイド」を参照してください。この段階では、今す
ぐテストとしてバックアップを実行するか、または、スケジュールされた時刻にバックアップが実行され
るまで待つことができます。

ステップ 4: Amazon EFS バックアップにアクセスする
Amazon EFS バックアップが作成され、アクティブ化され、定義したスケジュールで実行されています。
このステップでは、EFS バックアップにアクセスする方法の概要を説明します。バックアップは以下の形
式で作成した EFS バックアップファイルシステムに保存されています。
backup-efs-mount-target:/efs-backup-id/[backup interval].[0-backup retention]-->

サンプルシナリオの値を使用すると、ファイルシステムのバックアップは 10.1.0.75:/fs-12345678/
daily.[0-6] に配置されます。daily.0 が最新のバックアップで daily.6 は 7 つのローテーション
バックアップの中で最も古いものです。
バックアップへアクセスすることで、実稼働ファイルシステムにデータを復元できます。ファイルシステ
ム全体を復元するか、または個々のファイルを復元するかを選択できます。

ステップ 4.1: Amazon EFS バックアップ全体の復元
Amazon EFS ファイルシステムのバックアップコピーを復元するには、ステップ 3: バックアップのための
データパイプラインを作成する (p. 407) で設定したのと同様の別の AWS Data Pipeline が必要です。た
だし、この復元パイプラインは、バックアップパイプラインの逆に作動します。通常、これらの復元は自
動的に開始するようスケジュールされていません。
バックアップと同じように、復元も復旧時間の目標を満たすように並行して実行できます。データパイプ
ラインを作成する場合、いつ実行するかをスケジュールする必要があることに注意してください。アク
ティベーションの時に実行することを選択した場合、復元処理をすぐにスタートします。復元をする必要
がある場合にのみ、または特定の時間帯に実行することを計画している場合にのみ、復元パイプラインを
作成することをお勧めします。
バックアップ EFS と復元 EFS の両方によりバーストキャパシティーが消費されます。パフォーマンスの
詳細については、「Amazon EFS パフォーマンス (p. 138)」を参照してください。以下の手順では、復元
パイプラインの作成および実装の方法を示します。

408

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
AWS Data Pipeline を使用して Amazon EFS
ファイルシステムをバックアップする方法

EFS データの復元のためにデータパイプラインを作成するには
1.

バックアップ EFS ファイルシステムからデータを復元するためのデータパイプラインのテンプレー
トをダウンロードします。このテンプレートでは、指定されたサイズに基づいて 1 つの Amazon EC2
インスタンスを起動します。これを起動するように指定した場合にのみ起動します。のダウンロード
AWS Data Pipelineバックアップのテンプレート1-node-EFSRestoreDataPipeline.jsonから GitHub。

Note
また、このテンプレートは、復元コマンドを実行するスクリプトを参照して実行します。パ
イプラインを作成する前にスクリプトをダウンロードして、そのスクリプトの内容を確認す
ることができます。スクリプトを確認するには、ダウンロードします。efs-restore.shから
GitHub。
2.

(https://console.aws.amazon.com/datapipeline/) で AWS Data Pipeline コンソールを開きます。

Important
Amazon EFS ファイルシステムおよび Amazon EC2 と同じ AWS リージョン で操作してい
ることを確認してください。
3.

[Create new pipeline] (新しいパイプラインの作成) を選択します。

4.

[Name (名前)] の値および必要に応じて [Description (説明)] の値を追加します。

5.

[Source (ソース)] で、[Import a definition (定義のインポート)] を選択してから、[Load local file (ロー
カルファイルのロード)] を選択します。

6.

ファイル エクスプローラーで、ステップ 1: バックアップ Amazon EFS ファイルシステムの作
成 (p. 405) で保存したテンプレートに移動し、[Open (開く)] を選択します。

7.

[Parameters (パラメータ)] で、バックアップおよび実稼働 EFS ファイルシステムの両方の詳細を提供
します。

8.

通常は必要なときにのみ復元を実行するので、復元を [once on pipeline activation (パイプラインのア
クティブ化中に一度)] 実行するようにスケジュールできます。または、オフピーク期間中など、指定
した将来の時間に 1 回限り復元を実行するようスケジュールすることもできます。

9.

(オプション) パイプラインログの保存、カスタム IAM ロールの設定、またはパイプラインを説明する
タグの追加に Amazon S3 の場所を指定します。

10. パイプラインを設定したら、[Activate (アクティブ化)] を選択します。
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Amazon EFS 復元データパイプラインを設定してアクティブ化しました。ここで、バックアップを実稼働
EFS ファイルシステムに復元する必要がある場合、AWS Data Pipeline コンソールからアクティブ化を行
います。詳細については、AWS Data Pipelineデベロッパーガイドを参照してください。

ステップ 4.2: Amazon EFS バックアップから個別のファイルを復元する
Amazon EC2 インスタンスを起動して一時的に実稼働およびバックアップ Amazon EFS ファイルシステ
ムの両方をマウントすることで、 ファイルシステムのバックアップからファイルを復元することができま
す。EC2 インスタンスは両方の EFS クライアント (この例ではセキュリティグループ) のセキュリティグ
ループのメンバーである必要があります (この例ではefs-ec2-SGそしてefs-backup-clients-sg). 両方の EFS
マウントターゲットをこの復元インスタンスでマウントできます。たとえば、リカバリ EC2 インスタンス
で次のマウントポイントを作成できます。ここでは、-o ro オプションを使用して、バックアップ EFS
を読み取り専用としてマウントし、バックアップから復元しようとする際、誤ってバックアップが変更さ
れないようにします。
mount -t nfs source-efs-mount-target:/ /mnt/data
mount -t nfs -o ro backup-efs-mount-target:/fs-12345678/daily.0 /mnt/backup>

ターゲットをマウントした後、 cp -p コマンドを使用して、ターミナルで /mnt/backup から /mnt/
data の適切な場所にファイルをコピーすることができます。たとえば、次のコマンドを使用して、ホー
ムディレクトリ全体 (ファイルシステムのアクセス許可を含む) を再帰的にコピーできます。
sudo cp -rp /mnt/backup/users/my_home /mnt/data/users/my_home

次のコマンドを実行することで、1 つのファイルを復元できます。
sudo cp -p /mnt/backup/user/my_home/.profile /mnt/data/users/my_home/.profile

Warning
個々のデータファイルを手動で復元する場合は、誤ってバックアップ自体を変更しないように注
意してください。そうしないと、データが破損する可能性があります。

追加のバックアップリソース
このチュートリアルで紹介したバックアップソリューションでは、AWS Data Pipeline のテンプレート
を使用しています。ステップ 2: のダウンロードAWS Data Pipelineバックアップのためのテンプレー
ト (p. 406) および ステップ 4.1: Amazon EFS バックアップ全体の復元 (p. 408) で使用したテンプレー
トは両方とも単一の Amazon EC2 インスタンスを使用し操作を実行しています。ただし、Amazon EFS
ファイルシステムでデータをバックアップまたは復元するために実行できる並列インスタンスの数には、
実際の制限はありません。このトピックには、バックアップソリューションとしてダウンロードして使用
できる複数の EC2 インスタンス用に設定された他の AWS Data Pipeline テンプレートへのリンクがありま
す。追加のインスタンスを含めるようにテンプレートを変更する方法も示してあります。
トピック
• 追加テンプレートの使用 (p. 410)
• バックアップインスタンスの追加 (p. 411)
• 復元インスタンスをさらに追加する (p. 412)
• Amazon S3 バケットでの rsync スクリプトのホスティング (p. 413)

追加テンプレートの使用
次の追加テンプレートは、からダウンロードできます。 GitHub:

410

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
追加のバックアップリソース

• 2 Node-EFSBackupPipeline.json— このテンプレートは、2 つのparallel Amazon EC2 インスタンスを起
動して、実稼働 Amazon EFS ファイルシステムをバックアップします。
• 2 Node-EFSRestorePipeline.json— このテンプレートは、2 つのparallel Amazon EC2 インスタンスを起
動して、実稼働 Amazon EFS ファイルシステムのバックアップを復元します。

バックアップインスタンスの追加
このチュートリアルで使用するバックアップテンプレートにノードを追加できます。ノードを追加するに
は、2-Node-EFSBackupDataPipeline.json テンプレートの以下のセクションを変更します。

Important
追加のノードを使用している場合、最上位ディレクトリに保存されているファイル名とディレク
トリにはスペースを使用できません。そうした場合、それらのファイルとディレクトリではバッ
クアップや復元はされません。トップレベルより少なくとも 1 レベル下のすべてのファイルとサ
ブディレクトリは、バックアップされ、想定どおりに復元されます。
• 作成したい追加のノードごとに追加の EC2Resource を作成します (この例では、4 番目の EC2 インス
タンス)。
{
"id": "EC2Resource4",
"terminateAfter": "70 Minutes",
"instanceType": "#{myInstanceType}",
"name": "EC2Resource4",
"type": "Ec2Resource",
"securityGroupIds" : [ "#{mySrcSecGroupID}","#{myBackupSecGroupID}" ],
"subnetId": "#{mySubnetID}",
"associatePublicIpAddress": "true"
},

• 追加のノード (この場合はアクティビティ BackupPart4) ごとに追加のデータパイプラインアクティビ
ティを作成し、次のセクションを必ず設定してください。
• 以前に作成した EC2Resource を指すように runsOn リファレンスを更新します (以下の例の
EC2Resource4)。
• 最後の 2 つの scriptArgument 値を各ノードが担当するバックアップ部分およびノードの合計数と
等しくなるよう増分します。以下の例の "2" および "3" では、係数の論理で、0 から数え始める必要
があるため、この例の 4 番目のノードのバックアップ部分は "3" となります。
{
"id": "BackupPart4",
"name": "BackupPart4",
"runsOn": {
"ref": "EC2Resource4"
},
"command": "wget https://raw.githubusercontent.com/awslabs/data-pipeline-samples/master/
samples/EFSBackup/efs-backup-rsync.sh\nchmod a+x efs-backup-rsync.sh\n./efs-backuprsync.sh $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7",
"scriptArgument": ["#{myEfsSource}","#{myEfsBackup}", "#{myInterval}",
"#{myRetainedBackups}","#{myEfsID}", "3", "4"],
"type": "ShellCommandActivity",
"dependsOn": {
"ref": "InitBackup"
},
"stage": "true"
},

• ノード数にすべての既存の scriptArgument 値の最後の値を増分します (この例では "4")。
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{
"id": "BackupPart1",
...
"scriptArgument": ["#{myEfsSource}","#{myEfsBackup}", "#{myInterval}",
"#{myRetainedBackups}","#{myEfsID}", "1", "4"],
...
},
{
"id": "BackupPart2",
...
"scriptArgument": ["#{myEfsSource}","#{myEfsBackup}", "#{myInterval}",
"#{myRetainedBackups}","#{myEfsID}", "2", "4"],
...
},
{
"id": "BackupPart3",
...
"scriptArgument": ["#{myEfsSource}","#{myEfsBackup}", "#{myInterval}",
"#{myRetainedBackups}","#{myEfsID}", "0", "4"],
...
},

• FinalizeBackup アクティビティを更新し、dependsOn リストに新しいバックアップアクティビティ
を追加します (この場合は BackupPart4)。
{
"id": "FinalizeBackup", "name": "FinalizeBackup", "runsOn": { "ref":
"EC2Resource1" }, "command": "wget
https://raw.githubusercontent.com/awslabs/data-pipeline-samples/master/samples/EFSBackup/
efs-backup-end.sh\nchmod a+x
efs-backup-end.sh\n./efs-backup-end.sh $1 $2", "scriptArgument": ["#{myInterval}",
"#{myEfsID}"], "type": "ShellCommandActivity", "dependsOn": [ { "ref": "BackupPart1" },
{ "ref": "BackupPart2" }, { "ref": "BackupPart3" }, { "ref": "BackupPart4" } ], "stage":
"true"

復元インスタンスをさらに追加する
このチュートリアルで使用する復元テンプレートにノードを追加できます。ノードを追加するには、2Node-EFSRestorePipeline.json テンプレートの以下のセクションを変更します。
• 作成したい追加のノードごとに、追加の EC2Resource を作成します (この例では、3 番目の
EC2Resource3 という EC2 インスタンス)。
{
"id": "EC2Resource3",
"terminateAfter": "70 Minutes",
"instanceType": "#{myInstanceType}",
"name": "EC2Resource3",
"type": "Ec2Resource",
"securityGroupIds" : [ "#{mySrcSecGroupID}","#{myBackupSecGroupID}" ],
"subnetId": "#{mySubnetID}",
"associatePublicIpAddress": "true"
},

• 追加のノード (この場合はアクティビティ RestorePart3) ごとに追加のデータパイプラインアクティ
ビティを作成します。次のセクションを必ず設定してください。
• 以前に作成した EC2Resource (この例では EC2Resource3) を指すようにrunsOn リファレンスを更
新します。

412

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
追加のバックアップリソース

• 最後の 2 つの scriptArgument 値を各ノードが担当するバックアップ部分およびノードの合計数と
等しくなるよう増分します。以下の例の "2" および "3" では、係数の論理で、0 から数え始める必要
があるため、この例の 4 番目のノードのバックアップ部分は "3" となります。
{
"id": "RestorePart3",
"name": "RestorePart3",
"runsOn": {
"ref": "EC2Resource3"
},
"command": "wget https://raw.githubusercontent.com/awslabs/data-pipeline-samples/master/
samples/EFSBackup/efs-restore-rsync.sh\nchmod a+x efs-restore-rsync.sh\n./efs-backuprsync.sh $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7",
"scriptArgument": ["#{myEfsSource}","#{myEfsBackup}", "#{myInterval}",
"#{myBackup}","#{myEfsID}", "2", "3"],
"type": "ShellCommandActivity",
"dependsOn": {
"ref": "InitBackup"
},
"stage": "true"
},

• ノード数にすべての既存の scriptArgument 値の最後の値を増分します (この例では "3")。
{
"id": "RestorePart1",
...
"scriptArgument": ["#{myEfsSource}","#{myEfsBackup}", "#{myInterval}",
"#{myBackup}","#{myEfsID}", "1", "3"],
...
},
{
"id": "RestorePart2",
...
"scriptArgument": ["#{myEfsSource}","#{myEfsBackup}", "#{myInterval}",
"#{myBackup}","#{myEfsID}", "0", "3"],
...
},

Amazon S3 バケットでの rsync スクリプトのホスティング
このバックアップソリューションは、でホストされている rsync スクリプトの実行に依存しています。
GitHubインターネット上のサーバー。したがって、このバックアップソリューションでは、 GitHubリポジ
トリが利用可能です。この要件は、 GitHub リポジトリがこれらのスクリプトを削除するか、 GitHub Web
サイトがオフラインになると、前に実装されたバックアップソリューションは機能しません。
これを排除したいなら GitHub 依存関係では、代わりに、所有している Amazon S3 バケットでスクリプト
をホストするという選択ができます。以下に、自分でスクリプトをホストするために必要なステップを示
します。

rsync スクリプトを独自の Amazon S3 バケットでホストするには
1.
2.
3.

へのサインアップAWS— を既に持っている場合AWS アカウントで、次のステップに進みます。それ
以外の場合は、「AWS にサインアップする (p. 12)」を参照してください。
AWS Identity and Access Management ユーザーを作成する – すでに IAM ユーザーがある場合は、次
のステップに進みます。それ以外の場合は、「IAM ユーザーの作成 (p. 12)」を参照してください。
Amazon S3 バケットを作成する – rsync スクリプトをホストするバケットがすでにある場合は、次の
ステップに進みます。それ以外の場合は、Amazon Simple ストレージサービス ユーザーガイドの「バ
ケットを作成する」を参照してください。
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4.

rsyncスクリプトとテンプレートをダウンロードする— に、すべての rsync スクリプトとテンプレー
トをダウンロードします。EFSBackup folderから GitHub。これらのファイルをダウンロードしたコン
ピュータの場所をメモしておきます。

5.

rsync スクリプトを S3 バケットにアップロードする – S3 バケットにオブジェクトをアップロードす
る手順については、Amazon Simple ストレージサービス ユーザーガイド にある「バケットへのオブ
ジェクトの追加」を参照してください。

6.

アップロードされた rsync スクリプトのアクセス許可を変更し、[Everyone (誰でも)] それらを [Open/
Download (開く/ダウンロード)] 出来るようにします。S3 バケットのオブジェクトのアクセス許可を
変更する手順については、Amazon Simple ストレージサービス ユーザーガイド. にある「オブジェク
トに対するアクセス許可を編集する」を参照してください。

7.

テンプレートを更新する – shellCmd パラメータの wget ステートメントを変更して、スタートアッ
プ スクリプトを置いた Amazon S3 バケットを指すようにします。更新されたテンプレートを保存
し、ステップ 3: バックアップのためのデータパイプラインを作成する (p. 407) の手順を実行すると
きにそのテンプレートを使用します。

Note
Amazon S3 バケットへのアクセスを制限して、このバックアップ ソリューションの AWS
Data Pipeline をアクティブ化する IAM アカウントを含めることをお勧めします。手順につい
ては、Amazon Simple ストレージサービス ユーザーガイド の「バケットのアクセス許可の
編集」を参照してください。
これで、このバックアップソリューションの rsync スクリプトをホストでき、バックアップは GitHub 可用
性。
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EFS マウントヘルパーを使用せずにファイルシス
テムをマウントする
Note
このセクションでは、Amazon EFS ファイルシステムをマウントする方法について説明します。
amazon-efs-utils package ファイルシステムを使用して、転送時のデータの暗号化を使用するに
は、Transport Layer Security (TLS) を使用して、ファイルシステムをマウントする必要がありま
す。これを行うには、を使用する必要があります｡ amazon-efs-utils package 詳細については、
「の使用 amazon-efs-utils ツール (p. 55)」を参照してください。
以下で、[Network File System (ネットワーク ファイルシステム)](NFS) クライアントをインストールす
る方法と、 Amazon EC2 インスタンスに Amazon EFS ファイルシステムをマウントする方法を説明し
ます。また、mount コマンドの説明と、mount コマンドでファイルシステムの ドメインネームシステム
(DNS) 名を指定するために使用可能なオプションについても説明します。加えて、システムの再起動後に
fstab ファイルを使用してファイルシステムを自動的に再マウントする方法を説明します。

Note
ファイルシステムをマウントする前に、関連する AWS リソースを作成、設定、および起動する
必要があります。詳細な手順については、「Amazon Elastic File System の開始 (p. 14)」を参照
してください。

Note
ファイルシステムをマウントする前に、Amazon EC2 インスタンス用の VPC セキュリティグ
ループを作成し、必要なインバウンドアクセスとアウトバウンドアクセスでターゲットをマウン
トする必要があります。詳細については、「Amazon EC2インスタンスとマウントターゲットに
VPCセキュリティグループを使用する (p. 229)」を参照してください。
トピック
• NFS サポート (p. 415)
• NFS クライアントをインストールする (p. 416)
• NFS の推奨されるマウントオプション (p. 418)
• DNS 名を使用して Amazon EC2 にマウントする (p. 419)
• IP アドレスを使用してマウントする (p. 421)

NFS サポート
Amazon EFS は、ファイルシステムを Amazon EC2 インスタンスにマウントするときに、[Network
File System(ネットワークファイルシステム)] バージョン 4.0 と 4.1 (NFSv4) プロトコルをサポートしま
す。NFSv4.0 はサポートされていますが、NFSv4.1 を使用することをお勧めします。Amazon EC2 インス
タンスに Amazon EFS ファイルシステムをマウントするには、選択した NFSv4 プロトコルをサポートす
る NFS クライアントも必要になります。macOS Big Sur を実行している Amazon EC2 Mac インスタンス
は、NFS v4.0 のみをサポートします。
Amazon EFS は、nconnect マウントオプションをサポートしていません。

Note
Linux カーネルバージョン5.4.*では、Linux NFS クライアントは、デフォルトの
read_ahead_kb の値である 128KB を使用します。この値を 15 MB に増やすことをお勧めしま
す。詳細については、「NFS を最適化する read_ahead_kb サイズ (p. 144)」を参照してくださ
い。
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最適なパフォーマンスのため、また、既知のさまざまな NFS クライアントのバグを避けるため、最新の
Linux カーネルの使用をお勧めします。エンタープライズ Linux ディストリビューションを使用している
場合は、以下をお勧めします。
• Amazon Linux 2
• Amazon Linux 2017.09 以降
• Red Hat Enterprise Linux (および、その派生物 CentOS など) バージョン 7 以降
• Ubuntu 16.04 LTS 以降
• SLES 12 Sp2 以降
別のディストリビューションまたはカスタムカーネルを使用している場合は、カーネルバージョン 4.3 以
降をお勧めします。

Note
多くのファイルを並列に開くとパフォーマンスが低下する (p. 255) により、RHEL 6.9 は特定の
ワークロードには適していない可能性があり ます。

Note
Microsoft Windows を実行している Amazon EC2 インスタンスでの Amazon EFS の使用はサポー
トされていません。

AMI およびカーネルバージョンのトラブルシューティング
EC2 インスタンスから Amazon EFS を使用する場合の、特定の AMI またはカーネルバージョンに関連す
る問題のトラブルシューティングを行うには AMI とカーネルの問題のトラブルシューティング (p. 258) を
参照してください。

NFS クライアントをインストールする
Amazon EC2 インスタンスに Amazon EFS ファイルシステムをマウントするには、まず NFS クライアン
トをインストールする必要があります。EC2 インスタンスに接続して NFS クライアントをインストール
するには、EC2 インスタンスの公開 DNS 名とユーザー名でログインする必要があります。インスタンス
のユーザー名は通常 ec2-user です。

EC2 インスタンスに接続し、NFS クライアントをインストールするには
1.

EC2 インスタンスに接続します。インスタンスに接続する方法については、以下の点に注意してくだ
さい。
• macOS または Linux を実行しているコンピュータからインスタンスに接続するには、-i オプショ
ンとプライベートキーへのパスと共に、Secure Shell (SSH) クライアントに対する .pem ファイル
を指定します。
• Windows を実行しているコンピュータから Linux インスタンスに接続する場合は、次のいずれかを
使用できます。 MindTerm または PuTTY PuTTY を使用する予定がある場合は、それをインストー
ルしてから、次のプロシージャを使用して .pem ファイルを .ppk ファイルに変換します。
詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の次のトピックを参照して
ください。
• PuTTY を使用した Windows から Linux インスタンスへの接続
• SSH を使用した Linux インスタンスへの接続
キーファイルは SSH 用に公開できません。これらの許可を設定するには、chmod
400filename.pem コマンドを使用できます。詳細については、「キーペアの作成」を参照してく
ださい。
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2.

(オプション) アップデートを入手して再起動します。
$ sudo yum -y update
$ sudo reboot

3.

再起動後、EC2 インスタンスに再接続します。

4.

NFS クライアントをインストールします。
Amazon Linux AMI または Red Hat Linux AMI を使用している場合は、次のコマンドを使用して NFS
クライアントをインストールします。
$ sudo yum -y install nfs-utils

Ubuntu Amazon EC2 AMI を使用している場合は、次のコマンドを使用して NFS クライアントをイン
ストールします。
$ sudo apt-get -y install nfs-common

5.

次のコマンドを使用して NFS サービスを起動します。RHEL 7 の場合:
$ sudo service nfs start

RHEL 8 の場合:
$ sudo service nfs-server start

6.

次のように、NFS サービスが起動したことを確認します。
$ sudo service nfs status
Redirecting to /bin/systemctl status nfs.service
# nfs-server.service - NFS server and services
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; disabled; vendor preset:
disabled)
Active: active (exited) since Wed 2019-10-30 16:13:44 UTC; 5s ago
Process: 29446 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd $RPCNFSDARGS (code=exited, status=0/
SUCCESS)
Process: 29441 ExecStartPre=/bin/sh -c /bin/kill -HUP `cat /run/gssproxy.pid`
(code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 29439 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 29446 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/nfs-server.service

カスタムカーネル (カスタム AMI を構築する場合) を使用する場合は、少なくとも NFSv4.1 クライアント
カーネルモジュールと適切な NFS4 ユーザースペースマウントヘルパーを含める必要があります。

Note
Amazon EC2 インスタンスの起動時に [Amazon Linux AMI 2016.03.0] または
[Amazon Linux AMI 2016.09.0] を選択する場合、nfs-utils はデフォルトですでに AMI に含ま
れているため、インストールする必要はありません。
次: ファイルシステムをマウントする
以下のいずれかの手順を実行し、ファイルシステムをマウントします。
• DNS 名を使用して Amazon EC2 にマウントする (p. 419)
• IP アドレスを使用してマウントする (p. 421)
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• Amazon EFS ファイルシステムの自動マウント (p. 82)

NFS の推奨されるマウントオプション
Linux の マウントオプションには次のデフォルトの値をお勧めします。
• rsize=1048576 - 各ネットワーク読み取りリクエストに対して NFS クライアントが受信できるデータ
の最大バイト数を設定します。この値は、EFS ファイルシステム上のファイルからデータを読み取る際
に適用されます。パフォーマンスが低下しないように、可能な限り大きいサイズ (最大 1048576) を使
用することをお勧めします。
• wsize=1048576 - 各ネットワーク書き込みリクエストに対して NFS クライアントが送信できるデータ
の最大バイト数を設定します。この値は、EFS ファイルシステム上のファイルにデータを書き込む際に
適用されます。パフォーマンスが低下しないように、可能な限り大きいサイズ (最大 1048576) を使用
することをお勧めします。
• hard - NFS リクエストがタイムアウトした後の NFS クライアントのリカバリ動作を設定します。これ
により、NFS リクエストは、サーバーが応答するまで無期限に再試行されます。データの整合性を確保
できるように、ハードマウントオプション (hard) を使用することをお勧めします。soft マウントを使
用している場合は、timeo パラメータを 150 デシ秒 (15 秒) 以上に設定してください。これにより、ソ
フトマウントに固有のデータ破損が生じるリスクを最小限に抑えることができます。
• timeo=600 - NFS クライアントがレスポンスを待機するのに要するタイムアウト値を設定してか
ら、NFS リクエストを 600 デシ秒 (60 秒) に設定します。タイムアウトパラメータ (timeo) を変更する
必要がある場合は、少なくとも 150 の値を使用することをお勧めします。これは 15 秒に相当します。
これにより、パフォーマンスの低下を抑えることができます。
• retrans=2 - NFS クライアントでリカバリアクションを試行する前に、そのアクションのリクエスト試
行回数を 2 回に設定します。
• noresvport - ネットワーク接続が再確立された時に、新しい Transmission Control Protocol (TCP) 送
信元ポートを使用するように、NFS クライアントに指示します。これにより、ネットワーク復旧イベン
ト後、EFS ファイルシステムでの中断のない可用性が保証されます。
• _netdev – /etc/fstab に存在する場合、クライアントは、ネットワークが有効になるまで、EFS
ファイルシステムをマウントすることはできません。
• nofail – マウントされた EFS ファイルシステムのステータスに関係なく EC2 インスタンスを起動す
る必要がある場合は、/etc/fstab ファイルのファイルシステムのエントリに nofail オプションを追
加します。
前述のデフォルト設定を使用しない場合は、以下の点に注意してください。
• 一般に、デフォルトとは異なる他のマウントオプションを設定しないでください。パフォーマンスが低
下し、別の問題が生じる可能性があります。たとえば、読み取りまたは書き込みバッファサイズを変更
したり、属性のキャッシュを無効にしたりするとパフォーマンスが損なわれる可能性があります。
• Amazon EFS は送信元ポートを無視します。Amazon EFS 送信元ポートを変更した場合、変更は無効に
なります。
• Amazon EFS では、nconnect マウントオプションをサポートしていません。。
• Amazon EFS では Kerberos セキュリティバリアントをサポートしていません。たとえば、以下のマウ
ントコマンドは失敗します。
$ mount -t nfs4 -o krb5p <DNS_NAME>:/ /efs/

• ファイルシステムは、DNS 名を使用してマウントすることをお勧めします。この名前は、Amazon EC2
インスタンスと同じアベイラビリティーゾーンの Amazon EFS マウントターゲットの IP アドレスに解
決されます。ご使用の Amazon EC2 インスタンスとは異なるアベイラビリティーゾーンでマウントター
ゲットを使用すると、アベイラビリティーゾーンから送信されるデータに対して EC2 の標準料金がかか
ります。また、ファイルシステムオペレーションのレイテンシーが増加することがあります。
418

Amazon Elastic File System ユーザーガイド
DNS 名を使用して Amazon EC2 にマウントする

• 他のマウントオプションや、デフォルト設定の詳細な説明については、Linux ドキュメントの「man
fstab」および「man nfs」ページを参照してください。

DNS 名を使用して Amazon EC2 にマウントする
Note
ファイルシステムをマウントする前に、EC2 セキュリティグループからのインバウンド NFS へ
のアクセスを許可するルールをマウントターゲットのセキュリティグループに追加する必要が
あります。詳細については、「Amazon EC2インスタンスとマウントターゲットにVPCセキュリ
ティグループを使用する (p. 229)」を参照してください。
• ファイルシステムの DNS 名 – ファイルシステムの DNS 名を使用するのがもっとも簡単なマウントオ
プションです。ファイルシステムの DNS 名は、接続する Amazon EC2 インスタンスのアベイラビリ
ティーゾーン内のマウントターゲットの IP アドレスを自動的に解決します。この DNS 名はコンソール
から取得できます。ファイルシステム ID がある場合は、次の規則を使用して作成することができます。
file-system-id.efs.aws-region.amazonaws.com

Note
ファイルシステムの DNS 名の DNS 解決には、Amazon EFS ファイルシステムが、クライア
ント インスタンスと同じアベイラビリティーゾーンにマウントターゲットがある必要がありま
す。
• ファイルシステムの DNS 名を使用して、Amazon EC2 Linux インスタンスにファイルシステムをマウ
ントするには次のコマンドを使用します。
sudo mount -t nfs -o
nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport filesystem-id.efs.aws-region.amazonaws.com:/ /efs-mount-point

• ファイルシステムの DNS 名を使用して、macOS ビッグサー を実行している Amazon EC2 Mac イン
スタンスにファイルシステムをマウントするには、次のコマンドを使用します。
sudo mount -t nfs -o
nfsvers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport,mountport=2049 filesystem-id.efs.aws-region.amazonaws.com:/ /efs

Important
macOS Big Sur を実行している EC2 Mac インスタンスにマウントするときに EFS ファイル
システムに正常に接続するするには、mountport=2049 を使用する必要があります。
• マウントターゲットの DNS 名 – 2016 年 12 月、ファイルシステムの DNS 名を導入しました。各アベイ
ラビリティーゾーンマウントターゲットに DNS 名を引き続き提供し、下位互換性を確保します。一般
的な形式のマウントターゲット DNS 名は次のようになります。
availability-zone.file-system-id.efs.aws-region.amazonaws.com

Note
アベイラビリティーゾーン間でのマウントターゲット DNS 名解決がサポートされています。
場合によっては、マウントターゲットを削除して同じアベイラビリティーゾーンに新たに作成します。
このような場合は、そのアベイラビリティーゾーンの新しいマウントターゲットの DNS 名は、古いマ
ウントターゲットの DNS 名と同じになります。
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ファイルシステムをマウントするための正確なコマンドを 「Attach(添付)」 ダイアログボックスで表示
し、コピーすることができます。

ファイルシステムのマウントコマンドを表示するには
1.

Amazon EFS コンソールで、マウントするファイルシステムを選択して詳細ページを表示します。

2.

このファイルシステムで使用するマウントコマンドを表示するには、右上の「Attach(添付)」を選択し
ます。

「Attach(添付)」画面には、ファイルシステムのマウントに使用する正確なコマンドが表示されます。
3.

デフォルトの［Mount via DNS (DNS 経由でマウントする)］ビューでは、EFS マウントヘルパーまた
は NFS クライアントでマウントする際に、ファイルシステムの DNS 名を使用してファイルシステム
をマウントするコマンドが表示されます。

Amazon EFS をサポートする AWS リージョン のリストについては、AWS ゼネラルリファレンスの
「Amazon Elastic File System」を参照してください。
mount コマンドで DNS 名を使用するには、以下の条件が満たされている必要があります。
• 接続する EC2 インスタンスは VPC 内にあり、Amazon が提供する DNS サーバーを使用するように設
定されている必要があります。Amazon DNS サーバーの詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド
の「DHCP オプション設定」を参照してください。
• 接続する EC2 インスタンスの VPC で DNS 解決と DNS ホスト名の利用が有効になっている必要があり
ます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド の「EC2 インスタンスの DNS ホスト名を確認す
る」を参照してください。
• 接続する EC2 インスタンスは、EFS ファイルシステムと同じ VPC 内にある必要があります。別の場所
または別の VPC からの、ファイルシステムへのアクセスおよびマウントの詳細については、ウォークス
ルー: オンプレミスでファイルシステムを作成してマウントするAWS Direct ConnectVPN と (p. 181) お
よび チュートリアルの概要: 別の VPC からファイルシステムをマウントする (p. 188) を参照してくだ
さい。

Note
ファイルシステムをマウントする前に、マウントターゲットを作成してから 90 秒待機することを
お勧めします。この待機により、DNS レコードはファイルシステムがある AWS リージョン に完
全に伝達されます。
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IP アドレスを使用してマウントする
Amazon EFS ファイルシステムを DNS 名でマウントする代わりに、Amazon EC2 インスタンスはマウン
トターゲットの IP アドレスを使ってファイルシステムをマウントすることができます。IP アドレスによ
るマウントは、DNS ホスト名を無効にした VPC など DNS が無効になっている環境でも機能します。
デフォルトで DNS 名を使用してファイルシステムをマウントするように設定されたアプリケーションの
フォールバックオプションとして、マウントターゲット IP アドレスを使用してファイルシステムのマウン
トを設定することもできます。マウントターゲット IP アドレスに接続する場合、EC2 インスタンスは接
続先インスタンスと同じアベイラビリティーゾーンのマウントターゲット IP アドレスを使用してマウント
する必要があります。
ファイルシステムをマウントするための正確なコマンドを「Attach(添付)」ダイアログボックスで表示し、
コピーすることができます。

Note
ファイルシステムをマウントする前に、マウントターゲットのセキュリティグループのルールを
追加して、EC2 セキュリティグループからのインバウンド NFS へのアクセスを許可する必要が
あります。詳細については、「Amazon EC2インスタンスとマウントターゲットにVPCセキュリ
ティグループを使用する (p. 229)」を参照してください。

マウントターゲット IP アドレスを使用して EFS ファイルシステムをマウントするための正確な
コマンドを表示およびコピーするには
1.

Amazon Elastic File System コンソール (https://console.aws.amazon.com/efs/) を開きます。

2.

Amazon EFS コンソールで、マウントするファイルシステムを選択して詳細ページを表示します。

3.

このファイルシステムで使用するマウントコマンドを表示するには、右上の「Attach(添付)」を選択し
ます。

4.

「Attach(添付)」画面には、ファイルシステムのマウントに使用する正確なコマンドが表示されます。
[Mount via IP(IP経由でマウント)]を選択して、NFSクライアントで選択したアベイラビリティーゾー
ンのマウントターゲットIPアドレスを使用してファイルシステムをマウントするコマンドを表示しま
す。

• mount コマンドでマウントターゲットの IP アドレスを使用して、次のコマンドで Amazon EC2 Linux
インスタンスにファイルシステムをマウントすることができます。
sudo mount -t nfs -o
nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport mounttarget-IP:/
/efs
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• mount コマンドでマウントターゲットの IP アドレスを使用して、次のコマンドで macOS Big Sur を実
行している Amazon EC2 Mac インスタンスにファイルシステムをマウントすることができます。
sudo mount -t nfs -o
nfsvers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport,mountport=2049 mounttarget-IP:/ /efs

Important
を使用する必要があります｡mountport=2049macOS Big Sur を実行している EC2 Mac イン
スタンスにマウントするときに EFS ファイルシステムに正常に接続します。

AWS CloudFormation で IP アドレスを使用してマウントする
AWS CloudFormation テンプレートで IP アドレスを使用してファイルシステムをマウントすることもで
きます。詳細については、次を参照してください。storage-efs-mountfilesystem-ip-addr.configのawsdocs/
elastic-beanstalk-samples上のコミュニティ提供の設定ファイルのリポジトリ GitHub。
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ドキュメント履歴
• API バージョン: 2015-02-01
• 最新のドキュメンテーション更新: 2022 年 10 月 17 日
以下の表に、2018 年 7 月以降の 『Amazon Elastic File System ユーザーガイド』の重要な変更点を示しま
す。ドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードにサブスクライブできます。
変更

説明

日付

追加の AWS リージョン サポー
トが追加されました (p. 423)

Amazon EFS が、中東 (UAE)
2022 年 10 月 17 日
リージョンですべてのユーザーに
対して利用可能になりました。

EFS レプリケーションSupport
が追加されました (p. 423)

Amazon EFSEFS レプリケー
2022 年 9 月 15 日
ションがソケットと名前付きパイ
プ、つまり FIFO をサポートしな
いという以前の制限がなくなりま
した。

接続ごとのファイルロック数の
制限が増加しました (p. 423)

接続あたりのファイルロック数は 2022 年 5 月 4 日
8192 から 65,536 に増加しまし
た。詳細については、「NFS ク
ライアントのクォータ」を参照し
てください。

ファイルロックを使用するプ
ロセスの制限が削除されまし
た (p. 423)

Amazon EFSは、1 つのインスタ 2022 年 5 月 4 日
ンス上の最大 256 個のプロセス
が同時にファイルロックを使用で
きるという以前の制限を削除しま
した。詳細については、「NFS
クライアントのクォータ」を参照
してください。

追加の AWS リージョン サポー
トが追加されました (p. 423)

Amazon EFS がアジアパシ
2022 年 1 月 27 日
フィック (ジャカルタ) ですべて
のユーザーに対して利用可能にな
りましたAWS リージョン。

EFS レプリケーションSupport
が追加されました (p. 423)

EFS レプリケーションを使用し
2022 年 1 月 25 日
て、EFSAWS リージョン ファイ
ルシステム上のデータおよびメタ
データを任意の別の EFS ファイ
ルシステムに複製します。(詳し
くは、「Amazon EFS複製)」を
参照してください。

ファイルシステムおよびマウン
トターゲットリソースは 17 文
字のリソース ID 形式を使用しま
す。 (p. 423)

新しい Amazon EFS ファイルシ 2021 年 10 月 22 日
ステムおよびマウントターゲット
リソースに 17 文字の ID が割り
当てられるようになりました。詳
細については、「リソース ID」
を参照してください。
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EFS Intelligent-Tiering のサポー
トが追加されました (p. 423)

EFS Intelligent-Tiering は、EFS
2021 年 9 月 2 日
ライフサイクル管理を使用して
ファイルアクセスパターンを監視
し、対応する低頻度アクセス (IA)
ストレージクラスとの間でファイ
ルを自動的に移行するように設計
されています。詳細については、
「EFS Intelligent-Tiering および
ライフサイクル管理」を参照して
ください。

17 文字のリソース ID 形式のテス Amazon EFS は、2021 年 10 月
2021 年 5 月 5 日
トのためのサポートが追加され
1 日にファイルシステムおよびマ
ました (p. 423)
ウントターゲットに使用する 8
文字の ID から 17 文字の ID に移
行しています。この移行期間中、
オプトインすることで、17文字
のリソース ID を AWS リージョ
ン ごとに使用することができま
す。詳細については、「リソース
ID」を参照してください。
Amazon EFS マウントヘルパー
を使用して 1 ゾーンファイル
システムを別のアベイラビリ
ティーゾーンからマウントする
ためのSupport が追加されまし
た (p. 423)

新しい az オプションを使用して 2021 年 4 月 6 日
Amazon EFS ファイルシステム
のアベイラビリティーゾーンを
指定することにより、EFS マウ
ントヘルパーを使用して、1 ゾー
ンストレージクラスを使用する
Amazon EFS ファイルシステム
を別のアベイラビリティーゾーン
にある EC2 インスタンスにマウ
ントできるようになりました。詳
細については、「1 ゾーン スト
レージクラスを使用したファイル
システムをマウントする」を参照
してください。。

EFS 1 ゾーンストレージクラ
スのSupport が追加されまし
た (p. 423)

Amazon EFS 1 ゾーンストレージ 2021 年 3 月 9 日
クラスは、AWS リージョン のア
ベイラビリティーゾーン内に冗長
的にデータを保存します。EFS 1
ゾーンおよび 1 ゾーン低頻度ア
クセス (1 ゾーン — IA) ストレー
ジクラスは、EFS 標準および標
準 IA ストレージクラスのマルチ
AZ 復元を必要としないデータを
保存するためのコスト効率の高
いオプションです。詳細について
は、「EFS ストレージクラスの
使用」を参照してください。

追加のAWS リージョンサポート
の追加 (p. 423)

Amazon EFS がアジアパシ
2021 年 3 月 3 日
フィック (大阪) ですべてのユー
ザーに対して利用可能になりまし
たAWS リージョン。
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macOS Big Sur を実行する
Amazon EC2 Mac インスタンス
に関するSupport が追加されまし
た (p. 423)

EFS マウントヘルパーまたは
2021 年 2 月 23 日
NFS マウントコマンドを使用
して、macOS Big Sur を実行す
る EC2 Mac インスタンスから
Amazon EFS ファイルシステム
をマウントできるようになりまし
た。詳細については、「EFS マ
ウントヘルパーを使用してマウン
トするまたはEFS マウントヘル
パーを使用せずにファイルシステ
ムをマウントする」を参照してく
ださい。

新しい Amazon EFS マネジ
メントコンソールは AWS
GovCloud (US) リージョンで利
用可能 (p. 423)

新しい Amazon EFS マネジメン 2021 年 2 月 10 日
トコンソールが、AWS GovCloud
(US)AWS リージョン

新しい Amazon EFS
CloudWatch メトリクスの
Support が追加されまし
たMeteredIOBytes (p. 423)

MeteredIOBytes を使用して、 2021 年 1 月 28 日
データ読み取り、データ書き込
み、メタデータ操作を含む各ファ
イルシステム操作の計測バイト
数を測定できます。読み取り操作
は、他の操作の3分の1の速度で
計測されます。詳細については、
の「Amazon EFS の Amazon
CloudWatch EFS の Amazon
EFS の Amazon

Amazon EFS はファイルシス
テムの読み取りスループットを
300% 向上 (p. 423)

Amazon EFS ファイルシステム
2021 年 1 月 28 日
は、他のリクエストの 3 分の 1
の割合で読み取りリクエストを
メーターで計測するようになりま
した。詳細については、「計測ス
ループットについて」を参照して
ください。

新しい Amazon EFS CloudWatch StorageBytes を使用して、標準
2021 年 1 月 11 日
メトリクスのSupport が追加され および低頻度アクセスストレー
ジクラスに格納されているデー
ましたStorageBytes (p. 423)
タ量など、ファイルシステムのサ
イズをバイト単位で測定および監
視できます。詳細については、
の「Amazon EFS の Amazon
CloudWatch EFS の Amazon
EFS の Amazon
AWS Transfer Familyを使用して
Amazon EFS ファイルシステム
にアクセスするには (p. 423)

AWS Transfer Family を使用し
2021 年 1 月 6 日
て Amazon EFS ファイルシス
テムとの間でファイルを転送し
ます。詳細については、「AWS
Transfer Familyを使用してEFS
ファイルシステム内のファイルに
アクセスするには」を参照してく
ださい。
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AWS Systems Managerを使用
して Amazon EFS クライアン
トを管理するには (amazon-efsutils) (p. 423)

AWS Systems Managerを使用し 2020 年 9 月 29 日
て EC2 インスタンスに Amazon
EFS クライアント (amazon-efsutils) を自動的にインストールま
たは更新します。詳細について
は、「AWS Systems Manager を
使用して Amazon EFS クライア
ントを自動的にインストールま
たは更新する」を参照してくださ
い。

暗号化された EFS ファイルシス
テムの作成を強制する (p. 423)

elasticfilesystem:Encrypted2020 年 9 月 16 日
IAM 条件キーを使用して、保管
時に暗号化される Amazon EFS
ファイルシステムの作成をユー
ザーに強制します。詳細につい
ては、「保管時に暗号化された
Amazon EFS ファイルシステム
の作成を強制する」を参照してく
ださい。

Amazon EFS クライアントあた
りのスループットが 100% 増加
しました (p. 423)

EFS では、クライアントあたり
2020 年 7 月 23 日
最大 500 MB/s のスループットが
サポートされるようになりまし
た。これは、以前の制限の 250
MB/秒から 100% 増加しました。
詳細については、「Amazon EFS
ファイルシステムのクォータ」を
参照してください。

Amazon EFS ファイルシス
テムの毎日の自動バックアッ
プSupport が追加されまし
た (p. 423)

EFS コンソールを使用してファ
2020 年 7 月 16 日
イルシステムを作成するときに、
自動日次バックアップがデフォ
ルトで有効になるようになりまし
た。詳細については、「Amazon
EFS での AWS Backup の使用」
を参照してください。

新しいクイック作成ワークフ
ローにより、Amazon EFS ファ
イルシステムの作成が簡素化さ
れます (p. 423)

EFS コンソールの [クイック作
2020 年 7 月 16 日
成] オプションを使用すると、
サービス推奨設定を使用して
EFS ファイルシステムを 1 つの
ボタンで作成できます。詳細につ
いては、「CreateyYour Amazon
EFS ファイルシステム」を参照
してください。

新しい Amazon EFS マネジメン
トコンソールが利用可能になり
ました (p. 423)

新しい EFS コンソールによ
り、Amazon EFS の使用が簡単
になり、EFS ファイルシステム
の管理が簡素化されます。

Amazon EFS はファイルシス
テムの最小スループットを向
上 (p. 423)

デフォルトのバーストスルー
2020 年 6 月 30 日
プットモードを使用する Amazon
EFS ファイルシステムの最小ス
ループットが 1 MiB/s になりまし
た。詳細は、「スループットモー
ド」を参照してください。
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汎用モードのファイルシステム
のパフォーマンスが向上しまし
た (p. 423)

Amazon EFS の汎用モードファ
2020 年 4 月 1 日
イルシステムで、1 秒あたり最
大 35,000 回の読み取り操作がサ
ポートされるようになりました。
以前の制限である 7,000 回から
400% 増加したことになります。
詳細については、「Amazon EFS
ファイルシステムのクォータ」を
参照してください。

追加のAWS リージョンサポート
の追加 (p. 423)

Amazon EFS が北京と寧夏回族
自治区ですべてのユーザーに対
して利用可能になりましたAWS
リージョン。

NFS クライアントの IAM 認証に
関するサポートが追加されまし
た (p. 423)

AWS Identity and Access
2020 年 1 月 13 日
Management(IAM) を使用して、
Amazon EFS ファイルシステム
への NFS アクセスを管理できる
ようになりました。詳細につい
ては、「AWS IAM を使用した
Amazon EFS への NFS アクセス
のコントロール」を参照してくだ
さい。

EFS アクセスポイントに関
するSupport が追加されまし
た (p. 423)

Amazon EFS アクセスポイント
2020 年 1 月 13 日
は、EFS ファイルシステムへの
アプリケーション固有のエントリ
ポイントです。これにより、共有
データセットへのアプリケーショ
ンアクセスが管理しやすくなりま
す。詳細については、「Amazon
EFS アクセスポイントの使用」
を参照してください。

AWS Backup詳細については、
「Amazon EFSでの の使用」を
参照してください。 (p. 423)

復旧ポイントの完全復元に加え
2020 年 1 月 13 日
て、部分復元を使用して特定の
ファイルやディレクトリを復元
できるようになりました。詳細に
ついては、「{1> Amazon EFSで
の の使用<1}」を参照してくださ
い。

IAM サービスにリンクされた
ロールに関するサポートが追加
されました (p. 423)

Amazon EFS では、IAM に基づ
2019 年 12 月 10 日
いてサービスにリンクされたロー
ルが使用されるようになりまし
た。これにより、必要なアクセ
ス許可が自動的に追加されるた
め、EFS が設定しやすくなりま
す。詳細については、「Amazon
EFS のサービスにリンクされた
ロールの使用」を参照してくださ
い。

追加のAWS リージョンサポート
の追加 (p. 423)

Amazon EFS が欧州 (ストックホ 2019 年 11 月 20 日
ルム) AWS リージョン ですべて
のユーザーに対して利用可能にな
りました。
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追加のAWS リージョンサポート
の追加 (p. 423)

Amazon EFS が、アジアパシ
2019 年 11 月 20 日
フィック (香港) AWS リージョン
ですべてのユーザーに対して使用
できるようになりました。

追加のAWS リージョンサポート
の追加 (p. 423)

Amazon EFS が南米 (サンパウ
2019 年 11 月 20 日
ロ) AWS リージョン ですべての
ユーザーに対して利用可能になり
ました。

追加のAWS リージョンサポート
の追加 (p. 423)

Amazon EFS が、中東 (バーレー 2019 年 11 月 20 日
ン) AWS リージョン ですべての
ユーザーに対して利用可能になり
ました。

新しい 7 日間のライフサイク
ル管理ポリシーが追加されまし
た (p. 423)

ライフサイクル管理に、7 日後に 2019 年 11 月 6 日
コストパフォーマンスに優れた低
頻度アクセスストレージクラスに
データを移動するためのポリシー
が追加されました。詳細について
は、「EFS のライフサイクル管
理」を参照してください。

インターフェイス VPC エンドポ
イントのSupport が追加されまし
た (p. 423)

仮想プライベートクラウドと
2019 年 10 月 22 日
Amazon EFS の間にプライベー
ト接続を確立して、EFS API を
呼び出すことができます。詳細に
ついては、「VPC エンドポイン
トの使用」を参照してください。

新しい EC2 インスタンスの起動
時に EFS ファイルシステムをマ
ウントします。 (p. 423)

EC2 インスタンス起動ウィザー
2019 年 10 月 17 日
ドで、起動時に EFS ファイルシ
ステムにマウントするよう、新し
い Amazon EC2 インスタンスを
設定できるようになりました。詳
細については、「ステップ 2」を
参照してください。EC2 リソー
スを作成し、EC2 インスタンス
を起動する

Support for Service Quotasを追
加 (p. 423)

Service Quotas コンソールです
2019 年 9 月 10 日
べての Amazon EFS 制限を表示
できるようになりました。詳細に
ついては、「Amazon EFS の制
限」を参照してください。

新しいライフサイクル管理ポリ
シーが追加されました (p. 423)

ライフサイクル管理を使用する
2019 年 7 月 9 日
ときに、4 つのライフサイクルポ
リシーのうち 1 つを選択して、
コスト効率に優れた低頻度アク
セスストレージクラスにファイル
をいつ転送するか定義できるよう
になりました。詳細については、
「EFS のライフサイクル管理」
を参照してください。
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EFS ライフサイクル管理はすべ
ての EFS ファイルシステムで
利用できるようになりました。
(p. 423)

EFS ライフサイクル管理機能
2019 年 7 月 9 日
は、すべての EFS ファイルシス
テムで利用できるようになりまし
た。以前の、ファイルシステムの
作成時点に基づく制限は解除され
ました。詳細については、「EFS
のライフサイクル管理」を参照し
てください。

追加のAWS リージョンサポート
の追加 (p. 423)

Amazon EFS が欧州 (パリ) AWS 2019 年 6 月 12 日
リージョン ですべてのユーザー
に対して利用可能になりました。

追加のAWS リージョンサポート
の追加 (p. 423)

Amazon EFS が、アジアパシ
フィック (ムンバイ) AWS リー
ジョン で使用できるようになり
ました。

追加のAWS リージョンサポート
の追加 (p. 423)

Amazon EFS がカナダ(中部)
2019 年 5 月 1 日
AWS リージョン ですべてのユー
ザーに対して利用可能になりまし
た。

API アップデート:
CreateFileSystem タグはオペ
レーションペイロードの一部に
なりました (p. 423)

AWSAPI および CLI
2019 年 2 月 19 日
CreateFileSystem オペレー
ションを使用して Amazon EFS
ファイルシステムを作成する
ときにタグを追加できるよう
になりました。詳細について
はCreateFileSystem、「AWSCLI
を使用したファイルシステムの作
成」を参照してください。

新機能: EFS 低頻度アクセススト
レージクラスと EFS ライフサイ
クル管理 (p. 423)

Amazon EFS 低頻度アクセス
2019 年 2 月 13 日
は、アクセスが頻繁ではないファ
イル用のコスト最適化ストレージ
クラスです。EFS ライフサイク
ル管理は、ファイルを標準から低
頻度アクセスストレージに自動的
に移行します。詳細については、
「EFS ストレージクラス」を参
照してください。

追加のAWS リージョンサポート
の追加 (p. 423)

Amazon EFS が欧州 (ロンドン)
2019 年 1 月 23 日
AWS リージョン ですべてのユー
ザーに対して利用可能になりまし
た。
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Amazon EFS との AWS Backup
サービス統合 (p. 423)

Amazon EFS ファイルシステ
2019 年 1 月 16 日
ムは、AWS Backup を使用して
バックアップできます。このバッ
クアップは、クラウド上の AWS
のサービスとオンプレミスにわた
るデータをバックアップするため
の、フルマネージド型で集中型の
自動バックアップサービスです。
詳細については、「AWS Backup
および Amazon EFS」を参照し
てください。

オンプレミスストレージシステ
ムへの Transit Gateway 接続に追
加されたサポート (p. 423)

Amazon EFS ファイルシステム
2018 年 12 月 6 日
は、オンプレミスストレージシス
テムへの Transit Gateway 接続を
使用してアクセスできるようにな
りました。詳細については、「別
のアカウントまたは VPC からの
マウント」と「チュートリアル」
を参照してください。別の VPC
からファイルシステムをマウント
します。

EFS File Sync は、新しい AWS
DataSync サービスの一部になり
ました。 (p. 423)

AWS DataSync は、オンプレミ
2018 年 11 月 26 日
スのストレージシステムと AWS
ストレージサービス間での大量
のデータの同期を簡素化する、マ
ネージド型のデータ転送サービス
です。詳細については、「AWS
DataSync を使用してオンプレミ
スファイルシステムから Amazon
EFS にファイルを転送する」を
参照してください。

VPN およびとリージョン間 VPC
ピアリング接続に追加されたサ
ポート (p. 423)

Amazon EFS が、VPN 接続と
2018 年 10 月 23 日
リージョン間 VPC ピアリング接
続経由でアクセス可能になりま
した。詳細については、「AWS
DataSync を使用してオンプレミ
スファイルシステムから Amazon
EFS にファイルを転送する」を
参照してください。

VPN とリージョン間 VPC ピアリ Amazon EFS ファイルシステム
2018 年 10 月 23 日
ング接続のサポートが追加され
は、VPN 接続やリージョン間
ました (p. 423)
VPC ピアリング接続でアクセス
できるようになりました。詳細に
ついては、「別のアカウントまた
は VPC からマウントする」およ
び「Direct Connect および VPN
での Amazon EFS の動作」を参
照してください。
追加のAWS リージョンサポート
の追加 (p. 423)

Amazon EFS がアジアパシ
2018 年 7 月 13 日
フィック (シンガポール) AWS
リージョン ですべてのユーザー
に対して利用可能になりました。
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プロビジョンドスループット
モードの紹介 (p. 423)

新しいプロビジョニングされたス 2018 年 7 月 12 日
ループットモードを使用して、新
規または既存のファイルシステム
のスループットをプロビジョンで
きるようになりました。詳細は、
「スループットモード」を参照し
てください。

追加のAWS リージョンサポート
の追加 (p. 423)

Amazon EFS がアジアパシ
2018 年 7 月 11 日
フィック (東京) AWS リージョン
ですべてのユーザーに対して利用
可能になりました。

次の表に、2018 年 6 月以前の Amazon Elastic File System ユーザーガイドの重要な変更点を示します。
変更

説明

変更日

追加のAWS リー
ジョンサポートの追
加

Amazon EFS が、アジアパシフィック (ソウル) AWS リー
ジョンですべてのユーザーに対して使用できるようになり
ました。

2018 年 5 月 30 日

CloudWatch Metric
Math のサポートが
追加

Metric Math CloudWatch により複数のメトリクスをクエ
リし、数式を使用して、これらのメトリクスに基づく新
しい時系列を作成できます。詳細については、「Amazon
EFS で Metric Math を使用する (p. 123)」を参照してくだ
さい。

2018 年 4 月 4 日

amazon-efs-utils
オープンソースツー
ルのセットを追加
し、転送中の暗号化
を追加しました

amazon-efs-utils ツールは、一連のオープンソースの実
行可能ファイルで、マウントなどの Amazon EFS の使用
の側面を簡略化しています。追加費用はかかりません。
これらのツールはからダウンロードできます GitHub。
amazon-efs-utils詳細については、「の使用 amazon-efsutils ツール (p. 55)」を参照してください。

2018 年 4 月 4 日

また、このリリースでは、 Amazon EFS により Transport
Layer Security (TLS) トンネリングを使用して、転送時の
暗号化がサポートされるようになりました。詳細について
は、「Amazon EFS でのデータの暗号化 (p. 198)」を参照
してください。
AWS リージョン あ
たりのファイルシス
テムの制限の更新

Amazon EFS では、すべての AWS リージョン で、すべて 2018 年 3 月 15 日
のアカウントに対して、ファイルシステムの数の制限を引
き上げました。詳細については、「変更できない Amazon
EFS リソースクォータ (p. 250)」を参照してください。

追加のAWS リー
ジョンサポートの追
加

Amazon EFS が米国西部 (北カリフォルニア) AWS リー
ジョン ですべてのユーザーに対して利用可能になりまし
た。。

2018 年 3 月 14 日

保管時のデータの暗
号化

Amazon EFS は、保管中のデータの暗号化をサポートする
ようになりました。詳細については、「Amazon EFS での
データの暗号化 (p. 198)」を参照してください。

2017 年 8 月 14 日

その他のリージョン
のサポートが追加さ
れました

Amazon EFS が欧州 (フランクフルト) リージョンですべ
てのユーザーに対して利用可能になりました。

2017 年 7 月 20 日
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変更

説明

変更日

ドメインネームシス
テム (DNS) を使用
したファイルシステ
ム名

Amazon EFS ではファイルシステムの DNS 名をサポー
トするようになりました。ファイルシステムの DNS 名
は、接続する Amazon EC2 インスタンスのアベイラビリ
ティーゾーン内のマウントターゲットの IP アドレスを自
動的に解決します。詳細については、「DNS 名を使用し
て Amazon EC2 にマウントする (p. 419)」を参照してくだ
さい。

2016 年 12 月 20 日

ファイルシステムの
タグサポートの強化

Amazon EFS では、ファイルシステムあたり 50 のタグ
をサポートするようになりました。Amazon EFS のタ
グの詳細については、「Amazon EFS リソースのタグ使
用 (p. 51)」を参照してください。

2016 年 8 月 29 日

一般提供

Amazon EFS は米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (オ 2016 年 6 月 28 日
レゴン、欧州 (アイルランド) の各リージョンで一般のすべ
てのユーザーが利用できるようになりました。

ファイルシステムの
制限の引き上げ

AWS リージョン のアカウントごとに作成できる Amazon
EFS ファイルシステムの数は 5 から 10 に増加しました。

2015 年 8 月 21 日

「使用開始」の演習
が更新されました

「使用開始」の演習は、使用開始のプロセスを簡略化する
ために更新されました。

2015 年 8 月 17 日

新規ガイド

これは Amazon Elastic File System ユーザーガイドの最初
のリリースです。

2015 年 5 月 26 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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