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すべてのSDK とツールに適用可能

AWS SDK とツールのリファレンス
ガイド
すべてのSDK とツールに適用可能

AWSSDK とツールのメンテナンスポリシー (p. 66)モバイルおよびモノのインターネット
（IoT）AWSSDKを含むソフトウェア開発キット（SDK）とツールのメンテナンスポリシーとバージョン
管理、およびそれらの基礎となる依存関係について説明します。

一部のSDK とツールに適用可能
多くの SDK やツールは、設計仕様の共有や、共通ランタイム (CRT) ライブラリなどの共有ライブラリを
通じて、AWSいくつかの共通機能を共有しています。

このガイドには、以下に関する情報が含まれています。

• 設定 (p. 3)—configcredentialsAWS SDKまたはツールの認証と設定に共有変数とファイルまた
は環境変数を使用する方法。

• 構成と認証設定のリファレンス (p. 20)— 認証と構成に使用できるすべての標準設定のリファレン
ス。

• AWSCommon Runtime (CRT) ライブラリ (p. 65)—AWS ほぼすべてのSDKで利用できる共通ランタ
イム（CRT）ライブラリの概要。

このAWS SDK とツールのリファレンスガイドは、複数の SDK やツールに適用できる情報の基礎となるこ
とを目的としています。ここに記載されている情報に加えて、使用している SDK またはツール用の特定の 
SDK またはツールガイドを使用してください。このガイドには追加情報が記載されている関連ガイドを以
下に示します。

• AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) デベロッパーガイド
• AWS Command Line Interface ユーザーガイド
• AWS Serverless Application Model デベロッパーガイド
• AWS SDK for C++ デベロッパーガイド
• AWS SDK for Go デベロッパーガイド
• AWS SDK for Java デベロッパーガイド
• AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイド
• AWS SDK for .NET デベロッパーガイド
• AWS SDK for PHP デベロッパーガイド
• AWSSDK for Python (SDK for Python (Boto3)
• AWS SDK for Ruby デベロッパーガイド
• AWS Toolkit for Eclipse ユーザーガイド
• AWS Toolkit for JetBrains ユーザーガイド
• AWS Toolkit for Visual Studio ユーザーガイド
• AWS Toolkit for Visual Studio Code ユーザーガイド
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https://docs.aws.amazon.com/cdk/latest/guide/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/latest/developerguide/
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-cpp/latest/developer-guide/
https://aws.github.io/aws-sdk-go-v2/docs
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/latest/developer-guide/
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-net/latest/developer-guide/
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/latest/developer-guide/
https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-ruby/latest/developer-guide/
https://docs.aws.amazon.com/AWSToolkitEclipse/latest/GettingStartedGuide/
https://docs.aws.amazon.com/toolkit-for-jetbrains/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/AWSToolkitVS/latest/UserGuide/
https://docs.aws.amazon.com/toolkit-for-vscode/latest/userguide/
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デベロッパーリソース

• AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイド

デベロッパーリソース
Amazon CodeWhisperer は機械学習 (ML) を利用したサービスで、コードコメントとコードの両方に基
づいて推奨されるコードを生成することで、開発者の生産性を向上させます。サポートされている言語
と IDE の詳細、および無料プレビューにサインアップする方法については、Amazon をご覧ください 
CodeWhisperer。
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https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/userguide/
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このセクションのその他のトピック

設定
とAWSSDK などAWSデベロッパーツール。AWS Command Line Interface(AWS CLI) の場合、AWSサー
ビス API。ただし、この操作を行う前に SDK またはツールに、要求された操作の実行に必要な情報を設定
する必要があります。

この情報には、次の項目が含まれます。

• 認証情報情報API を呼び出しているユーザーを特定します。認証情報は、へのリクエストを暗号化する
ために使用されます。AWSサーバー。によるこの情報の使用方法AWSは、ID を確認し、それに関連付
けられたアクセス権限ポリシーを取得できます。次に、実行が許可されるアクションを決定できます。

• その他の設定の詳細あなたが伝えるのに使っていることAWS CLIまたは SDK リクエストの処理方法、
リクエストの送信先（どこ）AWSservice endpoint）、および応答の解釈または表示方法。

各 SDK またはツールは、必要な認証情報および構成情報を提供するために使用できる複数のソースをサ
ポートしています。一部のソースは SDK またはツールに固有のものであり、その方法の使用方法の詳細に
ついては、そのツールまたは SDK のドキュメントを参照する必要があります。

しかし、そのほとんどはAWSSDK とツールは、(コード自体を超えて) 2 つの主要なソースからの共通設定
をサポートしています。

• 共有AWS設定ファイルと認証情報ファイル (p. 3)— 共有configそしてcredentialsファイルは、
認証と設定を指定するための最も一般的な方法です。AWSSDK またはツール。これらのファイルは、
ツールやアプリケーションが使用できる設定を保存するために使用します。共有内の設定configそし
てcredentialsファイルは特定のプロファイルに関連付けられています。複数のプロファイルでは、異
なる設定設定を作成して、さまざまなシナリオに適用できます。使用するバージョンAWSコマンドを呼
び出すツール、または SDK を使用してAWSAPI では、そのアクションに使用するプロファイル、およ
び構成設定を指定できます。プロファイルの 1 つは、defaultprofile and は、使用するプロファイルを
明示的に指定しない場合に自動的に使用されます。これらのファイルに保存できる設定は、このリファ
レンスガイドに記載されています。

• 環境変数 (p. 8)— 一部の設定は、オペレーティングシステムの環境変数に格納することもできま
す。一度に有効化できる環境変数のセットは 1 つだけですが、プログラムの実行や要件の変更に応じて
動的に変更することができます。

このセクションのその他のトピック
• configcredentials共有ファイルとファイルの場所 (p. 6)
• configcredentials共有とファイル (p. 3)
• AWS共有設定ファイルと認証情報ファイルを使用する SDK とツール (p. 7)
• 環境変数を使用する (p. 8)

configcredentials共有とファイル
AWSconfigcredentials共有ファイルには、一連のプロファイルが含まれています。プロファイルは、
プロファイル名を使用して SDK/Tool から参照できる設定値のセットです。設定値は、そのプロファイル
を使用するときに SDK/Tool の一部を構成するためにプロファイルに添付されます。
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プロファイル

一般的なルールとして、credentials共有ファイルに設定できる値はすべて共有ファイルに代入できま
す。configその逆は当てはまりません。credentialsファイルに設定できる設定はごくわずかです。た
だし、セキュリティ上のベストプラクティスとして、アクセスキー IDcredentials やシークレットキー
などの機密値は別のファイルに保存することをお勧めします。この方法では、必要に応じて各ファイルに
個別の権限を与えることができます。

configcredentials共有ファイルもファイルも ASCII 文字 (UTF-8 エンコード) のみを含むプレーンテ
キストファイルです。これらは一般に INI ファイルと呼ばれる形式をとります。

プロファイル
configcredentials共有およびファイル内の設定は、特定のプロファイルに関連付けられます。複数の
プロファイルを使用して、さまざまな設定構成を作成してさまざまなシナリオに適用できます。

[default]プロファイルには、特定の名前付きプロファイルが指定されていない場合に SDK またはツー
ルの操作で使用される値が含まれています。また、名前で明示的に参照できる個別のプロファイルを作成
することもできます。名前付きプロファイルにはそれぞれ異なる設定グループを設定できます。

[default]単に名前のないプロファイルです。このプロファイルには、ユーザーがプロファイルを指定し
ない場合に SDKdefault が使用するデフォルトのプロファイルであるため、このプロファイルに名前が
付けられています。他のプロファイルに継承されたデフォルト値は提供されません。たとえば、プロファ
イルに何かを設定し、[default]名前付きプロファイルには設定しなかった場合、名前付きプロファイル
を使用しても値は設定されません。

オプションで、SDKAWS CLI コードまたはコマンドで使用したい名前付きプロファイルを設定します。ま
たは、AWS_PROFILE環境変数を使用して、使用するプロファイルの設定を指定することもできます。

Linux/macOS でコマンドラインから環境変数を設定する例:

export AWS_PROFILE="my_named_profile";

コマンドラインから環境変数を設定するWindowsの例:

setx AWS_PROFILE "my_named_profile"

設定ファイルの ASCII 形式
configファイルはセクションにまとめられています。セクションは、設定の名前付きコレクションであ
り、設定の名前付きコレクションであり、設定の名前付きコレクションであり、設定の名前付きコレク
ションです。

configファイルは、次の形式を含むことができます。

• セクション内のすべてのエントリは、setting-name=value の一般的な形式になります。
• 行の先頭にハッシュタグ (#) を付けると、行をコメントアウトできます。

セクションタイプ
セクション定義は、設定のコレクションに名前を適用する行です。セクション定義行は角括弧 ([]) で始
まり、終わります。括弧内には、セクションタイプ識別子とセクションのカスタム名があります。文字の 
ASCII 文字、ハイフン (-) を含むことができます。スペースは使えません。_

セクションタイプ:profile
セクション定義行の例:[profile dev]
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認証情報ファイルの形式

profileセクション定義行には、さまざまなシナリオに適用できる構成グループを指定します。
[default]profileセクション識別子を必要としない唯一のプロファイルです。名前付きプロファイルの
理解を深めるには、前述のプロファイルに関するセクションを参照してください。

config[default]プロファイルのある基本ファイルの例を以下に示します。region (p. 47)設定を設
定します。

[default]
#Full line comment, this text is ignored.
region = us-east-2

次の例は、configprofileセクション定義行を含むファイルを示しています。プロファイルのprofile
ASCII の名前付きコレクションです。この行に続くすべての設定は、別のセクション定義が見つかるま
で、この名前の付いたプロファイルに含まれます。

[profile developers]
...settings...

一部の設定には、次の例の設定やサブ設定のように、独自のサブ設定のグループが入れ子になっていま
す。s3サブ設定を 1 つ以上のスペースでインデントしてグループに関連付けます。

[profile testers]
region = us-west-2
s3 = 
    max_concurrent_requests=10 
    max_queue_size=1000

セクションタイプ:sso-session

セクション定義行の例:[sso-session my-sso]

sso-sessionセクション定義行には、AWSを使用して認証情報を解決するプロファイルの構成に使用す
る設定のグループを指定しますAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)。シングルサ
インオン認証の設定の詳細については、を参照してくださいIAM Identity Center 認証 (p. 10)。

次の例では、「dev」からのトークンを使用して、「111122223333SampleRole」アカウントの
「」IAMAWS ロールの短期認証情報を取得するプロファイルを設定しますsso-session。

[profile dev]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start

認証情報ファイルの形式
credentialsファイルのルールは、プロファイルセクションの先頭が「」でない点を除い
て、configファイルのルールと基本的に同じですprofile。角括弧の間には、固有のプロファイル名の
みを使用してください。

[developers]
...settings...
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共有ファイルの場所

credentialsファイルには、設定と値の小さなサブセットしか保存できません。一般的には、アクセス
キー ID やシークレットキーなど、「秘密」または機密と見なされる値を持つものだけです。このガイドの
各設定のページには、その設定をファイルに保存できるか、credentialsファイルにのみ保存できるかが
記載されています。config

credentials[default]プロファイルのある基本ファイルの例を以下に示しま
す。aws_access_key_idaws_secret_access_keyおよびグローバル設定を設定します (p. 39)。

[default]
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

configcredentials共有ファイルとファイルの
場所

AWSconfigcredentials共有ファイルおよびファイルはプレーンテキストファイルで、.awsデフォル
トではコンピューターの「home」フォルダーにあるという名前のフォルダーにあります。

Linux および macOS の場合、これは通常次のように表示されます~/.aws。Windows では、それは
%USERPROFILE%\.aws です。

オペレーティングシステム 既定の場所とファイル名

Linux および macOS ~/.aws/config

~/.aws/credentials

Windows %USERPROFILE%\.aws\config

%USERPROFILE%\.aws\credentials

パスの先頭に、~/~またはの後にファイルシステムのデフォルトのパス区切り文字が続く場合は、順番に
チェックすることで解決されます。

1. (すべてのプラットフォーム)HOME 環境変数
2. (Windows プラットフォーム)USERPROFILE 環境変数
3. (Windows プラットフォーム)HOMEDRIVEHOMEPATH 環境変数の先頭に追加される環境変数 

(例:$HOMEDRIVE$HOMEPATH)
4. (SDK またはツールごとにオプション) SDK またはツール固有のホームパス解決関数または変数

可能であれば、パスの先頭にユーザーのホームディレクトリ (たとえば~username/) を指定すると、要求
されたユーザー名のホームディレクトリ (など/home/username/.aws/config) に解決されます。

これらのファイルのデフォルト位置の変更:

以下の環境変数を設定して、これらのファイルの場所または名前をデフォルトからカスタム値に変更でき
ます。

• configファイル環境変数:AWS_CONFIG_FILE
• credentialsファイル環境変数:AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE
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サポートされている SDK とツール

Linux/macOS

Linux または macOS で次のエクスポートコマンドを実行すると、別の場所を指定できます。

$ export AWS_CONFIG_FILE=/some/file/path/on/the/system/config-file-name
$ export AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE=/some/other/file/path/on/the/system/credentials-
file-name

Windows

Windows で次の setx コマンドを実行すると、別の場所を指定できます。

C:\> setx AWS_CONFIG_FILE c:\some\file\path\on\the\system\config-file-name
C:\> setx AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE c:\some\other\file\path\on\the\system
\credentials-file-name

AWS共有設定ファイルと認証情報ファイルを使用
する SDK とツール

configcredentials共有ファイルおよびファイルを使用して認証やその他の構成設定を取得できるAWS 
SDK およびその他の開発ツールの一覧を以下に示します。

各エントリには、これらのファイルの使用方法が詳細に説明されている SDK またはツールのドキュメント
へのリンクが含まれています。

SDK またはツール 共有設定と認証情報のトピック

AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) の開始方
法

AWS Command Line Interface (AWS CLI) AWS CLI の設定

AWS Serverless Application Model AWS 認証情報のセットアップ

AWS SDK for C++ AWS 認証情報の提供

AWS SDK for Go 認証情報の指定

AWS SDK for Java 認証情報を使用する

AWS SDK for JavaScript 認証情報の取得

AWS SDK for .NET AWS認証情報の設定

AWS SDK for PHP AWS認証情報ファイルと認証情報プロファイルの
使用

AWS SDK for Python (Boto3) 設定

AWS SDK for Ruby AWS認証情報の設定

AWS Toolkit for Eclipse AWS認証情報を設定する

AWS Toolkit for JetBrains AWSAWS Toolkitの認証情報の設定 JetBrains

AWS Toolkit for Visual Studio AWS認証情報の提供
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環境変数

SDK またはツール 共有設定と認証情報のトピック

AWS Toolkit for Visual Studio Code AWS認証情報のセットアップ

AWS Tools for PowerShell AWS Tools for PowerShell の開始方法

環境変数を使用する
環境変数を使用すると、別の方法で設定オプションと認証情報を指定できます。このため、スクリプト処
理や、名前付きプロファイルを一時的にデフォルトとして設定する場合に便利です。ほとんどの SDK でサ
ポートされている環境変数のリストについては、を参照してください環境変数リスト (p. 22)。

オプションの優先順位

• 環境変数を使用して設定した場合、AWSconfigcredentials共有およびファイルのプロファイルから
の値が上書きされます。

• AWS CLIコマンドラインでパラメータを使用して設定した場合、対応する環境変
数、、、、、、、、、、または設定ファイルのプロファイルからの値が上書きされます。

環境変数の設定方法
次の例では、デフォルトのユーザーの環境変数を設定する方法を示します。

Linux, macOS, or Unix

$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
$ export AWS_DEFAULT_REGION=us-west-2

環境変数を設定すると、シェルセッションの終了時まで、または変数に別の値を設定するまで、使用
する値が変更されます。変数をシェルのスタートアップスクリプトで設定することで、変数をこれか
らのセッションで永続的にすることができます。

Windows Command Prompt

C:\> setx AWS_ACCESS_KEY_ID AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
C:\> setx AWS_SECRET_ACCESS_KEY wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
C:\> setx AWS_DEFAULT_REGION us-west-2

setを使用して環境変数を設定すると、現在のコマンドプロンプトの終了、または変に別の値を設定
するまで、使用する値が変更されます。setxを使用して環境変数を設定すると、現在のコマンドプ
ロンプト、およびコマンドの実行後に作成するすべてのコマンドで使用する値が変更されます。これ
は、コマンド実行時にすでに実行されている他のコマンドシェルには影響を及ぼしません。

PowerShell

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

前の例に示すように、 PowerShell プロンプトで環境変数を設定した場合は、現在のセッションの期
間だけ値が保存されます。 PowerShell 環境変数の設定をすべてのおよびコマンドプロンプト間で永
続的に設定するには、[コントロールパネル] の [システム] アプリケーションを使用して変数を保存し
ます。または、 PowerShell プロファイルにその変数をプロファイルに追加すると、future PowerShell 
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サーバーレス環境変数を使用する

セッションにその変数が設定されます。環境変数の保存、またはそれをセッション間で永続的に維持
する詳細については、PowerShell ドキュメントを参照してください。

サーバーレス環境変数を使用する
開発にサーバーレスアーキテクチャを使用する場合、環境変数を設定する他のオプションがあります。コ
ンテナによっては、非クラウド環境と同様に、それらのコンテナで実行されるコードにさまざまな方法を
使用して環境変数を表示したりアクセスしたりできます。

たとえば、ではAWS Lambda、環境変数を直接設定できます。詳細については、『AWS Lambda開発者ガ
イド』の「AWS Lambda環境変数の使用」を参照してください。

サーバーレスフレームワークでは、多くの場合、serverless.yml環境設定のプロバイダーキーの下にあ
るファイルにSDK環境変数を設定できます。serverless.ymlファイルについて詳しくは、サーバーレス
フレームワークのドキュメントの「一般的な機能設定」を参照してください。

コンテナ環境変数の設定にどのメカニズムを使用するかに関係なく、Lambda の「Defined Runtime 環境
変数」で説明されているものなど、コンテナによって予約されるものもあります。環境変数の処理方法や
制限事項の有無については、必ず使用しているコンテナの公式ドキュメントを参照してください。
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IAM Identity Center 認証

認証とアクセス
AWSを使用して開発するときは、コードがAWS のサービスとの間でどのように認証と認証と認証と認
証と認証と認証と認証と認証と認証と認証と認証と認証と AWSリソースへのプログラムによるアクセス
は、AWS環境と使用可能なアクセスに応じて、さまざまな方法で設定できます。

ローカルで実行される (ローカルではないAWS) コードの認証オプション

• IAM Identity Center 認証 (p. 10)— セキュリティ上のベストプラクティスとして、IAM Identity 
CenterAWS Organizations と併用して、ユーザー全員のアクセスを管理することをお勧めします
AWS アカウント。でユーザーを作成したりAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On)、Microsoft Active Directory を使用したり、SAML 2.0 ID プロバイダー (IdP) を使用したり、IdP と
個別にフェデレーションしたりできますAWS アカウント。お住まいの地域が IAM Identity Center をサ
ポートしているかどうかを確認するには、の「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On)エンドポイントとクォータ」を参照してくださいAmazon Web Services 全般のリファレンス。

• その他の認証方法 (p. 15)— 使い勝手が悪い、AWSまたはリソースのセキュリティリスクを増大させ
る可能性のあるその他のオプション。

AWS環境内で実行されるコードの認証オプション

• Amazon EC2 インスタンス用の IAM ロールを使用する (p. 18)— IAM ロールを使用して、Amazon 
EC2 インスタンスでアプリケーションを安全に実行します。

• IAM Identity CenterAWS を使用すると、以下の方法でプログラム的に操作できます。
• AWS CloudShellAWS CLIコンソールからコマンドを実行するために使用します。
• AWSリソースを備えた統合開発環境 (IDE) AWS Cloud9AWSを使用してプログラミングを開始するた

めに使用します。
• ソフトウェア開発チーム向けのクラウドベースのコラボレーションスペースを試すには、Amazon の

使用を検討してください CodeCatalyst。

アクセス管理に関する詳細情報

IAM ユーザーガイドには、AWSリソースへのアクセスを安全に制御するための以下の情報が記載されてい
ます。

• IAM ID (ユーザー、ユーザーグループ、ロール) — のアイデンティティとアクセス( ロール) のアイデン
ティティとロールとアクセス( ロール)AWS

• IAM におけるセキュリティのベストプラクティス —AWS 責任分担モデルに従ってアプリケーションを
開発する際に従うべきセキュリティ上の推奨事項

Amazon Web Services 全般のリファレンスには、次の基本事項があります。

• AWS資格情報の理解と取得 — コンソールとプログラムによるアクセスの両方で、主要なオプションと
管理方法にアクセスできます。

IAM Identity Center 認証
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)AWSコンピューティング以外のサービスで開
発する場合は、AWS認証情報を提供する方法として推奨されます。たとえば、これはローカル開発環境の
ようなものです。Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)AWS などのリソースで開発する場合は
AWS Cloud9、そのサービスから認証情報を取得することをおすすめします。
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IAM アイデンティティセンターを使

用したプログラムによるアクセス設定

IAM アイデンティティセンターを使用したプログラム
によるアクセス設定
ステップ 1: アクセスを確立し、適切な権限セットを選択する
AWS 認証情報にアクセスするには、次のいずれかの方法を選択します。

IAM Identity Center 経由のアクセスを確立していません

「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「開始方法」の手順に
従います。このプロセスでは、IAM Identity Center を有効にして、管理者ユーザーを作成し、適切な最小
特権のアクセス許可セットを追加します。

• ステップ 6 の場合 - 最小特権のアクセス許可を適用するアクセス許可セットを作成します。雇用主がこ
の目的のためにカスタムアクセス許可セットを作成していない限り、定義済みの PowerUserAccess ア
クセス許可セットを使用することをお勧めします。

ポータルを終了して再度サインインすると、AWS アカウントおよび Administrator また
はPowerUserAccess のオプションが表示されます。SDK を使用する場合は PowerUserAccess を選択
します。これは、プログラムによるアクセスに関する詳細を確認する場合にも役立ちます。

雇用主が管理するフェデレーション ID プロバイダー (Azure AD や Okta など) を通じて AWS へ
のアクセス権を既に持っています。

ID プロバイダーのポータルから AWS にサインインします。クラウド管理者から PowerUserAccess (開
発者) アクセス許可を付与されている場合は、アクセス権のある AWS アカウント とアクセス許可セット
が表示されます。アクセス許可セットの名前の横に、そのアクセス許可セットを使用してアカウントに手
動またはプログラムでアクセスするオプションが表示されます。

カスタム実装では、アクセス許可セット名が異なるなど、エクスペリエンスが異なる場合があります。ど
のアクセス許可セットを使用すればよいかわからない場合は、IT チームにお問い合わせください。

雇用主が管理する AWS アクセスポータルを通じて AWS へのアクセス権を既に持っています。

AWS アクセスポータルを通じて AWS にサインインするには クラウド管理者から PowerUserAccess (開
発者) アクセス許可を付与されている場合は、アクセス権のある AWS アカウント とアクセス許可セット
が表示されます。アクセス許可セットの名前の横に、そのアクセス許可セットを使用してアカウントに手
動またはプログラムでアクセスするオプションが表示されます。

雇用主が管理するフェデレーションカスタム ID プロバイダーを通じて AWS へのアクセス権を既
に持っています。

サポートについては、IT チームにお問い合わせください。

ステップ 2: IAM アイデンティティセンターを使用するためのア
イデンティティセンターとツールを設定する
1. 開発マシンに、最新のものをインストールしますAWS CLI。『AWS Command Line Interfaceユーザガ

イド』の「の最新バージョンのインストールまたは更新」を参照してください。AWS CLIを使用して 
IAM Identity Center アクセスポータルを設定し、サインインします。AWS CLI

2. (オプション)AWS CLI が動作していることを確認するには、コマンドプロンプトを開き、aws --
versionコマンドを実行します。

3. AWSアクセスポータルで、開発に使用する権限セットを選択し、コマンドラインまたはプログラムに
よるアクセスリンクを選択します。
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4. 認証情報の取得ダイアログボックスで、オペレーティングシステムに応じて macOS と Linux または
Windows のいずれかを選択します。

5. IAM Identity Center の方法を選択して、次のステップに必要な設定の詳細を取得します。
6. aws configure ssoAWS CLIaws configure ssoのウィザードを使用してコマンドを実行してプ

ロファイルを設定する手順に従います。プロンプトが表示されたら、前のステップで収集した構成の
詳細を入力します。

a. CLI プロファイル名には、開始時に default を入力することをお勧めします。デフォルト以外の 
(名前付き) プロファイルとそれに関連する環境変数を設定する方法については、を参照してくだ
さいプロファイル (p. 4)。

b. また、aws configure ssoこのコマンドは IAM Identity Center アクセスポータルにサインイン
し、アクセスポータルセッションを開始します。

c. または、この構成を、手動で作成することもできます。configファイル設定については、を参照
してくださいIAM Identity Center (p. 35)。

7. （オプション）でAWS CLI、aws sts get-caller-identityコマンドを実行してアクティブセッ
ション ID を確認します。レスポンスには、設定した IAM ID センターの権限セットが表示されるはず
です。

8. AWSSDK を使用している場合は、開発環境で SDK 用のアプリケーションを作成します。

a. 一部の SDK では、IAM Identity Center 認証を使用する前に、SSOSSOOIDCやなどの追加パッケー
ジをアプリケーションに追加する必要があります。詳細については、特定の SDK を参照してくだ
さい。

b. 以前にへのアクセスを設定したことがある場合はAWS、AWScredentials共有ファイルにあ
るかどうかを確認してください静IP アドレス (p. 39)。クレデンシャルプロバイダーチェー
ン (p. 24)優先度が高いため、SDK またはツールが IAM Identity Center 認証情報を使用する前
に、静的認証情報をすべて削除する必要があります。

SDK とツールがこの構成を使用して認証情報をどのように使用し、更新するかについて詳しくは、を参照
してくださいJenter の認証について理解を深めていくについて理解する (p. 12)。設定したセッションの
長さによっては、アクセスが最終的に期限切れになり、SDK またはツールに認証エラーが発生します。

AWS CLI必要に応じてアクセスポータルセッションを再度更新するには、aws sso loginを使用してコ
マンドを実行します。

IAM Identity Center アクセスポータルセッション期間と権限セットセッション期間の両方を延長できま
す。これにより、を使用して手動で再度サインインする必要が生じる前にコードを実行できる時間が長
くなりますAWS CLI。次のトピックの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) ユーザーガイド」を参照してください。

• IAM Identity Center セッション時間 — AWSユーザーのアクセスポータルセッションの期間を設定しま
す。

• 権限設定セッション時間 — セッション期間の設定

Jenter の認証について理解を深めていくについて理解
する

関連する Center enter の用enter の用enter の用
次の用語は、背後にあるプロセスと構成を理解するのに役立ちますAWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On)。AWSSDK API のドキュメントでは、これらの認証概念の一部に IAM Identity 
Center とは異なる名前が使用されています。両方の名前を知っておくと役に立ちます。
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次の表は、代替名との違いを示しています。

Kenter の名前 ty ty ty Center の名
前

SDK の名前の名前 enter の名前 説明

Identity Center sso SingleAWS Sign-Onの名前は変
更されましたが、後方互換性を
保つため、sso API名前空間は元
の名前のままになります。詳細
については、AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single 
Sign-On)ユーザーガイドの「IAM 
ID センターの名前の変更」を参
照してください。

Menter のコンenter のコンenter 
のコンenter

管理コンソール

シングルサインオンの設定に使
用するコンソール。

AWSアクセスポータル URL   IAM ID センターアカウ
ントに固有の URL (な
ど)https://
xxx.awsapps.com/
start。IAM Identity Center の
サインイン認証情報を使用して
このポータルにサインインしま
す。

Henter のセenter のセenter の
セッション ty のセッション

認証セッションをenter 発信者にベアラアクセストーク
ンを渡します。

アクセス許可セenter のセッショ
ン

SDKAWS のサービス が呼び出し
を行うために内部的に使用する 
IAM セッション。非公式の議論
では、これを「ロールセッショ
ン」と誤って呼ばれることがあ
ります。

アクセス許可証の認証情報につ
いて

AWS 認証情報

sigv4 クレデンシャル

SDKAWS のサービス が実際にほ
とんどの呼び出し (特にすべての 
sigv4AWS のサービス 呼び出し) 
に使用する認証情報。非公式の
議論では、これを「ロール認証
情報」と誤って呼ばれているこ
とがあります。

Menter のプロバイenter のサービ
スプロバイenter enter のサービ
スプロバイダーのenter

Center ty ty ty ty ty ty ty ty ty 機能を提供するクラスやモ
ジュールなどの認証情報を取得
する方法。

の SDK 認証情報解決について理解するAWS のサービス
IAM アイデンティティセンター API は、ベアラートークン認証情報を sigv4 認証情報と交換しま
す。Amazon CodeWhispererやのようないくつかの例外を除いて、AWS のサービスほとんどは sigv4 API 
ですAmazon CodeCatalyst。以下では、AWS のサービスアプリケーションコードへのほとんどの呼び出
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Kenter の理解についてについてについてについ
てについてについてについてについてについて

しをサポートするための認証情報解決プロセスについて説明しますAWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On)。

AWSアクセスポータルセッションを開始する

• 認証情報を使用してセッションにサインインして、プロセスを開始します。
• AWS Command Line Interface(AWS CLI)aws sso login のコマンドを使用してください。アクティ

ブなセッションがまだない場合は、新しい IAM Identity Center セッションが開始されます。
• 新しいセッションを開始すると、IAM Identity Center から更新トークンとアクセストークンを受け取り

ます。AWS CLIまた、は SSO キャッシュ JSON ファイルを新しいアクセストークンと更新トークンで
更新し、SDK で使用できるようにします。

• すでにアクティブなセッションがある場合、AWS CLIコマンドは既存のセッションを再利用し、既存の
セッションが期限切れになると期限切れになります。IAM Identity Center セッションの長さを設定する
方法については、ユーザーガイドの「AWSAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)
ユーザーのアクセスポータルセッションの期間の設定」を参照してください。
• 頻繁なサインインの必要性を減らすため、最大セッション期間が 7 日間に延長されました。

SDKAWS のサービス が呼び出しの認証情報を取得する方法

SDK は、AWS のサービスサービスごとにクライアントオブジェクトをインスタンス化するときへのアク
セスを提供します。AWSconfig共有ファイルの選択したプロファイルが IAM Identity Center の認証情報
解決用に設定されている場合、IAM ID Center を使用してアプリケーションの認証情報を解決します。

• 認証情報解決プロセスは、クライアントが作成された実行時に完了します。

IAM ID センターのシングルサインオンを使用して sigv4 API の認証情報を取得するには、SDK は IAM ID 
センターのアクセストークンを使用して IAM セッションを取得します。この IAM セッションは権限セッ
トセッションと呼ばれ、IAM ロールを引き受けることで SDKAWS にアクセスできます。

• 権限セットのセッション期間は、IAM Identity Center のセッション期間とは独立して設定されます。
• 権限セットのセッション期間を設定する方法については、AWS IAM Identity Center (successor to 

AWS Single Sign-On)ユーザガイドの「セッション期間の設定」を参照してください。
• 権限セットの認証情報は、ほとんどのAWS SDK API AWSドキュメントでは認証情報や sigv4 認証情報

とも呼ばれていることに注意してください。

権限セットの認証情報は、IAM ID センター API の SDK getRoleCredentialsへの呼び出しによって返されま
す。SDK のクライアントオブジェクトは、引き受けた IAM ロールを使用してを呼び出します。たとえば
AWS のサービス、Amazon S3 にアカウント内のバケットを一覧表示するように要求するなどです。クラ
イアントオブジェクトは、権限セットセッションの有効期限が切れるまで、これらの権限セット認証情報
を使用して操作を続けることができます。

セッションの有効期限と更新

を使用するとSSO トークンプロバイダーの設定 (p. 36)、IAM Identity Center から取得した時間単位の
アクセストークンは、更新トークンを使用して自動的に更新されます。

• SDK が使用しようとしたときにアクセストークンの有効期限が切れた場合、SDK は更新トークンを
使用して新しいアクセストークンの取得を試みます。IAM ID センターは、更新トークンを IAM ID セ
ンターアクセスポータルのセッション期間と比較します。更新トークンの有効期限が切れていない場
合、IAM ID Center は別のアクセストークンで応答します。

• このアクセストークンは、既存のクライアントの権限セットセッションを更新したり、新しいクライア
ントの認証情報を解決したりするために使用できます。
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その他の認証方法

ただし、IAM Identity Center アクセスポータルセッションの有効期限が切れると、新しいアクセストーク
ンは付与されません。そのため、権限セットの有効期間を更新することはできません。キャッシュされた
権限セットのセッション長が既存のクライアントでタイムアウトすると、有効期限が切れます (アクセス
権も失われます)。

IAM Identity Center セッションの有効期限が切れると、新しいクライアントを作成するコードは認証に失
敗します。これは、権限セット認証情報がキャッシュされないためです。有効なアクセストークンが得ら
れるまで、コードで新しいクライアントを作成して認証情報解決プロセスを完了することはできません。

要約すると、SDKが新しい権限セット認証情報を必要とする場合、SDKはまず有効な既存の認証情報を
確認し、それらを使用します。これは、認証情報が新しいクライアント用であるか、認証情報が期限切れ
の既存のクライアント用であるかに関係なく適用されます。認証情報が見つからない場合や有効でない場
合、SDK は IAM Identity Center API を呼び出して新しい認証情報を取得します。API を呼び出すには、ア
クセストークンが必要です。アクセストークンの有効期限が切れると、SDK は更新トークンを使用して 
IAM Identity Center サービスから新しいアクセストークンを取得しようとします。このトークンは、IAM 
Identity Center アクセスポータルセッションの有効期限が切れていない場合に付与されます。

その他の認証方法
短期の認証情報を使用する
IAM Identity Center 認証 (p. 10)セッション期間の長いオプションを使用するように SDK またはツール
を設定することをお勧めします。

ただし、SDK またはツールの一時認証情報を直接設定するには、を参照してください短期認証情報を使用
してにアクセスする (p. 16)。

長期認証情報を使用する
Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

全体へのアクセス権を管理するAWS アカウント
セキュリティのベストプラクティスとして、IAM Identity Center を使用してAWS Organizationsの全体へ
のアクセス権を管理することをお勧めしますAWS アカウント。詳細については、IAM ユーザーガイドの
「IAM でのセキュリティベストプラクティス」を参照してください。

IAM ID センターでユーザーを作成したり、Microsoft Active Directory を使用したり、SAML 2.0 ID プロバ
イダー (IdP) を使用したり、IdP を個別にフェデレーションしたりできますAWS アカウント。これらの方
法のいずれかを使用すると、ユーザーにシングルサインオンエクスペリエンスを提供できます。多要素認
証 (MFA actor Authentication) を適用し、一時的な認証情報を使用し、AWS アカウントにアクセスするこ
ともできます。これは IAM ユーザーとは異なります。IAM ユーザーとは、共有できる長期的な認証情報で
あり、AWSリソースのセキュリティリスクを増大させる可能性があります。

サンドボックス環境専用の IAM ユーザーの作成
初めての場合はAWS、IAM ユーザーを作成し、それを使用してチュートリアルを実行したり、AWS提供さ
れている機能を確認したりできます。学習中はこの種の資格情報を使用しても問題ありませんが、サンド
ボックス環境以外では使用しないことをお勧めします。

以下のユースケースでは、IAM ユーザーから始めるのが理にかなっているかもしれませんAWS。

• AWSSDK やツールを使い始め、AWS のサービスサンドボックス環境を試してみます。
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短期資格

• 学習の一環として、スケジュールされたスクリプト、ジョブ、その他の自動化プロセスのうち、人が参
加するサインインプロセスをサポートしていないものを実行する。

これらのユースケース以外で IAM ユーザーを使用している場合は、IAM Identity Center に移行する
か、IDAWS アカウント プロバイダーをできるだけ早くフェデレーションしてください。詳細について
は、の「ID フェデレーション」を参照してくださいAWS。

IAM ユーザーアクセスキーの保護
IAM ユーザーのアクセスキーは定期的にローテーションする必要があります。IAM ユーザーガイドの「ア
クセスキーのローテーション」のガイダンスに従ってください。IAM ユーザーアクセスキーを誤って共有
したと思われる場合は、アクセスキーをローテーションしてください。

IAM ユーザーアクセスキーは、AWScredentialsローカルマシンの共有ファイルに保存する必要があり
ます。IAM ユーザーアクセスキーをコードに保存しないでください。IAM ユーザーアクセスキーを含む設
定ファイルを、どのソースコード管理ソフトウェアにも含めないでください。オープンソースプロジェク
トの git-secrets などの外部ツールを使用すると、誤って機密情報を Git リポジトリにコミットしてしまう
のを防ぐことができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM アイデンティティ (ユーザー、
ユーザーグループ、ロール)」を参照してください。

IAM ユーザーを設定して開始するには、を参照してください 長期的な認証情報を使用した認
証 (p. 17)。

短期認証情報を使用してにアクセスする
IAM Identity Center 認証 (p. 10)SDKまたはツールをセッション期間の延長オプションとともに使用する
ように設定することをお勧めします。ただし、AWSアクセスポータルにある一時的な認証情報をコピーし
て使用することはできます。有効期限が切れたら、新しい認証情報をコピーする必要があります。一時的
な認証情報は、プロファイルで使用することも、システムプロパティや環境変数の値として使用すること
もできます。

AWSアクセスポータルから取得した短期認証情報を使用して認証情報ファイルを設定します

1. 共有認証情報ファイルを作成します。
2. 認証情報ファイルに、有効な一時的な認証情報を貼り付けるまで、次のプレースホルダーテキストを

貼り付けます。

[default]
aws_access_key_id=<value from AWS access portal>
aws_secret_access_key=<value from AWS access portal>
aws_session_token=<value from AWS access portal>

3. ファイルを保存します。これで、~/.aws/credentialsファイルはローカル開発システムに存在し
ているはずです。このファイルには、特定の名前のプロファイルが指定されていない場合に SDK また
はツールが使用する [デフォルト] プロファイルが含まれています。

4. AWSアクセスポータルにサインインします。
5. 以下の手順に従って、AWSアクセスポータルから IAM ロール認証情報をコピーします。

Note

これらの手順は SDK とAWS Command Line Interface (AWS CLI) の両方に適用されます。

a. リンク先の手順のステップ 2 では、開発ニーズに合わせてアクセス権を付与する 
IAMAWS アカウント ロール名と IAM ロール名を選択してください。このロールには通
常、PowerUserAccessまたは Developer のような名前が付きます。

b. ステップ 4 では、「AWS認証情報ファイルにプロファイルを追加」オプションを選択し、内容を
コピーします。
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6. credentialsコピーした認証情報をローカルファイルに貼り付け、生成されたプロファイル名を削除
します。ファイルは次のようになります。

[default]
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
aws_session_token=IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE

7. credentials ファイルを保存します。

SDK がサービスクライアントを作成すると、これらの一時的な認証情報にアクセスし、リクエストのたび
に使用します。ステップ 5a で選択した IAM ロールの設定によって、一時的な認証情報の有効期間が決ま
ります。最大期間は 12 時間です。

一時認証情報を使用して 4 ～ 7 を繰り返します。

長期的な認証情報を使用した認証
Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

IAM ユーザーを使用してコードを実行する場合、開発環境の SDK またはツールは、AWScredentials共
有ファイル内の長期的な IAM ユーザー認証情報を使用して認証します。IAM トピックのセキュリティのベ
ストプラクティスを確認し、IAM Identity Center またはその他の一時的な認証情報にできるだけ早く移行
してください。

ステップ 2: IAM ユーザーを作成する
• 「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーの作成 (コンソール)」の手順に従って IAM ユーザーを作成

します。

• [アクセス許可オプション] で、このユーザーにアクセス許可を割り当てる方法として [ポリシーを直
接アタッチする] を選択します。
• ほとんどの「開始方法」 SDK チュートリアルでは、Amazon S3 サービスを例として使用して

います。アプリケーションに Amazon S3 へのフルアクセスを提供するには、このユーザーにア
タッチする AmazonS3FullAccess ポリシーを選択します。

• オプションのステップ (ステップ) は無視して構いません。

ステップ 2: アクセスキーを取得する
1. IAM コンソールのナビゲーションペインで [ユーザー] を選択し、以前に作成したユーザーの User 

name を選択します。
2. ユーザーのページで、[セキュリティ認証情報] ページを選択します。次に、[アクセスキー] で [アクセ

スキーの作成] を選択します。
3. アクセスキーの作成ステップ 1 では、コマンドラインインターフェイス (CLI) またはローカルコード

を選択します。どちらのオプションでも、と SDK の両方で使用できる同じタイプのキーが生成されま
す。AWS CLI

4. [アクセスキーの作成ステップ 2] で、オプションのタグを入力して [次へ] を選択します。
5. [アクセスキーの作成ステップ 3] で、[.csv ファイルをダウンロード] を選択し、IAM ユーザーのアクセ

スキーとシークレットアクセスキーを含む .csv ファイルを保存します。この情報は後で必要になり
ます。
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Amazon EC2 の IAM の IAM ロール

6. [完了] を選択します。

ステップ 3:credentials 共有ファイルを更新する
1. 共有 AWS credentials ファイルを作成するか、開きます。このファイルは、~/.aws/

credentialsLinuxおよびmacOSシステム、および%USERPROFILE%\.aws\credentialsWindows
上にあります。詳細については、「認証情報ファイルの場所」を参照してください。

2. 共有 credentials ファイルに次のテキストを追加します。サンプルの ID 値とサンプルキー値
を、.csv以前にダウンロードしたファイル内の値に置き換えます。

[default]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

3. ファイルを保存します。

credentials共有ファイルは、認証情報を保存する最も一般的な方法です。これは始めるための方法で
すが、できるだけ早く IAM Identity Center またはその他の一時的な認証情報に移行することをお勧めしま
す。長期認証情報の使用をやめた後は、credentials忘れずに共有ファイルからこれらの認証情報を削除
してください。

Amazon EC2 インスタンス用の IAM ロールを使用
する

この例では、Amazon EC2 インスタンスにデプロイされたアプリケーションで使用する Amazon S3 アク
セス権を持つ IAM ロールをセットアップする方法について説明します。

IAM ロールの作成
Amazon S3 への読み取り専用アクセスを付与する IAM ロールを作成します。

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

2. ナビゲーションペインで [ロール] を選択し、[ロールの作成] を選択します。
3. [信頼済みエンティティの選択] の [信頼済みエンティティタイプ] で、を選択しますAWS のサービス。
4. [ユースケース] で [Amazon EC2] を選択し、[次へ] を選択します。
5. [権限の追加] で、ポリシーリストから [Amazon S3 読み取り専用アクセス] のチェックボックスを選択

し、[次へ] を選択します。
6. ロールの名前を入力し、[ロールの作成] を選択します。この名前は Amazon EC2 インスタンスを起動

するときに必要になるため、覚えておいてください。

Amazon EC2 インスタンスを起動して IAM ロールを
指定します。
Amazon EC2 コンソールを使用して、IAM ロールで Amazon EC2 インスタンスを IAM ロールで Amazon 
EC2 インスタンスを起動することができます。
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Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドまたは Windows インスタンス用の Amazon EC2 
ユーザーガイドの「Windows インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの「Windows インスタンス
用の Amazon EC2 ユーザーガイドの、を参照してください。

[Review Instance Launch (インスタンス作成の確認)] ページを開いたら、[Edit instance details (インスタン
スの詳細の編集)] を選択します。[IAM role] (IAM ロール) で、前に作成した IAM ロールを選択します。指
示にしたがって手順を完了します。

Note

そのインスタンスに接続するには、セキュリティグループとキーペアを作成するか、または既存
のものを使用する必要があります。

この IAと Amazon EC2 のセットアップで、Amazon EC2 インスタンスにアプリケーションをデプロイす
ることができます。これにより、のサービスへの読み取りアクセスが付与されます。

EC2 インスタンスへの接続
EC2 インスタンスに接続することで、サンプルアプリケーションをそのインスタンスに転送して、アプリ
ケーションを実行できるようにします。また、インスタンスの起動に使用したキーペアのプライベート部
分を含むファイル、すなわち PEM ファイルも必要です。

これは、Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドまたは Windows インスタンス用の
Amazon EC2 ユーザーガイドの「接続手順で、接続する際は、開発マシンからインスタンスにファイルを
転送できるように接続してください。

AWSToolkit を使用している場合は、Toolkit を使用してインスタンスに接続することもできます。詳細に
ついては、使用している Toolkit の特定のユーザーガイドをご参照ください。

EC2 インスタンスでのサンプルアプリケーションの実
行
1. ローカルドライブからインスタンスにアプリケーションファイルをコピーします。

インスタンスへの転送方法については、Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドまたは 
Windows インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドを参照してください。

2. アプリケーションを起動し、開発マシンと同じ実行結果が得られることを確認します。
3. (オプション) アプリケーションで、IAM ロールによって提供されている認証情報が使用されているこ

とを確認します。

a. 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。

b. インスタンスを選択し、[Actions] (アクション)、[Instance Settings] (インスタンスの設定)、
[Attach/Replace IAM Role] (IAM ロールの添付/置換) を使用して IAM ロールをデタッチします。

c. アプリケーションを再度実行して、認可エラーが返されることを確認します。

19

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/launching-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/launching-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/launching-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/launching-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AccessingInstances.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/connecting_to_windows_instance.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AccessingInstances.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AccessingInstances.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/connecting_to_windows_instance.html#AccessingInstancesWindowsFileTransfer
https://console.aws.amazon.com/ec2/
https://console.aws.amazon.com/ec2/


AWSSDK とツール リファレンスガイド
サービスクライアントの作成

構成と認証設定のリファレンス
• 標準化された認証情報プロバイダ (p. 24)— 複数のSDKで標準化された一般的な認証情報プロバイ

ダー。
• 標準化された機能 (p. 41)— 複数のSDKに共通する機能を標準化。

SDK 言語固有の API を提供しますAWS のサービス。認証やリトライの動作など、API 呼び出しを正常に
行うために必要な面倒な作業の一部を処理します。そのために、SDK には、リクエストに使用する認証情
報を取得したり、各サービスで使用する設定を管理したり、グローバル設定に使用する値を取得したりす
る柔軟な戦略が用意されています。

サービスクライアントの作成
プログラムでアクセスするにはAWS のサービス、SDK はそれぞれにクライアントクラス/オブジェクトを
使用しますAWS のサービス。たとえば、アプリケーションが Amazon EC2 にアクセスする必要がある場
合、アプリケーションはそのサービスと連携する Amazon EC2 クライアントオブジェクトを作成します。
次に、サービスクライアントを使用して、そのに対してリクエストを実行しますAWS のサービス。サービ
スクライアントオブジェクトはイミュータブルであるため、リクエストを実行する各サービスについて、
および異なる設定を使用して同じサービスにリクエストを実行する新しいクライアントを作成する必要が
あります。

設定の優先順位
グローバル設定は、ほとんどの SDK でサポートされ、全体に影響する機能、認証情報プロバイ
ダー、AWS のサービスおよびその他の機能を構成します。すべてのSDKには、グローバル設定の値を見つ
けるためにチェックする一連の場所（またはソース）があります。検索の優先順位の設定は次のとおりで
す。

1. コードまたはサービスクライアント自体に設定された明示的な設定は、他の設定よりも優先されます。
• 一部の設定は操作ごとに設定でき、呼び出す操作ごとに必要に応じて変更できます。AWS CLIまたは

の場合AWS Tools for PowerShell、これらはコマンドラインに入力する操作ごとのパラメータの形式
をとります。SDK の場合、明示的な割り当ては、AWSサービスクライアントや設定オブジェクトを
インスタンス化するときに設定するパラメータの形式をとることができ、場合によっては個々の API 
を呼び出すときに設定することもできます。

2. Java/Kotlin のみ:設定に関連する JVM システムプロパティがある場合があります。設定されている場
合、その値はクライアントの設定に使用されます。

3. 環境変数が確認されます。設定されている場合、その値はクライアントの設定に使用されます。
4. SDKcredentials は共有ファイルをチェックし、config次に共有ファイルをチェックします。設定

が存在する場合、SDK はそれを使用します。AWS_PROFILE環境変数、aws.profileまたはシステム
プロパティを使用して、SDK によってどのプロファイルをロードされるかを指定できます。

5. SDK コードベースによって提供されたデフォルト値が最後に使用されます。

Note

configファイルとファイルの両方に同じプロファイルの設定が存在する場
合、credentialsconfigファイル内の値の代わりにファイル内の値が使用されま
す。credentials
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Note

SDK やツールによっては、チェックインの順序が異なる場合があります。また、SDK やツールの
中には、パラメータの保存と取得の他の方法をサポートしているものもあります。たとえば、は
SDK StoreAWS SDK for .NET という追加のソースをサポートしています。SDK またはツールに
固有のプロバイダーの詳細については、その SDK またはツールのドキュメントを参照してくださ
い (p. 7)。

順序によって、どのメソッドが優先され、他のメソッドよりも優先されるかが決まります。たとえ
ば、config共有ファイルにプロファイルを設定した場合、defaultそのプロファイルは SDK または
ツールが最初に他の場所を確認した後にのみ見つけて使用されます。つまり、ファイルに設定を入力する
と、credentialsファイルにある設定の代わりにその設定が使用されます。config環境変数に設定と値
を設定すると、credentialsconfigとファイルの両方の設定が上書きされます。最後に、個々の操作 
(AWS CLIコマンドラインパラメーターまたは API パラメーター) またはコード内の設定が、その 1 つのコ
マンドの他のすべての値よりも優先されます。

Configファイル設定リスト
次の表に示す設定は、AWSconfig共有ファイルで割り当てることができます。それらはグローバルであ
り、AWS のサービスすべての人に影響を及ぼします。

設定名 詳細

api_versions 一般的な構成設定 (p. 54)

aws_access_key_id 静的認証情報 (p. 39)

aws_secret_access_key静的認証情報 (p. 39)

aws_session_token 静的認証情報 (p. 39)

ca_bundle 一般的な構成設定 (p. 54)

credential_process 認証情報を処理する (p. 33)

credential_source ロール認証情報を引き継ぐ (p. 24)

defaults_mode スマート構成のデフォルト (p. 61)

duration_seconds ロール認証情報を引き継ぐ (p. 24)

ec2_metadata_service_endpointIMDS 認証情報 (p. 30)

ec2_metadata_service_endpoint_modeIMDS 認証情報 (p. 30)

endpoint_discovery_enabledエンドポイントディスカバリー (p. 52)

external_id ロール認証情報を引き継ぐ (p. 24)

max_attempts リトライ動作 (p. 58)

metadata_service_num_attemptsAmazon EC2 インスタンスメタデータ。 (p. 42)

metadata_service_timeoutAmazon EC2 インスタンスメタデータ。 (p. 42)

mfa_serial ロール認証情報を引き継ぐ (p. 24)

output 一般的な構成設定 (p. 54)
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設定名 詳細

parameter_validation一般的な構成設定 (p. 54)

region AWS リージョン (p. 47)

retry_mode リトライ動作 (p. 58)

role_arn ロール認証情報を引き継ぐ (p. 24)

role_session_name ロール認証情報を引き継ぐ (p. 24)

s3_disable_multiregion_access_pointsAmazon S3 マルチリージョンアクセスポイン
ト (p. 45)

s3_use_arn_region Amazon S3 アクセスポイント (p. 44)

source_profile ロール認証情報を引き継ぐ (p. 24)

sso_account_id IAM Identity Center 認証情報 (p. 35)

sso_region IAM Identity Center 認証情報 (p. 35)

sso_registration_scopesIAM Identity Center 認証情報 (p. 35)

sso_role_name IAM Identity Center 認証情報 (p. 35)

sso_start_url IAM Identity Center 認証情報 (p. 35)

sts_regional_endpointsAWS STS地域別エンドポイント (p. 49)

use_dualstack_endpointデュアルスタックと FIPS エンドポイン
ト (p. 50)

use_fips_endpoint デュアルスタックと FIPS エンドポイン
ト (p. 50)

web_identity_token_fileロール認証情報を引き継ぐ (p. 24)

Credentialsファイル設定リスト
次の表に示す設定は、AWScredentials共有ファイルで割り当てることができます。それらはグローバ
ルであり、AWS のサービスすべての人に影響を及ぼします。

設定名 詳細

aws_access_key_id 静的認証情報 (p. 39)

aws_secret_access_key静的認証情報 (p. 39)

aws_session_token 静的認証情報 (p. 39)

環境変数リスト
ほとんどのSDK でサポートされる、以下の表に示されています。それらはグローバルであり、AWS の
サービスすべての人に影響を及ぼします。
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設定名 詳細

AWS_ACCESS_KEY_ID 静的認証情報 (p. 39)

AWS_CA_BUNDLE 一般的な構成設定 (p. 54)

AWS_CONFIG_FILE configcredentials共有ファイルとファイルの
場所 (p. 6)

AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKENコンテナ認証情報 (p. 29)

AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URIコンテナ認証情報 (p. 29)

AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URIコンテナ認証情報 (p. 29)

AWS_DEFAULTS_MODE スマート構成のデフォルト (p. 61)

AWS_EC2_METADATA_DISABLEDIMDS 認証情報 (p. 30)

AWS_EC2_METADATA_SERVICE_ENDPOINTIMDS 認証情報 (p. 30)

AWS_EC2_METADATA_SERVICE_ENDPOINT_MODEIMDS 認証情報 (p. 30)

AWS_ENABLE_ENDPOINT_DISCOVERYエンドポイントディスカバリー (p. 52)

AWS_MAX_ATTEMPTS リトライ動作 (p. 58)

AWS_METADATA_SERVICE_NUM_ATTEMPTSAmazon EC2 インスタンスメタデータ。 (p. 42)

AWS_METADATA_SERVICE_TIMEOUTAmazon EC2 インスタンスメタデータ。 (p. 42)

AWS_PROFILE AWSconfigcredentials共有とファイル (p. 3)

AWS_REGION AWS リージョン (p. 47)

AWS_RETRY_MODE リトライ動作 (p. 58)

AWS_S3_DISABLE_MULTIREGION_ACCESS_POINTSAmazon S3 マルチリージョンアクセスポイン
ト (p. 45)

AWS_S3_USE_ARN_REGIONAmazon S3 アクセスポイント (p. 44)

AWS_SECRET_ACCESS_KEY静的認証情報 (p. 39)

AWS_SESSION_TOKEN 静的認証情報 (p. 39)

AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILEconfigcredentials共有ファイルとファイルの
場所 (p. 6)

AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTSAWS STS地域別エンドポイント (p. 49)

AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINTデュアルスタックと FIPS エンドポイン
ト (p. 50)

AWS_USE_FIPS_ENDPOINTデュアルスタックと FIPS エンドポイン
ト (p. 50)
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標準化された認証情報プロバイダ
多くの認証情報プロバイダは、一貫したデフォルトに標準化され、多くの SDK で同じように動作するよう
に標準化されています。この一貫性により、複数の SDK 間でコーディングする場合の生産性と明瞭性が向
上します。コードでは、すべての設定をオーバーライドできます。詳細については、特定の SDK API を参
照してください。

Important

すべての SDK がすべてのプロバイダー、またはプロバイダー内のすべての側面をサポートしてい
るわけではありません。

トピック
• クレデンシャルプロバイダーチェーン (p. 24)
• 資格情報プロバイダーの役割を引き受ける (p. 24)
• コンテナ認証情報プロバイダー (p. 29)
• IMS S S 証明書プロバイダー (p. 30)
• プロセス認証情報プロバイダー (p. 33)
• IAM Identity Center (p. 35)
• 静IP アドレス (p. 39)

クレデンシャルプロバイダーチェーン
すべての SDK には一連の場所（またはソース）があり、これらの場所をチェックして、AWS のサービ
ス。有効な資格情報が見つかると、検索は停止します。この体系的な検索は、デフォルトの認証情報プロ
バイダーチェーンと呼ばれます。各 SDK で使用される個別のチェーンは異なりますが、ほとんどの場合、
次のようなソースが含まれます。

• 静的認証情報 (など)AWS_ACCESS_KEY_ID). 詳細については、「」を参照してください静IP アドレ
ス (p. 39)

• からのウェブアイデンティティトークンAWS Security Token Service(AWS STS). 詳細については、「」
を参照してください資格情報プロバイダーの役割を引き受ける (p. 24)

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)。 詳細については、「」を参照してくださ
い。IAM Identity Center (p. 35)。

• 信頼されたエンティティプロバイダ (など)AWS_ROLE_ARN). 詳細については、「」を参照してくださ
い資格情報プロバイダーの役割を引き受ける (p. 24)

• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 認証情報です。詳細については、「」を参照してくだ
さいコンテナ認証情報プロバイダー (p. 29)

• カスタム認証情報プロバイダ。詳細については、「」を参照してくださいプロセス認証情報プロバイ
ダー (p. 33)

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスプロファイル認証情報 (IMDS 認証情報プロ
バイダー) 詳細については、「」を参照してくださいIMS S S 証明書プロバイダー (p. 30)

チェーンの各ステップには、設定値を割り当てるさまざまな方法があります。コードで指定された設定
値が常に優先されますが、環境変数 (p. 8)とconfigcredentials共有とファイル (p. 3)。詳細について
は、設定の優先順位 (p. 20)を参照してください。

資格情報プロバイダーの役割を引き受ける
ロールを引き受けるには、通常はアクセスできないAWSリソースへのアクセスに使用できる一時的なセ
キュリティ認証情報のセットを使用する必要があります。これらの一時的な認証情報は、アクセスキー 
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ID、シークレットアクセスキー、およびセキュリティトークンで構成されています。通常、アカウント内
またはクロスアカウントアクセスのロールを引き受ける。

IAM ロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ロールの使用」を参照してください。

役割を引き受ける方法の詳細については、AWSセキュリティトークンサービス API AssumeRoleリファレ
ンスのを参照してください。

以下を使用してこの機能を設定します。

credential_source-AWSconfig 共有ファイル設定

Amazon EC2 インスタンスまたは EC2 コンテナ内で使用され、role_arnパラメータで指定したロー
ルを引き受ける権限を持つ認証情報を SDK または開発ツールが検索できる場所を指定します。

デフォルト値:None

有効な値:
• Environment — SDK AWS_ACCESS_KEY_IDまたはツールが環境変数とからソース認証情報を取得

することを指定しますAWS_SECRET_ACCESS_KEY (p. 39)。
• Ec2InstanceMetadata — SDK またはツールが EC2 インスタンスプロファイルにアタッチされた 

IAM ロールを使用してソース認証情報を取得することを指定します。
• EcsContainer— SDK またはツールが ECS コンテナにアタッチされている IAM ロールを使用して

ソース認証情報を取得するように指定します。

credential_source と source_profile の両方を同じプロファイルで指定することはできませ
ん。

認証情報を Amazon EC2 から取得する必要があることを示すために、configこれをファイルに設定
する例:

credential_source = Ec2InstanceMetadata
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name

duration_seconds-AWSconfig 共有ファイル設定

ロールセッションの最大期間を秒単位で指定します。

この設定は、ロールを引き受けることをプロファイルで指定している場合にのみ適用されます。

デフォルト値:3,600 秒 (1 時間)

有効値:この値は 900 秒 (15 分) からロールに設定された最大セッション期間設定 (上限は 43200 秒) 
からロールの最大セッション期間設定 (上限は 12 時間の範囲) までの範囲を指定できます。詳細につ
いては、IAM ユーザーガイドの「ロールの最大セッション時間設定を表示する」を参照してくださ
い。

configこれをファイルに設定する例:

duration_seconds = 43200

external_id-AWSconfig 共有ファイル設定

お客様のアカウントでサードパーティーがロールを引き受けるために使用される独自の識別子を指定
します。

この設定は、プロファイルがロールを引き受けるように指定していて、そのロールの信頼ポリシーに
の値が必要な場合にのみ適用されますExternalId。この値は、ExternalIdAssumeRoleプロファ
イルがロールを指定したときにオペレーションに渡されるパラメータに対応しています。
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デフォルト値:なし。

有効な値:IAM ユーザーガイドの「AWSリソースへのアクセスを第三者に付与する際に外部 ID を使用
する方法」を参照してください。

configこれをファイルに設定する例:

external_id = unique_value_assigned_by_3rd_party

mfa_serial-AWSconfig 共有ファイル設定

ロールを引き受けるときに使用する必要がある多要素認証 (MFA) デバイスの ID またはシリアル番号
を指定します。

ロールの信頼ポリシーに MFA 認証を必要とする条件が含まれているロールを引き受ける場合に必要
です。

デフォルト値:なし。

有効な値:値には、ハードウェアデバイスのシリアルナンバー (などGAHT12345678) または仮想 MFA 
デバイスのAmazon リソースネーム (ARN) のいずれか指定できます。MFA の詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

configこれをファイルに設定する例:

mfa_serial = arn:aws:iam::123456789012:mfa/my-user-name

role_arn-AWSconfig 共有ファイル設定

このプロファイルを使用してリクエストされたオペレーションの実行に使用する IAM ロールの 
Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

デフォルト値:なし。

有効な値:値は、以下の形式の IAM ロールの ARN である必要がありま
す。arn:aws:iam::account-id:role/role-name

さらに、次の設定のいずれかを指定する必要もあります。
• source_profile— 別のプロファイルを特定して、そのプロファイルでの役割を引き受ける権限

を持つ認証情報を検索すること。
• credential_source— 現在の環境変数で識別される認証情報、Amazon EC2 インスタンスプロ

ファイルに添付された認証情報、または Amazon ECS コンテナインスタンスを使用すること。

configこれをファイルに設定する例:

role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name
source_profile = profile-name-with-user-that-can-assume-role

role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name
credential_source = Ec2InstanceMetadata

role_session_name-AWSconfig 共有ファイル設定

ロールセッションにアタッチする名前を指定します。この名前は、このセッションに関連付けられた
エントリの AWS CloudTrail ログに表示されます。
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デフォルト値:オプションのパラメータ。この値を指定しない場合、プロファイルがロールを引き受け
ると、セッション名は自動的に生成されます。

有効値:がユーザーに代わってオペレーション (またはオペレーションなどのオペ
レーション)RoleSessionNameAWS CLI を呼び出すときにパラメータに提供されま
す。AssumeRoleAssumeRoleWithWebIdentityこの値は、クエリ可能なロールユーザーの 
Amazon Resource Name (ARN) の一部となり、 CloudTrail このプロファイルによって呼び出されたオ
ペレーションのログエントリの一部として表示されます。

arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/my-role-name/my-role_session_name.

configこれをファイルに設定する例:

role_session_name = my-role-session-name

source_profile-AWSconfig 共有ファイル設定

role_arn認証情報を使用して元のプロファイルの設定で指定されたロールを引き受けるために使用
される認証情報の別のプロファイルを指定します。AWSconfigcredentials共有およびファイル
でのプロファイルの使用方法については、を参照してくださいconfigcredentials共有とファイ
ル (p. 3)。

役割を引き継ぐプロファイルでもあるプロファイルを指定すると、各役割が順番に引き継がれ、認証
情報が完全に解決されます。このチェーンは、SDK が静的な認証情報を持つプロファイルを検出する
と停止します。ロールチェーニングでは、AWS CLIまたはAWS API ロールセッションが最大 1 時間
に制限され、延長することはできません。詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールの用語と
概念」を参照してください。

デフォルト値:なし。

有効値:configcredentialsおよびファイルで定義されているプロファイルの名前で構成されるテキ
スト文字列。role_arn現在のプロファイルでの値も指定する必要があります。

Note

credential_sourceこの設定はに代わるもので
す。source_profilecredential_sourceとの両方を同じプロファイルで指定することは
できません。

設定ファイルでこれを設定する例:

[profile A]
source_profile = B
role_arn =  arn:aws:iam::123456789012:role/RoleA
                
[profile B]
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

web_identity_token_file-AWSconfig 共有ファイル設定

サポートされている OAuth 2.0 プロバイダまたは OpenID ID プロバイダからのアクセストークンを含
むファイルへのパスを指定します。

この設定により、Google、Facebook、Amazon などのウェブ ID フェデレーションプロバイ
ダーによる認証が可能になります。SDK または開発ツールはこのファイルの内容をロード
し、WebIdentityTokenAssumeRoleWithWebIdentityユーザーに代わってオペレーションを呼び
出すときに引数として渡します。
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デフォルト値:なし。

有効な値:この値はパスとファイル名でなければなりません。ファイルには、OAuth 2.0 アクセストー
クンまたは ID プロバイダによって提供された OpenID ID プロバイダによって提供された OpenID ID 
ID Connect トークンが含まれている必要があります。

configこれをファイルに設定する例:

[profile web-identity]
role_arn=arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name
web_identity_token_file=/path/to/a/token

AWSSDK との互換性
以下の SDK は、このページで説明されている機能と設定をサポートしています。一部例外もあります。

SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

AWS CLI v2 は
い

 

SDK for C++ 部
分
的

credential_sourceサポートされていません。
duration_secondsサポートされていません。 mfa_serialサ
ポートされていません。

SDK for Go (1.x) は
い

 

Go 1.x (V1) 用 SDK は
い

 

Java 2.x 用 SDK 部
分
的

mfa_serialサポートされていません。

Java 1.x 用 SDK 部
分
的

mfa_serialサポートされていません。

JavaScript 3.x 用の SDK は
い

 

JavaScript 2.x 用の SDK 部
分
的

credential_sourceサポートされていません。

SDK for .NET は
い

 

PHP 3.x 用の SDK は
い

 

SDK for Python (Boto3) は
い
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SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

Ruby 3.x 用の SDK は
い

 

コンテナ認証情報プロバイダー
コンテナ認証情報プロバイダは、お客様のコンテナ化されたアプリケーションの認証情報を取得しま
す。認証情報プロバイダーは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) のお客様に役立ちま
す。SDK は GET リクエストを通じて、指定された HTTP エンドポイントから認証情報を読み込もうと
します。AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI環境変数の詳細については、Amazon Elastic 
Container Service 開発者ガイドの「タスクの IAM ロール」を参照してください。

以下を使用してこの機能を設定します。

AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI-環境変数

認証情報をリクエストする際に使用する SDK の完全な HTTP URL エンドポイントが含まれます。こ
れにはスキームとホストの両方が含まれます。

デフォルト値:なし。

有効な値:有効な URI。

注:AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URIこの設定はの代わりであ
り、AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI設定されていない場合にのみ使用されます。

Linux/macOS でコマンドラインから環境変数を設定する例:

export AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI=http://localhost/get-credentials

or

export AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI=http://localhost:8080/get-credentials

AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI-環境変数

認証情報をリクエストするときに SDK が使用する相対 HTTP URL エンドポイントを指定します。

デフォルト値:なし。

有効な値:有効な相対 URI。

Linux/macOS でコマンドラインから環境変数を設定する例:

export AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI=/get-credentials?a=1

AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN-環境変数

この変数が設定されている場合、SDK は HTTP リクエストの Authorization ヘッダーに環境変数の値
を設定します。

デフォルト値:なし。

有効な値:文字列。
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Linux/macOS でコマンドラインから環境変数を設定する例:

export AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI=http://localhost/get-credential
export AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN=Basic abcd

AWSSDK との互換性
以下の SDK は、このページで説明されている機能と設定をサポートしています。一部例外もあります。

SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

AWS CLI v2 は
い

 

SDK for C++ は
い

 

SDK V2 V2 (V2) は Go Go V2 
(V2)

は
い

 

Go 1.x (V1) 用 SDK は
い

 

Java 2.x 用 SDK は
い

 

Java 1.x 用 SDK は
い

 

JavaScript 3.x 用の SDK は
い

 

JavaScript 2.x 用の SDK は
い

 

SDK for .NET RRRRRR は
い

 

PHP 3.x 用の SDK は
い

 

SDK for Python (Boto3) です。 は
い

 

Ruby 3.x 用の SDK は
い

 

IMS S S 証明書プロバイダー
インスタンスメタデータサービス (IMS) は、インスタンスに関するデータで、インスタンスに関するデー
タで、実行中のインスタンスを設定または管理するために使用します。利用可能なデータの詳細について
は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスメタデータとユーザーデータ」
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または「Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「インスタンスメタデータとユー
ザーデータ」を参照してください。Amazon EC2 は、インスタンスにさまざまな情報を提供できるローカ
ルエンドポイントをインスタンスに提供します。インスタンスにロールがアタッチされている場合、その
ロールに有効な認証情報のセットを提供できます。SDK は、そのエンドポイントを使用して、デフォルト
の認証情報プロバイダーチェーンの一部として認証情報を解決できます (p. 24)。デフォルトでは、IMS 
S のより安全なバージョンで、セッショントークンを使用する IMS S のバージョン2 (IMDSv2) がセッショ
ントークンを使用しています。再試行できない状態（HTTPエラーコード403、404、405）が原因で失敗
した場合、IMDSv1がフォールバックとして使用されます。

以下を使用してこの機能を設定します。

AWS_EC2_METADATA_DISABLED-環境変数

Amazon EC2 (IMS) を使用して認証情報を取得するかどうか。

デフォルト値: false。

有効な値:true,false。
ec2_metadata_service_endpoint-AWSconfig 共有ファイル設定,
AWS_EC2_METADATA_SERVICE_ENDPOINT-環境変数

IMDS のエンドポイント。

デフォルト値:ec2_metadata_service_endpoint_mode等しい場合IPv4、デフォルトのエンドポ
イントはですhttp://169.254.169.254。ec2_metadata_service_endpoint_mode等しい場
合IPv6、デフォルトのエンドポイントはですhttp://[fd00:ec2::254]。

有効な値:有効な URI。
ec2_metadata_service_endpoint_mode-AWSconfig 共有ファイル設定,
AWS_EC2_METADATA_SERVICE_ENDPOINT_MODE-環境変数

IMDSのエンドポイントモード。

デフォルト値:IPv4。

有効な値:IPv4,IPv6。

IMS S S S 証明書のセキュリティ
デフォルトでは、AWS SDK に有効な認証情報が設定されていない場合、SDK は Amazon EC2 インス
タンスメタデータサービス (IMDS)AWS を使用してロールの認証情報を取得しようとします。この動作
は、AWS_EC2_METADATA_DISABLED環境変数をに設定することで無効にできますtrue。これにより、不
必要なネットワークアクティビティが防止され、Amazon EC2 インスタンスメタデータサービスが偽装さ
れる可能性がある信頼できないネットワークのセキュリティが強化されます。

Note

AWS有効な認証情報で設定されたSDKクライアントは、これらの設定にかかわらず、IMDSを使
用して認証情報を取得することはありません。

Amazon EC2 IMDS 認証情報の使用を無効にする
この環境変数の設定方法は、使用しているオペレーティングシステムと、変更を永続化するかどうかに
よって異なります。

Linux および macOS

Linux または macOS を使用している場合は、次のコマンドを使用してこの環境変数を設定します。

$ export AWS_EC2_METADATA_DISABLED=true
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この設定を複数のシェルセッションやシステム再起動後も維持したい場合は、、、.bash_profileなど
の上記のコマンドをシェルプロファイルファイルに追加できます.profile。.zsh_profile

Windows

Windows を使用している場合は、次のコマンドを使用して、この環境変数を設定します。

$ set AWS_EC2_METADATA_DISABLED=true

この設定を複数のシェルセッションやシステム再起動にわたって持続させたい場合は、代わりに次のコマ
ンドを使用できます。

$ setx AWS_EC2_METADATA_DISABLED=true

Note

setxこのコマンドは現在のシェルセッションに値を適用しないため、変更を有効にするにはシェ
ルをリロードするか、再度開く必要があります。

AWSSDK との互換性
以下の SDK は、このページで説明されている機能と設定をサポートしています。一部例外もあります。

SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

AWS CLI v2 は
い

 

SDK for C++ は
い

 

SDK for Go は
い

 

Go 1.x (V1) 用 SDK は
い

 

Java 2.x 用 SDK は
い

 

Java 1.x 用 SDK は
い

 

JavaScript 3.x 用の SDK は
い

 

JavaScript 2.x 用の SDK は
い

 

SDK for .NET x は
い

 

PHP 3.x 用の SDK は
い
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SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

SDK for Python (Boto3) は
い

 

Ruby 3.x 用の SDK は
い

 

プロセス認証情報プロバイダー
SDKは、資格情報プロバイダーチェーンをカスタムユースケースに拡張する方法を提供します。

Warning

以下では、外部プロセスから認証情報を調達する方法について説明します。これは潜在的に危険
な場合がありますので、注意して進めてください。可能であれば、他の認証情報プロバイダーの
ことを確実にしてください。このオプションを使用する場合は、使用しているオペレーティング
システムのセキュリティ上のベストプラクティスに従って、configファイルができるだけロッ
クダウンされていることを確認する必要があります。StdErrカスタムの認証情報ツールによって
シークレット情報がに書き込まれないようにしてください。SDK およびAWS CLIがそのような情
報をキャプチャしてログに記録し、不正ユーザーに情報を公開する可能性があるためです。

以下を使用してこの機能を設定します。

credential_process-AWSconfig 共有ファイル設定

使用する認証情報を生成あるいは取得する目的で SDK またはツールが実行する外部のコマンドを指
定します。この設定では、SDK が呼び出すプログラム/コマンドの名前を指定します。SDK がプロセ
スを呼び出すと、プロセスが JSON データを書き込むのを待ちますstdout。カスタムプロバイダー
は、特定の形式で情報を返す必要があります。この情報には、SDK またはツールがユーザーの認証に
使用できる認証情報が含まれています。

認証情報プログラムへのパスの指定
設定の値は、SDK または開発ツールがユーザーに代わって実行するプログラムへのパスを含む文字列で
す。

• パスとファイル名には、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、ハイフン (-)、アンダースコア (_)、ピリオド (.)、フォ
ワードスラッシュ (/)、バックスラッシュ (\)、およびスペースのみを使用できます。

• パスまたはファイル名にスペースが含まれている場合は、完全なパスとファイル名を二重引用符 (" ") で
囲みます。

• パラメータ名またはパラメータ値にスペースが含まれている場合は、その要素を二重引用符 (" ") で囲み
ます。囲むのは、名前または値のみであり、そのペアではありません。

• 文字列に環境変数を含めないでください。たとえば、$HOMEまたはは含めないでくださ
い%USERPROFILE%。

• ホームフォルダをとして指定しないでください~。* フルパスまたはベースファイル名のいずれかを指定
する必要があります。ベースファイル名がある場合、PATHシステムは環境変数で指定されたフォルダー
内でプログラムを検索しようとします。

Linux/macOS でコマンドラインから環境変数を設定する例:
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credential_process = "/path/to/credentials.sh" parameterWithoutSpaces "parameter with 
 spaces"

コマンドラインから環境変数を設定するWindowsの例:

credential_process = "C:\Path\To\credentials.cmd" parameterWithoutSpaces "parameter with 
 spaces"

認証情報プログラムからの有効な出力
SDK は、プロファイルに指定されたとおりにコマンドを実行し、標準出力ストリームからデータを読み取
ります。指定するコマンドは、スクリプトかバイナリプログラムかにかかわらず、以下の構文と一致する 
JSONSTDOUT 出力をに生成する必要があります。

{ 
    "Version": 1, 
    "AccessKeyId": "an AWS access key", 
    "SecretAccessKey": "your AWS secret access key", 
    "SessionToken": "the AWS session token for temporary credentials",  
    "Expiration": "RFC3339 timestamp for when the credentials expire"
}   

Note

本文書の執筆時点では、Version キーは 1 に設定する必要があります。構造が進化するため、時
間の経過と共に増えていく可能性があります。

ExpirationキーはRFC3339形式のタイムスタンプです。Expirationキーがツールの出力にない場
合、SDK はこの認証情報が更新されない長期の認証情報であると判断します。それ以外の認証情報は一時
的な認証情報と見なされ、credential_process認証情報が有効期限が切れる前にを再実行して自動的
に更新されます。

Note

SDK は、ロール認証情報のように、外部プロセス認証情報をキャッシュしません。キャッシュが
必要な場合は、外部プロセス内で実装する必要があります。

外部プロセスはゼロ以外のリターンコードを返して、認証情報の取得時にエラーが発生したことを示すこ
とができます。

AWSSDK との互換性
以下の SDK は、このページで説明されている機能と設定をサポートしています。一部例外もあります。

SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

AWS CLI v2 は
い

 

SDK for C++ は
い
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SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

SDK for Go V2 は
い

 

Go 1.x (V1) 用 SDK は
い

 

Java 2.x 用 SDK は
い

 

Java 1.x 用 SDK は
い

 

JavaScript 3.x 用の SDK は
い

 

JavaScript 2.x 用の SDK は
い

 

SDK for .NET 2 は
い

 

PHP 3.x 用の SDK は
い

 

SDK for Python (Boto3) は
い

 

Ruby 3.x 用の SDK は
い

 

IAM Identity Center
この認証メカニズムは、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)コードへの Single 
Single Single Single Single Single Single SingleAWS のサービス Single Single Single

Note

AWSSDK API ドキュメントでは、IAM ID センターの認証情報プロバイダーは SSO 認証情報プロ
バイダーと呼ばれています。

IAM Identity Center を有効にしたら、AWSconfig共有ファイルに設定用のプロファイルを定義します。
このプロファイルは IAM ID Center アクセスポータルへの接続に使用されます。ユーザーが IAM Identity 
Center での認証に成功すると、ポータルはそのユーザーに関連付けられた IAM ロールの短期認証情報を返
します。SDKAWS のサービス が設定から一時的な認証情報を取得してリクエストに使用する方法につい
ては、を参照してくださいJenter の認証について理解を深めていくについて理解する (p. 12)。

configこのファイルを使用して IAM ID センターを設定するには、次の 2 つの方法があります。

• SSO トークンプロバイダーの設定 (推奨) — セッション期間を最大 7 日間まで延長できます。
• 更新不可のレガシー構成 — 8 時間の固定セッションをご利用いただけます。

どちらの構成でも、セッションの有効期限が切れたら再度サインインする必要があります。
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カスタムセッション期間を設定するには、SSO トークンプロバイダー設定を使用する必要があります。
セッション期間の詳細については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)ユーザー
ガイドの「AWSアクセスポータルセッション期間の設定」を参照してください。

次の 2 つのガイドには、IAM ID センターに関する追加情報が含まれています。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド
• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)ポータル API リファレンス

前提条件
最初に IAM Identity Center を有効にする必要があります。IAM Identity Center 認証の有効化の詳細につい
ては、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)ユーザーガイドの「はじめに」を参照
してください。

または、IAM Identity Center 認証 (p. 10)このガイドの指示に従ってください。これらの手順には、IAM 
Identity Center の有効化から、config以下の必要な共有ファイル設定の完了まで、詳細なガイダンスが記
載されています。

SSO トークンプロバイダーの設定
Note

AWS CLIを使用してこの設定を自動的に作成するには、の「aws configure ssoウィザードに
よるプロファイルの設定」を参照してくださいAWS CLI。

SSO トークンプロバイダー設定を使用すると、AWS SDK またはツールは延長されたセッション期間（最
大 7 日間）までセッションを自動的に更新します。

config ファイルの sso-session セクションを使用して、SSO アクセストークンを取得するための設定
変数をグループ化します。これらを使用して、AWS 認証情報を取得できます。configファイル内のセク
ションのフォーマットの詳細については、を参照してください設定ファイルの ASCII 形式 (p. 4)。

sso-session セクションを定義してプロファイルに関連付けます。sso_region と
sso_start_url は sso-session セクション内に設定する必要があります。通常
はsso_account_id、SDKsso_role_nameprofileAWS が認証情報をリクエストできるようにセク
ションで設定する必要があります。

Note

SDK とツールがこの構成を使用して認証情報をどのように使用し、更新するかについて詳しく
は、を参照してくださいJenter の認証について理解を深めていくについて理解する (p. 12)。

以下の例では、IAM Identity Center 認証情報をリクエストするように SDK を設定しています。また、トー
クンの自動更新もサポートしています。

[profile dev]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access

sso-session設定は複数のプロファイルで再利用できます。

[profile dev]
sso_session = my-sso
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sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole

[profile prod]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole2

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access

sso_account_idSSOsso_role_name トークン設定のすべてのシナリオで必須というわけではありませ
ん。アプリケーションでベアラー認証をサポートするのベラー認証のみを使用する場合AWS のサービス、
従来のAWS認証情報は必要ありません。ベアラー認証は、ベアラートークンと呼ばれるセキュリティトー
クンを使用する HTTP 認証スキームです。このシナリオでは、sso_account_id と sso_role_name は
必須ではありません。のガイドでベアラートークン認証をサポートしているかどうかについてはAWS の
サービス、ベアラートークン認証をサポートしているかどうかについては、各ガイドを参照してくださ
い。

登録スコープはの一部として設定されますsso-session。スコープは、OAuth 2.0ユーザーのアカウント
に対するアプリケーションのアクセスを制限するメカニズムです。アプリケーションは 1 つ以上のスコー
プをリクエストでき、アプリケーションに発行されたアクセストークンは付与されたスコープに限定され
ます。これらのスコープは、登録された OIDC クライアントがリクエストできるアクセス許可と、クライ
アントが取得するアクセストークンを定義します。以下の例では、sso_registration_scopesアカウ
ントとロールを一覧表示するアクセスをどのユーザーに許可するかを設定しています。

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access

認証トークンは、セッション名に基づいたファイル名を使用して、~/.aws/sso/cacheディレクトリの下
のディスクにキャッシュされます。

更新不可のレガシー設定
トークンの自動更新は、更新不可のレガシー設定ではサポートされていません。SSO トークンプロバイ
ダーの設定 (p. 36)代わりにを使用することをお勧めします。

更新不可のレガシー設定を使用するには、プロファイル内で以下の設定を指定する必要があります。

• sso_start_url
• sso_region
• sso_account_id
• sso_role_name

プロファイルのユーザーポータルは、sso_start_urlsso_regionと設定で指定しま
す。sso_account_idsso_role_name権限はと設定で指定します。

次の例では、configファイルに 4 つの必須値を設定しています。

[profile my-sso-profile]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-west-2
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SSOReadOnlyRole
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認証トークンは、に基づいたファイル名を使用して、~/.aws/sso/cacheディレクトリの下のディスクに
キャッシュされますsso_start_url。

IAM Identity Center の設定
以下を使用してこの機能を設定します。

sso_start_url-AWSconfig 共有ファイル設定

組織の IAM Identity Center アクセスポータルを指す URL。IAM Identity Center アクセスポータルの詳
細については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)ユーザーガイドの「AWS
アクセスポータルの使用」を参照してください。

この値を確認するには、IAM Identity Center コンソールを開き、ダッシュボードを表示して、AWSア
クセスポータル URL を検索します。

sso_region-AWSconfig 共有ファイル設定

これには、AWS リージョン IAM ID センターポータルホスト、つまり IAM ID センターを有効にする
前に選択したリージョンが含まれます。AWSこれはデフォルトのリージョンとは無関係で、異なる場
合もあります。

AWS リージョンとそのコードの詳細なリストについては、の「地域エンドポイント」を参照してく
ださいAmazon Web Services 全般のリファレンス。この値を確認するには、IAM Identity Center コン
ソールを開き、ダッシュボードを表示して、「リージョン」を探します。

sso_account_id-AWSconfig 共有ファイル設定

AWS アカウントAWS Organizations認証に使用するためにサービスを通じて追加されたの数値 ID。

利用可能なアカウントのリストを確認するには、IAM Identity Center AWS アカウントコンソールに
移動してページを開きます。ListAccountsAPI メソッドを使用して利用可能なアカウントのリスト
は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)ポータル API リファレンスでも確認
できます。たとえば、AWS CLIリストアカウントメソッドを呼び出すことができます。

sso_role_name-AWSconfig 共有ファイル設定

ユーザーに許可する IAM ロールとしてプロビジョニングされたアクセス許可セットの名前。AWS ア
カウントロールはで指定された場所に存在する必要がありますsso_account_id。ロールの Amazon 
リソースネーム (ARN) は使用しないでください。

権限セットにはIAMポリシーとカスタム権限ポリシーが添付されており、ユーザーに割り当てられる
アクセスレベルを定義しますAWS アカウント。

ごとの使用可能な権限セットのリストを確認するにはAWS アカウント、IAM Identity Center AWS ア
カウントコンソールに移動してページを開きます。AWS アカウント表に記載されている正しい権限
セット名を選択してください。AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)ポータル 
API リファレンスの ListAccountRolesAPI メソッドを使用して、使用可能な権限セットのリストを確
認することもできます。たとえば、AWS CLIメソッドを呼び出すことができますlist-account-roles。

sso_registration_scopes-AWSconfig 共有ファイル設定

に許可する有効なスコープ文字列のカンマ区切りのリストsso-session。スコープは、IAM Identity 
Center ベアラートークンで承認されたエンドポイントへのアクセスを許可します。IAM Identity 
Center サービスから更新トークンを取得するには、sso:account:access最低限のスコープを付与
する必要があります。この設定は、更新不可のレガシー設定には適用されません。レガシー設定を使
用して発行されたトークンは、sso:account:access暗黙的に適用範囲に制限されます。

AWSSDK との互換性
以下の SDK は、このページで説明されている機能と設定をサポートしています。一部例外もあります。
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SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

AWS CLI v2 は
い

 

SDK for C++ は
い

 

SDK for Go Vo Vo Vo Vo Vo Vo 
Vo V2

は
い

 

Go 1.x (V1) 用 SDK は
い

 

Java 2.x 用 SDK は
い

credentials設定値はファイルでもサポートされています。

Java 1.x 用 SDK い
い
え

 

JavaScript 3.x 用の SDK は
い

 

JavaScript 2.x 用の SDK は
い

 

SDK for .NET o は
い

 

PHP 3.x 用の SDK は
い

 

SDK for Python (Boto3) は
い

 

Ruby 3.x 用の SDK は
い

 

静IP アドレス
静的認証情報の基本については、の「AWS アカウントのルートユーザー認証情報と IAM ID」と「AWS認
証情報の理解と取得」を参照してくださいAmazon Web Services 全般のリファレンス。

AWSSDK は、AWSこれらの認証情報を自動的に使用して API リクエストに署名します。これにより
AWS、AWSワークロードはリソースやデータに安全かつ便利にアクセスできます。IAM ロールを使用する
場合、AWSこれらの一時的な認証情報は1日に複数回更新されます。

Note

AWSAWSこれらの一時的な認証情報を更新できなくなった場合は、資格情報の有効期間を延長し
て、ワークロードに影響を与えないようにすることができます。
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AWScredentials共有ファイルは、アプリケーションのソースディレクトリの外部に安全に存在
し、config共有ファイルの SDK 固有の設定とは別の場所に保存されるため、認証情報を保存する場所と
して推奨されます。

以下を使用してこの機能を設定します。

aws_access_key_id-AWSconfig 共有ファイル設定, aws_access_key_id-AWScredentials 共有
ファイル設定 (推奨方法), AWS_ACCESS_KEY_ID-環境変数

AWSユーザーを認証するための認証情報の一部として使用するアクセスキーを指定します。
aws_secret_access_key-AWSconfig 共有ファイル設定, aws_secret_access_key-
AWScredentials 共有ファイル設定 (推奨方法), AWS_SECRET_ACCESS_KEY-環境変数

AWSユーザーを認証するための認証情報の一部として使用するシークレットキーを指定します。
aws_session_token-AWSconfig 共有ファイル設定, aws_session_token-AWScredentials 共有
ファイル設定 (推奨方法), AWS_SESSION_TOKEN-環境変数

AWSユーザーを認証するための認証情報の一部として使用するセッショントークンを指定します。こ
の値は、役割を引き受けるためのリクエストが成功したときに返される一時的な認証情報の一部とし
て受け取ります。セッショントークンは、一時的なセキュリティ認証情報を手動で指定する場合にの
み必要です。ただし、長期の認証情報ではなく一時的な認証情報を常に使用します。セキュリティに
関する推奨事項については、IAM 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。

configcredentialsまたはファイルに次の必須値を設定する例:

[default]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
aws_session_token = AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPy...truncated...zrkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4Olgk

Linux/macOS でコマンドラインから環境変数を設定する例:

export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
export 
 AWS_SESSION_TOKEN=AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPy...truncated...zrkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4Olgk

コマンドラインから環境変数を設定するWindowsの例:

setx AWS_ACCESS_KEY_ID AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
setx AWS_SECRET_ACCESS_KEY wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
setx AWS_SESSION_TOKEN AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPy...truncated...zrkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4Olgk

AWSSDK との互換性
以下の SDK は、このページで説明されている機能と設定をサポートしています。一部例外もあります。

SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

AWS CLI v2 は
い
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SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

SDK for C++ は
い

config共有ファイルはサポートされていません。

SDK for Go 2 は
い

 

Go 1.x (V1) 用 SDK は
い

 

Java 2.x 用 SDK は
い

 

Java 1.x 用 SDK は
い

 

JavaScript 3.x 用の SDK は
い

 

JavaScript 2.x 用の SDK は
い

 

SDK for .NET は
い

環境変数はサポートされていません。

PHP 3.x 用の SDK は
い

 

SDK for Python (Boto3) は
い

 

Ruby 3.x 用の SDK は
い

 

標準化された機能
多くの機能は一貫したデフォルト値に標準化され、多くの SDK で同じように動作するようになっていま
す。この一貫性により、複数のSDKにわたるコーディングの生産性と明確性が向上します。すべての設定
はコードで上書きできます。詳細については、特定の SDK API を参照してください。

Important

すべての SDK がすべての機能をサポートしているわけではなく、機能内のすべての側面をサポー
トしているわけでもありません。

トピック
• Amazon EC2 インスタンスメタデータ。 (p. 42)
• Amazon S3 アクセスポイント (p. 44)
• Amazon S3 マルチリージョンアクセスポイント (p. 45)
• AWS リージョン (p. 47)
• AWS STS地域別エンドポイント (p. 49)
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• デュアルスタックと FIPS エンドポイント (p. 50)
• エンドポイント検出 (p. 52)
• 一般的な設定値 (p. 54)
• IMDDDDDD (p. 56)
• 再試行動作 (p. 58)
• スマート設定のデフォルト (p. 61)

Amazon EC2 インスタンスメタデータ。
Amazon EC2 は、インスタンスメタデータサービス (IMDS) と呼ばれるインスタンス上のサービスを提供
します。このサービスの詳細については、「」を参照してください。インスタンスメタデータとユーザー
データのLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドまたはインスタンスメタデータとユーザー
データのWindows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。IAM ロールで設定された Amazon EC2 
インスタンスで認証情報の取得を試行すると、インスタンスメタデータサービスへの接続は調整可能で
す。

この機能を設定するには、以下を使用します。

metadata_service_num_attempts-共有AWS configファイル設定,
AWS_METADATA_SERVICE_NUM_ATTEMPTS-環境変数

この設定では、インスタンスメタデータサービスからのデータ取得を試行するまでに試行する回数を
指定します。

デフォルト値: 1

有効な値: 1 以上の数値。
metadata_service_timeout-共有AWS configファイル設定, AWS_METADATA_SERVICE_TIMEOUT-環
境変数

インスタンスメタデータサービスからのデータ取得を試行するときにタイムアウトするまでの秒数を
指定します。

デフォルト値: 1

有効な値: 1 以上の数値。

でこれらの値を設定する例configfile:

[default]
metadata_service_num_attempts=10
metadata_service_timeout=10

コマンドラインで環境変数を設定するLinux/macOS の例:

export AWS_METADATA_SERVICE_NUM_ATTEMPTS=10
export AWS_METADATA_SERVICE_TIMEOUT=10

コマンドラインで環境変数を設定するWindowsの例:

setx AWS_METADATA_SERVICE_NUM_ATTEMPTS 10
setx AWS_METADATA_SERVICE_TIMEOUT 10
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との互換性AWSSDKS
次の SDK は、このページで説明されている機能と設定をサポートしています。一部の例外は注意してくだ
さい。

SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

AWS CLI v2 は
い

 

SDK for C++ い
い
え

 

SDK for Go V2 (1.x) い
い
え

 

SDK for Go 1.x (V1) い
い
え

 

SDK for Java 2.x い
い
え

 

SDK for Java 1.x 部
分
的

metadata_service_num_attemptsサポート対象外。

向け SDKJavaScript3.x い
い
え

 

向け SDKJavaScript2.x い
い
え

 

SDK for .NET 3.x い
い
え

 

SDK for PHP 3.x は
い

 

SDK for Python (Boto3) は
い

 

SDK for Ruby 3.x い
い
え
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Amazon S3 アクセスポイント
Amazon S3 サービスは、Amazon S3 バケットと対話する代替方法としてアクセスポイントを提供しま
す。アクセスポイントには、バケットに直接ではなく、一意のポリシーと設定があります。とAWSSDK 
では、バケット名を明示的に指定するのではなく、バケットフィールドでアクセスポイントの Amazon リ
ソースネーム（ARN）を API オペレーションに使用できます。これらは、アクセスポイント ARN をで使
うなど、特定の操作に使用されます。GetObjectバケットからオブジェクトを取得するか、アクセスポイ
ントの ARN を以下で使用しますPutObjectをクリックして、バケットにオブジェクトを追加します。

Amazon S3 アクセスポイントと ARN の詳細については、「」を参照してください。アクセスポイントの
使用のAmazon S3 ユーザーガイド。

この機能を設定するには、以下を使用します。

s3_use_arn_region-共有AWS configファイル設定, AWS_S3_USE_ARN_REGION-環境変数, コード内
で値を直接設定するには、特定の SDK を直接参照してください。

この設定は、SDK がアクセスポイント ARN を使用するかどうかを制御します。AWS リージョンを
クリックし、リクエストのリージョナルエンドポイントを構築します。SDK は、ARN が検証されま
す。AWS リージョン同じによって提供されるAWSクライアントの設定としてのパーティションAWS 
リージョンクロスパーティションコールが失敗する可能性が高いことを防ぎます。乗算が定義されて
いる場合、コード構成の設定が優先され、続いて環境変数の設定が優先されます。

デフォルト値: false

有効な値:
• true— SDK は ARN を使用しますAWS リージョンクライアントの設定ではなくエンドポイン

トを構築する場合AWS リージョン。例外: クライアントが設定されている場合AWS リージョン
FIPSAWS リージョンの場合、ARN と一致する必要がありますAWS リージョン。そうしないと、
エラーが発生します。

• false— SDK はクライアントの設定済みを使用しますAWS リージョンエンドポイントを構築する
とき。

との互換性AWSSDK
次の SDK は、このページで説明されている機能と設定をサポートしています。一部の例外が記載されてい
ます。

SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

AWS CLI v2 は
い

 

SDK for C++ は
い

 

SDK for Go V2 (1.x) は
い

 

SDK for Go 1.x (V1) は
い
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SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

SDK for Java 2.x は
い

 

SDK for Java 1.x は
い

 

向け SDKJavaScript3.x は
い

 

向け SDKJavaScript2.x は
い

 

.NET 3.x 対応 SDK は
い

 

SDK for PHP 3.x 部
分
的

 

SDK for Python (Boto3) は
い

 

SDK for Ruby 3.x は
い

 

Amazon S3 マルチリージョンアクセスポイント
Amazon S3 マルチリージョンアクセスポイントを使用すると、アプリケーションが複数のリージョンアク
セスポイントにある Amazon S3 バケットからのリクエストを実行するために使用できるグローバルエン
ドポイントを作成できますAWS リージョン。マルチリージョンアクセスポイントを使用して、単一のリー
ジョンで使用するのと同じシンプルなアーキテクチャでマルチリージョンアプリケーションを構築し、世
界中のどこでもこれらのアプリケーションを実行することができます。

マルチリージョンアクセスポイントの詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの Amazon S3 のマル
チリージョンアクセスポイントを参照してください。

マルチリージョンアクセスポイント Amazon リソースネーム (ARN) の詳細については、Amazon S3 ユー
ザーガイドのマルチリージョンアクセスポイントを使用したリクエストを参照してください。

マルチリージョンアクセスポイントの作成の詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドのマルチリー
ジョンアクセスポイントの管理を参照してください。

SigV4a アルゴリズムは、グローバルリージョンリクエストの署名に使用される署名実装です。このアルゴ
リズムは、SDK がに依存して取得したものですAWSCommon Runtime (CRT) ライブラリ (p. 65)。

以下を使用してこの機能を設定します。

s3_disable_multiregion_access_points-AWSconfig 共有ファイル設定,
AWS_S3_DISABLE_MULTIREGION_ACCESS_POINTS-環境変数, 値をコードで直接設定するには、特定の 
SDK に直接問い合わせてください。

この設定は、SDK がクロスリージョンリクエストを試みるかどうかを制御します。複数定義した場
合、コードで設定された設定が優先され、その後に環境変数の設定が続きます。
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デフォルト値: false

有効な値:
• true— クロスリージョンリクエストの使用を停止します。
• false— マルチリージョンアクセスポイントを使用して、リージョンアクセスポイントを使用して

リージョンアクセスポイントを使用してリージョンアクセスポイントを使用します。

AWSSDK との互換性
以下の SDK は、このページで説明されている機能と設定をサポートしています。一部例外もあります。

SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

AWS CLI v2 は
い

 

SDK for C++ は
い

 

SDK for Go V2 は
い

 

Go 1.x (V1) 用 SDK い
い
え

 

Java 2.x 用 SDK は
い

 

Java 1.x 用 SDK い
い
え

 

JavaScript 3.x 用の SDK は
い

 

JavaScript 2.x 用の SDK い
い
え

 

SDK for .NET 2 は
い

 

PHP 3.x 用の SDK は
い

 

SDK for Python (Boto3) は
い

 

Ruby 3.x 用の SDK は
い
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AWS リージョン
AWS リージョンAWS のサービスを扱う際に理解しておくべき重要な概念です。

ではAWS リージョン、AWS のサービス特定の地域に物理的に存在するのサービスにアクセスすることが
できます。これは、自分やユーザーがアクセスできる場所の近くでデータやアプリケーションを稼働させ
続けるのに役立ちます。リージョンでは耐障害性や安定性が提供され、レイテンシーを低減することもで
きます。リージョンを使用すると、リージョンの障害の影響を受けずに利用できる冗長リソースを作成で
きます。

AWS のサービスほとんどのリクエストは特定の地域に関連しています。あるリージョンで作成したリソー
スは、のレプリケーション機能を明示的に使用しないかぎり、他のリージョンに存在することはありませ
んAWS のサービス。たとえば、Amazon S3 と Amazon EC2 はクロスリージョンのレプリケーションをサ
ポートしています。IAM などの一部のサービスには、リージョンリソースがありません。

には、AWS 全般のリファレンス次の情報が含まれています。

• リージョンとエンドポイントの関係を理解し、既存のリージョンエンドポイントのリストを表示するに
は、AWSサービスエンドポイントを参照してください。

• の各でサポートされているすべてのリージョンおよびエンドポイントの現在のリストを確認する方法に
ついてはAWS のサービス、サービスエンドポイントとクォータを参照してください。

サービスクライアントの作成

プログラムでアクセスするにはAWS のサービス、SDK はそれぞれにクライアントクラス/オブジェクトを
使用しますAWS のサービス。たとえば、アプリケーションが Amazon EC2 にアクセスする必要がある場
合、アプリケーションはそのサービスと連携する Amazon EC2 クライアントオブジェクトを作成します。

クライアントにリージョンが明示的に指定されていない場合、regionクライアントはデフォルトで次の設
定で設定されたリージョンを使用します。ただし、クライアントのアクティブリージョンは個々のクライ
アントオブジェクトに明示的に設定できます。この方法でのリージョンの設定は、特定のサービスクライ
アントのグローバル設定よりも優先されます。代替リージョンは、そのクライアントのインスタンス化時
に、お使いの SDK に固有の (特定の SDK ガイドまたは SDK のコードベースを確認してください) 指定さ
れます。

以下を使用してこの機能を設定します。

region-AWSconfig 共有ファイル設定, AWS_REGION-環境変数

AWS リージョンAWSリクエストに使用するデフォルトを指定します。このリージョンは、特定の
リージョンが提供されていない SDK サービスリクエストに使用されます。

デフォルト値:なし。この値は明示的に指定する必要があります。

有効な値:
• AWSの全般的なリファレンスの「サービスエンドポイント」に記載されているように、AWS選択し

たサービスで使用できるリージョンコードを指定できます。例えば、AWS リージョンこの値ではエ
ンドポイントは米国東部 (バージニア北部)us-east-1 に設定されます。

• aws-globalでは、(STS) や Amazon Simple Storage ServiceAWS Security Token Service (Amazon 
S3AWS STS) などのリージョンのエンドポイントに加えて、別のグローバルエンドポイントをサ
ポートするサービスのグローバルエンドポイントを指定します。

configファイルにこの値を設定する例:

[default]
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region = us-west-2

Linux/macOS でコマンドラインから環境変数を設定する例:

export AWS_REGION=us-west-2

コマンドラインから環境変数を設定するWindowsの例:

setx AWS_REGION us-west-2

ほとんどのSDKには、アプリケーションコード内からデフォルトリージョンを設定できる「設定」オブ
ジェクトがあります。詳細については、特定のAWS SDK.

AWSSDK との互換性
以下の SDK は、このページで説明されている機能と設定をサポートしています。一部例外もあります。

SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

AWS CLI v2 は
い

AWS CLIV2 では、AWS_REGION入力する値の前に任意の値を使用
しますAWS_DEFAULT_REGION (両方の変数がチェックされます)。

AWS CLIv1 は
い

この SDK は、AWS_DEFAULT_REGIONこの目的のために名付けら
れた環境変数を使用しています。

SDK for C++ は
い

 

SDK for Go V2 は
い

 

Go 1.x (V1) 用 SDK は
い

 

Java 2.x 用 SDK は
い

 

Java 1.x 用 SDK は
い

 

JavaScript 3.x 用の SDK は
い

 

JavaScript 2.x 用の SDK は
い

 

SDK for .NET Go V3 は
い

 

PHP 3.x 用の SDK は
い

 

SDK for Python (Boto3) は
い

この SDK は、AWS_DEFAULT_REGIONこの目的のために名付けら
れた環境変数を使用しています。
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SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

Ruby 3.x 用の SDK は
い

 

AWS STS地域別エンドポイント
デフォルトでは、AWS Security Token Service (AWS STS) はグローバルサービスとして使用でき、AWS 
STSすべてのリクエストはの 1https://sts.amazonaws.com つのエンドポイントに送られます。グ
ローバルリクエストは、米国東部 (バージニア北部) リージョンに対して行われます。 AWSでは、AWS 
STSグローバルエンドポイントではなく、リージョナルエンドポイントを使用することを推奨していま
す。AWS STSエンドポイントの詳細については、AWS Security Token ServiceAPI リファレンスの「エン
ドポイント」を参照してください。

以下を使用してこの機能を設定します。

sts_regional_endpoints-AWSconfig 共有ファイル設定, AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS-環境変
数

この設定では、SDK またはツールがAWS Security Token Service (AWS STS)AWS のサービス との通
信に使用するエンドポイントをどのように決定するかを指定します。

デフォルト値: legacy
Note

future、すべての新しい SDK メジャーバージョンはデフォルトで設定されま
す。regional新しいSDKメジャーバージョンでは、regionalこの設定と使用動作が削除さ
れる可能性があります。

有効な値:
• legacy—、、、、sts.amazonaws.com、、、ap-northeast-1、、、、ap-south-1ap-
southeast-1、ap-southeast-2、aws-globalca-central-1eu-central-1eu-
north-1eu-west-1、AWS STSAWSの各リージョンのグローバルエンドポイントeu-west-2eu-
west-3sa-east-1us-east-1us-east-2、us-west-1、を使用しますus-west-2。他のすべて
のリージョンでは、それぞれのリージョンエンドポイントが自動的に使用されます。

• regional-SDSDSDSDSDSは、現在設定されているリージョンに、AWS STS現在
設定されているリージョンに、現在設定されているリージョンに、現在設定されてい
るリージョンに、例えば、クライアントがを使用するように設定されている場合us-
west-2、AWS STSへのすべての呼び出しは、グローバルエンドポイントではなくsts.us-
west-2.amazonaws.com、sts.amazonaws.comリージョナルエンドポイントに対して行われま
す。この設定が有効なときにグローバルエンドポイントにリクエストを送信するには、リージョン
を aws-global に設定します。

configファイルに次の値を設定する例:

[default]
sts_regional_endpoints = regional

Linux/macOS でコマンドラインから環境変数を設定する例:

export AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS=regional
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コマンドラインから環境変数を設定するWindowsの例:

setx AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS regional

AWSSDK との互換性
以下の SDK は、このページで説明されている機能と設定をサポートしています。一部例外もあります。

SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

AWS CLI v2 部
分
的

デフォルト値は regional です。

SDK for C++ 部
分
的

config環境変数とファイル設定はサポートされていませ
ん。regionalSDKは設定で動作します。

SDVGGGGGGGGGGGGGGGGGGVは
い

 

Go 1.x (V1) 用 SDK は
い

 

Java 2.x 用 SDK は
い

 

Java 1.x 用 SDK は
い

 

JavaScript 3.x 用の SDK は
い

 

JavaScript 2.x 用の SDK は
い

 

SDK for .NET は
い

 

PHP 3.x 用の SDK は
い

 

SDK for Python (Boto3) は
い

 

Ruby 3.x 用の SDK は
い

 

デュアルスタックと FIPS エンドポイント
以下を使用してこの機能を設定します。
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use_dualstack_endpoint-AWSconfig 共有ファイル設定, AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINT-環境変
数

SDK がデュアルスタックエンドポイントにリクエストを送信するかどうかをオンまたはオフにしま
す。IPv4 と IPv6 の両方のトラフィックをサポートするデュアルスタックエンドポイントの詳細につ
いては、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「Amazon S3 デュアルスタックエンドポ
イントの使用」を参照してください。デュアルスタックエンドポイントは、一部のリージョンで利用
できます。

デフォルト値: false

有効な値:
• true— SDKまたはツールは、デュアルスタックのエンドポイントを使用してネットワークリクエ

ストを行おうとします。サービスおよび/またはのデュアルスタックエンドポイントが存在しない場
合AWS リージョン、リクエストは失敗します。

• false— SDKまたはツールは、デュアルスタックのエンドポイントを使用してネットワークリクエ
ストを行うことはありません。

use_fips_endpoint-AWSconfig 共有ファイル設定, AWS_USE_FIPS_ENDPOINT-環境変数

SDK またはツールが FIPS 準拠のエンドポイントにリクエストを送信するかどうかをオンまたはオフ
にします。連邦情報処理標準 (FIPS) は、データとその暗号化に関する米国政府のセキュリティ要件の
セットです。政府機関、パートナー、および連邦政府との取引を希望する者は、FIPSガイドラインを
順守する必要があります。標準の AWS エンドポイントとは異なり、FIPS エンドポイントでは FIPS 
140-2 に準拠した TLS ソフトウェアライブラリを使用しています。FIPS エンドポイントを指定する
その他の方法の詳細についてはAWS リージョン、「サービス別の FIPS エンドポイント」を参照し
てください。Amazon Elastic Compute Cloud サービスのエンドポイントの詳細については、Amazon 
EC2 API リファレンスの「デュアルスタック (IPv4 と IPv6) エンドポイント」を参照してください。

デフォルト値: false

有効な値:
• true— SDK またはツールが FIPS 準拠のエンドポイントにリクエストを送信する
• false— SDK またはツールは FIPS 準拠のエンドポイントにリクエストを送信しません。

AWSSDK との互換性
以下の SDK は、このページで説明されている機能と設定をサポートしています。一部例外もあります。

SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

AWS CLI v2 は
い

 

SDK for C++ は
い

 

SDK for Go は
い

 

Go 1.x (V1) 用 SDK は
い
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SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

SDK for Java 2.x は
い

 

SDK for Java 1.x い
い
え

 

JavaScript 3.x 用の SDK は
い

 

JavaScript 2.x 用の SDK は
い

 

SDK for .NET x は
い

 

PHP 3.x 用の SDK は
い

 

SDK for Python (Boto3) は
い

 

Ruby 3.x 用の SDK は
い

 

エンドポイント検出
SDK は、エンドポイントディスカバリを使用してサービスエンドポイント（さまざまなリソースにアクセ
スするための URL）にアクセスしますが、AWS必要に応じて URL を変更します。これにより、コードで
新しいエンドポイントを自動的に検出できます。一部のサービスには固定エンドポイントはありません。
代わりに、最初にエンドポイントを取得するリクエストを実行して、実行時に使用可能なエンドポイント
を取得します。使用可能なエンドポイントを取得した後、コードはそのエンドポイントを使用して他の操
作にアクセスします。たとえば、Amazon Timestream の場合、SDK はDescribeEndpoints利用可能な
エンドポイントを取得するように要求し、それらのエンドポイントを使用して次のような特定の操作を完
了します。CreateDatabaseまたはCreateTable。

一部のサービスではエンドポイントディスカバリが必要で、その他のサービスでは省略可能です。デフォ
ルトはどちらかですtrueまたはfalseサービスがエンドポイント検出を必要とするかどうかによって
異なります。たとえば、タイムストリームのデフォルトはtrue、Amazon DynamoDB のデフォルト値
はfalse。エンドポイント検出が不要なサービスの場合、エンドポイントディスカバリは有効になりませ
ん。代わりに、環境変数を使用して設定オプションを使用できます。AWS configファイル、または SDK 
コード構成 (設定クラスなど)。エンドポイント検出が必要な操作の場合、SDK は自動的にエンドポイント
の検出を試みます。

この機能を設定するには、以下を使用します。

endpoint_discovery_enabled-共有AWS configファイル設定,
AWS_ENABLE_ENDPOINT_DISCOVERY-環境変数, コード内で値を直接設定するには、特定の SDK を直接
参照してください。

エンドポイントディスカバリがオプションであるサービスのエンドポイント検出を有効/無効にしま
す。一部のサービスでは、エンドポイントの検出が必要です。
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デフォルト値: false

有効な値:
• true— SDK は、エンドポイント検出がオプションであるサービスのエンドポイントを自動的に検

出しようとします。
• false— SDK は、エンドポイント検出がオプションであるサービスのエンドポイントを自動的に検

出しないようにします。

との互換性AWSSDK
次の SDK は、このページで説明されている機能と設定をサポートしています。一部の例外が記載されてい
ます。

SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

AWS CLI v2 は
い

 

SDK for C++ は
い

 

SDK for Go V2 (1.x) は
い

 

SDK for Go 1.x (V1) は
い

 

SDK for Java 2.x は
い

 

SDK for Java 1.x は
い

 

向け SDKJavaScript3.x は
い

 

向け SDKJavaScript2.x は
い

 

SDK for .NET 3.x は
い

 

SDK for PHP 3.x は
い

 

SDK for Python (Boto3) は
い

 

SDK for Ruby 3.x は
い
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一般的な設定値
SDK は、SDK の全体的な動作を設定するいくつかの一般的な設定をサポートしています。

以下を使用してこの機能を設定します。

api_versions-AWSconfig 共有ファイル設定

一部の AWS サービスでは、下位互換性をサポートするために複数の API バージョンを維持します。
デフォルトでは、SDKAWS CLI とオペレーションは最新の API バージョンを使用します。リクエスト
に使用する特定の API バージョンを要求するには、api_versionsプロファイルにその設定を含めて
ください。

デフォルト値:なし。(SDK では最新の API バージョンが使用されます。)

有効値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値
値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値値AWS どの API バージョンが利用可能を判断するに
は、AWSサービスのドキュメントを参照してください。

この例では、configファイル内の 2AWS つのサービスに特定の API バージョンを設定します。これ
らの API バージョンは、この設定を含むプロファイルで実行するコマンドにのみ使用されます。他の
サービスのコマンドは、そのサービスの API の最新バージョンを使用します。

api_versions = 
    ec2 = 2015-03-01
    cloudfront = 2015-09-017

ca_bundle-AWSconfig 共有ファイル設定, AWS_CA_BUNDLE-環境変数

SSL/TLS 接続を確立する時に使用するカスタム証明書バンドル (.pem拡張子のファイル) へのパスを
指定します。

デフォルト値値値値値値値値

有効な値:フルパスまたはベースファイル名を指定します。ベースファイル名がある場合、PATHシス
テムは環境変数で指定されたフォルダー内でプログラムを検索しようとします。

configファイルにこの値を設定する例:

[default]
ca_bundle = dev/apps/ca-certs/cabundle-2019mar05.pem

Linux/macOS でコマンドラインから環境変数を設定する例:

export AWS_CA_BUNDLE=/dev/apps/ca-certs/cabundle-2019mar05.pem

コマンドラインから環境変数を設定するWindowsの例:

setx AWS_CA_BUNDLE C:\dev\apps\ca-certs\cabundle-2019mar05.pem

output-AWSconfig 共有ファイル設定

結果をその他のAWS SDKAWS CLI やツールでどのようにフォーマットするかを指定します。

デフォルト値: json

有効な値:
• json - 出力は JSON 文字列としてフォーマットされます。
• yaml - 出力は YAML 文字列としてフォーマットされます。
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• https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-usage-output-format.html#yaml-stream-output - 
出力はストリームされ、YAML 文字列としてフォーマットされます。ストリーミングにより、大き
なデータタイプの処理を高速化できます。

• text - 出力は、複数行のタブ区切りの文字列値としてフォーマットされます。これ
は、grep、sed、または awk などのテキストプロセッサに出力を渡すのに役立ちます。

• table - 出力は、テーブルとしてフォーマットされ、文字の「+|-」を使用してセルの境界を形成し
ます。通常、情報は他の形式よりも読みやすい「わかりやすい」形式で表示されますが、プログラ
ムとしては役立ちません。

parameter_validation-AWSconfig 共有ファイル設定

SDKAWS またはツールがサービスエンドポイントエンドポイントを検証検証検証する「検証」設定で
す。

デフォルト値: true

有効な値:
• true-デフォルト。SDK またはツールは、コマンドラインパラメータの検証を実行します。これに

より、SDK やツールはパラメータが有効であることを確認しやすくなり、エラーをキャッチできま
す。SDK またはツールは、AWSサービスエンドポイントにリクエストを送信する前に、有効でない
リクエストを拒否できます。

• false— SDKAWS やツールはサービスエンドポイントエンドポイントを検証しません。AWSサー
ビスエンドポイントは、すべてのリクエストを検証し、有効でないリクエストを拒否する責任があ
ります。

AWSSDK との互換性
以下の SDK は、このページで説明されている機能と設定をサポートしています。一部例外もあります。

SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

AWS CLI v2 部
分
的

api_versionsサポートされていません。

SDK for C++ は
い

 

SDK for Go V2 (1.x) 部
分
的

api_versionsparameter_validationサポートされていませ
ん。

Go 1.x (V1) 用 SDK 部
分
的

api_versionsparameter_validationサポートされていませ
ん。

Java 2.x 用 SDK い
い
え

 

Java 1.x 用 SDK い
い
え
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SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

JavaScript 3.x 用の SDK は
い

 

JavaScript 2.x 用の SDK は
い

 

SDK for .NET x い
い
え

 

PHP 3.x 用の SDK は
い

 

SDK for Python (Boto3) は
い

 

Ruby 3.x 用の SDK は
い

 

IMDDDDDD
SDDDDDDDDDDSv2 (IMDSv2) クライアントは、セッション指向リクエストを使用してインスタンスメ
タデータサービスバージョン 2 (IMDSv2) クライアントを実装します。IMDSv2 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「IMDSv2 を使用する」または「Windows インスタンス
用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「IMDSv2 を使用する」を参照してください。IMDSクライアント
は、SDKコードベースにあるクライアント設定オブジェクトを介して設定できます。

以下を使用してこの機能を設定します。

retries-クライアント設定オブジェクトメンバー

リクエストが失敗した場合の追加の再試行回数。

デフォルト値:3

有効な値:0 より大きい数値。
port-クライアント設定オブジェクトメンバー

エンドポイントのポート。

デフォルト値:80

有効な値:数値。
token_ttl-クライアント設定オブジェクトメンバー

トークンのTTL。

デフォルト値は 21,600 秒 (6 時間、割り当てられた最大時間)。

有効な値:数値。
endpoint-クライアント設定オブジェクトメンバー

IMDS のエンドポイント。
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デフォルト値:endpoint_mode等しい場合IPv4、デフォルトのエンドポイントはで
すhttp://169.254.169.254。endpoint_mode等しい場合IPv6、デフォルトのエンドポイントは
ですhttp://[fd00:ec2::254]。

有効な値:有効な URI。

以下のオペレーションは、ほとんどの SDDDDDDDDDDDDDDDD 詳細については、特定の SDK コード
ベースを参照してください。

endpoint_mode-クライアント設定オブジェクトメンバー

IMDSのエンドポイントモード。

デフォルト値: IPv4

有効な値:IPv4、IPv6|
http_open_timeout-クライアント設定オブジェクトメンバー (名前は異なる場合があります)

接続が開くのを待つ秒数。

デフォルト値:1 秒。

有効な値:0 より大きい数値。
http_read_timeout-クライアント設定オブジェクトメンバー (名前は異なる場合があります)

1 つのデータチャンクが読み取られるまでの秒数。

デフォルト値:1 秒。

有効な値:0 より大きい数値。
http_debug_output-クライアント設定オブジェクトメンバー (名前は異なる場合があります)

デバッグ用の出力ストリームを設定します。

デフォルト値:なし。

有効な値:STDOUT などの有効な I/O ストリーム。
backoff-クライアント設定オブジェクトメンバー (名前は異なる場合があります)

再試行の間にスリープするまでの秒数、またはお客様が提供したバックオフ関数を呼び出すまでの秒
数。これはデフォルトのエクスポネンシャルバックオフ戦略よりも優先されます。

デフォルト値:SDK によって異なります。

有効値:SDK によって異なります。数値でも、カスタム関数の呼び出しでもかまいません。

AWSSDK との互換性
以下の SDK は、このページで説明されている機能と設定をサポートしています。一部例外もあります。

SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

AWS CLI v2 は
い
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SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

SDK for C++ い
い
え

IMDSv2は内部でのみ使用されます。IMS S S 証明書プロバイ
ダー (p. 30) を参照してください。

SDK for Go 
DDDDDDDDDDDDDDDD

は
い

 

Go 1.x (V1) 用 SDK は
い

 

Java 2.x 用 SDK は
い

 

Java 1.x 用 SDK は
い

 

JavaScript 3.x 用の SDK は
い

 

JavaScript 2.x 用の SDK は
い

 

SDK for .NET DDDDDDDDD は
い

 

PHP 3.x 用の SDK は
い

 

SDK for Python (Boto3) DD は
い

 

Ruby 3.x 用の SDK は
い

 

再試行動作
再試行動作には、リクエストによって発生した障害から SDK がどのように回復を試みるかに関する設定が
含まれますAWS のサービス。

以下を使用してこの機能を設定します。

max_attempts-AWSconfig 共有ファイル設定, AWS_MAX_ATTEMPTS-環境変数

1 回のリクエストの最大試行回数を指定します。

デフォルト値:この値が指定されていない場合、retry_modeそのデフォルトは設定の値によって異な
ります。
• Ifretry_mode islegacy — お使いの SDK 固有のデフォルト値を使用します (max_attemptsデ

フォルトについては、特定の SDK ガイドまたは SDK のコードベースを確認してください)。
• retry_modeその場合standard — 3 回試行します。
• retry_modeその場合adaptive — 3 回試行します。
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有効な値:0 より大きい数値。
retry_mode-AWSconfig 共有ファイル設定, AWS_RETRY_MODE-環境変数

SDK または開発者ツールがリトライを試みる方法を指定します。

デフォルト値:legacyデフォルトの再試行戦略です。

有効な値:
• legacy— お使いの SDK に固有 (特定の SDK ガイドまたは SDK のコードベースを確認してくださ

い)。
• standard—AWS SDK 全体にわたるリトライルールの標準セット。このモードには、再試行され

る標準エラーセットと、再試行クォータのサポートが含まれています。明示的に設定されていない
限り、このモードでのデフォルトの最大試行回数は 3max_attempts 回です。

• adaptive— 標準モードの機能を含むが、クライアント側の自動スロットリングを含む、実験的な
再試行モード。このモードは実験段階なので、future 的には動作が変わる可能性があります。

以下は、standardadaptiveと再試行モードの両方の高レベルの擬似コードです。

MakeSDKRequest() { 
  attempts = 0 
  loop { 
    GetSendToken() 
    response = SendHTTPRequest() 
    RequestBookkeeping(response) 
    if not Retryable(response) 
      return response 
    attempts += 1 
    if attempts >= MAX_ATTEMPTS: 
      return response 
    if not HasRetryQuota(response) 
      return response 
    delay = ExponentialBackoff(attempts) 
    sleep(delay) 
  }
}

擬似コードで使用されるコンポーネントの詳細は次のとおりです。

GetSendToken:

adaptiveトークンバケットはリトライモードでのみ使用されます。トークンバケットは、リクエスト
を開始するためにトークンが利用可能であることを要求することで、最大リクエストレートを強制しま
す。SDKクライアントは、リクエストを高速で失敗させるか、トークンが使用可能になるまでブロックす
るように構成できます。

クライアント側のレート制限は、最初はトークン許容量までの任意のレートでリクエストを送信できるよ
うにするアルゴリズムです。ただし、スロットリングされた応答が検出されると、 rate-of-request クライ
アントはそれに応じて制限されます。応答が成功すると、トークンの許容量もそれに応じて増加します。

適応型レート制限を使用すると、SDK はリクエストの送信速度を遅くして、の容量にうまく対応できます
AWS のサービス。

SendHTTPRequest:

ほとんどのAWS SDK は、HTTP リクエストを行う際に既存の接続を再利用できるように、接続プールを
使用する HTTP ライブラリを使用します。一般に、スロットリングエラーが原因でリクエストを再試行す
ると、接続が再利用されます。一時的なエラーのため、再試行してもリクエストは再利用されません。

RequestBookkeeping:
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リクエストが成功したら、再試行クォータを更新する必要があります。adaptive再試行モードの場合の
み、maxsendrate状態変数は受信した応答のタイプに基づいて更新されます。

Retryable:

このステップでは、以下に基づいて応答を再試行できるかどうかを判断します。

• HTTP ステータスコード 。
• サービスから返されたエラーコード。
• 接続エラー。SDK が受信したエラーで、サービスからの HTTP 応答が受信されないエラーとして定義さ

れます。

一時的なエラー (HTTP ステータスコード 400、408、500、502、503、504) とスロットリングエラー 
(HTTP ステータスコード 400、403、429、502、503、509) はすべて再試行される可能性がありま
す。SDK の再試行動作は、エラーコードまたはサービスの他のデータと組み合わせて決定されます。

MAX_ATTEMPTS:

configファイル設定または環境変数によって指定されます。

HasRetryQuota

このステップでは、再試行クォータバケットでトークンを使用できるようにすることで、再試行リクエス
トを制限します。再試行クォータバケットは、成功しそうにない再試行を防ぐためのメカニズムです。こ
れらのクォータは SDK に依存し、多くの場合クライアントに依存し、サービスエンドポイントに依存する
こともあります。利用可能な再試行クォータトークンは、さまざまな理由でリクエストが失敗すると削除
され、成功すると補充されます。トークンがなくなると、再試行ループは終了します。

ExponentialBackoff

再試行できるエラーの場合、再試行遅延は切り捨てられた指数バックオフを使用して計算されます。SDK 
は、ジッター付きの切り捨てバイナリ指数バックオフを使用します。次のアルゴリズムは、リクエストに
対する応答のスリープ時間 (秒単位) がどのように定義されるかを示していますi。

seconds_to_sleep_i = min(b*r^i, MAX_BACKOFF)

前述のアルゴリズムでは、次の値が適用されます。

b = random number within the range of: 0 <= b <= 1

r = 2

MAX_BACKOFF = 20 secondsほとんどの SDK に対応しています。確認のため、特定の SDK ガイドま
たはソースコードを参照してください。

AWSSDK との互換性
以下の SDK は、このページで説明されている機能と設定をサポートしています。一部例外もあります。

SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

AWS CLI v2 は
い
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SDK サ
ポー
ト
対
象

メモまたは詳細情報

SDK for C++ は
い

 

SDK for Go V2 (1.x) は
い

 

Go 1.x (V1) 用 SDK い
い
え

 

Java 2.x 用 SDK は
い

 

Java 1.x 用 SDK は
い

 

JavaScript 3.x 用の SDK は
い

 

JavaScript 2.x 用の SDK い
い
え

 

NET SDK for .NET 3.x は
い

 

PHP 3.x 用の SDK は
い

 

SDK for Python (Boto3) は
い

 

Ruby 3.x 用の SDK は
い

 

スマート設定のデフォルト
スマートコンフィギュレーションのデフォルト機能を使用すると、AWSSDK は、他の構成設定に対して、
事前定義された最適化されたデフォルト値を提供できます。

この機能を設定するには、以下を使用します。

defaults_mode-共有AWS configファイルの設定, AWS_DEFAULTS_MODE-環境変数

この設定では、アプリケーションアーキテクチャに適合するモードを選択できます。これにより、ア
プリケーションに最適化されたデフォルト値が提供されます。もしあればAWSSDK 設定には値が明示
的に設定されている場合、その値が常に優先されます。もしあればAWSSDK 設定には明示的に値が設
定されておらず、defaults_modeがレガシーと等しくない場合、この機能はアプリケーションに最
適化されたさまざまな設定に対して異なるデフォルト値を提供できます。この設定には以下が含まれ
ます。HTTP 通信の設定、再試行の動作、サービスリージョンのエンドポイント設定、および SDK 関
連の設定など。この機能を使用するお客様は、一般的な使用シナリオに合わせて新しい設定のデフォ
ルトを設定できます。もし、defaults_modeと等しくないlegacyでは、SDK をアップグレードす
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るときにアプリケーションのテストを実行することをお勧めします。ベストプラクティスの進化に
伴って提供されるデフォルト値が変更される可能性があるためです。

デフォルト値: legacy

注意: SDK の新しいメジャーバージョンはデフォルトでstandard。

有効な値:
• legacy— SDK によって異なり、の確立前に存在していたデフォルト設定を提供しま

す。defaults_mode。
• standard：ほとんどのシナリオで安全に実行できるよう、推奨される最新のデフォルト値を提供

します。
• in-region：標準モードをベースに構築され、と呼ばれるアプリケーションに合わせてカスタマイ

ズした最適化が含まれます。AWS のサービス同じ内からAWS リージョン。
• cross-region：標準モードをベースに構築され、と呼ばれるアプリケーションに合わせてカスタ

マイズした最適化が含まれます。AWS のサービス別のリージョンにある。
• mobile：標準モードに基づいて構築され、モバイルアプリケーション向けにカスタマイズされた最

適化が含まれています。
• auto— 標準モードをベースに構築され、実験的な機能が含まれています。SDK はランタイム環

境を検出して、適切な設定を自動的に決定しようとします。自動検出はヒューリスティックベー
スであり、100% の精度を提供しません。ランタイム環境を特定できない場合は、standardモー
ドが使用されます。自動検出はクエリを実行する可能性がありますインスタンスメタデータとユー
ザーデータ。レイテンシーが発生する可能性があります。起動レイテンシーがアプリケーションに
とって重要な場合は、明示的なオプションを選択することをお勧めします。defaults_mode代わ
りに、。

この値を設定した例configfile:

[default]
defaults_mode = standard

次のパラメータは、の選択に基づいて最適化される場合があります。defaults_mode:
• retryMode— SDK が再試行する方法を指定します。「再試行動作 (p. 58)」を参照してくださ

い。
• stsRegionalEndpoints— SDK が判断する方法を指定します。AWS のサービスとの通信に使

用するエンドポイントAWS Security Token Service(AWS STS). 「AWS STS地域別エンドポイン
ト (p. 49)」を参照してください。

• s3UsEast1RegionalEndpoints— SDK が判断する方法を指定します。AWSの Amazon S3 との
通信に使用するサービスエンドポイントus-east-1リージョン。

• connectTimeoutInMillis— ソケットで最初の接続を試みた後、タイムアウトするまでの時間。
クライアントが接続ハンドシェイクの完了を受信しない場合、クライアントはあきらめて操作に失
敗します。

• tlsNegotiationTimeoutInMillis— CLIENT HELLO メッセージが送信されてから、クライア
ントとサーバが暗号を完全にネゴシエートしてキーを交換した時点まで、TLS ハンドシェイクにか
かる最大時間。

各設定のデフォルト値は、defaults_modeアプリケーション用に選択されています。これらの値は現
在、次のように設定されています (変更される場合があります)。

パラメータ standardモード in-
regionモード

cross-
regionモード

mobileモード

retryMode standard standard standard standard
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パラメータ standardモード in-
regionモード

cross-
regionモード

mobileモード

stsRegionalEndpointsregional regional regional regional

s3UsEast1RegionalEndpointsregional regional regional regional

connectTimeoutInMillis3100 1100 3100 30000

tlsNegotiationTimeoutInMillis3100 1100 3100 30000

例えば、次のようになります。defaults_modeあなたが選んだのはstandardとなる。すると、の
値standardに割り当てられますretry_mode(有効なものからretry_modeオプション) と値regionalに
割り当てられますstsRegionalEndpoints(有効なものからstsRegionalEndpointsオプション)。

との互換性AWSSDK
次の SDK は、このページで説明されている機能と設定をサポートしています。一部の例外が記載されてい
ます。

SDK サポート対象 メモまたは詳細情報

AWS CLI v2 いいえ  

SDK for C++ はい パラメータが最
適化されていませ
ん:stsRegionalEndpoints,s3UsEast1RegionalEndpoints,tlsNegotiationTimeoutInMillis。

SDK for Go V2 (1.x) はい パラメータが最
適化されていませ
ん:retryMode,stsRegionalEndpoints,s3UsEast1RegionalEndpoints。

SDK for Go 1.x (V1) いいえ  

SDK for Java 2.x はい パラメータが最
適化されていませ
ん:stsRegionalEndpoints。

SDK for Java 1.x いいえ  

向け SDKJavaScript3.x はい パラメータが最
適化されていませ
ん:stsRegionalEndpoints,s3UsEast1RegionalEndpoints,tlsNegotiationTimeoutInMillis。connectTimeoutInMillisと
呼ばれ
る。connectionTimeout。

向け SDKJavaScript2.x いいえ  

SDK for .NET 3.x はい パラメータが最
適化されていませ
ん:connectTimeoutInMillis,tlsNegotiationTimeoutInMillis。

SDK for PHP 3.x はい パラメータが最
適化されていませ
ん:tlsNegotiationTimeoutInMillis。
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SDK サポート対象 メモまたは詳細情報

SDK for Python (Boto3) はい パラメータが最
適化されていませ
ん:tlsNegotiationTimeoutInMillis。

SDK for Ruby 3.x はい

64

https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-ruby/latest/developer-guide/


AWSSDK とツール リファレンスガイド
依存依存依存依存依存依存依存依存依存

AWSCommon Runtime (CRT) ライブ
ラリ

AWS共通ランタイム (CRT) ライブラリは SDK の基本ライブラリです。CRTは、C言語で書かれた独立し
たパッケージのモジュラーファミリーです。各パッケージは優れたパフォーマンスを発揮し、必要なさま
ざまな機能に必要なフットプリントを最小限に抑えます。これらの機能はすべてのSDKで共通して共有さ
れているため、コードの再利用、最適化、精度が向上します。パッケージは以下のとおりです。

• awslabs/aws-c-auth:AWS クライアント側認証 (標準の資格情報プロバイダーと署名 (sigv4))
• awslabs/aws-c-cal: 暗号化プリミティブタイプ、ハッシュ (MD5、SHA256、SHA256 HMAC)、署名

者、AES
• awslabs/aws-c-common: 基本データ構造、スレッド化/同期プリミティブ型、バッファ管理、stdlib 関

連関数
• awslabs/aws-c-compression: 圧縮アルゴリズム (ハフマン符号化/復号化)
• awslabs/aws-c-event-stream: イベントストリームメッセージ処理 (ヘッダー、プレリュード、ペ

イロード、CRC/トレーラー)、イベントストリームを介したリモートプロシージャコール (RPC) の実装
• awslabs/aws-c-http: HTTP/1.1 および HTTP/2 仕様の C99 実装
• awslabs/aws-c-io: ソケット (TCP、UDP)、DNS、パイプ、イベントループ、チャネル、SSL/TLS
• awslabs/aws-c-iot:AWS デバイスとのIoTクラウドサービス統合のC99実装
• awslabs/aws-c-mqtt: モノのインターネット (IoT) 向けの標準的で軽量なメッセージングプロトコル
• awslabs/aws-c-s3: 高帯域幅の Amazon EC2 インスタンスのスループットを最大化するために設計さ

れた Amazon S3 サービスと通信するための C99 ライブラリの実装
• awslabs/aws-c-sdkutils:AWS プロファイルを解析および管理するためのユーティリティライブラ

リ
• awslabs/aws-checksums: 効率的なソフトウェア実装へのフォールバック機能を備えたクロスプラッ

トフォームのハードウェアアクセラレーションCRC32cおよびCRC32
• awslabs/aws-lc: Google BoringSSL プロジェクトと OpenSSL プロジェクトのコードに基づい

て、AWSAWS暗号化チームとその顧客向けに管理されている汎用暗号化ライブラリ
• awslabs/s2n: TLS/SSL プロトコルの C99 実装。セキュリティを最優先に、小規模かつ高速に実行で

きるように設計されています。

CRT は Go を除くすべての SDK で使用できます。

依存依存依存依存依存依存依存依存依存
CRT ライブラリは、複雑な関係と依存関係を形成します。これらの関係を知っておくと、CRT をソー
スから直接構築する必要がある場合に役立ちます。ただし、ほとんどのユーザーは、自分の言語の SDK 
(SDK for C++ や Java 用のAWS SDK など) または自分の言語の IoT デバイスAWS SDK (C++ 用の IoT 
SDK や Java 用のAWS IoT SDK など) を通じてAWS CRT 機能にアクセスします。次の図の「言語 CRT 
バインディング」ボックスは、特定の言語 SDK の CRT ライブラリをラッピングするパッケージを指し
ます。これは形式のパッケージのコレクションでaws-crt-*、「*」は SDK 言語 (aws-crt-cppやなど
aws-crt-java) です。

以下は、CRT ライブラリの階層的な依存関係を示しています。
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メンテナンス
アプリケーションの開発に役立つツールの概要についてはAWS、「構築するツール」を参照してください
AWS。サポートについては、AWSナレッジセンターをご覧ください。

以下のトピックでは、AWS SDK のメンテナンスポリシーとバージョンサポートポリシーについて説明し
ます。

トピック
• AWSSDK とツールのメンテナンスポリシー (p. 66)
• AWSSDK とツールのバージョンのサポートマトリックス (p. 68)

AWSSDK とツールのメンテナンスポリシー
概要
このドキュメントでは、のメンテナンスポリシーの概要を説明します。AWSモバイルおよび IoT SDK を
含むソフトウェア開発キット (SDK) とツール、およびその基礎となる依存関係。AWS定期的に提供す
る。AWSSDK とツールには、新規または更新のサポートが含まれる可能性のある更新プログラムがあり
ます。AWSAPI、新機能、機能強化、バグ修正、セキュリティパッチ、またはドキュメントの更新。更
新プログラムは、依存関係、言語ランタイム、およびオペレーティングシステムの変更にも対処できま
す。AWSSDK リリースはパッケージマネージャに公開されます (例:Maven,NuGet、pyPI) でソースコード
として利用可能である。GitHub。

ユーザーには滞在することをお勧めしますup-to-dateSDK リリースでは、最新の機能、セキュリティアッ
プデート、基礎となる依存関係に対応できます。サポートされていない SDK バージョンを継続して使用す
ることは推奨されず、ユーザーの裁量で行われます。

バージョニング
-AWSSDK リリースバージョンは X.Y.Z の形式で、X はメジャーバージョンを表します。SDK のメジャー
バージョンを増やすと、この SDK が言語の新しいイディオムやパターンをサポートするために、大幅な変
更が加えられることを示しています。メジャーバージョンは、パブリックインターフェイス（クラス、メ
ソッド、型など）、動作、またはセマンティクスが変更されたときに導入されます。最新の SDK バージョ
ンで動作するには、アプリケーションを更新する必要があります。メジャーバージョンを慎重に更新し、
によって提供されるアップグレードガイドラインに従って更新することが重要です。AWS。

SDK メジャーバージョンのライフサイクル
主要な SDK および Tools バージョンのライフサイクルは 5 つのフェーズで構成され、その概要を以下に
示します。

• 開発者プレビュー (フェーズ 0)-このフェーズでは、SDK はサポートされず、本番環境では使用しないで
ください。また、早期アクセスおよびフィードバックのみを目的としています。今後のリリースでは、
重大な変更が発生する可能性があります。OnceAWSは、安定製品であるリリースを識別し、リリース
候補としてマークする場合があります。リリース候補者は、重大なバグが出現しない限り、GAリリース
の準備が整い、満額を受け取ることになりますAWSのサポート。

• 一般提供 (GA) (フェーズ 1)-このフェーズの間、SDK は完全にサポートされています。AWSでは、新し
いサービスのサポート、既存のサービスの API 更新、バグおよびセキュリティ修正を含む定期的な SDK 
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リリースを提供します。ツールの場合、AWSは、新機能の更新やバグ修正を含む定期的なリリースを提
供します。AWSは、の GA バージョンの SDK をサポートします。少なくとも24か月。

• メンテナンスに関するお知らせ (フェーズ 2)- AWSは、SDK がメンテナンスモードに入る少なくとも 6 
か月前に発表します。この期間中、SDK は完全にサポートされます。通常、メンテナンスモードは、次
のメジャーバージョンが GA に移行すると同時にアナウンスされます。

• メンテナンス (フェーズ 3)-メンテナンスモードでは、AWSSDK のリリースを制限して、重大なバグ修
正とセキュリティの問題のみに対処します。SDK は、新規または既存のサービスの API アップデートを
受信したり、新しいリージョンをサポートするために更新されることはありません。メンテナンスモー
ドにはデフォルトの期間は 12 か月、特に断りのない限り。

• サポート終了 (フェーズ 4)-SDK がサポート終了に達すると、更新やリリースは受信されなくなります。
以前に公開されたリリースは、引き続きパブリックパッケージマネージャーを通じて利用可能になり、
コードは引き続き有効になりますGitHub。-GitHubリポジトリはアーカイブできます。到達した SDK の
使用end-of-supportはユーザーの裁量で行われます。新しいメジャーバージョンにアップグレードするこ
とをお勧めします。

以下は、SDK メジャーバージョンのライフサイクルの視覚的な図です。以下に示すタイムラインは例示的
であり、拘束力がないことに注意してください。

依存ライフサイクル
MostAWSSDK には、言語ランタイム、オペレーティングシステム、サードパーティのライブラリやフ
レームワークなど、基本的な依存関係があります。これらの依存関係は、通常、言語コミュニティまたは
その特定のコンポーネントを所有するベンダーに関連付けられます。各コミュニティまたはベンダーは、
それぞれ独自のコミュニティまたはベンダーを公開していますend-of-support彼らの製品のスケジュール。

次の用語は、基盤となるサードパーティの依存関係を分類するために使用されます。

• オペレーティングシステム (OS): 例としては、Amazon Linux AMI、Amazon Linux 2、Windows 
2008、Windows 2012、Windows 2016、などがある。

• *言語ランタイム:*例としては、Java 7、Java 8、Java 11、.NET Core、.NET Standard、.NET PCLなど
がある。

• *サードパーティライブラリ/フレームワーク: 例としては、OpenSSL、.NET Framework 4.5、Java EEな
ど。

Google のポリシーは、コミュニティまたはベンダーが依存関係のサポートを終了してから少なくとも 6 
か月* SDK の依存関係をサポートし続けることです。ただし、このポリシーは、特定の依存関係によって
異なる場合があります。

Note

AWS主要な SDK バージョンを増加させることなく、基礎となる依存関係のサポートを停止する
権利を留保します

通信方法
メンテナンスのお知らせは、複数の方法で通知されます。

• 該当のアカウントに電子メールアナウンスが送信され、特定の SDK バージョンのサポートを終了する予
定が通知されます。メールには、へのパスの概要が記載されています。end-of-supportで、キャンペーン
のタイムラインを指定し、アップグレードガイダンスを提供します。

• AWSAPI リファレンスドキュメント、ユーザーガイド、SDK 製品マーケティングページなど、SDK ド
キュメントGitHubreadme が更新され、キャンペーンのタイムラインが示され、影響を受けるアプリ
ケーションのアップグレードに関するガイダンスが提供されます。

67



AWSSDK とツール リファレンスガイド
バージョンのサポートマトリックス

• AnAWSへの道のりを概説したブログ投稿が公開されているend-of-supportの他、キャンペーンのタイム
ラインを改めて表明している。

• 非推奨の警告が SDK に追加され、へのパスの概要が示されます。end-of-supportSDK ドキュメントにリ
ンクします。

の利用可能なメジャーバージョンのリストを表示するにはAWSSDK とツール、およびメンテナンスライフ
サイクルのどこにあるかについては、を参照してください。the section called “バージョンのサポートマト
リックス” (p. 68)。

AWSSDK とツールのバージョンのサポートマト
リックス

以下のマトリックスは、利用可能なリストを示していますAWSSDK のメジャーバージョンと、関連するタ
イムラインとともにメンテナンスライフサイクルのどこにあるか。ソフトウェア開発キット (SDK) および
ツールのメジャーバージョンのライフサイクルとその基礎となる依存関係の詳細については、を参照して
ください。the section called “メンテナンスポリシー” (p. 66)

SDK メジャーバージョ
ン

現在のフェーズ 一般提供日 メモ

AWS CLI 1.x 一般提供 2013年9月2日  

AWS CLI 2.x 一般提供 2020 年 2 月 10 日  

SDK for C++ 1.x 一般提供 2015/9/2  

SDK for Go V2 V2 1.x 一般提供 2021 年 1 月 19 日  

SDK for Go 1.x 一般提供 2015 年 11 月 19 
日

 

SDK for Java 1.x 一般提供 2010/3/25  

SDK for Java 2.x 一般提供 2018 年 11 月 20 
日

 

向け 
SDKJavaScript

1.x サポート終了 2013年5月6日  

向け 
SDKJavaScript

2.x 一般提供 2014 年 6 月 19 日  

向け 
SDKJavaScript

3.x 一般提供 2020 年 12 月 15 
日

 

SDK for Kotlin 1.x 開発者プレビュー    

SDK for .NET 1.x サポート終了 2009 年 11 月  

SDK for .NET 2.x サポート終了 2013 年 11 月 8 日  

SDK for .NET 3.x 一般提供 2015 年 7 月 28 日  

SDK for PHP 2.x サポート終了 2012/11/2  

SDK for PHP 3.x 一般提供 2015/5/27  

68

https://github.com/aws/aws-cli
https://github.com/aws/aws-cli/tree/v2
https://github.com/aws/aws-sdk-cpp
https://github.com/aws/aws-sdk-go-v2
https://github.com/aws/aws-sdk-go
https://github.com/aws/aws-sdk-java
https://github.com/aws/aws-sdk-java-v2
https://github.com/aws/aws-sdk-js/releases/tag/v1.0.0
https://github.com/aws/aws-sdk-js/releases/tag/v1.0.0
https://github.com/aws/aws-sdk-js/releases/tag/v2.0.0
https://github.com/aws/aws-sdk-js/releases/tag/v2.0.0
https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3
https://github.com/aws/aws-sdk-js-v3
https://github.com/awslabs/aws-sdk-kotlin
https://www.nuget.org/packages/AWSSDK/
https://www.nuget.org/packages/AWSSDK/
https://www.nuget.org/packages/AWSSDK.Core/
https://github.com/aws/aws-sdk-php/tree/2.8
https://github.com/aws/aws-sdk-php


AWSSDK とツール リファレンスガイド
バージョンのサポートマトリックス

SDK メジャーバージョ
ン

現在のフェーズ 一般提供日 メモ

SDK for Python 
(Boto2)

1.x サポート終了 2011年7月13日  

SDK for Python 
(Boto3)

1.x 一般提供 2015/6/22  

SDK for Python 
(Botocore)

1.x 一般提供 2015/6/22  

SDK for Ruby 1.x サポート終了 2011/7/14  

SDK for Ruby 2.x サポート終了 2015/2/15  

SDK for Ruby 3.x 一般提供 2017 年 8 月 29 日  

SDK for Rust 1.x 開発者プレビュー    

SDK for Swift 1.x 開発者プレビュー    

PowerShell 用の
ツール

2.x サポート終了 2013 年 11 月 8 日  

PowerShell 用の
ツール

3.x サポート終了 2015/7/29  

PowerShell 用の
ツール

4.x 一般提供 2019 年 11 月 21 
日
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AWSSDK のドキュメント履歴とツー
ルのリファレンスガイド

次の表は、AWSSDK とツールリファレンスガイドの重要な追加と更新をまとめたものです。このドキュメ
ントの更新に関する通知については、RSS フィードにサブスクライブできます。

変更 説明 日付

IAM ベストプラクティスの更
新 (p. 70)

IAM のベストプラクティスに合
わせてガイドを更新しました。詳
細については、「IAM 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。

2023 年 2 月 27 日

SSO アップデート (p. 70) 新しい SSO トークン設定の 
SSO 認証情報を更新します。

2022 年 11 月 19 日

設定の更新 (p. 70) Amazon S3 マルチリージョンア
クセスポイントのマルチリージョ
ンアクセスポイントのサポート
テーブルを更新しました。

2022 年 11 月 17 日

設定の更新 (p. 70) IMDSクライアントとIMDS認証情
報がわかりやすくなりました。環
境変数を更新しました。

2022 年 11 月 4 日

ウェルカムページを更新
中 (p. 70)

アマゾンの発表 
CodeWhisperer。

2022 年 9 月 22 日

シングルサインオンのサービス
名の変更 (p. 70)

AWSSSOAWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single 
Sign-On) が呼ばれるようになっ
たことを反映して更新されまし
た。

2022 年 7 月 26 日

設定更新 (p. 70) 設定ファイルの詳細とサポート
される設定のマイナーアップデー
ト。

2022 年 6 月 15 日

更新 (p. 70) このガイドのほぼすべての部分の
大規模な更新。

2022 年 2 月 1 日

初回リリース (p. 70) このガイドの最初のリリースは一
般に公開されています。

2020 年 3 月 13 日

70

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html


AWSSDK とツール リファレンスガイド

AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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