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Amazon S3 Glacier とは
Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) は、低コストのデータアーカイブと長期バックアップを行うための、安全
で耐久性のあるサービスです。

S3 Glacier を使用すると、数か月、数年、さらには数十年にわたって、コスト効率よくデータを保存でき
ます。S3 Glacier を利用すると、ストレージの運用と規模拡大/縮小に伴う管理作業をAWSに任せることが
できるので、容量計画、ハードウェア障害の検出と復旧、時間のかかるハードウェア移行に悩むことがな
くなります。詳細については、S3 Glacier の料金ページを参照してください。

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) には、Amazon S3 Glacier アーカイブストレージクラスも
提供します。これらのストレージクラスは、さまざまなアクセスパターンとストレージ期間に合わせて設
計されています。ストレージクラスの違いについては下記をご覧ください。

• S3 Glacier Instant Retrieval – ほとんどアクセスされず、ミリ秒単位の取得が必要なデータのアーカイブ
に使用します。

• S3 Glacier Flexible Retrieval (以前の S3 Glacier ストレージクラス)-データの一部を数分で取得する必要
があるアーカイブに使用します。S3 Glacier Flexible Retrieval ストレージクラスに保存されたデータに
は、迅速取り出しを行うと 1〜5 分でアクセスできます。最大 5～12 時間で一括取りを無償でリクエス
トすることもできます。

• S3 Glacier Deep Archive – ほとんどアクセスする必要がないデータのアーカイブに使用します。S3 
Glacier Deep Archive ストレージクラスに保存されるデータのデフォルトの取り出しを使用すると 12 時
間かかります。

Important

S3 Glacier Flexible Retrieval および S3 Glacier Deep Archive オブジェクトにはリアルタイムでア
クセスできません。S3 Glacier Flexible Retrieval と S3 Glacier Deep Archive オブジェクトにアク
セスできるようにするには、まず復元する必要があります Amazon S3 は、これらのストレージ
クラスで、1 秒あたり最大 1,000 トランザクションのレートで復元リクエストをサポートします
AWS アカウント。
S3 Glacier Flexible Retrieval または S3 Glacier Deep Archive ストレージクラスを選択した場合、
オブジェクトは Amazon S3 に維持されます。Amazon S3 Glacier サービスをAmazon S3 Glacier 
サービスを直接使用することはできません。

Amazon S3 Glacier ストレージクラスの詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド
の「オブジェクトをアーカイブするストレージクラス」を参照してください。

S3 Glacier サービスを拡張するには、Amazon S3 Glacier サービスの代わりに Amazon S3 コンソールを使
用できます。Amazon S3 API と Amazon S3 コンソールから Amazon S3 Glacier ストレージクラスにアク
セスして使用すると、データ管理とコスト最適化のための機能が強化されます。

Amazon S3 はS3 バケットのライフサイクル設定をサポートしています。これにより、オブジェクト
をアーカイブのために S3 Glacier ストレージクラスに移行させることができます。Amazon S3 ライフ
サイクル設定と GLACIER ストレージクラスへのオブジェクト移行の詳細については、Amazon Simple 
Storage Service ユーザーガイドの「オブジェクトのライフサイクル管理」と「オブジェクトの移行」を参
照してください。

Amazon S3 Glacier ストレージクラスは、Amazon S3 のさまざまなストレージクラスの一部にすぎませ
ん。バケット、アクセスポイント、ストレージクラス、オブジェクトなどの Amazon S3 のコア概念の
一般的な概要については、「」を参照してください。Amazon S3 とは? Amazon Simple Storage Service 
ユーザーガイドを参照してください。

トピック
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S3 Glacier を初めてお使いになる方向けの情報

• S3 Glacier を初めてお使いになる方向けの情報 (p. 2)
• Amazon S3 Glacier データモデル (p. 3)
• S3 Glacier でサポートされるオペレーション (p. 5)
• Amazon S3 Glacier へのアクセス (p. 6)

S3 Glacier を初めてお使いになる方向けの情報
S3 Glacier を初めて使用する方には、以下のセクションを初めに読むことをお勧めします。

• Amazon S3 Glacier とは-このセクションの以降の部分では、基盤となるデータモデル、サポートしてい
るオペレーション、サービスとの連係に利用できるAWS SDK について説明します。

• 開始方法-Amazon S3 Glacier の開始方法 (p. 7)「」セクションでは、ボールトの作成プロセス、
アーカイブのアップロード、アーカイブをダウンロードするジョブの作成、ジョブ出力の取得、アーカ
イブの削除について順を追って説明します。

Important

S3 Glacier には、コンソールを提供します。ただし、アップロード、ダウンロード、削除など
のアーカイブ操作では、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用するか、コードを記
述する必要があります。アーカイブオペレーションについては、コンソールによるサポートは
ありません。たとえば、写真、ビデオ、その他のドキュメントなどのデータをアップロードす
るには、を使用する必要があります。AWS CLIあるいは、REST API を直接使用するかAWS 
SDK を使用して、アップロードリクエストを行うコードを記述する必要があります。
AWS CLIをインストールするには、「AWS Command Line Interface」をご参照ください。S3 
Glacier の使用の詳細についてはAWS CLI、「S3 GlacierAWS CLI のリファレンス」を参照し
てください。たとえば、AWS CLIS3 Glacier を使用してアーカイブをアップロードするには、
「でのS3 Glacierの使用AWS Command Line Interface」を参照してください。

「ご利用開始にあたって」セクションを読み終えたら、S3 Glacier のオペレーションについてさらに詳し
く学習することをお勧めします。以下のセクションでは、Java と Microsoft .NET 用の REST API とAWS 
SDK を使用して S3 Glacier を操作する方法について詳しく説明します。

• の使用AWSAmazon S3 Glacier での SDK Glacier (p. 131)

このセクションでは、このガイドの多様なコード例で使用されているAWS SDK の概要を示します。こ
のセクションの内容をよく確認しておくと、以降のセクションの理解に役立ちます。これらの SDK が提
供する高レベルまたは低レベルの API の概要、使用する状況、このガイドで提供されるコード例を実行
するための一般的な手順について記載します。

• Amazon S3 Glacier のボールトの操作 (p. 24)

このセクションでは、ボールトの作成、ボールトメタデータの取得、ジョブを使用したボールトイン
ベントリの取得、ボールト通知の設定など、さまざまなボールト操作について詳しく説明します。S3 
Glacier コンソールの使用に加えて、さまざまなボールトオペレーションにAWS SDK を使用できます。
このセクションでは、API について説明し、AWS SDK for Javaとを使用して実際に動作するサンプルを
示しますAWS SDK for .NET。

• Amazon S3 Glacier でのアーカイブの操作 (p. 73)

このセクションでは、1 回のリクエストでアーカイブをアップロードしたり、マルチパートアップロー
ド操作を使用して大きなアーカイブを分割してアップロードしたりするなど、アーカイブ操作の詳細
について説明します。このセクションでは、アーカイブを非同期でダウンロードするジョブを作成する
方法についても説明します。このセクションでは、AWS SDK for Javaおよびを使用して例を示します
AWS SDK for .NET。

• Amazon S3 Glacier の API リファレンス (p. 218)
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データモデル

S3 Glacier は RESTful サービスです。このセクションでは、REST オペレーションについて説明し、す
べての REST オペレーションに関する構文と、リクエストおよびレスポンスの例を示します。この API 
をラップするAWS SDK ライブラリは、プログラミング作業の簡素化に役立ちます。

Amazon S3 Glacier データモデル
Amazon S3 Glacier データモデルの主要コンポーネントには、ボールトとアーカイブが含まれます。S3 
Glacier は REST ベースのウェブサービスです。REST の観点からすると、ボールトとアーカイブはリソー
スです。さらに S3 Glacier データモデルには、ジョブおよび通知設定リソースも含まれます。これらのリ
ソースは主要なリソースを補完します。

トピック
• ボールト (p. 3)
• アーカイブ (p. 4)
• Job (p. 4)
• 通知設定 (p. 5)

ボールト
S3 Glacier では、ボールトはアーカイブを格納するコンテナです。ボールトは Amazon S3 バケットに似
ています。ボールトを作成する際には、名前を指定し、AWS リージョンボールトの作成先を選択します。

各ボールトリソースは一意のアドレスを持ちます。一般的な形式は次のとおりです。

https://region-specific-endpoint/account-id/vaults/vault-name

たとえば、ID 111122223333 のアカウントでボールトを作成するとします。examplevault次の URI を
使用してこの保管庫をアドレス指定できます。

https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/111122223333/vaults/examplevault

URI のさまざまなコンポーネントの意味は次のとおりです。

• glacier.us-west-2.amazonaws.comは、米国西部 (オレゴン) リージョンを識別します。
• 111122223333 はボールトを所有する AWS アカウント ID です。
• vaultsによって所有されているボールトの集合を参照しますAWS アカウント。
• examplevault は、ボールトの集合に含まれる特定のボールトを識別します。

はAWS アカウント、サポートされているすべての場所にボールトを作成できますAWS リージョン。サ
ポートされているリストについてはAWS リージョン、を参照してくださいAmazon S3 Glacier へのア
クセス (p. 6)。単一のリージョン内では、アカウントは一意のボールト名を使用する必要がありま
す。AWS アカウント が、異なるリージョンで同じ名前のボールトを作成することは可能です。

ボールトに格納できるアーカイブの数に制限はありません。ビジネスまたはアプリケーションのニーズに
応じて、単一のボールトまたは複数のボールトにそれらのアーカイブを格納できます。

S3 Glacier は多様なボールトオペレーションをサポートしています。ボールトオペレーションはリージョ
ンに固有のものです。たとえば、ボールトを作成する際は、特定のリージョンで作成します。ボールトリ
ストのリクエストは特定のリージョンから実行しAWS リージョン、結果のリストには、そのリージョンで
作成されたボールトのみが含まれます。
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アーカイブ

アーカイブ
アーカイブは、写真、動画、ドキュメントなどの任意のデータです。アーカイブは Amazon S3 オブジェ
クトに似ており、S3 Glacier のストレージの基本単位です。各アーカイブには一意の ID とオプションの説
明が割り当てられます。アーカイブのアップロード中は、このオプションの説明の指定のみできます。S3 
Glacier は、アーカイブに固有の ID を割り当てます。AWS リージョンアーカイブは格納されているアーカ
イブに固有のものです。

各アーカイブは一意のアドレスを持ちます。全体の形式は次のとおりです。

https://region-specific-endpoint/account-id/vaults/vault-name/archives/archive-id

次の例は、US West (Oregon) リージョンのexamplevault Vault のアカウント 111122223333 のアーカ
イブの URI です。

https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/111122223333/vaults/
examplevault/archives/NkbByEejwEggmBz2fTHgJrg0XBoDfjP4q6iu87-
TjhqG6eGoOY9Z8i1_AUyUsuhPAdTqLHy8pTl5nfCFJmDl2yEZONi5L26Omw12vcs01MNGntHEQL8MBfGlqrEXAMPLEArchiveId

ボールトに格納できるアーカイブの数に制限はありません。

Job
S3 Glacier ジョブは、アーカイブを取得したり、ボールトのインベントリを取得したりできます。

S3 Glacier では、アーカイブやボールトインベントリ (アーカイブのリスト) の取得は非同期オペレーショ
ンです。まずジョブが開始され、S3 Glacier がジョブを完了した後にジョブ出力のダウンロードが実行さ
れます。

Note

S3 Glacier はコールドストレージデータのアーカイブを行うソリューションを提供します。リ
アルタイムでのデータ取得が欠かせないストレージソリューションを必要とする用途の場合
は、Amazon S3 の使用もご検討ください。詳細は、Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3)を参照してください。

ボールトインベントリのジョブを開始するには、ボールト名を提供します。アーカイブの取得ジョブに
は、ボールト名とアーカイブ ID の両方が必要です。ジョブの説明を追加して、ジョブを識別することも可
能です。

アーカイブ取得ジョブと保管庫インベントリジョブは保管庫に関連付けられます。いつでも単一のボール
トで複数のジョブを進行させることができます。ジョブのリクエスト (ジョブの開始) を送信すると、S3 
Glacier はジョブを追跡するジョブ ID を返します。各ジョブは次の形式の URI で一意に識別されます。

https://region-specific-endpoint/account-id/vaults/vault-name/jobs/job-id

次の例は、US West (Oregon) リージョンでアカウント 111122223333examplevault のボールトに関連
するジョブの例です。

https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/111122223333/vaults/examplevault/jobs/
HkF9p6o7yjhFx-
K3CGl6fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID

S3 Glacier はジョブのタイプ、説明、作成日、完了日、ジョブのステータスなどの情報をジョブごとに保
持します。特定のジョブに関する情報、またはいずれかのボールトに関連するすべてのジョブのリストを
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通知設定

取得できます。S3 Glacier が返すジョブのリストには、進行中または最近終了したすべてのジョブが含ま
れます。

通知設定
ジョブの実行には時間がかかるため、S3 Glacier はジョブの完了時に通知を行う通知メカニズムをサポー
トしています。ジョブの完了時に、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックで通知を
受け取るように、ボールトを設定できます。通知設定では、ボールトごとに 1 つの Amazon SNS トピッ
クを指定できます。

S3 Glacier は通知設定を JSON ドキュメントとして保存します。次の例は、ボールト通知設定を示してい
ます。

{ 
   "Topic": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:mytopic",  
   "Events": ["ArchiveRetrievalCompleted", "InventoryRetrievalCompleted"]  
}

通知設定はボールトに関連付けられており、ボールトごとに 1 つ設定できます。各通知設定リソースは次
の形式の URI で一意に識別されます。

https://region-specific-endpoint/account-id/vaults/vault-name/notification-configuration

S3 Glacier は、通知設定を指定、取得、削除するオペレーションをサポートしています。通知設定を削除
すると、ボールトでのデータ取得操作が完了しても通知は送信されません。

S3 Glacier でサポートされるオペレーション
ボールトとアーカイブを使用する (「」を参照Amazon S3 Glacier データモデル (p. 3)) ため
に、Amazon S3 Glacier は一連のオペレーションをサポートしています。サポート対象の全オペレーショ
ンのうち、次のオペレーションのみが非同期です。

• アーカイブの取得
• ボールトインベントリ (アーカイブの一覧) の取得

これらのオペレーションでは、最初にジョブを開始し、次にジョブの出力をダウンロードする必要があり
ます。以下のセクションでは、S3 Glacier オペレーションの概要を示します。

ボールトオペレーション
S3 Glacier はボールトの作成と削除を行うオペレーションを提供します。特定のボールトの説明、または
に存在するすべてのボールトについての説明を取得できますAWS リージョン。ボールトの作成日、アー
カイブの数、すべてのアーカイブの合計サイズなど、ボールトに関する情報を返します。S3 Glacier は、
ボールトで通知設定を指定、取得、削除するオペレーションも提供します。詳細については、「Amazon 
S3 Glacier のボールトの操作 (p. 24)」を参照してください。

アーカイブオペレーション
S3 Glacier では、アーカイブをアップロードおよび削除するオペレーションを提供します。既存のアーカ
イブを更新することはできず、既存のアーカイブを削除し、新しいアーカイブをアップロードする必要が
あります。アーカイブをアップロードするたびに、S3 Glacier が新しいアーカイブ ID を生成します。詳細
については、「Amazon S3 Glacier でのアーカイブの操作 (p. 73)」を参照してください。
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ジョブ

ジョブ
S3 Glacier ジョブを開始してアーカイブを取得したり、ボールトのインベントリを取得したりできます。

以下は、S3 Glacier ジョブのタイプです。

• archive-retrieval-アーカイブを取得します。

詳細については、「S3 Glacier でのアーカイブのダウンロード (p. 95)」を参照してください。
• inventory-retrieval— 保管庫をインベントリします。

詳細については、「Amazon S3 Glacier でボールトインベントリをダウンロードする (p. 38)」を参照
してください。

Amazon S3 Glacier へのアクセス
Amazon S3 Glacier は、トランスポートプロトコルとして HTTP と HTTPS を使用し、JavaScriptメッセー
ジシリアライズフォーマットとしてオブジェクト表記 (JSON) を使用する RESTful なウェブサービスで
す。アプリケーションコードから直接、S3 Glacier ウェブサービス API へのリクエストを行うことができ
ます。この REST API を直接使用するときは、リクエストの署名と認証のためのコードを書く必要があり
ます。 API の詳細については、「Amazon S3 Glacier の API リファレンス (p. 218)」を参照してくださ
い。

または、S3 Glacier REST API コールをラップするAWS SDK を使用して、アプリケーション開発を簡素
化できます。開発者が認証情報を指定すれば、ライブラリによって認証とリクエスト署名の処理が自動
的に行われます。AWS SDK の使用方法の詳細については、「の使用AWSAmazon S3 Glacier での SDK 
Glacier (p. 131)」を参照してください。

S3 Glacier には、コンソールも提供します。ただし、すべてのアーカイブおよびジョブオペレーション
では、コードを書く必要があり、REST API で直接、またはAWS SDK ラッパーライブラリを使用してリ
クエストを行います。S3 Glacier コンソールにアクセスするには、を参照してください。S3 Glacier コン
ソール。

のリージョンとエンドポイント
特定の場所にボールトを作成しますAWS リージョン。S3 Glacier リクエストは常に、AWS リージョンに
固有のエンドポイントに送信します。S3 GlacierAWS リージョン がサポートしているもののリストについ
ては、『AWS一般リファレンス』の「Amazon S3 Glacier エンドポイントとクォータ」を参照してくださ
い。
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ステップ 1: 開始する前に

Amazon S3 Glacier の開始方法
Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) の使用を開始するには、ボールトとアーカイブを使用します。ボールト
はアーカイブ格納のためのコンテナであり、アーカイブとは、ボールトに格納する写真、ビデオ、ドキュ
メントなどのオブジェクトを指します。アーカイブは、S3 Glacier のストレージの基本単位です。この入
門演習では、ボールトおよびアーカイブリソースに関する S3 Glacier の基本的なオペレーションを、手
順に従って学習していきます。これらのリソースの詳細については、「」Amazon S3 Glacier データモデ
ル (p. 3) を参照してください。

入門演習では、ボールトを作成し、アーカイブをアップロードおよびダウンロードし、アーカイブとボー
ルトを削除します。ここに挙げたオペレーションはすべて、プログラムで実行できます。ただし、今回の
入門演習では、ボールトの作成と削除には S3 Glacier マネジメントコンソールを使用します。アーカイブ
のアップロードとダウンロードについては、AWS SDK for Javaこの入門編ではおよび用の高レベル API 
を使用しますAWS SDK for .NET。高レベル API は、S3 Glacier でプログラミングを簡単に行えるように
するものです。AWSSDK で高レベル API を使用する方法の詳細については、を参照してくださいの使用
AWSAmazon S3 Glacier での SDK Glacier (p. 131)。

Important

S3 Glacier にはコンソールが用意されています。ただし、アップロード、ダウンロード、削除な
どのアーカイブ操作では、AWS Command Line Interface (CLI) を使用するか、コードを記述する
必要があります。アーカイブオペレーションについては、コンソールによるサポートはありませ
ん。たとえば、写真、ビデオ、その他のドキュメントなどのデータをアップロードするには、を
使用する必要があります。AWS CLIあるいは、REST API を直接使用するかAWS SDK を使用し
て、アップロードリクエストを行うコードを記述する必要があります。
AWS CLIをインストールするには、「AWS Command Line Interface」をご参照ください。S3 
Glacier での S3 Glacier の使用の詳細についてはAWS CLI、を参照してください。AWS CLIたと
えば、AWS CLIS3 Glacier を使用してアーカイブをアップロードするには、「でのS3 Glacierの
使用AWS Command Line Interface」を参照してください。

この入門演習では、アーカイブのアップロードおよびダウンロードのための Java および C# のコード例を
用意しています。この入門演習の最後のセクションでは、S3 Glacier を使用した開発者のエクスペリエン
スについて詳しく知ることができる手順を説明します。

トピック
• ステップ 1: S3 Glacier を使用する前に (p. 7)
• ステップ 2: S3 Glacier でボールトを作成する (p. 9)
• ステップ 3: アーカイブを S3 Glacier でボールトにアップロードする (p. 10)
• ステップ 4: S3 Glacier でボールトからアーカイブをダウンロードする (p. 15)
• ステップ 5: S3 Glacier でボールトからアーカイブを削除する (p. 18)
• ステップ 6: S3 Glacier でボールトを削除する (p. 22)
• ここからどこへ進むべきですか? (p. 23)

ステップ 1: S3 Glacier を使用する前に
この演習を開始する前に、AWS アカウント (まだ持っていない場合には) にサインアップし、AWS SDK 
をダウンロードする必要があります。詳細については、以下のセクションを参照してください。

トピック
• AWS アカウントと管理者ユーザーのセットアップ (p. 8)
• 必要なAWS SDK のダウンロード (p. 9)
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AWS アカウントのセットアップ

AWS アカウントと管理者ユーザーのセットアップ
まだ完了していない場合は、AWS アカウントにサインアップし、アカウントに管理者ユーザーを作成する
必要があります。

セットアップを完了するには、以下のトピックの指示に従います。

AWS アカウントのセットアップと管理者ユーザーの作成
AWS にサインアップする
アマゾン ウェブ サービス(AWS)にサインアップすると、AWS アカウント アカウントが、S3 Glacier を含
む、AWS 内のすべてのサービスに自動的にサインアップされます。料金は、使用するサービスの料金のみ
が請求されます。S3 Glacier の使用料の詳細については、Amazon S3 Glacier 製品ページを参照してくだ
さい。

AWS アカウント を既にお持ちの場合は、必要なAWS SDK のダウンロード (p. 9) に進んでくださ
い。AWS アカウント をお持ちでない場合は、次に説明する手順にしたがってアカウントを作成してくだ
さい。

AWS アカウント をお持ちでない場合は、以下の手順を実行してアカウントを作成してください。

AWS アカウント にサインアップするには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

管理者ユーザーを作成するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

管理者を
管理する
方法を 1 
つ選択し
ます

To By 以下の操作も可能

IAM 
Identity 
Center 内

(推奨)

短期の認証情報を使用し
て AWS にアクセスしま
す。

これはセキュリティのベ
ストプラクティスと一致
しています。ベストプラ
クティスの詳細について
は、IAM ユーザーガイ
ドの「IAM でのセキュ
リティのベストプラク
ティス」を参照してくだ
さい。

AWS 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。

AWS Command Line Interface 
ユーザーガイドの「AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) を使用す
るための AWS CLI の設定」に
従って、プログラムによるアク
セスを設定します。
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管理者を
管理する
方法を 1 
つ選択し
ます

To By 以下の操作も可能

IAM 内

(非推奨)

長期認証情報を使用して 
AWS にアクセスする。

IAM ユーザーガイドの「最初
の IAM 管理者のユーザーおよ
びグループの作成」の手順に
従います。

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

必要なAWS SDK のダウンロード
この入門演習を実施するにあたっては、使用するプログラミング言語を決定し、開発プラットフォームに
応じたAWS SDK をダウンロードする必要があります。

この入門演習では、Java と C# の例を用意しています。

AWS SDK for Java のダウンロード
この開発者ガイドの Java の例をテストするには、AWS SDK for Java が必要です。次のいずれかの方法で
ダウンロードしてください。

• Eclipse を使用する場合は、AWS Toolkit for Eclipseのダウンロードとインストールを、更新サイト
http://aws.amazon.com/eclipse/。詳細については、「AWS Toolkit for Eclipse」を参照してください。

• 他の IDE を使用してアプリケーションを作成する場合は、AWS SDK for Java をダウンロードしてくだ
さい。

AWS SDK for .NET のダウンロード
この開発者ガイドの C# のコード例をテストするには、AWS SDK for .NET が必要です。次のいずれかの
方法でダウンロードしてください。

• Visual Studio を使用している場合には、AWS SDK for .NET と AWS Toolkit for Visual Studio のどちら
もインストールできます。このツールキットには、AWS Explorer for Visual Studio と、開発に利用で
きるプロジェクトテンプレートが含まれています。をダウンロードするにはAWS SDK for .NET、http://
aws.amazon.com/sdkfornet にアクセスしてください。デフォルトでは、インストールスクリプトにより
AWS SDK とAWS Toolkit for Visual Studioの両方がインストールされます。ツールキットの詳細につい
ては、AWS Toolkit for Visual Studioを参照してください。

• 他の IDE を使用してアプリケーションを作成する場合は、前のステップに示したリンクを使用して 
AWS SDK for .NET のみをインストールしてください。

ステップ 2: S3 Glacier でボールトを作成する
ボールトは、アーカイブを格納するコンテナです。最初のステップは、サポートされているAWS リージョ
ンを使用してボールトを作成することです。Amazon S3 GlacierAWS リージョン でサポートされるものの
リストについては、AWS全般のリファレンスの Amazon S3 Glacier エンドポイントとクォータを参照して
ください。

ボールトは、プログラムまたは S3 Glacier コンソールを使用して作成できます。このセクションでは、コ
ンソールを使用してボールトを作成します。

API バージョン 2012-06-01
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ボールトを作成するには

1. AWS Management Consoleにサインインし、で S3 Glacier コンソールを開きます。https:// 
console.aws.amazon.com/glacier/home。

2. 左のナビゲーションペインで [Vaults] を選択します。
3. 「保管庫を作成」を選択します。

「保管庫の作成」ページが開きます。
4. 「地域を選択」で、AWS リージョン地域セレクターからを選択します。保管庫は選択した地域にあり

ます。
5. [保管庫名] に、保管庫の名前を入力します。

ボールトの命名要件は次のとおりです。

• ボールト名は、AWS アカウントAWS リージョンボールトを作成した場所およびボールト内で一意
である必要があります。

• ボールト名は 1～255 文字の長さである必要があります。
• ボールト名には、a—z、A—Z、0—9、_ (下線)、- (ハイフン)、およびの文字のみを使用できます。

(ピリオド)。
6. [イベント通知] で、ジョブが完了したときのボールトの通知をオンまたはオフにするには、次のいず

れかの設定を選択します。

• 通知をオフにする — 通知はオフになり、指定したジョブが完了しても通知は Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) トピックに送信されません。

• 通知を有効にする — 通知がオンになり、指定されたジョブが完了すると、指定された Amazon 
SNS トピックに通知が送信されます。

[通知を有効にする] を選択した場合は、「Amazon S3 Glacier コンソールを使用したボールト通知
の設定」を参照してください。

7. AWS リージョンとボールト名が正しい場合は、[ボールトを作成する] を選択します。

これで、新しいボールトが S3 Glacier コンソールの [ボールト] ページに表示されます。

ステップ 3: アーカイブを S3 Glacier でボールトに
アップロードする

このステップでは、前のステップで作成したボールトにサンプルアーカイブをアップロードします (「」
を参照ステップ 2: S3 Glacier でボールトを作成する (p. 9))。使用している開発プラットフォームに応
じて、このセクションの最後にあるリンクのいずれかを選択します。

Important

アップロード、ダウンロード、削除などのアーカイブ操作には、AWS Command Line Interface 
(CLI) を使用するか、コードを記述する必要があります。アーカイブオペレーションについては、
コンソールによるサポートはありません。たとえば、写真、ビデオ、その他のドキュメントなど
のデータをアップロードするには、を使用する必要があります。AWS CLIあるいは、REST API 
を直接使用するかAWS SDK を使用して、アップロードリクエストを行うコードを記述する必要
があります。
AWS CLIをインストールするには、「AWS Command Line Interface」をご参照ください。S3 
Glacier での S3 Glacier の使用の詳細についてはAWS CLI、「S3AWS CLI Glacierのリファレン
ス」を参照してください。たとえば、AWS CLIS3 Glacier を使用してアーカイブをアップロード
するには、「でのS3 Glacierの使用AWS Command Line Interface」を参照してください。
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アーカイブとは、写真、動画、ドキュメントなど、ボールトに格納するオブジェクトを指します。アーカ
イブは、S3 Glacier のストレージの基本単位です。1 回のリクエストでは、アーカイブを 1 つアップロー
ドできます。S3 Glacier ではアーカイブが大きいときのために、アーカイブを分割してアップロードする
ためのマルチパートアップロード API オペレーションが用意されています。

入門演習のこのセクションでは、1 回のリクエストでサンプルアーカイブを 1 つアップロードします。こ
の演習で指定するファイルのサイズは、比較的小さなものです。ファイルのサイズが大きい場合には、マ
ルチパートアップロードが適しています。詳細については、「パート単位での大きなアーカイブのアップ
ロード (マルチパートアップロード) (p. 83)」を参照してください。

トピック
• S3 Glacier でを使用してボールトにアーカイブをアップロードするAWS SDK for Java (p. 11)
• S3 Glacier でを使用してボールトにアーカイブをアップロードするAWS SDK for .NET (p. 14)

S3 Glacier でを使用してボールトにアーカイブをアッ
プロードするAWS SDK for Java
以下の Java コード例では、AWS SDK for Java の高レベル API を使用してボールトにサンプルのアーカイ
ブをアップロードします。このコード例では、以下の点に注意してください。

• この例では、AmazonGlacierClient クラスのインスタンスを作成します。
• この例では、の高レベルupload APIArchiveTransferManager のクラスの API オペレーションを使

用していますAWS SDK for Java。
• この例では、米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2) を使用します。

step-by-step この例を実行する方法については、を参照してくださいEclipse を使用した Amazon S3 
Glacier の Java 実行例 (p. 134)。ここに示したコードは、アップロードするアーカイブファイルの名前
で更新する必要があります。

Note

Amazon S3 Glacier では、ボールト内のすべてのアーカイブのインベントリが保持されます。以
下の例でアーカイブをアップロードすると、ボールトインベントリが更新されるまで、マネジメ
ントコンソールでそのアーカイブはボールトに表示されません。この更新は通常、1 日 1 回実行
されます。

SDK for Java 2.x
Note

もっとあります GitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の方
法を確認してください。

    public static String uploadContent(GlacierClient glacier, Path path, String 
 vaultName, File myFile) { 

        // Get an SHA-256 tree hash value. 
        String checkVal = computeSHA256(myFile); 
        try { 
            UploadArchiveRequest uploadRequest = UploadArchiveRequest.builder() 
                .vaultName(vaultName) 
                .checksum(checkVal) 
                .build(); 

            UploadArchiveResponse res = glacier.uploadArchive(uploadRequest, path); 
            return res.archiveId(); 
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        } catch(GlacierException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    private static String computeSHA256(File inputFile) { 

        try { 
            byte[] treeHash = computeSHA256TreeHash(inputFile); 
            System.out.printf("SHA-256 tree hash = %s\n", toHex(treeHash)); 
            return toHex(treeHash); 

        } catch (IOException ioe) { 
            System.err.format("Exception when reading from file %s: %s", inputFile, 
 ioe.getMessage()); 
            System.exit(-1); 

        } catch (NoSuchAlgorithmException nsae) { 
            System.err.format("Cannot locate MessageDigest algorithm for SHA-256: %s", 
 nsae.getMessage()); 
            System.exit(-1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static byte[] computeSHA256TreeHash(File inputFile) throws IOException, 
            NoSuchAlgorithmException { 

        byte[][] chunkSHA256Hashes = getChunkSHA256Hashes(inputFile); 
        return computeSHA256TreeHash(chunkSHA256Hashes); 
    } 

    /** 
     * Computes an SHA256 checksum for each 1 MB chunk of the input file. This 
     * includes the checksum for the last chunk, even if it's smaller than 1 MB. 
     */ 
    public static byte[][] getChunkSHA256Hashes(File file) throws IOException, 
            NoSuchAlgorithmException { 

        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256"); 
        long numChunks = file.length() / ONE_MB; 
        if (file.length() % ONE_MB > 0) { 
            numChunks++; 
        } 

        if (numChunks == 0) { 
            return new byte[][] { md.digest() }; 
        } 

        byte[][] chunkSHA256Hashes = new byte[(int) numChunks][]; 
        FileInputStream fileStream = null; 

        try { 
            fileStream = new FileInputStream(file); 
            byte[] buff = new byte[ONE_MB]; 

            int bytesRead; 
            int idx = 0; 

            while ((bytesRead = fileStream.read(buff, 0, ONE_MB)) > 0) { 
                md.reset(); 
                md.update(buff, 0, bytesRead); 
                chunkSHA256Hashes[idx++] = md.digest(); 
            } 
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            return chunkSHA256Hashes; 

        } finally { 
            if (fileStream != null) { 
                try { 
                    fileStream.close(); 
                } catch (IOException ioe) { 
                    System.err.printf("Exception while closing %s.\n %s", 
 file.getName(), 
                            ioe.getMessage()); 
                } 
            } 
        } 
    } 

    /** 
     * Computes the SHA-256 tree hash for the passed array of 1 MB chunk 
     * checksums. 
     */ 
    public static byte[] computeSHA256TreeHash(byte[][] chunkSHA256Hashes) 
            throws NoSuchAlgorithmException { 

        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256"); 
        byte[][] prevLvlHashes = chunkSHA256Hashes; 
        while (prevLvlHashes.length > 1) { 
            int len = prevLvlHashes.length / 2; 
            if (prevLvlHashes.length % 2 != 0) { 
                len++; 
            } 

            byte[][] currLvlHashes = new byte[len][]; 
            int j = 0; 
            for (int i = 0; i < prevLvlHashes.length; i = i + 2, j++) { 

                // If there are at least two elements remaining. 
                if (prevLvlHashes.length - i > 1) { 

                    // Calculate a digest of the concatenated nodes. 
                    md.reset(); 
                    md.update(prevLvlHashes[i]); 
                    md.update(prevLvlHashes[i + 1]); 
                    currLvlHashes[j] = md.digest(); 

                } else { // Take care of the remaining odd chunk 
                    currLvlHashes[j] = prevLvlHashes[i]; 
                } 
            } 

            prevLvlHashes = currLvlHashes; 
        } 

        return prevLvlHashes[0]; 
    } 

    /** 
     * Returns the hexadecimal representation of the input byte array 
     */ 
    public static String toHex(byte[] data) { 
        StringBuilder sb = new StringBuilder(data.length * 2); 
        for (byte datum : data) { 
            String hex = Integer.toHexString(datum & 0xFF); 

            if (hex.length() == 1) { 
                // Append leading zero. 
                sb.append("0"); 

API バージョン 2012-06-01
13



Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
.NET を使用してアーカイブをアップロードする

            } 
            sb.append(hex); 
        } 
        return sb.toString().toLowerCase(); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI UploadArchiveリファレンスのを参照してくださ
い。

S3 Glacier でを使用してボールトにアーカイブをアッ
プロードするAWS SDK for .NET
以下の C# コード例では、AWS SDK for .NET の高レベル API を使用してボールトにサンプルのアーカイ
ブをアップロードします。このコード例では、以下の点に注意してください。

• この例では、のインスタンスを作成しますArchiveTransferManager指定された Amazon S3 氷河
リージョンのエンドポイントのクラス。

• このコード例では米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2).
• この例では、を使用しますUploadの API オペレーションArchiveTransferManagerクラスを使用し

てアーカイブをアップロードしてください。小さいアーカイブの場合、この操作によりアーカイブが直
接 S3 Glacier にアップロードされます。大きなアーカイブの場合、このオペレーションでは S3 Glacier 
のマルチパートアップロード API オペレーションを使用し、S3 Glacier へのデータのストリーミング中
にエラーが発生したときにアップロードを複数のパートに分割してエラー復旧を向上させます。

を使用する場合 step-by-step 以下の例を実行するための手順については、「」コード例の実
行 (p. 137)。ここに示したコードは、ボールトの名前とアップロードするアーカイブファイルの名前で更
新する必要があります。

Note

S3 Glacier では、ボールト内のすべてのアーカイブのインベントリが保持されます。以下の例で
アーカイブをアップロードすると、ボールトインベントリが更新されるまで、マネジメントコ
ンソールでそのアーカイブはボールトに表示されません。この更新は通常、1 日 1 回実行されま
す。

Example -の高レベル API を使用してアーカイブをアップロードするAWS SDK for .NET

using System;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Transfer;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{ 
    class ArchiveUploadHighLevel_GettingStarted 
    { 
        static string vaultName = "examplevault"; 
        static string archiveToUpload = "*** Provide file name (with full path) to upload 
 ***"; 

        public static void Main(string[] args) 
        { 
            try 
            { 
                var manager = new ArchiveTransferManager(Amazon.RegionEndpoint.USWest2); 
                // Upload an archive. 
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                string archiveId = manager.Upload(vaultName, "getting started archive 
 test", archiveToUpload).ArchiveId; 
                Console.WriteLine("Copy and save the following Archive ID for the next 
 step.");  
                Console.WriteLine("Archive ID: {0}", archiveId); 
                Console.WriteLine("To continue, press Enter"); 
                Console.ReadKey(); 
            } 
            catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
            catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
            Console.WriteLine("To continue, press Enter"); 
            Console.ReadKey(); 
        } 
    }
}

ステップ 4: S3 Glacier でボールトからアーカイブ
をダウンロードする

このステップでは、ステップ 3: アーカイブを S3 Glacier でボールトにアップロードする (p. 10)以前に
アップロードしたサンプルアーカイブをダウンロードします。

Important

Amazon S3 Glacier にはコンソールが用意されています。ただし、アップロード、ダウンロー
ド、削除などのアーカイブ操作では、AWS Command Line Interface (CLI) を使用するか、コード
を記述する必要があります。アーカイブオペレーションについては、コンソールによるサポート
はありません。たとえば、写真、ビデオ、その他のドキュメントなどのデータをアップロードす
るには、を使用する必要があります。AWS CLIあるいは、REST API を直接使用するかAWS SDK 
を使用して、アップロードリクエストを行うコードを記述する必要があります。
AWS CLIをインストールするには、「AWS Command Line Interface」をご参照ください。S3 
Glacier での S3 Glacier の使用の詳細についてはAWS CLI、「S3AWS CLI Glacierのリファレン
ス」を参照してください。たとえば、AWS CLIS3 Glacier を使用してアーカイブをアップロード
するには、「でのS3 Glacierの使用AWS Command Line Interface」を参照してください。

一般に、S3 Glacier からのデータの取得は、2 段階のプロセスです。

1. 取得ジョブを開始します。
2. ジョブが完了したら、データのバイトをダウンロードします。

S3 Glacier からアーカイブを取得するには、まずジョブを開始します。ジョブが完了したら、データをダ
ウンロードします。アーカイブの取得に関する詳細については、「AWSコンソールを使用したS3 Glacier 
アーカイブのアーカイブ (p. 96)」を参照してください。

リクエストのアクセス時間は、選択した取り出しオプション (優先取り出し、標準取り出し、一括取
り出し) によって異なります。最大規模のアーカイブ (250 MB 以上) を除くすべてのアーカイブについ
て、Expedited 取り出しでアクセスしたアーカイブは通常 1〜5 分以内で使用可能になります。Standard 
取り出しで取り出したアーカイブは、通常 3〜5 時間使用できます。通常、一括取り出しは 5 ～ 12 時間以
内に完了します。さまざまな取り出しオプションの詳細については、「S3 Glacierのよくある質問」を参
照してください。データ取り出し料金については、「S3 Glacier料金表」を参照してください。

以下のトピックに示すコード例では、ジョブを開始し、完了するのを待ってから、アーカイブのデータを
ダウンロードします。

トピック
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Java を使用してアーカイブをダウンロードする

• Simple Glacier でを使用してボールトからアーカイブをダウンロードするAWS SDK for Java (p. 16)
• S3 Glacier でを使用してボールトからアーカイブをダウンロードするAWS SDK for .NET (p. 17)

Simple Glacier でを使用してボールトからアーカイブ
をダウンロードするAWS SDK for Java
以下の Java コード例では、の高レベル API を使用しておりAWS SDK for Javaをクリックして、前のス
テップでアップロードしたアーカイブをダウンロードします。このコード例では、以下の点に注意してく
ださい。

• この例では、AmazonGlacierClient クラスのインスタンスを作成します。
• このコードでは、「ステップ 2: S3 Glacier でボールトを作成する (p. 9)」でボールトを作成した場

所に合わせて、us-west-2 リージョン 米国西部(オレゴン) を使用します。
• この例では、を使用しますdownloadの API オペレーションArchiveTransferManagerの高レベル 

API のクラスAWS SDK for Java。この例では、Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックと、
そのトピックにサブスクライブされている Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作
成します。あなたが作成した場合AWS Identity and Access Management「」の説明に従って、「」の説
明に従って管理ユーザーをステップ 1: S3 Glacier を使用する前に (p. 7)で、ユーザーには Amazon 
SNS トピックと Amazon SQS トピックと Amazon SQS トピックと Amazon SQS トピックの作成およ
び使用に必要な &IAM; アクセス権限があります。

を使用する場合 step-by-step この例を実行する方法の説明は、「」を参照してくださいEclipse を使用し
た Amazon S3 Glacier の Java 実行例 (p. 134)。ここに示したコードは、「」でアップロードしたファイ
ルのアーカイブ ID で更新する必要があります。ステップ 3: アーカイブを S3 Glacier でボールトにアップ
ロードする (p. 10)。

Example -を使用してアーカイブをダウンロードするAWS SDK for Java

import java.io.File;
import java.io.IOException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.transfer.ArchiveTransferManager;
import com.amazonaws.services.sns.AmazonSNSClient;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClient;

public class AmazonGlacierDownloadArchive_GettingStarted { 
    public static String vaultName = "examplevault"; 
    public static String archiveId = "*** provide archive ID ***"; 
    public static String downloadFilePath  = "*** provide location to download archive 
 ***"; 
     
    public static AmazonGlacierClient glacierClient; 
    public static AmazonSQSClient sqsClient; 
    public static AmazonSNSClient snsClient; 
     
    public static void main(String[] args) throws IOException { 
         
         
     ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider(); 
      
        glacierClient = new AmazonGlacierClient(credentials);         
        sqsClient = new AmazonSQSClient(credentials); 
        snsClient = new AmazonSNSClient(credentials); 
         
        glacierClient.setEndpoint("glacier.us-west-2.amazonaws.com"); 
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        sqsClient.setEndpoint("sqs.us-west-2.amazonaws.com"); 
        snsClient.setEndpoint("sns.us-west-2.amazonaws.com"); 

        try { 
            ArchiveTransferManager atm = new ArchiveTransferManager(glacierClient, 
 sqsClient, snsClient); 
             
            atm.download(vaultName, archiveId, new File(downloadFilePath)); 
             
        } catch (Exception e) 
        { 
            System.err.println(e); 
        } 
    }
}

S3 Glacier でを使用してボールトからアーカイブをダ
ウンロードするAWS SDK for .NET
次の C# コード例では、AWS SDK for .NET以前にアップロードしたアーカイブをダウンロードするに
はS3 Glacier でを使用してボールトにアーカイブをアップロードするAWS SDK for .NET (p. 14)。この
コード例では、以下の点に注意してください。

• この例では、ArchiveTransferManager指定された Amazon S3 氷河リージョンのエンドポイントの
クラス。

• このコード例では、以前に「us-west-2」でボールトを作成した場所に合わせて、 リージョン 米国西
部(オレゴン) を使用します。

• この例では、Downloadの API オペレーションArchiveTransferManagerクラスでアーカイブを
ダウンロードします。この例では、Amazon S3 トピックと、そのトピックにサブスクライブされ
ている Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックと、そのトピックにサブスクラ
イブされている Amazon Simple Queue Service (Amazon あなたが作成した場合AWS Identity and 
Access Management「」の説明に従って、(IAM); 管理ユーザーステップ 1: S3 Glacier を使用する前
に (p. 7)で、ユーザーには Amazon SNS トピックと Amazon SQS キューの作成および使用に必要
な &IAM; アクセス権限があります。

• その後、この例ではアーカイブの取り出しジョブを開始し、使用可能にするアーカイブを探してキュー
をポーリングします。アーカイブが使用可能になると、ダウンロードが開始されます。取得時間に関す
る詳細については、「アーカイブの取り出しオプション (p. 97)」を参照してください。

を使用する場合 step-by-step この例を実行するための手順については、「」を参照してくださいコード例
の実行 (p. 137)。ここに示したコードは、「」でアップロードしたファイルのアーカイブ ID で更新する
必要がありますステップ 3: アーカイブを S3 Glacier でボールトにアップロードする (p. 10)。

Example -の高レベル API を使用したアーカイブのダウンロードAWS SDK for .NET

using System;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Transfer;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{ 
    class ArchiveDownloadHighLevel_GettingStarted 
    { 
        static string vaultName = "examplevault"; 
        static string archiveId = "*** Provide archive ID ***"; 
        static string downloadFilePath = "*** Provide the file name and path to where to 
 store the download ***"; 
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ステップ 5: ボールトからアーカイブを削除する

        public static void Main(string[] args) 
        { 
            try 
            { 
                var manager = new ArchiveTransferManager(Amazon.RegionEndpoint.USWest2); 

                var options = new DownloadOptions(); 
                options.StreamTransferProgress += 
 ArchiveDownloadHighLevel_GettingStarted.progress; 
                // Download an archive. 
                Console.WriteLine("Intiating the archive retrieval job and then polling SQS 
 queue for the archive to be available."); 
                Console.WriteLine("Once the archive is available, downloading will 
 begin."); 
                manager.Download(vaultName, archiveId, downloadFilePath, options); 
                Console.WriteLine("To continue, press Enter"); 
                Console.ReadKey(); 
            } 
            catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
            catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
            Console.WriteLine("To continue, press Enter"); 
            Console.ReadKey(); 
        } 

        static int currentPercentage = -1; 
        static void progress(object sender, StreamTransferProgressArgs args) 
        { 
            if (args.PercentDone != currentPercentage) 
            { 
                currentPercentage = args.PercentDone; 
                Console.WriteLine("Downloaded {0}%", args.PercentDone); 
            } 
        } 
    }
}

ステップ 5: S3 Glacier でボールトからアーカイブ
を削除する

このステップでは、アップロードしたサンプルアーカイブを削除しますステップ 3: アーカイブを S3 
Glacier でボールトにアップロードする (p. 10)。

Important

Amazon S3 Glacier コンソールを使用してアーカイブを削除することはできません。アップロー
ド、ダウンロード、削除などのアーカイブ操作には、AWS Command Line Interface (CLI) を使用
するか、コードを記述する必要があります。写真、ビデオ、その他のドキュメントなどのデータ
をアップロードするには、を使用する必要があります。AWS CLIあるいは、REST API を直接使
用するかAWS SDK を使用して、アップロードリクエストを行うコードを記述する必要がありま
す。
AWS CLIをインストールするには、「AWS Command Line Interface」をご参照ください。S3 
Glacier での S3 Glacier の使用の詳細についてはAWS CLI、「S3AWS CLI Glacierのリファレン
ス」を参照してください。たとえば、AWS CLIS3 Glacier を使用してアーカイブをアップロード
するには、「でのS3 Glacierの使用AWS Command Line Interface」を参照してください。

以下のいずれかの SDK または AWS CLI を使用して、サンプルアーカイブを削除します。

• S3 Glacier でを使用してボールトからアーカイブを削除する方法。AWS SDK for Java (p. 19)
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関連するセクション

• S3 Glacier でを使用してボールトからアーカイブを削除する方法。AWS SDK for .NET (p. 20)
• S3 Glacier 内のを使用したアーカイブの削除AWS CLI (p. 20)

関連するセクション
• ステップ 3: アーカイブを S3 Glacier でボールトにアップロードする (p. 10)
• Amazon S3 Glacier でアーカイブを削除する (p. 123)

S3 Glacier でを使用してボールトからアーカイブを削
除する方法。AWS SDK for Java
以下のコード例では、AWS SDK for Java を使用してアーカイブを削除しています。このコードでは、以
下の点に注意してください。

• DeleteArchiveRequest オブジェクトには、アーカイブが存在するボールトの名前やアーカイブ ID 
など、削除のリクエストを説明する情報が含まれています。

• -deleteArchiveAPI オペレーションは、アーカイブを削除するリクエストを Amazon S3 Glacier に送
信します。

• この例では、米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2).

を使用する場合 step-by-step この例を実行するための手順については、「」を参照してください。Eclipse 
を使用した Amazon S3 Glacier の Java 実行例 (p. 134)。ここに示したコードは、「」でアップロードし
たファイルのアーカイブ ID で更新する必要があります。ステップ 3: アーカイブを S3 Glacier でボールト
にアップロードする (p. 10)。

Example -を使用したアーカイブの削除AWS SDK for Java

import java.io.IOException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.model.DeleteArchiveRequest;

public class AmazonGlacierDeleteArchive_GettingStarted { 

    public static String vaultName = "examplevault"; 
    public static String archiveId = "*** provide archive ID***"; 
    public static AmazonGlacierClient client; 
     
    public static void main(String[] args) throws IOException { 
         
      
     ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider(); 

        client = new AmazonGlacierClient(credentials); 
        client.setEndpoint("https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/");         

        try { 

            // Delete the archive. 
            client.deleteArchive(new DeleteArchiveRequest() 
                .withVaultName(vaultName) 
                .withArchiveId(archiveId)); 
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            System.out.println("Deleted archive successfully."); 
             
        } catch (Exception e) { 
            System.err.println("Archive not deleted."); 
            System.err.println(e); 
        } 
    }
}

S3 Glacier でを使用してボールトからアーカイブを削
除する方法。AWS SDK for .NET
次の C# コード例では、の高レベル API を使用して、前のステップでアップロードしたアーカイブを削除
します。AWS SDK for .NETこのコード例では、以下の点に注意してください。

• この例では、指定された Amazon S3 Glacier リージョンのエンドポイントに対し
て、ArchiveTransferManagerクラスのインスタンスを作成します。

• このコード例では、米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2) を使用します。
• この例では、の高レベルDelete APIArchiveTransferManager の一部として提供されているクラス

の API 操作を使用していますAWS SDK for .NET。

この例を実行する方法については、を参照してくださいコード例の実行 (p. 137)。 step-by-step ここした
ファイルのアーカイブ ID で、「」でアップロードしたファイルのアーカイブ ID で更新する必要がありま
すステップ 3: アーカイブを S3 Glacier でボールトにアップロードする (p. 10)。

Example -の高レベル API を使用してアーカイブを削除するAWS SDK for .NET

using System;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Transfer;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{ 
  class ArchiveDeleteHighLevel_GettingStarted 
  { 
    static string vaultName = "examplevault"; 
    static string archiveId = "*** Provide archive ID ***"; 

    public static void Main(string[] args) 
    { 
      try 
      { 
        var manager = new ArchiveTransferManager(Amazon.RegionEndpoint.USWest2); 
        manager.DeleteArchive(vaultName, archiveId); 
      } 
      catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      Console.WriteLine("To continue, press Enter"); 
      Console.ReadKey(); 
    } 
  }
}

S3 Glacier 内のを使用したアーカイブの削除AWS CLI
AWS Command Line InterfaceAWS CLI(を使用したアーカイブの削除
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を使用したアーカイブの削除AWS CLI

トピック
• (前提条件) AWS CLI の設定 (p. 21)
• 例:を使用してアーカイブを削除するAWS CLI (p. 21)

(前提条件) AWS CLI の設定
1. AWS CLI をダウンロードして設定します。手順については、「AWS Command Line Interface ユー

ザーガイド」の次のトピックを参照してください。

AWS Command Line Interface のインストール

AWS Command Line Interface の設定
2. コマンドプロンプトで以下のコマンドを入力して、AWS CLIセットアップを確認します。これらのコ

マンドは、いずれも認証情報を明示的に提供しないため、デフォルトプロファイルの認証情報が使用
されます。

• help コマンドを使用してください。

aws help

• 設定したアカウントの S3 Glacier ボールトのリストを取得するには、list-vaultsコマンドを使
用します。123456789012AWS アカウント をご自身の ID に置き換えてください。

aws glacier list-vaults --account-id 123456789012

• の現在の設定データを表示するにはAWS CLI、aws configure listコマンドを使用します。

aws configure list

例:を使用してアーカイブを削除するAWS CLI
1. インベントリ取得ジョブを開始するには、initiate-job コマンドを使用します。initiate-

jobコマンドの詳細については、「Job を開始」を参照してください。

aws glacier initiate-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --job-
parameters '{"Type": "inventory-retrieval"}'

正常な出力:

{ 
    "location": "/111122223333/vaults/awsexamplevault/jobs/*** jobid ***",  
    "jobId": "*** jobid ***"
}     

2. describe-jobコマンドを使用して、前回の検索ジョブのステータスを確認します。describe-
jobコマンドの詳細については、「Job を説明する」を参照してください。

aws glacier describe-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --job-
id *** jobid ***

正常な出力:

{ 
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    "InventoryRetrievalParameters": { 
        "Format": "JSON" 
    },  
    "VaultARN": "*** vault arn ***",  
    "Completed": false,  
    "JobId": "*** jobid ***",  
    "Action": "InventoryRetrieval",  
    "CreationDate": "*** job creation date ***",  
    "StatusCode": "InProgress"
}       

3. ジョブが完了するまでお待ちください。

ジョブの出力をダウンロードする準備が整うまで待つ必要があります。ボールトに通知設定を指定し
ている場合、またはジョブを開始したときに Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ト
ピックを指定している場合は、ジョブの完了後に S3 Glacier からそのトピックにメッセージが送信さ
れます。

ボールトに特定のイベントに対する通知設定を指定できます。詳細については、「Amazon S3 Glacier 
でのボールト通知の設定 (p. 52)」を参照してください。S3 Glacier は、特定のイベントが発生する
たびに、指定された Amazon SNS トピックにメッセージを送信します。

4. ジョブが完了したら、get-job-outputoutput.jsonコマンドを使用して検索ジョブをファイルに
ダウンロードします。get-job-outputコマンドの詳細については、「Job 出力の取得」を参照して
ください。

aws glacier get-job-output --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --
job-id *** jobid *** output.json

このコマンドは、次のフィールドを含むファイルを生成します。

{
"VaultARN":"arn:aws:glacier:region:111122223333:vaults/awsexamplevault",
"InventoryDate":""*** job completion date ***"",
"ArchiveList":[{
{"ArchiveId":""*** archiveid ***"",
"ArchiveDescription":"*** archive description (if set) ***",
"CreationDate":""*** archive creation date ***"",
"Size":""*** archive size (in bytes) ***"",
"SHA256TreeHash":"*** archive hash ***"
}],
"ArchiveId": 123456789

}       

5. delete-archive コマンドを使用して、ボールトから各アーカイブを削除します。

aws glacier delete-archive --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --
archive-id="*** archiveid ***"

delete-archiveコマンドの詳細については、「アーカイブの削除」を参照してください。

ステップ 6: S3 Glacier でボールトを削除する
ボールトは、アーカイブを格納するコンテナです。Amazon S3 Glacier ボールトを削除するには、S3 
Glacierによって計算された最後のインベントリの時点でボールトにある既存のアーカイブをすべて削除す
る必要があります。
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ここからどこへ進むべきですか?

ボールトは、プログラムまたは S3 Glacier コンソールを使用して削除できます。プログラムを使用して
ボールトを削除する方法の詳細については、「Amazon S3 Glacier でボールトを削除する (p. 60)」を参
照してください。

空のボールトを削除するには

1. AWS Management Consoleにサインインし、で S3 Glacier コンソールを開きます。https:// 
console.aws.amazon.com/glacier/home。

2. 「リージョンの選択」メニューから、AWS リージョン削除する保管庫のを選択します。

この入門演習では、US West (Oregon) リージョンにボールトを配置します。
3. 削除する空のボールトの横にあるオプションボタンを選択します。ボールトが空でない場合は、ボー

ルトを削除する前にすべてのアーカイブを削除する必要があります。詳細については、「Amazon S3 
Glacier でアーカイブを削除する (p. 123)」を参照してください。

Important

ボールトを削除すると元に戻すことができません。
4. [Delete] (削除) を選択します。
5. [ボールトの削除] ダイアログボックスが表示されます。[Delete] (削除) を選択します。

空でないボールトを削除するには

1. 空でない保管庫を削除する場合は、保管庫を削除する前に、まず既存のアーカイブをすべて削除する
必要があります。これを行うには、REST API、、、AWS SDK for .NETまたはのいずれかを使用して
アーカイブの削除リクエストを行うコードを記述しますAWS CLI。AWS SDK for Javaアーカイブの削
除の詳細については、「ステップ 5: S3 Glacier でボールトからアーカイブを削除する (p. 18)」を
参照してください。

2. ボールトが空になったら、前の手順で空のボールトを削除する。

ここからどこへ進むべきですか?
これで入門演習は完了しました。Amazon S3 Glacier についてさらに知識を深めるには、次の各セクショ
ンを参照してください。

• Amazon S3 Glacier のボールトの操作 (p. 24)
• Amazon S3 Glacier でのアーカイブの操作 (p. 73)
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S3 Glacier でのボールトオペレーション

Amazon S3 Glacier のボールトの操
作

ボールトは、アーカイブを格納するコンテナです。ボールトの作成時に、ボールト名、およびAWS リー
ジョンボールトの作成先となる。のリストについてはAWS リージョンS3 Glacier でサポートされていま
す。Amazon S3 Glacier エンドポイントとクォータのAWS全般のリファレンス。

ボールトに格納できるアーカイブの数に制限はありません。

Important

S3 Glacier には、コンソールが用意されています。しかし、いずれのアーカイブオペレーション 
(アップロード、ダウンロード、削除など) にも、AWS Command Line Interface(AWS CLI) また
はコードを記述します。アーカイブオペレーションについては、コンソールによるサポートはあ
りません。たとえば、写真、ビデオ、その他のドキュメントなどのデータをアップロードするに
は、AWS CLIあるいは、REST API を直接使用するかAWSSDK。
AWS CLIをインストールするには、「AWS Command Line Interface」をご参照ください。での 
S3 Glacier の使用の詳細についてはAWS CLI「」を参照してください。AWS CLIS3 Glacier の
リファレンス。たとえば、AWS CLIS3 Glacier を使用してアーカイブをアップロードするには、
「でのS3 Glacierの使用AWS Command Line Interface」を参照してください。

トピック
• S3 Glacier でのボールトオペレーション (p. 24)
• Amazon S3 Glacier でボールトを作成する (p. 26)
• Amazon S3 Glacier でボールトメタデータを取得する (p. 33)
• Amazon S3 Glacier でボールトインベントリをダウンロードする (p. 38)
• Amazon S3 Glacier でのボールト通知の設定 (p. 52)
• Amazon S3 Glacier でボールトを削除する (p. 60)
• S3 Glacier ボールトにタグを付ける (p. 66)
• S3 Glacier ボールトロック (p. 68)

S3 Glacier でのボールトオペレーション
S3 Glacier は多様なボールトオペレーションをサポートしています。ボールトオペレーションは、特定の
AWS リージョン。つまり、ボールトを作成するときは、特定のAWS リージョン。ボールトを一覧表示す
ると、S3 Glacier によって、ボールトのリストがAWS リージョンリクエストで指定した。

ボールトの作成と削除
AnAWS アカウントごとに最大 1,000 個のボールトを作成できますAWS リージョン。のリストについ
てはAWS リージョンS3 Glacier でサポートされています。Amazon S3 Glacier エンドポイントとクォー
タのAWS全般のリファレンス。

S3 Glacier が最後にインベントリを計算した時点でボールト内にアーカイブがなく、また、最後のインベ
ントリからボールトへの書き込みがない場合にのみ、ボールトを削除できます。

Note

S3 Glacier では、各ボールトについて 24 時間ごとにインベントリを作成します。インベントリ
には最新の情報が反映されていないことがあるため、S3 Glacier では、ボールトが実際に空であ
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るかどうかを確認するために、最後にボールトインベントリが作成されてから書き込みオペレー
ションがあったかどうかを確認します。

詳細については、Amazon S3 Glacier でボールトを作成する (p. 26) および Amazon S3 Glacier でボー
ルトを削除する (p. 60) を参照してください。

ボールトメタデータの取得
ボールトの 作成日、ボールトの中のアーカイブの数、すべてのアーカイブの合計サイズなど、ボールトに
関する情報を返します。S3 Glacier では、特定のボールトまたは特定のボールト内のすべてのボールトの
情報を取得するための API コールが用意されています。AWS リージョンでアカウントに追加します。詳
細については、「Amazon S3 Glacier でボールトメタデータを取得する (p. 33)」を参照してください。

ボールトインベントリのダウンロード
あるボールトインベントボールト内のアーカイブのリストを指します。インベントリでは、リスト内の各
アーカイブに、アーカイブ ID、作成日、サイズなど、アーカイブに関する情報が記載されています。S3 
Glacier はボールトインベントリを毎日 1 回のペースで更新します。この更新は、アーカイブがボールトに
最初にアップロードされた日から開始します。ボールトインベントリをダウンロードするには、ボールト
インベントリが存在している必要があります。

ボールトインベントリのダウンロードは、非同期オペレーションです。まず、インベントリをダウンロー
ドするジョブを開始する必要があります。S3 Glacier はジョブのリクエストを受け取った後で、ダウン
ロードするインベントリを準備します。ジョブが完了したら、インベントリデータをダウンロードできま
す。

このジョブの非同期であるという性質を考慮し、ジョブの完了時に Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) 通知を使用して通知を送信することができます。個々のジョブリクエストごとに Amazon 
SNS のトピックを指定することも、特定のボールトイベントが発生したときに通知を送信するようにボー
ルトを設定することもできます。

S3 Glacier では、各ボールトについて 24 時間ごとにインベントリを作成します。最後のインベントリ以降
に、ボールトに対してアーカイブの追加や削除が行われていない場合、インベントリの日付は更新されま
せん。

ボールトインベントリに対してジョブを開始すると、S3 Glacier により最後に生成されたインベントリが
返されます。そのインベントリは point-in-time スナップショットであり、リアルタイムデータではあり
ません。アーカイブをアップロードするごとにボールトインベントリを取得することは、あまり便利に
は感じられないかもしれません。しかし、S3 Glacier にアップロードしたアーカイブに関連付けられたメ
タデータを含むデータベースをクライアント側で管理する場合を考えてみてください。そのような場合に
は、実際のボールトインベントリとデータベース内の情報とを照合できるため、ボールトインベントリが
役立つものと思われます。

ボールトインベントリの取得の詳細については、「Amazon S3 Glacier でボールトインベントリをダウン
ロードする (p. 38)」を参照してください。

ボールト通知の設定
ボールトのアーカイブやボールトインベントリの取得など、S3 Glacier からの取得は 2 ステップのプロ
セスです。まず、ジョブを開始します。ジョブが完了したら、出力をダウンロードします。ジョブが完了
した時点で確認するには、S3 Glacier の通知を使用できます。S3 Glacier は、指定した Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) トピックに通知メッセージを送信します。

ボールトに通知を設定できるほか、ボールトイベントや、そのイベントが発生したときに通知を送信する 
Amazon SNS トピックを指定できます。S3 Glacier は、ボールトイベントが発生した時点で、指定された 
Amazon SNS トピックに通知を送信します。詳細については、Amazon S3 Glacier でのボールト通知の設
定 (p. 52)を参照してください。
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Amazon S3 Glacier でボールトを作成する
ボールトを作成すると、アカウントのボールトのセットにボールトが追加されます。AWS アカウント
は、AWS リージョンごとに最大 1,000 個のボールトを作成できます。Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) 
がサポートするリージョンの一覧については、AWSAmazon ウェブサービスAWS全般のリファレン
スの「リージョンとエンドポイント」を参照してください。ボールトの追加作成の詳細については、 S3 
Glacier の製品詳細ページを参照してください。

ボールトの作成時に、ボールト名を指定する必要があります。以下に、ボールト名の要件を示します。

• 名前は 1～255 文字の長さです。
• 使用できる文字は、a～z、A～Z、0～9、'_' (アンダースコア)、'-' (ハイフン)、'.' (ピリオド) です。

ボールト名は、ボールトを作成するAWSリージョンおよびアカウント内で一意である必要があります。つ
まり、あるアカウントでボールトを作成する際に、AWS リージョンが異なっていれば同じ名前のボールト
を作成できますが、同じAWSリージョン内で同じ名前のボールトを作成することはできません。

トピック
• を使用して、Amazon S3 Glacier でボールトを作成するAWS SDK for Java (p. 26)
• を使用して、Amazon S3 Glacier でボールトを作成するAWS SDK for .NET (p. 28)
• Amazon S3 Glacier での REST API を使用したボールトの作成 (p. 32)
• Amazon S3 Glacier のコンソールを使用してボールトを作成します。 (p. 32)
• を使用して、Amazon S3 Glacier でボールトを作成するAWS Command Line Interface (p. 32)

を使用して、Amazon S3 Glacier でボールトを作成す
るAWS SDK for Java
低レベル API では、ボールトの作成と削除、ボールトの説明の取得、特定ので作成されているボールトの
リストの取得など、すべてのボールトオペレーションに関するメソッドが用意されています。AWS リー
ジョン。以下に、AWS SDK for Java を使用してボールトを作成する手順を示します。

1. AmazonGlacierClient クラスのインスタンス（クライアント）を作成します。

指定する必要がありますAWS リージョンでボールトを作成します。このクライアントを使用して実行
するすべてのオペレーションは、そのクライアントに適用されます。AWS リージョン。

2. CreateVaultRequest クラスのインスタンスを作成することにより、リクエスト情報を指定します。

Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) には、ボールト名とアカウント ID を指定する必要があります アカウ
ント ID を指定しなかった場合には、リクエストに署名する際に指定した認証情報に関連付けられてい
るアカウント ID が使用されます。詳細については、「Amazon S3 Glacier でのAWS SDK for Javaの使
用 (p. 133)」を参照してください。

3. リクエストオブジェクトをパラメータとして指定して、createVault メソッドを実行します。

S3 Glacier が返すレスポンスは、CreateVaultResult オブジェクトで確認できます。

以下の Java コードスニペットは、前述の手順を示しています。このスニペットでは、us-west-2 リー
ジョンにボールトを作成します。-Location出力されるは、アカウント ID を含むボールトの相対 URI で
す。AWS リージョン「」を参照してください。
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AmazonGlacierClient client = new AmazonGlacierClient(credentials);
client.setEndpoint("https://glacier.us-west-2.amazonaws.com");

CreateVaultRequest request = new CreateVaultRequest() 
    .withVaultName("*** provide vault name ***");
CreateVaultResult result = client.createVault(request);

System.out.println("Created vault successfully: " + result.getLocation());

Note

基本となる REST API については、「ボールトの作成 (PUT vault) (p. 243)」を参照してくださ
い。

例: AWS SDK for Java を使用したボールトの作成
次のJavaコード例では、us-west-2地域 (詳細についてはAWS リージョン「」を参照してくださ
い。Amazon S3 Glacier へのアクセス (p. 6)). また、このコード例はボールト情報を取得し、同じAWS 
リージョンをクリックし、作成したボールトを削除します。

を使用する場合 step-by-step 以下の例を実行するための手順については、「」を参照してくださ
い。Eclipse を使用した Amazon S3 Glacier の Java 実行例 (p. 134)。

Example

import java.io.IOException;
import java.util.List;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.model.CreateVaultRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.CreateVaultResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.DeleteVaultRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.DescribeVaultOutput;
import com.amazonaws.services.glacier.model.DescribeVaultRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.DescribeVaultResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.ListVaultsRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.ListVaultsResult;

public class AmazonGlacierVaultOperations { 

    public static AmazonGlacierClient client; 

    public static void main(String[] args) throws IOException { 

     ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider(); 
      
        client = new AmazonGlacierClient(credentials); 
        client.setEndpoint("https://glacier.us-east-1.amazonaws.com/"); 
         
        String vaultName = "examplevaultfordelete"; 

        try {             
            createVault(client, vaultName); 
            describeVault(client, vaultName);  
            listVaults(client); 
            deleteVault(client, vaultName);       

        } catch (Exception e) { 
            System.err.println("Vault operation failed." + e.getMessage()); 

API バージョン 2012-06-01
27



Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
.NET を使用したボールトの作成

        } 
    } 

    private static void createVault(AmazonGlacierClient client, String vaultName) { 
        CreateVaultRequest createVaultRequest = new CreateVaultRequest() 
            .withVaultName(vaultName); 
        CreateVaultResult createVaultResult = client.createVault(createVaultRequest); 

        System.out.println("Created vault successfully: " + 
 createVaultResult.getLocation()); 
    } 

    private static void describeVault(AmazonGlacierClient client, String vaultName) { 
        DescribeVaultRequest describeVaultRequest = new DescribeVaultRequest() 
            .withVaultName(vaultName); 
        DescribeVaultResult describeVaultResult  = 
 client.describeVault(describeVaultRequest); 

        System.out.println("Describing the vault: " + vaultName); 
        System.out.print( 
                "CreationDate: " + describeVaultResult.getCreationDate() + 
                "\nLastInventoryDate: " + describeVaultResult.getLastInventoryDate() + 
                "\nNumberOfArchives: " + describeVaultResult.getNumberOfArchives() +  
                "\nSizeInBytes: " + describeVaultResult.getSizeInBytes() +  
                "\nVaultARN: " + describeVaultResult.getVaultARN() +  
                "\nVaultName: " + describeVaultResult.getVaultName()); 
    } 

    private static void listVaults(AmazonGlacierClient client) { 
        ListVaultsRequest listVaultsRequest = new ListVaultsRequest(); 
        ListVaultsResult listVaultsResult = client.listVaults(listVaultsRequest); 

        List<DescribeVaultOutput> vaultList = listVaultsResult.getVaultList(); 
        System.out.println("\nDescribing all vaults (vault list):"); 
        for (DescribeVaultOutput vault : vaultList) { 
            System.out.println( 
                    "\nCreationDate: " + vault.getCreationDate() + 
                    "\nLastInventoryDate: " + vault.getLastInventoryDate() + 
                    "\nNumberOfArchives: " + vault.getNumberOfArchives() +  
                    "\nSizeInBytes: " + vault.getSizeInBytes() +  
                    "\nVaultARN: " + vault.getVaultARN() +  
                    "\nVaultName: " + vault.getVaultName());  
        } 
    } 

    private static void deleteVault(AmazonGlacierClient client, String vaultName) { 
        DeleteVaultRequest request = new DeleteVaultRequest() 
            .withVaultName(vaultName); 
        client.deleteVault(request); 
        System.out.println("Deleted vault: " + vaultName); 
    }

}

を使用して、Amazon S3 Glacier でボールトを作成す
るAWS SDK for .NET
どちらも高レベル API と低レベル API (p. 131)Amazon SDK で.NET で提供されているボールト作成のた
めのメソッドがあります。

トピック
• AWS SDK for .NET の高レベル API を使用したボールトの作成 (p. 29)
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• AWS SDK for .NET の低レベル API を使用してボールトを作成する (p. 29)

AWS SDK for .NET の高レベル API を使用したボールトの作成
高レベル API ArchiveTransferManager クラスは、AWSリージョンでボールト作成に使用できる
CreateVault メソッドを提供します。

例: の高レベル API を使用するボールトオペレーションAWS SDK for .NET

以下の C# コード例では、US West (Oregon)Region でボールトを作成および削除します。のリストAWS 
リージョンボールトを作成できる、「」を参照してくださいAmazon S3 Glacier へのアクセス (p. 6)。

を使用する場合 step-by-step 以下の例を実行するための手順については、「」を参照してください。コー
ド例の実行 (p. 137)。ボールト名に示すコードを更新する必要があります。

Example

using System;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Transfer;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{ 
  class VaultCreateDescribeListVaultsDeleteHighLevel 
  { 
    static string vaultName = "*** Provide vault name ***"; 

    public static void Main(string[] args) 
    { 
      try 
      { 
          var manager = new ArchiveTransferManager(Amazon.RegionEndpoint.USWest2); 
          manager.CreateVault(vaultName); 
          Console.WriteLine("Vault created. To delete the vault, press Enter"); 
          Console.ReadKey(); 
          manager.DeleteVault(vaultName); 
          Console.WriteLine("\nVault deleted. To continue, press Enter"); 
          Console.ReadKey(); 
      } 
      catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      Console.WriteLine("To continue, press Enter"); 
      Console.ReadKey(); 
    } 
  }
}

AWS SDK for .NET の低レベル API を使用してボールトを作成す
る
低レベル API には、ボールトの作成と削除、ボールトの説明の取得、特定のボールトオペレーションに関
するメソッドが用意されています。AWS リージョン。以下に、AWS SDK for .NET を使用してボールトを
作成する手順を示します。

1. AmazonGlacierClient クラスのインスタンス（クライアント）を作成します。
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指定する必要がありますAWS リージョンボールトを作成する。このクライアントを使用して実行する
すべてのオペレーションは、そのクライアントを使用して実行するすべてのオペレーションに適用され
ますAWS リージョン。

2. CreateVaultRequest クラスのインスタンスを作成することにより、リクエスト情報を指定します。

Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) には、ボールト名とアカウント ID を指定する必要があります アカウ
ント ID を指定しなかった場合は、リクエストに署名する際に指定した認証情報に関連づけられている
アカウント ID が使用されます。詳細については、「Amazon S3 Glacier でのAWS SDK for .NETの使
用 (p. 135)」を参照してください。

3. リクエストオブジェクトをパラメータとして指定して、CreateVault メソッドを実行します。

S3 Glacier が返すレスポンスは、CreateVaultResponse オブジェクトで確認できます。

例: の低レベル API を使用するボールトオペレーションAWS SDK for .NET

以下の C# の例は、前述の手順を示しています。この例では、米国西部 (オレゴン) リージョンにボールト
を作成します。また、このコード例はボールト情報を取得し、すべてのボールトをリストして、すべての
ボールトをリストしてAWS リージョンをクリックし、作成したボールトを削除します。-Location出力
されるは、アカウント ID を含むボールトの相対 URI です。AWS リージョン、およびボールト名。

Note

基本となる REST API については、「ボールトの作成 (PUT vault) (p. 243)」を参照してくださ
い。

を使用する場合 step-by-step 以下の例を実行するための手順については、「」を参照してください。コー
ド例の実行 (p. 137)。ボールト名に示すコードを更新する必要があります。

Example

using System;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{ 
  class VaultCreateDescribeListVaultsDelete 
  { 
    static string vaultName = "*** Provide vault name ***"; 
    static AmazonGlacierClient client; 

    public static void Main(string[] args) 
    { 
       try 
      { 
         using (client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2)) 
        { 
          Console.WriteLine("Creating a vault."); 
          CreateAVault(); 
          DescribeVault(); 
          GetVaultsList(); 
          Console.WriteLine("\nVault created. Now press Enter to delete the vault..."); 
          Console.ReadKey(); 
          DeleteVault(); 
        } 
      } 
      catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
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      catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      Console.WriteLine("To continue, press Enter"); 
      Console.ReadKey(); 
    } 

    static void CreateAVault() 
    { 
      CreateVaultRequest request = new CreateVaultRequest() 
      { 
        VaultName = vaultName 
      }; 
      CreateVaultResponse response = client.CreateVault(request); 
      Console.WriteLine("Vault created: {0}\n", response.Location);  
    } 

    static void DescribeVault() 
    { 
      DescribeVaultRequest describeVaultRequest = new DescribeVaultRequest() 
      { 
        VaultName = vaultName 
      }; 
    
      DescribeVaultResponse describeVaultResponse = 
 client.DescribeVault(describeVaultRequest); 
      Console.WriteLine("\nVault description..."); 
      Console.WriteLine( 
        "\nVaultName: " + describeVaultResponse.VaultName + 
        "\nVaultARN: " + describeVaultResponse.VaultARN + 
        "\nVaultCreationDate: " + describeVaultResponse.CreationDate + 
        "\nNumberOfArchives: " + describeVaultResponse.NumberOfArchives + 
        "\nSizeInBytes: " + describeVaultResponse.SizeInBytes + 
        "\nLastInventoryDate: " + describeVaultResponse.LastInventoryDate  
        ); 
    } 

    static void GetVaultsList() 
    { 
      string lastMarker = null; 
      Console.WriteLine("\n List of vaults in your account in the specific region ..."); 
      do 
      { 
        ListVaultsRequest request = new ListVaultsRequest() 
        { 
          Marker = lastMarker 
        }; 
        ListVaultsResponse response = client.ListVaults(request); 
          
        foreach (DescribeVaultOutput output in response.VaultList) 
        { 
          Console.WriteLine("Vault Name: {0} \tCreation Date: {1} \t #of archives: {2}", 
                            output.VaultName, output.CreationDate, 
 output.NumberOfArchives);  
        } 
        lastMarker = response.Marker; 
      } while (lastMarker != null); 
    } 

    static void DeleteVault() 
    { 
      DeleteVaultRequest request = new DeleteVaultRequest() 
      { 
        VaultName = vaultName 
      }; 
      DeleteVaultResponse response = client.DeleteVault(request); 
    } 
  }
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}

Amazon S3 Glacier での REST API を使用したボール
トの作成
REST API を使用してボールトを作成するには、「ボールトの作成 (PUT vault) (p. 243)」を参照してく
ださい。

Amazon S3 Glacier のコンソールを使用してボールト
を作成します。
Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) コンソールを使用してボールトを作成するには、「」を参照してくださ
い。ステップ 2: S3 Glacier でボールトを作成する (p. 9)の開始方法チュートリアル。

を使用して、Amazon S3 Glacier でボールトを作成す
るAWS Command Line Interface
AWS Command Line Interface(AWS CLI)を使用して、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) でボールトを作成
するには、次の手順に従います。

トピック
• (前提条件) AWS CLI の設定 (p. 21)
• 例: AWS CLI を使用したボールトの作成 (p. 33)

(前提条件) AWS CLI の設定
1. AWS CLI をダウンロードして設定します。手順については、「AWS Command Line Interface ユー

ザーガイド」の次のトピックを参照してください。

AWS Command Line Interface のインストール

AWS Command Line Interface の設定
2. コマンドプロンプトで以下のコマンドを入力して、AWS CLIセットアップを確認します。これらのコ

マンドは、いずれも認証情報を明示的に提供しないため、デフォルトプロファイルの認証情報が使用
されます。

• help コマンドを使用してください。

aws help

• 設定したアカウントの S3 Glacier ボールトのリストを取得するには、list-vaultsコマンドを使
用します。123456789012AWS アカウント をご自身の ID に置き換えてください。

aws glacier list-vaults --account-id 123456789012

• の現在の設定データを表示するにはAWS CLI、aws configure listコマンドを使用します。

aws configure list
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例: AWS CLI を使用したボールトの作成
1. を使用するcreate-vaultという名前のボールトを作成するコマンドawsexampleVaultアカウント

の下に111122223333。

aws glacier create-vault --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333

正常な出力:

{ 
    "location": "/111122223333/vaults/awsexamplevault"
} 
       

2. describe-vault コマンドを使用して作成を確認します。

aws glacier describe-vault --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333

Amazon S3 Glacier でボールトメタデータを取得す
る

ボールトの 作成日、アーカイブの数、すべてのアーカイブの合計サイズなど、ボールトに関する情報を返
します。Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) では、特定のボールトまたは特定のボールト内のすべてのボール
トの情報を取得するための API コールが用意されています。AWSアカウント内のリージョン。

ボールトリストを取得すると、S3 Glacier は、ボールト名の ASCII 値でソートされたリストを返します。
リストには最大 1,000 のボールトが含まれます。リストを維持するマーカーに対するレスポンスを常に確
認する必要があります。それ以上の項目が存在しない場合、マーカーフィールドは null です。レスポン
スで返されるボールトの数を制限することもできます。レスポンスで多くのボールトが返されると、結果
はページ分割されます。ボールトの次のセットを取得するには、追加リクエストを送信する必要がありま
す。

トピック
• Amazon S3 Glacier で AWS SDK for Java を使用してボールトメタデータを取得する (p. 33)
• Amazon S3 Glacier で AWS SDK for .NET を使用してボールトメタデータを取得する (p. 35)
• REST API を使用したボールトメタデータの取得  (p. 37)
• Amazon S3 Glacier で AWS Command Line Interface を使用してボールトメタデータを取得す

る (p. 37)

Amazon S3 Glacier で AWS SDK for Java を使用して
ボールトメタデータを取得する
トピック

• 特定のボールトのボールトメタデータの取得 (p. 34)
• リージョン内のすべてのボールトのボールトメタデータの取得 (p. 34)
• 例: Amazon SDK for Java によるボールトメタデータの取得  (p. 35)

API バージョン 2012-06-01
33



Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
Java によるボールトメタデータの取得

特定のボールトのボールトメタデータの取得
特定のボールトのメタデータおよび特定のAWSリージョン内のすべてのボールトのメタデータを取得する
ことができます。以下に、Amazon SDK for Java の低レベル API を使用して特定のボールトのボールトメ
タデータを取得する手順を示します。

1. AmazonGlacierClient クラスのインスタンス（クライアント）を作成します。

ボールトが属する AWS リージョンを指定する必要があります。このクライアントを使用して実行する
すべてのオペレーションは、そのAWS リージョンに適用されます。

2. DescribeVaultRequest クラスのインスタンスを作成することにより、リクエスト情報を指定しま
す。

Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) には、ボールト名とアカウント ID を指定する必要があります アカウ
ント ID を指定しなかった場合には、リクエストに署名する際に使用した認証情報に関連付けられてい
るアカウント ID が使用されます。詳細については、「Amazon S3 Glacier でのAWS SDK for Javaの使
用 (p. 133)」を参照してください。

3. リクエストオブジェクトをパラメータとして指定して、describeVault メソッドを実行します。

S3 Glacier が返すボールトメタデータ情報は、DescribeVaultResult オブジェクトで使用できま
す。

以下の Java コードスニペットは、前述の手順を示しています。

DescribeVaultRequest request = new DescribeVaultRequest() 
 .withVaultName("*** provide vault name***");

DescribeVaultResult result = client.describeVault(request);

System.out.print( 
        "\nCreationDate: " + result.getCreationDate() + 
        "\nLastInventoryDate: " + result.getLastInventoryDate() + 
        "\nNumberOfArchives: " + result.getNumberOfArchives() +  
        "\nSizeInBytes: " + result.getSizeInBytes() +  
        "\nVaultARN: " + result.getVaultARN() +  
        "\nVaultName: " + result.getVaultName());

Note

基本となる REST API については、「ボールトの説明 (GET vault) (p. 254)」を参照してくださ
い。

リージョン内のすべてのボールトのボールトメタデータの取得
listVaults メソッドを使用して、特定のAWSリージョン内のすべてのボールトのメタデータを取得する
こともできます。

以下の Java コードスニペットにより、us-west-2 リージョン内のボールトのリストを取得します。リク
エストでは、レスポンスで返されるボールトの数を 5 に制限します。このコードスニペットでは、AWS 
リージョンのボールトのリスト全体を取得する一連の listVaults 呼び出しを行います。

AmazonGlacierClient client;
client.setEndpoint("https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/");
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String marker = null;
do {             
    ListVaultsRequest request = new ListVaultsRequest() 
        .withLimit("5") 
        .withMarker(marker); 
    ListVaultsResult listVaultsResult = client.listVaults(request); 
     
    List<DescribeVaultOutput> vaultList = listVaultsResult.getVaultList(); 
    marker = listVaultsResult.getMarker(); 
    for (DescribeVaultOutput vault : vaultList) { 
        System.out.println( 
                "\nCreationDate: " + vault.getCreationDate() + 
                "\nLastInventoryDate: " + vault.getLastInventoryDate() + 
                "\nNumberOfArchives: " + vault.getNumberOfArchives() +  
                "\nSizeInBytes: " + vault.getSizeInBytes() +  
                "\nVaultARN: " + vault.getVaultARN() +  
                "\nVaultName: " + vault.getVaultName());  
    }
} while (marker != null);

このコードスニペットにおいて、リクエストの Limit の値を指定しなかった場合、S3 Glacier は、S3 
Glacier API に定められているように、最大 10 個のボールトを返します。リストに表示するボールトが
さらに存在する場合、レスポンスの marker フィールドにボールト Amazon リソースネーム (ARN) が含
まれ、この中に新しいリクエストのリストの続きが含まれます。そうでない場合、marker フィールドは 
null になります。

リスト内の各ボールトに対して返される情報は、特定のボールトに対して describeVault メソッドを呼
び出して取得する情報と同じであることに注意してください。

Note

listVaults メソッドは基本となる REST API を呼び出します (「ボールトのリスト (GET 
vaults) (p. 270)」を参照)。

例: Amazon SDK for Java によるボールトメタデータの取得
コード例については、「例: AWS SDK for Java を使用したボールトの作成 (p. 27)」を参照してくださ
い。この Java コード例では、ボールトを作成し、ボールトメタデータを取得します。

Amazon S3 Glacier で AWS SDK for .NET を使用して
ボールトメタデータを取得する
トピック

• 特定のボールトのボールトメタデータの取得 (p. 35)
• リージョン内のすべてのボールトのボールトメタデータの取得 (p. 36)
• 例: の低レベル API を使用してボールトメタデータを取得するAWS SDK for .NET (p. 37)

特定のボールトのボールトメタデータの取得
特定のボールトのメタデータおよび特定のAWSリージョン内のすべてのボールトのメタデータを取得する
ことができます。以下に、AWS SDK for .NET の低レベル API を使用して特定のボールトのボールトメタ
データを取得する手順を示します。

1. AmazonGlacierClient クラスのインスタンス（クライアント）を作成します。
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ボールトが属する AWS リージョンを指定する必要があります。このクライアントを使用して実行する
すべてのオペレーションは、そのAWS リージョンに適用されます。

2. DescribeVaultRequest クラスのインスタンスを作成することにより、リクエスト情報を指定しま
す。

Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) には、ボールト名とアカウント ID を指定する必要があります アカウ
ント ID を指定しなかった場合には、リクエストに署名する際に使用した認証情報に関連付けられてい
るアカウント ID が使用されます。詳細については、「Amazon S3 Glacier でのAWS SDK for .NETの使
用 (p. 135)」を参照してください。

3. リクエストオブジェクトをパラメータとして指定して、DescribeVault メソッドを実行します。

S3 Glacier が返すボールトメタデータ情報は、DescribeVaultResult オブジェクトで使用できま
す。

以下の C# コードスニペットは、前述の手順を示しています。このスニペットでは、米国西部（オレゴ
ン）リージョン 内の既存のボールトのメタデータ情報を取得します。

AmazonGlacierClient client;
client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);

DescribeVaultRequest describeVaultRequest = new DescribeVaultRequest()
{ 
  VaultName = "*** Provide vault name ***"
};   
DescribeVaultResponse describeVaultResponse = client.DescribeVault(describeVaultRequest);
Console.WriteLine("\nVault description...");
Console.WriteLine( 
   "\nVaultName: " + describeVaultResponse.VaultName + 
   "\nVaultARN: " + describeVaultResponse.VaultARN + 
   "\nVaultCreationDate: " + describeVaultResponse.CreationDate + 
   "\nNumberOfArchives: " + describeVaultResponse.NumberOfArchives + 
   "\nSizeInBytes: " + describeVaultResponse.SizeInBytes + 
   "\nLastInventoryDate: " + describeVaultResponse.LastInventoryDate  
   );

Note

基本となる REST API については、「ボールトの説明 (GET vault) (p. 254)」を参照してくださ
い。

リージョン内のすべてのボールトのボールトメタデータの取得
ListVaults メソッドを使用して、特定のAWSリージョン内のすべてのボールトのメタデータを取得する
こともできます。

次の C# コードスニペットでは、米国西部（オレゴン）リージョン のボールトのリストを取得します。リ
クエストでは、レスポンスで返されるボールトの数を 5 に制限します。このコードスニペットでは、AWS 
リージョンのボールトのリスト全体を取得する一連の ListVaults 呼び出しを行います。

AmazonGlacierClient client;
client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
string lastMarker = null;
Console.WriteLine("\n List of vaults in your account in the specific AWS Region ...");
do
{ 
  ListVaultsRequest request = new ListVaultsRequest() 
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  { 
    Limit = 5, 
    Marker = lastMarker 
  }; 
  ListVaultsResponse response = client.ListVaults(request); 
    
  foreach (DescribeVaultOutput output in response.VaultList) 
  { 
    Console.WriteLine("Vault Name: {0} \tCreation Date: {1} \t #of archives: {2}", 
                      output.VaultName, output.CreationDate, output.NumberOfArchives);  
  } 
  lastMarker = response.Marker;
} while (lastMarker != null);

このコードスニペットにおいて、リクエストの Limit の値を指定しなかった場合、S3 Glacier は、S3 
Glacier API に定められているように、最大 10 個のボールトを返します。

リスト内の各ボールトに対して返される情報は、特定のボールトに対して DescribeVault メソッドを呼
び出して取得する情報と同じであることに注意してください。

Note

ListVaults メソッドは基本となる REST API を呼び出します (「ボールトのリスト (GET 
vaults) (p. 270)」を参照)。

例: の低レベル API を使用してボールトメタデータを取得する
AWS SDK for .NET
コード例については、「例: の低レベル API を使用するボールトオペレーションAWS SDK 
for .NET (p. 30)」を参照してください。この C# コード例では、ボールトを作成し、ボールトメタデー
タを取得します。

REST API を使用したボールトメタデータの取得
REST API を使用してボールトをリストするには、「ボールトのリスト (GET vaults) (p. 270)」を参照し
てください。1 つのボールトを説明するには、「ボールトの説明 (GET vault) (p. 254)」を参照してくだ
さい。

Amazon S3 Glacier で AWS Command Line Interface 
を使用してボールトメタデータを取得する
この例では、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) を使用して AWS Command Line Interface (AWS CLI) 内の
ボールト情報とメタデータを取得する方法を示します。

トピック
• (前提条件) AWS CLI の設定 (p. 21)
• AWS CLI を使用したボールトメタデータの取得 (p. 38)

(前提条件) AWS CLI の設定
1. AWS CLI をダウンロードして設定します。手順については、「AWS Command Line Interface ユー

ザーガイド」の次のトピックを参照してください。

AWS Command Line Interface のインストール
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AWS Command Line Interface の設定
2. コマンドプロンプトで以下のコマンドを入力して、AWS CLIセットアップを確認します。これらのコ

マンドは、いずれも認証情報を明示的に提供しないため、デフォルトプロファイルの認証情報が使用
されます。

• help コマンドを使用してください。

aws help

• 設定したアカウントの S3 Glacier ボールトのリストを取得するには、list-vaultsコマンドを使
用します。123456789012AWS アカウント をご自身の ID に置き換えてください。

aws glacier list-vaults --account-id 123456789012

• の現在の設定データを表示するにはAWS CLI、aws configure listコマンドを使用します。

aws configure list

AWS CLI を使用したボールトメタデータの取得
• 使用するdescribe-vaultという名前のボールトを記述するコマンドawsexampleVaultアカウント

の下に111122223333。

aws glacier describe-vault --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333

Amazon S3 Glacier でボールトインベントリをダウ
ンロードする

最初のアーカイブをボールトにアップロードすると、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) により、ボールトイ
ンベントリが自動的に作成され、インベントリが約 1 日 1 回のペースで更新されます。S3 Glacier によっ
て最初に作成されるインベントリは、取得できるようになるまで、通常半日から最大 1 日かかります。次
の 2 ステップのプロセスで、S3 Glacier からボールトインベントリを取得できます。

1. ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326) オペレーションを使用して、インベントリの取得ジョブを開
始します。

Important

データ取り出しポリシーにより、PolicyEnforcedException 例外が発生して、取
り出しジョブの開始リクエストが失敗することがあります。データ取り出しポリシー
の詳細については、「S3 Glacier データ取得ポリシー (p. 209)」を参照してくださ
い。PolicyEnforcedException 例外の詳細については、「エラーレスポンス (p. 235)」
を参照してください。

2. ジョブが完了したら、ジョブの出力の取得 (GET output) (p. 319) オペレーションを使用してバイトを
ダウンロードします。

たとえば、アーカイブまたはボールトインベントリを取得するには、最初に取得ジョブを開始する必要が
あります。ジョブのリクエストは非同期的に実行されます。取得ジョブを開始すると、S3 Glacier はジョ
ブを作成し、レスポンスでジョブ ID を返します。S3 Glacier がジョブを完了すると、ジョブの出力、アー
カイブのバイト数、またはボールトインベントリデータを取得できます。
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出力を取得する前にジョブが完了している必要があります。次のオプションを使用してジョブのステータ
スを確認できます。

• ジョブの完了の通知を待つ ジョブの完了後に S3 Glacier が通知を投稿する Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピックを指定できます。以下のメソッドを使用して、Amazon SNS トピック
を指定できます。
• ジョブごとに Amazon SNS トピックを指定する。

ジョブを開始する際に、オプションで Amazon SNS トピックを指定できます。
• ボールトに通知設定を指定する。

ボールトに特定のイベントに対する通知 設定を指定できます。(Amazon S3 Glacier でのボールト通
知の設定 (p. 52) を参照）。S3 Glacier は、特定のイベントが発生するたびに、指定された SNS ト
ピックにメッセージを送信します。

ボールトに通知設定を指定し、さらに、ジョブを開始する際に Amazon SNS トピックを指定した場
合、S3 Glacier は両方のトピックにジョブの完了メッセージを送信します。

E メールで通知を受け取るか、アプリケーションがポーリングできる Amazon Simple Queue Service 
(Amazon SQS) にメッセージを格納するように SNS トピックを設定できます。メッセージがキューに表
示されたら、ジョブが正常に完了したかどうかを確認し、ジョブの出力をダウンロードできます。

• 明示的にジョブ情報をリクエストする -S3 Glacier では、ジョブの説明オペレーション (ジョブの説明 
(GET JobID) (p. 312)) も用意されており、ジョブの情報をポーリングできるようになっています。こ
のリクエストを定期的に送信して、ジョブ情報を取得できます。ただし、Amazon SNS 通知を使用する
ことをお勧めします。

Note

SNS 通知により取得する情報は、ジョブの説明を呼び出して取得する情報と同じです。

トピック
• インベントリについて (p. 39)
• Amazon S3 Glacier で AWS SDK for Java を使用してボールトインベントリをダウンロードす

る (p. 40)
• Amazon S3 Glacier で AWS SDK for .NET を使用してボールトインベントリをダウンロードす

る (p. 45)
• REST API を使用してボールトインベントリをダウンロードする (p. 50)
• Amazon S3 Glacier で AWS Command Line Interface を使用してボールトインベントリをダウンロー

ドする (p. 50)

インベントリについて
S3 Glacier はボールトインベントリを約 1 日 1 回のペースで更新します。この更新は、アーカイブがボー
ルトに最初にアップロードされた日から開始します。最後のインベントリ以降に、ボールトに対してアー
カイブの追加や削除が行われていない場合、インベントリの日付は更新されません。ボールトインベン
トリに対してジョブを開始すると、S3 Glacier は最後に生成されたインベントリ (つまり point-in-time ス
ナップショットデータではありません。S3 Glacier によりボールトに対して最初に作成されるインベント
リは、取得できるようになるまで、通常半日から最大 1 日かかることに注意してください。

アーカイブをアップロードするごとにボールトインベントリを取得することは、あまり便利には感じられ
ないかもしれません。しかし、S3 Glacier にアップロードしたアーカイブに関するメタデータに関連付け
られたデータベースをクライアント側で管理する場合を考えてみてください。そのような場合には、実際
のボールトインベントリとデータベース内の情報とを必要に応じて照合できるため、ボールトインベント
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リの利便性が実感できるものと思われます。アーカイブの作成日でフィルタするか、クォータを設定する
ことによって、取得されるインベントリの項目数を制限できます。インベントリの取得の制限の詳細につ
いては、「インベントリの取得の範囲 (p. 327)」を参照してください。

インベントリは、カンマ区切り値 (CSV) と JSON の 2 つの形式で返すことができます。インベントリ
ジョブを開始する際に、オプションで形式を指定できます。デフォルト形式は JSON です。インベント
リジョブの出力で返されるデータフィールドの詳細については、Get Job Output APIの「レスポンス本
文 (p. 322)」を参照してください。

Amazon S3 Glacier で AWS SDK for Java を使用して
ボールトインベントリをダウンロードする
以下に、AWS SDK for Java の低レベル API を使用してボールトインベントリを取得する手順を示しま
す。高レベル API では、ボールトインベントリの取得はサポートされていません。

1. AmazonGlacierClient クラスのインスタンス（クライアント）を作成します。

ボールトが属する AWS リージョンを指定する必要があります。このクライアントを使用して実行する
すべてのオペレーションは、そのAWSリージョンに適用されます。

2. initiateJob メソッドを実行してインベントリの取得ジョブを開始します。

InitiateJobRequest オブジェクトにジョブ情報を指定して、initiateJobを実行します。

Note

ボールトのインベントリが完了していない場合は、エラーが返されることに注意してくださ
い。Amazon S3 Glacier (S3 Glacier)では、各ボールトについて 24 時間ごとにインベントリを
作成します。

S3 Glacier は、レスポンスとしてジョブ ID を返します。レスポンスは、InitiateJobResult クラス
のインスタンスで使用できます。

InitiateJobRequest initJobRequest = new InitiateJobRequest() 
    .withVaultName("*** provide vault name ***") 
    .withJobParameters( 
            new JobParameters() 
                .withType("inventory-retrieval") 
                .withSNSTopic("*** provide SNS topic ARN ****") 
      );

InitiateJobResult initJobResult = client.initiateJob(initJobRequest);
String jobId = initJobResult.getJobId();

3. ジョブが完了するまで待ちます。

ジョブの出力をダウンロードする準備が整うまで待つ必要があります。ボールトに通知設定を指定して
いる場合、またはジョブを開始したときに Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピック
を指定している場合は、ジョブの完了後に S3 Glacier からそのトピックにメッセージが送信されます。

また、describeJob メソッドを呼び出して S3 Glacier にポーリングすることで、ジョブの完了ステー
タスを調べることもできます。ただし、通知のために Amazon SNS トピックを使用する方法が推奨さ
れています。以下のセクションに示しているコード例では、Amazon SNS を使用して、 でメッセージ
を発行します。

4. getJobOutput メソッドを実行し、ジョブの出力 (ボールトインベントリデータ) をダウンロードしま
す。
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GetJobOutputRequest クラスのインスタンスを作成して、アカウント ID、ジョブ ID、およびボー
ルト名を指定します。アカウント ID を指定しなかった場合には、リクエストに署名する際に指定した
認証情報に関連付けられているアカウント ID が使用されます。詳細については、「Amazon S3 Glacier 
でのAWS SDK for Javaの使用 (p. 133)」を参照してください。

S3 Glacier により返される出力は GetJobOutputResult オブジェクトで使用できます。

GetJobOutputRequest jobOutputRequest = new GetJobOutputRequest() 
        .withVaultName("*** provide vault name ***") 
        .withJobId("*** provide job ID ***");
GetJobOutputResult jobOutputResult = client.getJobOutput(jobOutputRequest);
// jobOutputResult.getBody(); provides the output stream.

Note

基本となるジョブ関連の REST API の詳細については、「ジョブのオペレーション (p. 312)」を
参照してください。

例: Amazon SDK for Java を使用してボールトインベントリを取
得する
次の Java コード例では、指定されたボールトのボールトインベントリを取得します。

この例では次のタスクを実行しています。

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックの作成

S3 Glacier は、ジョブの完了後、このトピックに通知を送信します。
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューの作成

この例では、ポリシーをキューにアタッチして、Amazon SNS トピックでメッセージをキューに投稿で
きるようにします。

• 指定したアーカイブをダウンロードするジョブを開始します。

ジョブのリクエストでは、ジョブの完了後に S3 Glacier がトピックへの通知を発行できるように、作成
した Amazon SNS トピックを指定しています。

• Amazon SQS キューにジョブ ID を含むメッセージがあるかどうかを確認します。

メッセージがある場合は、JSON を解析し、ジョブが正常に完了したかどうかを確認します。正常に完
了している場合は、アーカイブをダウンロードします。

• Amazon SNS トピックおよび作成された Amazon SQS キューを削除して、クリーンアップします。

import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import com.fasterxml.jackson.core.JsonFactory;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonParseException;
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import com.fasterxml.jackson.core.JsonParser;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.policy.Policy;
import com.amazonaws.auth.policy.Principal;
import com.amazonaws.auth.policy.Resource;
import com.amazonaws.auth.policy.Statement;
import com.amazonaws.auth.policy.Statement.Effect;
import com.amazonaws.auth.policy.actions.SQSActions;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.model.GetJobOutputRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.GetJobOutputResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.InitiateJobRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.InitiateJobResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.JobParameters;
import com.amazonaws.services.sns.AmazonSNSClient;
import com.amazonaws.services.sns.model.CreateTopicRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.CreateTopicResult;
import com.amazonaws.services.sns.model.DeleteTopicRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.SubscribeRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.SubscribeResult;
import com.amazonaws.services.sns.model.UnsubscribeRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClient;
import com.amazonaws.services.sqs.model.CreateQueueRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.CreateQueueResult;
import com.amazonaws.services.sqs.model.DeleteQueueRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.GetQueueAttributesRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.GetQueueAttributesResult;
import com.amazonaws.services.sqs.model.Message;
import com.amazonaws.services.sqs.model.ReceiveMessageRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.SetQueueAttributesRequest;

public class AmazonGlacierDownloadInventoryWithSQSPolling { 

    public static String vaultName = "*** provide vault name ***"; 
    public static String snsTopicName = "*** provide topic name ***"; 
    public static String sqsQueueName = "*** provide queue name ***"; 
    public static String sqsQueueARN; 
    public static String sqsQueueURL; 
    public static String snsTopicARN; 
    public static String snsSubscriptionARN; 
    public static String fileName = "*** provide file name ***"; 
    public static String region = "*** region ***"; 
    public static long sleepTime = 600;  
    public static AmazonGlacierClient client; 
    public static AmazonSQSClient sqsClient; 
    public static AmazonSNSClient snsClient; 
     
    public static void main(String[] args) throws IOException { 
         
     ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider(); 

        client = new AmazonGlacierClient(credentials); 
        client.setEndpoint("https://glacier." + region + ".amazonaws.com"); 
        sqsClient = new AmazonSQSClient(credentials); 
        sqsClient.setEndpoint("https://sqs." + region + ".amazonaws.com"); 
        snsClient = new AmazonSNSClient(credentials); 
        snsClient.setEndpoint("https://sns." + region + ".amazonaws.com"); 
         
        try { 
            setupSQS(); 
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            setupSNS(); 

            String jobId = initiateJobRequest(); 
            System.out.println("Jobid = " + jobId); 
             
            Boolean success = waitForJobToComplete(jobId, sqsQueueURL); 
            if (!success) { throw new Exception("Job did not complete successfully."); } 
             
            downloadJobOutput(jobId); 
             
            cleanUp(); 
             
        } catch (Exception e) { 
            System.err.println("Inventory retrieval failed."); 
            System.err.println(e); 
        }    
    } 

    private static void setupSQS() { 
        CreateQueueRequest request = new CreateQueueRequest() 
            .withQueueName(sqsQueueName); 
        CreateQueueResult result = sqsClient.createQueue(request);   
        sqsQueueURL = result.getQueueUrl(); 
                 
        GetQueueAttributesRequest qRequest = new GetQueueAttributesRequest() 
            .withQueueUrl(sqsQueueURL) 
            .withAttributeNames("QueueArn"); 
         
        GetQueueAttributesResult qResult = sqsClient.getQueueAttributes(qRequest); 
        sqsQueueARN = qResult.getAttributes().get("QueueArn"); 
         
        Policy sqsPolicy =  
            new Policy().withStatements( 
                    new Statement(Effect.Allow) 
                    .withPrincipals(Principal.AllUsers) 
                    .withActions(SQSActions.SendMessage) 
                    .withResources(new Resource(sqsQueueARN))); 
        Map<String, String> queueAttributes = new HashMap<String, String>(); 
        queueAttributes.put("Policy", sqsPolicy.toJson()); 
        sqsClient.setQueueAttributes(new SetQueueAttributesRequest(sqsQueueURL, 
 queueAttributes));  

    } 
    private static void setupSNS() { 
        CreateTopicRequest request = new CreateTopicRequest() 
            .withName(snsTopicName); 
        CreateTopicResult result = snsClient.createTopic(request); 
        snsTopicARN = result.getTopicArn(); 

        SubscribeRequest request2 = new SubscribeRequest() 
            .withTopicArn(snsTopicARN) 
            .withEndpoint(sqsQueueARN) 
            .withProtocol("sqs"); 
        SubscribeResult result2 = snsClient.subscribe(request2); 
                 
        snsSubscriptionARN = result2.getSubscriptionArn(); 
    } 
    private static String initiateJobRequest() { 
         
        JobParameters jobParameters = new JobParameters() 
            .withType("inventory-retrieval") 
            .withSNSTopic(snsTopicARN); 
         
        InitiateJobRequest request = new InitiateJobRequest() 
            .withVaultName(vaultName) 
            .withJobParameters(jobParameters); 
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        InitiateJobResult response = client.initiateJob(request); 
         
        return response.getJobId(); 
    } 
     
    private static Boolean waitForJobToComplete(String jobId, String sqsQueueUrl) throws 
 InterruptedException, JsonParseException, IOException { 
         
        Boolean messageFound = false; 
        Boolean jobSuccessful = false; 
        ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
        JsonFactory factory = mapper.getFactory(); 
         
        while (!messageFound) { 
            List<Message> msgs = sqsClient.receiveMessage( 
               new 
 ReceiveMessageRequest(sqsQueueUrl).withMaxNumberOfMessages(10)).getMessages(); 

            if (msgs.size() > 0) { 
                for (Message m : msgs) { 
                    JsonParser jpMessage = factory.createJsonParser(m.getBody()); 
                    JsonNode jobMessageNode = mapper.readTree(jpMessage); 
                    String jobMessage = jobMessageNode.get("Message").textValue(); 
                     
                    JsonParser jpDesc = factory.createJsonParser(jobMessage); 
                    JsonNode jobDescNode = mapper.readTree(jpDesc); 
                    String retrievedJobId = jobDescNode.get("JobId").textValue(); 
                    String statusCode = jobDescNode.get("StatusCode").textValue(); 
                    if (retrievedJobId.equals(jobId)) { 
                        messageFound = true; 
                        if (statusCode.equals("Succeeded")) { 
                            jobSuccessful = true; 
                        } 
                    } 
                } 
                 
            } else { 
              Thread.sleep(sleepTime * 1000);  
            } 
          } 
        return (messageFound && jobSuccessful); 
    } 
     
    private static void downloadJobOutput(String jobId) throws IOException { 
         
        GetJobOutputRequest getJobOutputRequest = new GetJobOutputRequest() 
            .withVaultName(vaultName) 
            .withJobId(jobId); 
        GetJobOutputResult getJobOutputResult = client.getJobOutput(getJobOutputRequest); 
     
        FileWriter fstream = new FileWriter(fileName); 
        BufferedWriter out = new BufferedWriter(fstream); 
        BufferedReader in = new BufferedReader(new 
 InputStreamReader(getJobOutputResult.getBody()));             
        String inputLine; 
        try { 
            while ((inputLine = in.readLine()) != null) { 
                out.write(inputLine); 
            } 
        }catch(IOException e) { 
            throw new AmazonClientException("Unable to save archive", e); 
        }finally{ 
            try {in.close();}  catch (Exception e) {} 
            try {out.close();}  catch (Exception e) {}              
        } 
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        System.out.println("Retrieved inventory to " + fileName); 
    } 
     
    private static void cleanUp() { 
        snsClient.unsubscribe(new UnsubscribeRequest(snsSubscriptionARN)); 
        snsClient.deleteTopic(new DeleteTopicRequest(snsTopicARN)); 
        sqsClient.deleteQueue(new DeleteQueueRequest(sqsQueueURL)); 
    }
}

Amazon S3 Glacier で AWS SDK for .NET を使用して
ボールトインベントリをダウンロードする
以下に、AWS SDK for .NET の低レベル API を使用してボールトインベントリを取得する手順を示しま
す。高レベル API では、ボールトインベントリの取得はサポートされていません。

1. AmazonGlacierClient クラスのインスタンス（クライアント）を作成します。

ボールトが属する AWS リージョンを指定する必要があります。このクライアントを使用して実行する
すべてのオペレーションは、そのAWSリージョンに適用されます。

2. InitiateJob メソッドを実行してインベントリの取得ジョブを開始します。

InitiateJobRequestオブジェクトでジョブ情報を指定します。Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) は、
レスポンスとしてジョブ ID を返します。レスポンスは、InitiateJobResponse クラスのインスタン
スで使用できます。

AmazonGlacierClient client;
client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);

InitiateJobRequest initJobRequest = new InitiateJobRequest()
{ 
  VaultName = vaultName, 
  JobParameters = new JobParameters() 
  { 
    Type = "inventory-retrieval", 
    SNSTopic = "*** Provide Amazon SNS topic arn ***", 
  }
};
InitiateJobResponse initJobResponse = client.InitiateJob(initJobRequest);
string jobId = initJobResponse.JobId;

3. ジョブが完了するまで待ちます。

ジョブの出力をダウンロードする準備が整うまで待つ必要があります。ボールトの通知設定により 
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックを指定している場合、またはジョブを開始
したときに Amazon SNS トピックを指定している場合は、ジョブの完了後に S3 Glacier によりそのト
ピックにメッセージが送信されます。以下のセクションに示しているコード例では、Amazon SNS を使
用して、S3 Glacier でメッセージを発行します。

また、DescribeJob メソッドを呼び出して S3 Glacier にポーリングすることで、ジョブの完了ステー
タスを調べることもできます。ただし、通知のために Amazon SNS トピックを使用することをお勧め
します。

4. GetJobOutput メソッドを実行し、ジョブの出力 (ボールトインベントリデータ) をダウンロードしま
す。

GetJobOutputRequest クラスのインスタンスを作成して、アカウント ID、ボールト名、およびジョ
ブ ID 情報を指定します。アカウント ID を指定しなかった場合には、リクエストに署名する際に使用
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した認証情報に関連付けられているアカウント ID が使用されます。詳細については、「Amazon S3 
Glacier でのAWS SDK for .NETの使用 (p. 135)」を参照してください。

S3 Glacier により返される出力は GetJobOutputResponse オブジェクトで使用できます。

GetJobOutputRequest getJobOutputRequest = new GetJobOutputRequest()
{ 
  JobId = jobId, 
  VaultName = vaultName
}; 
              
GetJobOutputResponse getJobOutputResponse = client.GetJobOutput(getJobOutputRequest);  
using (Stream webStream = getJobOutputResponse.Body)
{ 
   using (Stream fileToSave = File.OpenWrite(fileName)) 
   { 
     CopyStream(webStream, fileToSave); 
   }
}

Note

基本となるジョブ関連の REST API の詳細については、「ジョブのオペレーショ
ン (p. 312)」を参照してください。

例: の低レベル API を使用してボールトインベントリを取得する
AWS SDK for .NET
次の C# コード例では、指定されたボールトのボールトインベントリを取得します。

この例では次のタスクを実行しています。

• Amazon SNS トピックを設定します。

S3 Glacier は、ジョブの完了後、このトピックに通知を送信します。
• Amazon SQS キューを設定する。

この例では、ポリシーをキューにアタッチして、Amazon SNS トピックでメッセージを投稿できるよう
にします。

• 指定したアーカイブをダウンロードするジョブを開始します。

この例では、ジョブのリクエストとして、S3 Glacier によりジョブの完了後にメッセージが送信される
ように Amazon SNS トピックを指定します。

• Amazon SQS キューにメッセージがあるかどうかを定期的に確認します。

メッセージがある場合は、JSON を解析し、ジョブが正常に完了したかどうかを確認します。正常
に完了している場合は、アーカイブをダウンロードします。コード例では、JSON.NET ライブラリ 
(JSON.NET 参照) を使用して JSON を解析しています。

• Amazon SNS トピックおよび作成された Amazon SQS キューを削除して、クリーンアップします。

Example

using System;
API バージョン 2012-06-01
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using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Threading;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Model;
using Amazon.Glacier.Transfer;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SimpleNotificationService;
using Amazon.SimpleNotificationService.Model;
using Amazon.SQS;
using Amazon.SQS.Model;
using Newtonsoft.Json;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{ 
  class VaultInventoryJobLowLevelUsingSNSSQS 
  { 
    static string topicArn; 
    static string queueUrl; 
    static string queueArn; 
    static string vaultName = "*** Provide vault name ***"; 
    static string fileName  = "*** Provide file name and path where to store inventory 
 ***"; 
    static AmazonSimpleNotificationServiceClient snsClient; 
    static AmazonSQSClient sqsClient; 
    const string SQS_POLICY = 
        "{" + 
        "    \"Version\" : \"2012-10-17\"," + 
        "    \"Statement\" : [" + 
        "        {" + 
        "            \"Sid\" : \"sns-rule\"," + 
        "            \"Effect\" : \"Allow\"," + 
        "            \"Principal\" : {\"AWS\" : \"arn:aws:iam::123456789012:root\" }," + 
        "            \"Action\"    : \"sqs:SendMessage\"," + 
        "            \"Resource\"  : \"{QuernArn}\"," + 
        "            \"Condition\" : {" + 
        "                \"ArnLike\" : {" + 
        "                    \"aws:SourceArn\" : \"{TopicArn}\"" + 
        "                }" + 
        "            }" + 
        "        }" + 
        "    ]" + 
        "}"; 

    public static void Main(string[] args) 
    { 
      AmazonGlacierClient client; 
      try 
      { 
        using (client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2)) 
        { 
            Console.WriteLine("Setup SNS topic and SQS queue.");  
            SetupTopicAndQueue(); 
            Console.WriteLine("To continue, press Enter"); Console.ReadKey(); 
             
            Console.WriteLine("Retrieve Inventory List"); 
            GetVaultInventory(client); 
        } 
        Console.WriteLine("Operations successful."); 
        Console.WriteLine("To continue, press Enter"); Console.ReadKey(); 
      } 
      catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      finally 
      {         

API バージョン 2012-06-01
47



Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
.NET を使用してボールトインベントリをダウンロードする

       // Delete SNS topic and SQS queue. 
       snsClient.DeleteTopic(new DeleteTopicRequest() { TopicArn = topicArn }); 
       sqsClient.DeleteQueue(new DeleteQueueRequest() { QueueUrl = queueUrl }); 
      } 
    } 

    static void SetupTopicAndQueue() 
    { 
      long ticks = DateTime.Now.Ticks; 
       
      // Setup SNS topic. 
      snsClient = new AmazonSimpleNotificationServiceClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2); 
      sqsClient = new AmazonSQSClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2); 

      topicArn = snsClient.CreateTopic(new CreateTopicRequest { Name = "GlacierDownload-" + 
 ticks }).TopicArn; 
      Console.Write("topicArn: "); Console.WriteLine(topicArn); 
  
      CreateQueueRequest createQueueRequest =  new CreateQueueRequest(); 
      createQueueRequest.QueueName = "GlacierDownload-" + ticks; 
      CreateQueueResponse createQueueResponse = sqsClient.CreateQueue(createQueueRequest); 
      queueUrl = createQueueResponse.QueueUrl; 
      Console.Write("QueueURL: "); Console.WriteLine(queueUrl); 

      GetQueueAttributesRequest getQueueAttributesRequest = new 
 GetQueueAttributesRequest(); 
      getQueueAttributesRequest.AttributeNames = new List<string> { "QueueArn" }; 
      getQueueAttributesRequest.QueueUrl = queueUrl; 
      GetQueueAttributesResponse response = 
 sqsClient.GetQueueAttributes(getQueueAttributesRequest); 
      queueArn = response.QueueARN; 
      Console.Write("QueueArn: ");Console.WriteLine(queueArn); 

      // Setup the Amazon SNS topic to publish to the SQS queue. 
      snsClient.Subscribe(new SubscribeRequest() 
      { 
        Protocol = "sqs", 
        Endpoint = queueArn, 
        TopicArn = topicArn 
      }); 

      // Add the policy to the queue so SNS can send messages to the queue. 
      var policy = SQS_POLICY.Replace("{TopicArn}", topicArn).Replace("{QuernArn}", 
 queueArn); 
      
      sqsClient.SetQueueAttributes(new SetQueueAttributesRequest() 
      { 
          QueueUrl = queueUrl, 
          Attributes = new Dictionary<string, string> 
          { 
              { QueueAttributeName.Policy, policy } 
          } 
      }); 

    } 
  
    static void GetVaultInventory(AmazonGlacierClient client) 
    { 
      // Initiate job. 
      InitiateJobRequest initJobRequest = new InitiateJobRequest() 
      { 
        VaultName = vaultName, 
        JobParameters = new JobParameters() 
        { 
          Type = "inventory-retrieval", 
          Description = "This job is to download a vault inventory.", 
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          SNSTopic = topicArn, 
        } 
      }; 
    
      InitiateJobResponse initJobResponse = client.InitiateJob(initJobRequest); 
      string jobId = initJobResponse.JobId; 

      // Check queue for a message and if job completed successfully, download inventory. 
      ProcessQueue(jobId, client);     
    } 

    private static void ProcessQueue(string jobId, AmazonGlacierClient client) 
    { 
      ReceiveMessageRequest receiveMessageRequest = new ReceiveMessageRequest() { QueueUrl 
 = queueUrl, MaxNumberOfMessages = 1 }; 
      bool jobDone = false; 
      while (!jobDone) 
      { 
        Console.WriteLine("Poll SQS queue");  
        ReceiveMessageResponse receiveMessageResponse = 
 sqsClient.ReceiveMessage(receiveMessageRequest); 
        if (receiveMessageResponse.Messages.Count == 0) 
        { 
          Thread.Sleep(10000 * 60); 
          continue; 
        } 
        Console.WriteLine("Got message"); 
        Message message = receiveMessageResponse.Messages[0]; 
        Dictionary<string, string> outerLayer = 
 JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, string>>(message.Body); 
        Dictionary<string, object> fields = 
 JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, object>>(outerLayer["Message"]); 
        string statusCode = fields["StatusCode"] as string; 

        if (string.Equals(statusCode, GlacierUtils.JOB_STATUS_SUCCEEDED, 
 StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)) 
        { 
          Console.WriteLine("Downloading job output"); 
          DownloadOutput(jobId, client); // Save job output to the specified file location. 
        } 
        else if (string.Equals(statusCode, GlacierUtils.JOB_STATUS_FAILED, 
 StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)) 
          Console.WriteLine("Job failed... cannot download the inventory."); 

        jobDone = true; 
        sqsClient.DeleteMessage(new DeleteMessageRequest() { QueueUrl = queueUrl, 
 ReceiptHandle = message.ReceiptHandle }); 
      } 
    } 

    private static void DownloadOutput(string jobId, AmazonGlacierClient client) 
    { 
      GetJobOutputRequest getJobOutputRequest = new GetJobOutputRequest() 
      {       
        JobId = jobId, 
        VaultName = vaultName 
      }; 
       
      GetJobOutputResponse getJobOutputResponse = 
 client.GetJobOutput(getJobOutputRequest);  
      using (Stream webStream = getJobOutputResponse.Body) 
      { 
        using (Stream fileToSave = File.OpenWrite(fileName)) 
        { 
          CopyStream(webStream, fileToSave); 
        } 
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      } 
    } 

    public static void CopyStream(Stream input, Stream output) 
    { 
      byte[] buffer = new byte[65536]; 
      int length; 
      while ((length = input.Read(buffer, 0, buffer.Length)) > 0) 
      { 
        output.Write(buffer, 0, length); 
      } 
    } 
  }
}

REST API を使用してボールトインベントリをダウン
ロードする
REST API を使用してボールトインベントリをダウンロードするには

ボールトインベントリのダウンロードは、2 ステップのプロセスです。

1. inventory-retrieval タイプのジョブを開始します。詳細については、「ジョブの開始 (ジョブの 
POST) (p. 326)」を参照してください。

2. ジョブが完了したら、インベントリデータをダウンロードします。詳細については、ジョブの出力の
取得 (GET output) (p. 319)を参照してください。

Amazon S3 Glacier で AWS Command Line Interface 
を使用してボールトインベントリをダウンロードする
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) でボールトインベン
トリをダウンロードする手順は、次のとおりです。

トピック
• (前提条件) AWS CLI の設定 (p. 21)
• 例: AWS CLI を使用したボールトインベントリのダウンロード (p. 51)

(前提条件) AWS CLI の設定
1. AWS CLI をダウンロードして設定します。手順については、「AWS Command Line Interface ユー

ザーガイド」の次のトピックを参照してください。

AWS Command Line Interface のインストール

AWS Command Line Interface の設定
2. コマンドプロンプトで以下のコマンドを入力して、AWS CLIセットアップを確認します。これらのコ

マンドは、いずれも認証情報を明示的に提供しないため、デフォルトプロファイルの認証情報が使用
されます。

• help コマンドを使用してください。

aws help
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• 設定したアカウントの S3 Glacier ボールトのリストを取得するには、list-vaultsコマンドを使
用します。123456789012AWS アカウント をご自身の ID に置き換えてください。

aws glacier list-vaults --account-id 123456789012

• の現在の設定データを表示するにはAWS CLI、aws configure listコマンドを使用します。

aws configure list

例: AWS CLI を使用したボールトインベントリのダウンロード
1. インベントリ取得ジョブを開始するには、initiate-job コマンドを使用します。

aws glacier initiate-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --job-
parameters='{"Type": "inventory-retrieval"}'

正常な出力:

{ 
    "location": "/111122223333/vaults/awsexamplevault/jobs/*** jobid ***",  
    "jobId": "*** jobid ***"
} 
       

2. 以前の取得ジョブのステータスをチェックするには、describe-job コマンドを使用します。

aws glacier describe-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --job-
id *** jobid ***

正常な出力:

{ 
    "InventoryRetrievalParameters": { 
        "Format": "JSON" 
    },  
    "VaultARN": "*** vault arn ***",  
    "Completed": false,  
    "JobId": "*** jobid ***",  
    "Action": "InventoryRetrieval",  
    "CreationDate": "*** job creation date ***",  
    "StatusCode": "InProgress"
} 
       

3. ジョブが完了するまで待ちます。

ジョブの出力をダウンロードする準備が整うまで待つ必要があります。ジョブ ID は、S3 Glacier が
ジョブを完了してから少なくとも 24 時間は有効です。ボールトに通知設定を指定している場合、ま
たはジョブを開始したときに Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックを指定して
いる場合は、ジョブの完了後に S3 Glacier からそのトピックにメッセージが送信されます。

ボールトに特定のイベントに対する通知設定を指定できます。詳細については、「Amazon S3 Glacier 
でのボールト通知の設定 (p. 52)」を参照してください。S3 Glacier は、特定のイベントが発生する
たびに、指定された SNS トピックにメッセージを送信します。
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4. 完了したら、get-job-output コマンドを使用して、取得ジョブをファイル output.json にダウ
ンロードします。

aws glacier get-job-output --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --
job-id *** jobid *** output.json

このコマンドは、次のフィールドを含むファイルを生成します。

{
"VaultARN":"arn:aws:glacier:region:111122223333:vaults/awsexamplevault",
"InventoryDate":"*** job completion date ***",
"ArchiveList":[
{"ArchiveId":"*** archiveid ***",
"ArchiveDescription":"*** archive description (if set) ***",
"CreationDate":"*** archive creation date ***",
"Size":"*** archive size (in bytes) ***",
"SHA256TreeHash":"*** archive hash ***"
}
{"ArchiveId":
...
]} 
       

Amazon S3 Glacier でのボールト通知の設定
ボールトのアーカイブやボールトインベントリの取得など、Amazon S3 Glacier からの取得は 2 ステップ
のプロセスです。

1. 取得ジョブを開始します。
2. ジョブが完了したら、ジョブの出力をダウンロードします。

ボールトの通知設定で、ジョブが完了するとメッセージが Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS) トピックに送信されるように設定できます。

トピック
• でのボールト通知の設定:S3 Glacier 一般的な概念 (p. 52)
• Amazon S3 Glacier で AWS SDK for Java を使用してボールト通知を設定する (p. 53)
• Amazon S3 Glacier で AWS SDK for .NET を使用してボールト通知を設定する (p. 55)
• S3 Glacier で REST API を使用してボールト通知を設定する (p. 57)
• S3 Glacier コンソールを使用したボールト通知の設定 (p. 58)
• での Vault 通知の設定AWS Command Line Interface (p. 59)

でのボールト通知の設定:S3 Glacier 一般的な概念
S3 Glacier の取り出しジョブリクエストは非同期的に実行されます。出力を取得するには、S3 Glacier 
がジョブを完了するまで待機する必要があります。ジョブのステータスを確認するために定期的に S3 
Glacier にポーリングできますが、これは最適な方法ではありません。 では通知もサポートされていま
す。S3 Glacier は通知もサポートしています。ジョブが完了すると、ジョブは Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピックにメッセージを投稿できます。この機能を使用するには、ボールトに通知
設定を指定する必要があります。設定では、イベントが発生したときに S3 Glacier でメッセージを送信す
る 1 つ以上のイベントおよび Amazon SNS トピックを指定します。
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S3 Glacier では、ボールトの通知設定に追加できるジョブの完了に関連するイベント 
(ArchiveRetrievalCompleted、InventoryRetrievalCompleted) を定義しています。特定のジョ
ブが完了すると、S3 Glacier は SNS トピックに通知メッセージを発行します。

通知設定は以下の例に示すように JSON ドキュメントです。

{     
   "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:012345678901:mytopic",     
   "Events": ["ArchiveRetrievalCompleted", "InventoryRetrievalCompleted"]  
}

1 つのボールトに対して設定できる Amazon SNS トピックは 1 つのみです。

Note

ボールトに通知設定を追加すると、S3 Glacier では、通知設定で指定されたイベントが発生する
たびに通知を送信します。オプションで、各ジョブの開始リクエストで Amazon SNS トピック
を指定することもできます。ボールトの通知設定を追加し、さらに、ジョブの開始リクエストで 
Amazon SNS トピックを指定した場合、S3 Glacier は両方の通知を送信します。

S3 Glacier が送信するジョブの完了メッセージには、ジョブのタイプ 
(InventoryRetrieval、ArchiveRetrieval)、ジョブの完了ステータス、SNS トピック名、ジョブの
ステータスコード、ボールト ARN などの情報が含まれます。次に、S3 Glacier が SNS トピックに送信し
た通知の例を示します。InventoryRetrievalジョブが完了する。

{ 
 "Action": "InventoryRetrieval", 
 "ArchiveId": null, 
 "ArchiveSizeInBytes": null, 
 "Completed": true, 
 "CompletionDate": "2012-06-12T22:20:40.790Z", 
 "CreationDate": "2012-06-12T22:20:36.814Z", 
 "InventorySizeInBytes":11693, 
 "JobDescription": "my retrieval job", 
 "JobId":"HkF9p6o7yjhFx-
K3CGl6fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID", 
 "SHA256TreeHash":null, 
 "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:012345678901:mytopic", 
 "StatusCode":"Succeeded", 
 "StatusMessage": "Succeeded", 
 "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault"
}     

Completed フィールドが true の場合は、StatusCode を確認して、ジョブが正常に完了したか、または
失敗したかを確認する必要もあります。

Note

Amazon SNS トピックでは、ボールトで通知を発行できるようにする必要があります。デフォ
ルトでは、Amazon SNS トピックの所有者のみがトピックにメッセージを発行できます。ただ
し、Amazon SNS トピックおよびボールトが異なるによって所有されている場合はAWS アカウ
ントでは、ボールトからの通知を許可するように Amazon SNS トピックを設定する必要がありま
す。Amazon SNS トピックのポリシーは、Amazon SNS コンソールで設定できます。

Amazon SNS の詳細については、「Amazon SNS の使用開始」を参照してください。

Amazon S3 Glacier で AWS SDK for Java を使用して
ボールト通知を設定する
以下では、AWS SDK for Java の低レベル API を使用してボールトに通知を設定する手順を示します。
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1. AmazonGlacierClient クラスのインスタンス（クライアント）を作成します。

ボールトが属する AWS リージョンを指定する必要があります。このクライアントを使用して実行する
すべてのオペレーションは、そのAWSリージョンに適用されます。

2. SetVaultNotificationsRequest クラスのインスタンスを作成することにより、通知設定の情報を
指定します。

ボールト名、通知設定の情報、およびアカウント ID を指定する必要があります。通知設定の指定で、
既存の Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) と、通知する 1 つ以上のイベントを
指定します。サポートされているイベントのリストについては、「ボールトの通知設定の指定 (PUT 
notification-configuration) (p. 280)」を参照してください。

3. リクエストオブジェクトをパラメータとして指定して、setVaultNotifications メソッドを実行し
ます。

以下の Java コードスニペットは、前述の手順を示しています。このスニペットでは、ボール
トに通知設定を設定します。この設定では、ArchiveRetrievalCompleted イベントまたは
InventoryRetrievalCompleted イベントが発生したときに、指定した Amazon SNS トピックに通知
を送信するように Amazon S3 Glacier(S3 Glacier) にリクエストします。

SetVaultNotificationsRequest request = new SetVaultNotificationsRequest() 
        .withAccountId("-") 
        .withVaultName("*** provide vault name ***") 
        .withVaultNotificationConfig( 
                new VaultNotificationConfig() 
                .withSNSTopic("*** provide SNS topic ARN ***") 
                .withEvents("ArchiveRetrievalCompleted", "InventoryRetrievalCompleted") 
         );
client.setVaultNotifications(request);

Note

基本となる REST API については、「ボールトオペレーション (p. 238)」を参照してください。

例: を使用したボールトの通知設定AWS SDK for Java
以下の Java コード例は、ボールトの通知設定を指定したうえでその設定を削除し、その後で削除した設
定を復元するものです。以下の例を実行するための詳しい手順については、「Amazon S3 Glacier での
AWS SDK for Javaの使用 (p. 133)」を参照してください。

Example

import java.io.IOException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.model.DeleteVaultNotificationsRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.GetVaultNotificationsRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.GetVaultNotificationsResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.SetVaultNotificationsRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.VaultNotificationConfig;

public class AmazonGlacierVaultNotifications { 

    public static AmazonGlacierClient client; 
    public static String vaultName = "*** provide vault name ****"; 
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    public static String snsTopicARN = "*** provide sns topic ARN ***"; 

    public static void main(String[] args) throws IOException { 

     ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider(); 

        client = new AmazonGlacierClient(credentials);         
        client.setEndpoint("https://glacier.us-east-1.amazonaws.com/"); 

        try { 

            System.out.println("Adding notification configuration to the vault."); 
            setVaultNotifications(); 
            getVaultNotifications(); 
            deleteVaultNotifications(); 
             
        } catch (Exception e) { 
            System.err.println("Vault operations failed." + e.getMessage()); 
        } 
    } 

    private static void setVaultNotifications() { 
        VaultNotificationConfig config = new VaultNotificationConfig() 
            .withSNSTopic(snsTopicARN) 
            .withEvents("ArchiveRetrievalCompleted", "InventoryRetrievalCompleted"); 
         
        SetVaultNotificationsRequest request = new SetVaultNotificationsRequest() 
                .withVaultName(vaultName) 
                .withVaultNotificationConfig(config); 
                                 
        client.setVaultNotifications(request); 
        System.out.println("Notification configured for vault: " + vaultName); 
    } 

    private static void getVaultNotifications() { 
        VaultNotificationConfig notificationConfig = null; 
        GetVaultNotificationsRequest request = new GetVaultNotificationsRequest() 
                .withVaultName(vaultName); 
        GetVaultNotificationsResult result = client.getVaultNotifications(request); 
        notificationConfig = result.getVaultNotificationConfig(); 

        System.out.println("Notifications configuration for vault: " 
                + vaultName); 
        System.out.println("Topic: " + notificationConfig.getSNSTopic()); 
        System.out.println("Events: " + notificationConfig.getEvents()); 
    } 

    private static void deleteVaultNotifications() { 
            DeleteVaultNotificationsRequest request = new DeleteVaultNotificationsRequest() 
                .withVaultName(vaultName); 
            client.deleteVaultNotifications(request); 
            System.out.println("Notifications configuration deleted for vault: " + 
 vaultName); 
    }
}

Amazon S3 Glacier で AWS SDK for .NET を使用して
ボールト通知を設定する
以下では、AWS SDK for .NET の低レベル API を使用してボールトに通知を設定する手順を示します。

1. AmazonGlacierClient クラスのインスタンス（クライアント）を作成します。
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ボールトが属する AWS リージョンを指定する必要があります。このクライアントを使用して実行する
すべてのオペレーションは、そのAWSリージョンに適用されます。

2. SetVaultNotificationsRequest クラスのインスタンスを作成することにより、通知設定の情報を
指定します。

ボールト名、通知設定の情報、およびアカウント ID を指定する必要があります。アカウント ID を指定
しなかった場合には、リクエストに署名する際に使用した認証情報に関連付けられているアカウント ID 
が使用されます。詳細については、「Amazon S3 Glacier でのAWS SDK for .NETの使用 (p. 135)」を
参照してください。

通知設定の指定で、既存の Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) と、通知する 1 つ
以上のイベントを指定します。サポートされているイベントのリストについては、「ボールトの通知設
定の指定 (PUT notification-configuration) (p. 280)」を参照してください。

3. リクエストオブジェクトをパラメータとして指定して、SetVaultNotifications メソッドを実行し
ます。

4. ボールトに通知設定を設定した後は、クライアントにより提供される、GetVaultNotifications メ
ソッドを呼び出して設定情報を取得することや、DeleteVaultNotifications メソッドを呼び出し
て設定情報を削除することができます。

例: を使用したボールトの通知設定AWS SDK for .NET
以下の C# コードの例は、前述の手順を示しています。この例では、US West (Oregon) Region 
のボールト ("examplevault") の通知 設定の設定、取得、および削除を行います。この設定で
は、ArchiveRetrievalCompleted イベントまたは InventoryRetrievalCompleted イベントが発
生したときに、指定した Amazon SNS トピックに通知を送信するように Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) 
にリクエストします。

Note

基本となる REST API については、「ボールトオペレーション (p. 238)」を参照してください。

以下の例を実行するための詳しい手順については、「コード例の実行 (p. 137)」を参照してください。こ
こに示したコードを更新し、既存のボールト名および Amazon SNS トピックを指定する必要があります。

Example

using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{ 
  class VaultNotificationSetGetDelete 
  { 
    static string vaultName   = "examplevault"; 
    static string snsTopicARN = "*** Provide Amazon SNS topic ARN ***"; 

    static IAmazonGlacier client; 

    public static void Main(string[] args) 
    { 
      try 
      { 
        using (client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2)) 
        { 
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          Console.WriteLine("Adding notification configuration to the vault."); 
          SetVaultNotificationConfig(); 
          GetVaultNotificationConfig(); 
          Console.WriteLine("To delete vault notification configuration, press Enter"); 
          Console.ReadKey(); 
          DeleteVaultNotificationConfig(); 
        } 
      } 
      catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      Console.WriteLine("To continue, press Enter"); 
      Console.ReadKey(); 
    } 

    static void SetVaultNotificationConfig() 
    { 

      SetVaultNotificationsRequest request = new SetVaultNotificationsRequest() 
      {      
        VaultName = vaultName, 
        VaultNotificationConfig = new VaultNotificationConfig() 
        { 
          Events   = new List<string>() { "ArchiveRetrievalCompleted", 
 "InventoryRetrievalCompleted" }, 
          SNSTopic = snsTopicARN 
        } 
      }; 
      SetVaultNotificationsResponse response = client.SetVaultNotifications(request); 
    } 

    static void GetVaultNotificationConfig() 
    { 
      GetVaultNotificationsRequest request = new GetVaultNotificationsRequest() 
      { 
        VaultName = vaultName, 
        AccountId = "-" 
      }; 
      GetVaultNotificationsResponse response = client.GetVaultNotifications(request); 
      Console.WriteLine("SNS Topic ARN: {0}", response.VaultNotificationConfig.SNSTopic); 
      foreach (string s in response.VaultNotificationConfig.Events) 
        Console.WriteLine("Event : {0}", s); 
    } 

    static void DeleteVaultNotificationConfig() 
    { 
      DeleteVaultNotificationsRequest request = new DeleteVaultNotificationsRequest() 
      {   
        VaultName = vaultName 
      }; 
      DeleteVaultNotificationsResponse response = client.DeleteVaultNotifications(request); 
    } 
  }
}

S3 Glacier で REST API を使用してボールト通知を設
定する
REST API を使用してボールト通知を設定するには、「ボールトの通知設定の指定 (PUT notification-
configuration) (p. 280)」を参照してください。さらに、ボールト通知の取得 (ボールト通知の取得 (GET 
notification-configuration) (p. 263)) およびボールト通知の削除 (ボールト通知の削除 (通知設定の削
除) (p. 252)) を行うこともできます。
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S3 Glacier コンソールを使用したボールト通知の設定
このセクションでは、Amazon S3 Glacier コンソールを使用してボールト通知を設定する方法について説
明します。通知を設定するときに、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックで通知を
受け取るジョブの完了イベントを指定します。Vault の通知を設定するほかに、ジョブを開始したときに通
知を公開するトピックを指定することもできます。ボールトが特定のイベントの通知を送信するように設
定されていて、ジョブ開始リクエストでも通知を設定すると、2 つの通知が送信されます。

ボールト通知を設定するには

1. AWS Management Consoleにサインインし、で S3 Glacier コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/glacier/home。で S3 Glacier コンソールを開きます。https:// 
console.aws.amazon.com/glacier/home。

2. 左のナビゲーションペインで [Vaults] を選択します。
3. 保管庫リストで、保管庫を選択します。
4. 「通知」セクションで、「編集」 を選択します。
5. イベント通知ページで、「通知を有効にする」 を選択します。
6. 通知セクションで、次の Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) オプションのいずれかを

選択し、対応する手順に従います。

Amazon SNS のオプション SNS のオ
プション

アクション

新しい SNS トピックの作成 1. [新規 SNS トピックの作成] を選択します。
2. [トピック名] に、新しいトピック名を入力します。

トピック名の最大長は 256 文字まで可能です。英数
字、ハイフン (-)、アンダースコア (-)、アンダースコア 
(-) を使用できます。トピック名はアカウント内で一意
である必要がありますAWS リージョン。

3. (オプション) SMS メッセージを使用してトピックを購
読する場合は、[表示名] に名前を入力します。

表示名の最大長は 100 文字まで可能です。

既存の SNS トピックを選択してくだ
さい

1. [既存の SNS トピックを選択] を選択します。
2. SNS トピックの指定で、次のいずれかのオプションを

選択します。
• SNS トピックから選択

SNS トピックのドロップダウンリストが表示されま
す。

ドロップダウンリストから既存のトピックを選択しま
す。

• SNS トピックARN (ARN) を入力します ARN を入力
してください

Amazon SNS トピックの ARN テキストボックスが表
示されます。

SNS トピックARN (ARN) を入力します。SNS ト
ピックARN の形式は以下の形式になります。

arn:aws:sns:region:account-id:topic-name
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Amazon SNS のオプション SNS のオ
プション

アクション

SNS トピックARN (ARN) は ARN (ARN) で確認でき
ます。

7. 「イベント」で、通知を送信するイベントを 1 つまたは両方選択します。

• アーカイブ取得ジョブが完了したときにのみ通知を送信するには、「アーカイブ取得Job 完了」を
選択します。

• ボールトインベントリジョブが完了したときにのみ通知を送信するには、「ボールトインベントリ
取得Job 完了」を選択します。

での Vault 通知の設定AWS Command Line Interface
このセクションでは、を使用してボールト通知を設定する方法について説明しますAWS Command Line 
Interface。通知を設定するときに、Amazon Simple Notification Service(Amazon (Amazon SNS) トピック
への通知をトリガーするジョブの完了イベントを指定します。ボールト通知の設定に加えて、ジョブを開
始するときに、通知を発行するトピックを指定することもできます。特定のイベントに対して通知を行う
ようにボールトを設定し、ジョブの開始リクエストにも通知を指定すると、2 つの通知が送信されます。

次の手順に従って、でボールト通知を設定しますAWS CLI。

トピック
• (前提条件) AWS CLI の設定 (p. 21)
• 例:を使用した Vault 通知の設定AWS CLI (p. 60)

(前提条件) AWS CLI の設定
1. AWS CLI をダウンロードして設定します。手順については、「AWS Command Line Interface ユー

ザーガイド」の次のトピックを参照してください。

AWS Command Line Interface のインストール

AWS Command Line Interface の設定
2. コマンドプロンプトで以下のコマンドを入力して、AWS CLIセットアップを確認します。これらのコ

マンドは、いずれも認証情報を明示的に提供しないため、デフォルトプロファイルの認証情報が使用
されます。

• help コマンドを使用してください。

aws help

• 設定したアカウントの S3 Glacier ボールトのリストを取得するには、list-vaultsコマンドを使
用します。123456789012AWS アカウント をご自身の ID に置き換えてください。

aws glacier list-vaults --account-id 123456789012

• の現在の設定データを表示するにはAWS CLI、aws configure listコマンドを使用します。

aws configure list
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例:を使用した Vault 通知の設定AWS CLI
1. set-vault-notificationsコマンドを使用して、特定のイベントがボールトに発生したときに送

信される通知を設定します。デフォルトでは、通知は届きません。

aws glacier set-vault-notifications --vault-name examplevault --account-id 111122223333
 --vault-notification-config file://notificationconfig.json

2. 通知設定は以下の例に示すように JSON ドキュメントです。

{     
   "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:012345678901:mytopic",     
   "Events": ["ArchiveRetrievalCompleted", "InventoryRetrievalCompleted"]  
}

S3 Glacier での Amazon SNS トピックの使用の詳細については、を参照してください「S3 Glacierで
のボールト通知の設定:一般概念」を参照してください。

Amazon SNS の詳細については、「Amazon SNS の使用開始」を参照してください。

Amazon S3 Glacier でボールトを削除する
Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) では、最後にインベントリを計算した時点でボールト内にアーカイブ
がなく、また、最後にインベントリを計算してからボールトへの書き込みがない場合にのみ、ボール
トを削除できます。アーカイブの削除の詳細については、「Amazon S3 Glacier でアーカイブを削除す
る (p. 123)」を参照してください。ボールトインベントリのダウンロードの詳細については、「Amazon 
S3 Glacier でボールトインベントリをダウンロードする (p. 38)」を参照してください。

Note

S3 Glacier では、各ボールトについて 24 時間ごとにインベントリを作成します。インベントリ
には最新の情報が反映されていないことがあるため、S3 Glacier では、ボールトが実際に空であ
るかどうかを確認するために、最後にボールトインベントリが作成されてから書き込み オペレー
ションがあったかどうかを確認します。

トピック
• でを使用して Amazon S3 Glacier でボールトを削除するAWS SDK for Java (p. 60)
• でを使用して Amazon S3 Glacier でボールトを削除するAWS SDK for .NET (p. 61)
• S3 Glacier で REST API を使用してボールトを削除する (p. 62)
• S3 Glacier コンソールを使用した空のボールトの削除 (p. 63)
• でを使用して Amazon S3 Glacier でボールトを削除するAWS Command Line Interface (p. 63)

でを使用して Amazon S3 Glacier でボールトを削除す
るAWS SDK for Java
以下では、AWS SDK for Java の低レベル API を使用してボールトを削除する手順を示します。

1. AmazonGlacierClient クラスのインスタンス（クライアント）を作成します。
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ボールトを削除する AWS リージョンを指定する必要があります。このクライアントを使用して実行す
るすべてのオペレーションは、そのAWS リージョンに適用されます。

2. DeleteVaultRequest クラスのインスタンスを作成することにより、リクエスト情報を指定します。

ボールト名およびアカウント ID を指定する必要があります。アカウント ID を指定しなかった場合は、
リクエストに署名する際に指定した認証情報に関連づけられているアカウント ID が使用されます。詳
細については、「Amazon S3 Glacier でのAWS SDK for Javaの使用 (p. 133)」を参照してください。

3. リクエストオブジェクトをパラメータとして指定して、deleteVault メソッドを実行します。

Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) は、ボールトが空の場合にのみボールトを削除します。詳細について
は、「ボールトの削除 (DELETE vault) (p. 248)」を参照してください。

以下の Java コードスニペットは、前述の手順を示しています。

try { 
    DeleteVaultRequest request = new DeleteVaultRequest() 
        .withVaultName("*** provide vault name ***"); 

    client.deleteVault(request); 
    System.out.println("Deleted vault: " + vaultName);
} catch (Exception e) { 
    System.err.println(e.getMessage());
}

Note

基本となる REST API については、「ボールトの削除 (DELETE vault) (p. 248)」を参照してく
ださい。

例: AWS SDK for Java を使用してボールトを削除する
コード例については、「例: AWS SDK for Java を使用したボールトの作成 (p. 27)」を参照してくださ
い。この Java コード例では、ボールトの作成、削除など、基本的なボールトオペレーションを示してい
ます。

でを使用して Amazon S3 Glacier でボールトを削除す
るAWS SDK for .NET
両方高レベル API と低レベル API (p. 131).NET 用の Amazon SDK で提供されており、ボールトを削除
する方法を提供します。

トピック
• AWS SDK for .NET の高レベル API を使用してボールトを削除する (p. 61)
• AWS SDK for .NET の低レベル API を使用してボールトを削除する (p. 62)

AWS SDK for .NET の高レベル API を使用してボールトを削除す
る
高レベル API の ArchiveTransferManager クラスには、ボールトの削除に使用できる DeleteVault
メソッドが用意されています。
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例: AWS SDK for .NET の高レベル API を使用してボールトを削除する

コード例については、「例: の高レベル API を使用するボールトオペレーションAWS SDK 
for .NET (p. 29)」を参照してください。この C# コード例では、ボールトの作成、削除など、基本的な
ボールトオペレーションを示しています。

AWS SDK for .NET の低レベル API を使用してボールトを削除す
る
以下に、AWS SDK for .NET を使用してボールトを削除する手順を示します。

1. AmazonGlacierClient クラスのインスタンス（クライアント）を作成します。

ボールトを削除する AWS リージョンを指定する必要があります。このクライアントを使用して実行す
るすべてのオペレーションは、そのAWS リージョンに適用されます。

2. DeleteVaultRequest クラスのインスタンスを作成することにより、リクエスト情報を指定します。

ボールト名およびアカウント ID を指定する必要があります。アカウント ID を指定しなかった場合は、
リクエストに署名する際に指定した認証情報に関連づけられているアカウント ID が使用されます。詳
細については、「Amazon S3 Glacier でのAWS SDK for .NETの使用 (p. 135)」を参照してください。

3. リクエストオブジェクトをパラメータとして指定して、DeleteVault メソッドを実行します。

Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) は、ボールトが空の場合にのみボールトを削除します。詳細について
は、「ボールトの削除 (DELETE vault) (p. 248)」を参照してください。

以下の C# コードスニペットは、前述の手順を示しています。このスニペットでは、デフォルトの AWS 
リージョンに存在するボールトのメタデータ情報を取得します。

AmazonGlacier client;
client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USEast1);

DeleteVaultRequest request = new DeleteVaultRequest()
{ 
  VaultName = "*** provide vault name ***"
};

DeleteVaultResponse response = client.DeleteVault(request);

Note

基本となる REST API については、「ボールトの削除 (DELETE vault) (p. 248)」を参照してく
ださい。

例: AWS SDK for .NET の低レベル API を使用してボールトを削除する

コード例については、「例: の低レベル API を使用するボールトオペレーションAWS SDK 
for .NET (p. 30)」を参照してください。この C# コード例では、ボールトの作成、削除など、基本的な
ボールトオペレーションを示しています。

S3 Glacier で REST API を使用してボールトを削除す
る
REST API を使用してボールトを削除する方法については、「ボールトの削除 (DELETE vault) (p. 248)」
を参照してください。
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S3 Glacier コンソールを使用した空のボールトの削除
Note

ボールトを削除する前に、ボールト内の既存のアーカイブをすべて削除する必要があります。こ
れを行うには、REST API、、、、、またはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して
アーカイブの削除リクエストを行うコードを記述します。AWS SDK for JavaAWS SDK for .NET
アーカイブの削除の詳細については、「ステップ 5: S3 Glacier でボールトからアーカイブを削除
する (p. 18)」を参照してください。

ボールトが空のボールトを削除するには、次の手順に従います。

Amazon S3 Glacier コンソールを使用して空のボールトを削除するには

1. AWS Management Consoleにサインインし、S3 Glacier コンソールを開きます。
2. 「地域を選択」で、AWS リージョン保管庫が存在する場所を選択します。
3. 左のナビゲーションペインで [ボールト] を選択します。
4. 保管庫リストで、削除する保管庫の名前の横にあるオプションボタンを選択し、ページの上部にある

「削除」を選択します。
5. 「保管庫の削除」ダイアログで、「削除」を選択して保管庫を削除することを確認します。

Important

ボールトを削除すると元に戻すことができません。
6. ボールトを削除したことを確認するには、[ボールト] リストを開き、削除したボールトの名前を入力

します。ボールトが見つからない場合、削除は成功しています。

でを使用して Amazon S3 Glacier でボールトを削除す
るAWS Command Line Interface
() を使用して、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) 内の空のボールトと空でないボールトを削除できま
す。AWS Command Line InterfaceAWS CLI

トピック
• (前提条件) AWS CLI の設定 (p. 21)
• 例: AWS CLI を使用した空のボールトの削除 (p. 64)
• 例: AWS CLI を使用した空でないのボールトの削除 (p. 64)

(前提条件) AWS CLI の設定
1. AWS CLI をダウンロードして設定します。手順については、「AWS Command Line Interface ユー

ザーガイド」の次のトピックを参照してください。

AWS Command Line Interface のインストール

AWS Command Line Interface の設定
2. コマンドプロンプトで以下のコマンドを入力して、AWS CLIセットアップを確認します。これらのコ

マンドは、いずれも認証情報を明示的に提供しないため、デフォルトプロファイルの認証情報が使用
されます。

• help コマンドを使用してください。
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aws help

• 設定したアカウントの S3 Glacier ボールトのリストを取得するには、list-vaultsコマンドを使
用します。123456789012AWS アカウント をご自身の ID に置き換えてください。

aws glacier list-vaults --account-id 123456789012

• の現在の設定データを表示するにはAWS CLI、aws configure listコマンドを使用します。

aws configure list

例: AWS CLI を使用した空のボールトの削除
• アーカイブを含まないボールトを削除するには、delete-vault コマンドを使用します。

•
aws glacier delete-vault --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333

例: AWS CLI を使用した空でないのボールトの削除
S3 Glacier では、最後にインベントリを計算した時点でボールト内にアーカイブがなく、また、最後にイ
ンベントリを計算してからボールトへの書き込みがない場合にのみ、ボールトを削除できます。空でない
ボールトの削除は 3 つのステップからなります。ボールトのインベントリレポートからアーカイブ ID を
取得し、各アーカイブを削除してから、ボールトを削除します。

1. インベントリ取得ジョブを開始するには、initiate-job コマンドを使用します。

aws glacier initiate-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --job-
parameters '{"Type": "inventory-retrieval"}'

正常な出力:

{ 
    "location": "/111122223333/vaults/awsexamplevault/jobs/*** jobid ***",  
    "jobId": "*** jobid ***"
} 
       

2. 以前の取得ジョブのステータスをチェックするには、describe-job コマンドを使用します。

aws glacier describe-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --job-
id *** jobid ***

正常な出力:

{ 
    "InventoryRetrievalParameters": { 
        "Format": "JSON" 
    },  
    "VaultARN": "*** vault arn ***",  
    "Completed": false,  
    "JobId": "*** jobid ***",  
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    "Action": "InventoryRetrieval",  
    "CreationDate": "*** job creation date ***",  
    "StatusCode": "InProgress"
} 
       

3. ジョブが完了するまで待ちます。

ジョブの出力をダウンロードする準備が整うまで待つ必要があります。ボールトに通知設定を指定し
ている場合、またはジョブを開始したときに Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ト
ピックを指定している場合は、ジョブの完了後に S3 Glacier からそのトピックにメッセージが送信さ
れます。

ボールトに特定のイベントに対する通知設定を指定できます。詳細については、「Amazon S3 Glacier 
でのボールト通知の設定 (p. 52)」を参照してください。S3 Glacier は、特定のイベントが発生する
たびに、指定された SNS トピックにメッセージを送信します。

4. 完了したら、get-job-output コマンドを使用して、取得ジョブをファイル output.json にダウ
ンロードします。

aws glacier get-job-output --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --
job-id *** jobid *** output.json

このコマンドは、次のフィールドを含むファイルを生成します。

{
"VaultARN":"arn:aws:glacier:region:111122223333:vaults/awsexamplevault",
"InventoryDate":"*** job completion date ***",
"ArchiveList":[
{"ArchiveId":"*** archiveid ***",
"ArchiveDescription":*** archive description (if set) ***,
"CreationDate":"*** archive creation date ***",
"Size":"*** archive size (in bytes) ***",
"SHA256TreeHash":"*** archive hash ***"
}
{"ArchiveId":
...
]} 
       

5. delete-archive コマンドを使用して、ボールトから各アーカイブを削除します。

aws glacier delete-archive --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --
archive-id="*** archiveid ***"

Note

アーカイブ ID がハイフンまたは他の特殊文字で始まる場合は、このコマンドを実行するに
は、引用符で囲む必要があります。

6. initiate-job コマンドを使用して、新しいインベントリ取得ジョブを開始します。

aws glacier initiate-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --job-
parameters '{"Type": "inventory-retrieval"}'

7. 完了したら、delete-vault コマンドを使用して、アーカイブのないボールトを削除します。

aws glacier delete-vault --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333
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S3 Glacier ボールトにタグを付ける
タグ形式で Amazon S3 Glacier ボールトに独自のメタデータを割り当てることができます。タグは、
ボールトに対して定義するキーと値のペアです。タグの制限を含むタグ付けの基本情報については、
「Amazon S3 Glacier リソースのタグ付け (p. 212)」を参照してください。

以下のトピックでは、ボールトのタグの追加、一覧表示、および削除の方法について説明します。

トピック
• Amazon S3 Glacier のコンソールを使用してボールトを作成します。 (p. 66)
• を使用して保管庫にタグを付けるAWS CLI (p. 67)
• Amazon S3 Glacier API を使用したボールトへのタグ付け (p. 68)
• 関連するセクション (p. 68)

Amazon S3 Glacier のコンソールを使用してボールト
を作成します。
次の手順で説明しているように、S3 Glacier コンソールを使用してタグを追加、一覧表示、および削除で
きます。

ボールトのタグを表示するには

1. にサインインします。AWS Management Consoleで S3 Glacier コンソールを開きます。https:// 
console.aws.amazon.com/glacier/home。

2. 「地域を選択」で、AWS リージョン地域セレクターからを選択します。
3. 左のナビゲーションペインで [ボールト] を選択します。
4. 「保管庫」 リストで、保管庫を選択します。
5. 「Vault のプロパティ」タブを選択します。「タグ」セクションまでスクロールすると、Vault に関連

するタグが表示されます。

ボールトにタグを追加するには

ボールトに最大 50 個のタグを関連付けることができます。ボールトに関連付けるタグには一意のタグ
キーが必要です。

タグの制限の詳細については、「Amazon S3 Glacier リソースのタグ付け」を参照してください。

1. にサインインします。AWS Management Consoleで S3 Glacier コンソールを開きます。https:// 
console.aws.amazon.com/glacier/home。

2. 「地域を選択」で、AWS リージョン地域セレクターからを選択します。
3. 左のナビゲーションペインで [ボールト] を選択します。
4. ボールトの名前を選択します。
5. 「Vault のプロパティ」タブを選択します。
6. [Tタグ] セクションで [追加] を選択します。タグの追加 ページが表示されます。
7. 「タグの追加」ページで、「キー」フィールドにタグキーを指定し、オプションで「値」フィールド

にタグ値を指定します。
8. [変更の保存] をクリックします。
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タグを編集するには

1. にサインインします。AWS Management Consoleで S3 Glacier コンソールを開きます。https:// 
console.aws.amazon.com/glacier/home。

2. 「地域を選択」で、AWS リージョン地域セレクターからを選択します。
3. 左のナビゲーションペインで [ボールト] を選択します。
4. ボールトリストで、ボールト名を選択します。
5. 「Vault のプロパティ」タブを選択し、「タグ」セクションまでスクロールします。
6. 「タグ」で、変更するタグの横にあるチェックボックスを選択し、「編集」 を選択します。[タグの編

集] ページが表示されます。
7. Key フィールドのタグキーを更新し、オプションで Value フィールドのタグ値を更新します。
8. [変更の保存] をクリックします。

ボールトからタグを削除するには

1. にサインインします。AWS Management Consoleで S3 Glacier コンソールを開きます。https:// 
console.aws.amazon.com/glacier/home。

2. 「地域を選択」で、AWS リージョン地域セレクターからを選択します。
3. 左のナビゲーションペインで [ボールト] を選択します。
4. ボールトのリストで、タグを削除するボールトの名前を選択します。
5. 「Vault のプロパティ」タブを選択します。[Tags] (タグ) セクションまでスクロールダウンします。
6. 「タグ」で、削除するタグの横にあるチェックボックスを選択し、「削除」を選択します。
7. [タグの削除] ダイアログボックスが開きます。選択したタグを削除したいことを確認する場合は、

［削除］を選択します。

を使用して保管庫にタグを付けるAWS CLI
次の手順に従って、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してタグを追加、一覧表示、または
削除します。

各タグはキーと値で構成されます。各ボールトは、最大 50 個のタグを持つことができます。

1. add-tags-to-vaultボールトにタグを追加できます。

aws glacier add-tags-to-vault --vault-name examplevault --account-id 111122223333 --
tags id=1234,date=2020

この Vault 操作の詳細については、「Vault にタグを追加」を参照してください。
2. ボールトにアタッチされるタグをすべて一覧表示、list-tags-for-vault

aws glacier list-tags-for-vault --vault-name examplevault --account-id 111122223333

この Vault 操作の詳細については、「Vault のタグを一覧表示する」を参照してください。
3. ボールトにアタッチされたタグセットから 1remove-tags-from-vault つ以上のタグを削除できま

す。

aws glacier remove-tags-from-vault --vault-name examplevault --account-id 111122223333
 --tag-keys date
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この Vault 操作の詳細については、「Vault からのタグの削除」を参照してください。

Amazon S3 Glacier API を使用したボールトへのタグ
付け
S3 Glacier API を使用してタグの追加、一覧表示、および削除できます。例については、次のドキュメン
トを参照してください。

ボールトにタグを追加する (POST タグの追加) (p. 241)

指定したボールトのタグを追加または更新します。
ボールトのタグの一覧表示 (GET タグ) (p. 268)

指定したボールトのタグを一覧表示します。
ボールトからタグを削除する (POST タグの削除) (p. 275)

指定したボールトからタグを削除します。

関連するセクション

• Amazon S3 Glacier リソースのタグ付け (p. 212)

S3 Glacier ボールトロック
以下のトピックでは、Amazon S3 Glacier でボールトをロックする方法とボールトロックポリシーの使用
方法について説明します。

トピック
• ボールトロックの概要 (p. 68)
• S3 Glacier API を使用したボールトのロック (p. 69)
• を使用して Vault をロックするAWS Command Line Interface (p. 70)
• S3 Glacier コンソールを使用したボールトのロック (p. 71)

ボールトロックの概要
S3 Glacier のボールトロックでは、ボールトロックポリシーを使用して、S3 Glacier の各ボールトに対す
るコンプライアンス管理を簡単にデプロイして適用することができます。Vault Lock ポリシーには「write 
once read many」(WORM) などのコントロールを指定して、そのポリシーをfuture 編集からロックできま
す。

Important

Vault Lock ポリシーをロックすると、そのポリシーを変更したり削除したりできなくなります。

S3 Glacier では、ボールトロックポリシーによって一連の管理を実施することにより、コンプライアンス
目標の達成に役立てることができます。たとえば、Vault Lock ポリシーを使用してデータ保持を強制でき
ます。AWS Identity and Access Management(IAM) ポリシー言語を使用して、ボールトロックポリシーで
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さまざまなコンプライアンス管理をデプロイできます。Vault Lock ポリシーの詳細については、「」を参
照してくださいボールトロックポリシー (p. 196)。

ボールトロックポリシーは、ボールトアクセスポリシーとは異なります。どちらのポリシーも、ボールト
へのアクセスを制御します。ただし、ボールトロックポリシーをロックしてfuture 変更を防ぐことができ
ます。これにより、コンプライアンスコントロールを強力に実施できます。Vault Lock ポリシーを使用す
ると、通常、データアクセスを厳しく管理する必要がある規制やコンプライアンス管理を導入できます。

Important

最初にボールトを作成し、ボールトロックポリシーを完成させてから、アーカイブをボールトに
アップロードして、ポリシーがそれらに適用されるようにすることをお勧めします。

対照的に、ボールトアクセスポリシーでは、コンプライアンスと関係がなく、一時的で、頻繁に変更が
発生しやすいアクセス制御を実装します。ボールトロックポリシーとボールトアクセスポリシーを一緒
に使用できます。たとえば、Vault Lockポリシーに時間ベースのデータ保持ルールを実装し (削除を拒
否)、Vaultアクセスポリシーで指定された第三者またはビジネスパートナーに読み取りアクセス権を付与
する (読み取りを許可する) ことができます。

ボールトのロックには、2 つのステップがあります。

1. ロックを開始するには、ボールトにボールトロックポリシーをアタッチします。これにより、ロックが
進行中の状態に設定され、ロック ID が返されます。ポリシーが進行中の状態である間は、ロック ID の
有効期限が切れる前に 24 時間以内に Vault Lock ポリシーを検証する必要があります。データ保管庫が 
In Progress 状態から抜け出さないようにするには、この 24 時間以内に Vault Lock プロセスを完了する
必要があります。そうしないと、Vault Lockポリシーが削除されます。

2. ロック ID を使用してロック処理を完了します。ボールトロックポリシーが想定どおりに機能しない場
合は、ボールトロック処理を中止して最初からやり直すことができます。S3 Glacier API をボールトの
ロックに使用する方法については、「」を参照してくださいS3 Glacier API を使用したボールトのロッ
ク (p. 69)。

S3 Glacier API を使用したボールトのロック
Amazon S3 Glacier API でボールトをロックするには、まず、デプロイするコントロールを指定
するボールトロックポリシーを使用してを呼び出しますボールトロックの開始 (ロックポリシーの 
POST) (p. 265)。Initiate Vault Lock操作によって、ポリシーがボールトに関連付けられ、ボー
ルトロックが InProgress 状態になり、一意のロック ID が返されます。Vault Lock が In Progress 状
態になったら、24 時間以内に、呼び出しから返されたロック IDボールトロックの完了 (ロック ID の 
POST) (p. 246)Initiate Vault Lock を使用して電話をかけてロックを完了してください。

Important

• 最初にボールトを作成し、ボールトロックポリシーを完成させてから、アーカイブをボールト
にアップロードして、ポリシーがそれらに適用されるようにすることをお勧めします。

• ボールトロックポリシーは、変更または削除できません。

「進行中」状態になってから 24 時間以内に保管庫ロック処理を完了しないと、保管庫は「進行中」状態
から自動的に終了し、保管庫ロックポリシーが削除されます。Initiate Vault Lock再度呼び出すと、
新しい Vault Lock ポリシーをインストールして、進行中の状態に移行できます。

進行中の状態では、ロックする前にボールトロックポリシーをテストできます。Vault Lock ポリシー
は、Vault がロックされている場合と同様に、進行中の状態でも完全に有効になります。ただし、を呼び
出すことでポリシーを削除できますボールトロックの中止 (ロックポリシーの DELETE) (p. 239)。ポリ
シーを微調整するには、Abort Vault LockInitiate Vault Lock /の組み合わせを必要な回数繰り返
して、Vault Lockポリシーの変更を検証してください。

ボールトロックポリシーを検証したら、最新のロック IDボールトロックの完了 (ロック ID の 
POST) (p. 246) を使用して電話をかけると、ボールトロック処理を完了できます。ボールトがロック状
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態に移行します。この状態では、ボールトロックポリシーは変更できず、を呼び出しても削除できなくな
りますAbort Vault Lock。

関連するセクション

• ボールトロックポリシー (p. 196)
• ボールトロックの中止 (ロックポリシーの DELETE) (p. 239)
• ボールトロックの完了 (ロック ID の POST) (p. 246)
• ボールトロックの取得 (ロックポリシーの GET) (p. 259)
• ボールトロックの開始 (ロックポリシーの POST) (p. 265)

を使用して Vault をロックするAWS Command Line 
Interface
を使用して保管庫をロックできますAWS Command Line Interface。これにより、指定されたボールトに
ボールトロックポリシーがインストールされ、ロック ID が返されます。ボールトロック処理は 24 時間以
内に完了する必要があります。完了しないと、ボールトロックポリシーがボールトから削除されます。

(前提条件) AWS CLI の設定
1. AWS CLI をダウンロードして設定します。手順については、「AWS Command Line Interface ユー

ザーガイド」の次のトピックを参照してください。

AWS Command Line Interface のインストール

AWS Command Line Interface の設定
2. コマンドプロンプトで以下のコマンドを入力して、AWS CLIセットアップを確認します。これらのコ

マンドは、いずれも認証情報を明示的に提供しないため、デフォルトプロファイルの認証情報が使用
されます。

• help コマンドを使用してください。

aws help

• 設定したアカウントの S3 Glacier ボールトのリストを取得するには、list-vaultsコマンドを使
用します。123456789012AWS アカウント をご自身の ID に置き換えてください。

aws glacier list-vaults --account-id 123456789012

• の現在の設定データを表示するにはAWS CLI、aws configure listコマンドを使用します。

aws configure list

1. を使用してボールトロックポリシーをインストールし、ボールトロックのロック状態をに設定しま
すInProgress。initiate-vault-lock

aws glacier initiate-vault-lock --vault-name examplevault --account-id 111122223333 --
policy file://lockconfig.json

2. ロックの設定は、次の例に示すように、JSONドキュメントです。このコマンドを使用する前
に、VAULT_ARN と Principal をユースケースに適した値に置き換えてください。
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ロックしたいボールトの ARN を見つけるには、list-vaultsコマンドを使用できます。

{"Policy":"{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":\"Define-vault-lock
\",\"Effect\":\"Deny\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::111122223333:root\"},
\"Action\":\"glacier:DeleteArchive\",\"Resource\":\"VAULT_ARN\",\"Condition\":
{\"NumericLessThanEquals\":{\"glacier:ArchiveAgeinDays\":\"365\"}}}]}"}

3. Vault ロックを開始すると、lockIdが戻ってきます。

{ 
    "lockId": "LOCK_ID"
}

ボールトロックを完了するには 24complete-vault-lock 時間以内に実行する必要があります。24 時間
以内に実行しないと、ボールトロックポリシーがボールトから削除されます。

aws glacier complete-vault-lock --vault-name examplevault --account-id 111122223333 --lock-
id LOCK_ID

関連するセクション
• initiate-vault-lock「 コマンドリファレンス」の「AWS CLI」を参照してください。
• AWS CLIコマンドリファレンスの list-vaults
• complete-vault-lock「 コマンドリファレンス」の「AWS CLI」を参照してください。
• ボールトロックポリシー (p. 196)
• ボールトロックの中止 (ロックポリシーの DELETE) (p. 239)
• ボールトロックの完了 (ロック ID の POST) (p. 246)
• ボールトロックの取得 (ロックポリシーの GET) (p. 259)
• ボールトロックの開始 (ロックポリシーの POST) (p. 265)

S3 Glacier コンソールを使用したボールトのロック
Amazon S3 Glacier のボールトロックでは、ボールトロックポリシーを使用して、S3 Glacier の各ボール
トに対するコンプライアンス管理を簡単にデプロイして適用することができます。S3 Glacier ボールト
ロックの詳細については、「ボールトロックポリシーによる Amazon S3 Glacier アクセスコントロール」
を参照してください。

Important

• 最初にボールトを作成し、ボールトロックポリシーを完成させてから、アーカイブをボールト
にアップロードして、ポリシーがそれらに適用されるようにすることをお勧めします。

• ボールトロックポリシーは、変更または削除できません。

S3 Glacier コンソールを使用してボールトロックポリシーを適用するには

ロックを開始するには、ボールトにボールトロックポリシーをアタッチします。これにより、ロックが進
行中の状態に設定され、ロック ID が返されます。ポリシーが進行中の状態である間は、ロック ID の有効
期限が切れる前に 24 時間以内に Vault Lock ポリシーを検証する必要があります。

1. にサインインします。AWS Management Consoleで S3 Glacier コンソールを開きます。https://
console.aws.amazon.com/glacier/home
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2. 「地域を選択」で、AWS リージョン地域セレクターからを選択します。
3. 左のナビゲーションペインで [ボールト] を選択します。
4. 「保管庫」ページで、「保管庫の作成」を選択します。
5. 新しい保管庫を作成します。

Important

最初にボールトを作成し、ボールトロックポリシーを完成させてから、アーカイブをボール
トにアップロードして、ポリシーがそれらに適用されるようにすることをお勧めします。

6. 保管庫リストから新しい保管庫を選択します。
7. 「Vault ポリシー」タブを選択します。
8. 「ボールトロックポリシー」セクションで、「ボールトロックポリシーを開始」を選択します。
9. Vault Lockポリシーの開始ページで、Vault Lockポリシーのレコード保持制御を標準テキストボックス

にテキスト形式で指定します。

Note

レコード保持コントロールをテキスト形式のボールトロックポリシーで指定し、Initiate 
Vault Lock API オペレーションを呼び出すか、S3 Glacier コンソールのインタラクティブ 
UI を使用してボールトロックを開始できます。ボールトロックポリシーのフォーマットにつ
いては、「Amazon S3 Glacier ボールトロックポリシーの例」を参照してください。

10. [変更の保存] をクリックします。
11. 「保管庫ロック ID の記録」ダイアログボックスで、ロック ID をコピーして安全な場所に保存しま

す。

Important

Vault Lock ポリシーが開始されたら、24 時間以内にポリシーを検証してロックプロセスを完
了してください。ロック処理を完了するには、ロック ID を入力する必要があります。24 時
間以内に提供されない場合、ロック ID は期限切れになり、進行中のポリシーは削除されま
す。

12. ロック ID を安全な場所に保存したら、[閉じる] を選択します。
13. 今後 24 時間以内に Vault Lock ポリシーをテストしてください。ポリシーが意図したとおりに機能し

ている場合は、「完全保管庫ロックポリシー」を選択します。
14. 「ボールトロックの完了」ダイアログ・ボックスでチェックボックスを選択して、ヴォールト・ロッ

ク・ポリシー・プロセスを完了すると元に戻せないことを確認します。
15. テキストボックスに入力したロック ID を入力します。
16. 「保管庫の完全ロック」を選択します。

API バージョン 2012-06-01
72

https://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/vault-lock-policy.html#vault-lock-policy-example-deny-delete-archive-age


Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
アーカイブオペレーション

Amazon S3 Glacier でのアーカイブ
の操作

アーカイブとは、写真、動画、ドキュメントなど、ボールトに格納するオブジェクトを指します。これ
は、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) のストレージの基本単位です。各アーカイブには一意の ID とオプ
ションの説明が割り当てられます。アーカイブをアップロードすると、S3 Glacier はアーカイブ ID を含む
レスポンスを返します。このアーカイブ ID は、アーカイブが格納されているAWSリージョン内で一意で
す。アーカイブ ID の例を次に示します。

TJgHcrOSfAkV6hdPqOATYfp_0ZaxL1pIBOc02iZ0gDPMr2ig-
nhwd_PafstsdIf6HSrjHnP-3p6LCJClYytFT_CBhT9CwNxbRaM5MetS3I-GqwxI3Y8QtgbJbhEQPs0mJ3KExample

アーカイブ ID は 138 バイトです。アーカイブをアップロードする際に、オプションの説明を指定できま
す。ID を使用してアーカイブを取得することはできますが、説明を使用してアーカイブを取得することは
できません。

Important

S3 Glacier は管理コンソールを提供します。コンソールを使用して、ボールトの作成および削
除を行うことができます。ただし、それ以外の S3 Glacier の操作には、AWS Command Line 
Interface (CLI) の使用またはコードの記述が必要になります。たとえば、写真、ビデオ、その他
のドキュメントなどのデータをアップロードするには、AWS CLI を使用する必要があります。
あるいは、REST API を直接使用するか Amazon SDK を使用して、アップロードリクエストを
行うコードを記述する必要があります。S3 Glacier の使用の詳細については、を参照してくださ
いAWS CLIを参照先AWS CLIS3 Glacier のリファレンス。AWS CLI をインストールするには、
「AWS Command Line Interface」を参照してください。

トピック
• Amazon S3 Glacier でのアーカイブオペレーション (p. 73)
• クライアント側でのアーカイブのメタデータの管理 (p. 74)
• Amazon S3 Glacier へのアーカイブのアップロード (p. 75)
• S3 Glacier でのアーカイブのダウンロード (p. 95)
• Amazon S3 Glacier でアーカイブを削除する (p. 123)

Amazon S3 Glacier でのアーカイブオペレーション
S3 Glacier では、基本的なアーカイブオペレーション (アップロード、ダウンロード、および削除) をサ
ポートしています。アーカイブのダウンロードは、非同期オペレーションです。

Amazon S3 Glacier へのアーカイブのアップロード
アーカイブは、1 回のオペレーションまたはパート単位でアップロードできます。アーカイブをパート単
位でアップロードするために使用する API 呼び出しはマルチパートアップロードと呼ばれます。詳細につ
いては、「Amazon S3 Glacier へのアーカイブのアップロード (p. 75)」を参照してください。

Important

S3 Glacier は管理コンソールを提供します。コンソールを使用して、ボールトの作成および削
除を行うことができます。ただし、それ以外の S3 Glacier の操作には、AWS Command Line 
Interface (CLI) の使用またはコードの記述が必要になります。たとえば、写真、ビデオ、その他

API バージョン 2012-06-01
73

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/glacier/index.html
http://aws.amazon.com/cli/


Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
アーカイブの検索

のドキュメントなどのデータをアップロードするには、AWS CLI を使用する必要があります。
あるいは、REST API を直接使用するか Amazon SDK を使用して、アップロードリクエストを
行うコードを記述する必要があります。S3 Glacier の使用の詳細については、を参照してくださ
いAWS CLIを参照先AWS CLIS3 Glacier のリファレンス。AWS CLI をインストールするには、
「AWS Command Line Interface」を参照してください。

Amazon S3 Glacier でのアーカイブ ID の検索
アーカイブ ID は、そのアーカイブを含むボールトのボールトインベントリをダウンロードすることで取得
できます。ボールトインベントリのダウンロードの詳細については、「Amazon S3 Glacier でボールトイ
ンベントリをダウンロードする (p. 38)」を参照してください。

Amazon S3 Glacier でのアーカイブのダウンロード
アーカイブのダウンロードは、非同期オペレーションです。まず、特定のアーカイブをダウンロードす
るためのジョブを開始する必要があります。S3 Glacier はジョブのリクエストを受け取った後で、ダウン
ロードするアーカイブを準備します。ジョブが完了すると、アーカイブデータをダウンロードできます。
このジョブは非同期であるため、ジョブの完了時に Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ト
ピックに通知を送信するように にリクエストすることができます。個々のジョブリクエストごとに SNS 
トピックを指定することや、特定のイベントが発生したときに通知を送信するようにボールトを設定す
ることができます。アーカイブのダウンロードの詳細については、「S3 Glacier でのアーカイブのダウン
ロード (p. 95)」を参照してください。

Amazon S3 Glacier でのアーカイブの削除
S3 Glacier に用意されている API コールを使用して削除できるアーカイブは一度に 1 つです。詳細につい
ては、「Amazon S3 Glacier でアーカイブを削除する (p. 123)」を参照してください。

S3 Glacier でのアーカイブの更新
アーカイブをアップロードした後で、アーカイブのコンテンツや説明を更新することはできません。アー
カイブのコンテンツや説明を更新する唯一の方法は、アーカイブを削除し、新しくアーカイブをアップ
ロードすることです。アーカイブをアップロードするたびに、S3 Glacier により一意のアーカイブ ID が返
されることに注意してください。

クライアント側でのアーカイブのメタデータの管理
オプションのアーカイブの説明以外に、S3 Glacier ではアーカイブに対してどのような追加のメタデータ
もサポートしていません。アーカイブのアップロード時に、S3 Glacier により ID が割り当てられます。ID 
はアーカイブに関するどのような情報も推察することができないように、意味のない文字列になっていま
す。クライアント側でアーカイブに関するメタデータを管理することもできます。メタデータには、アー
カイブ名と、アーカイブに関するその他の有益な情報を含めることができます。

Note

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のユーザーなら、バケットにオブジェクトをアッ
プロードすると、そのオブジェクトに MyDocument.txt や SomePhoto.jpg などのオブジェク
トキーを割り当てることができることをご存知だと思います。S3 Glacier では、アップロードし
たアーカイブにオブジェクトキーを割り当てることはできません。

クライアント側でアーカイブのメタデータを管理する場合、アーカイブのアップロード時に指定したアー
カイブの説明とアーカイブ ID を含むボールトインベントリを S3 Glacier が管理していることに注意して
ください。アーカイブのメタデータを管理するクライアント側のデータベースの問題を調整するために、
ボールトインベントリをダウンロードすることもできます。ただし、S3 Glacier はほぼ毎日、ボールトイ
ンベントリを更新します。ボールトインベントリをリクエストすると、S3 Glacier は用意した最新のイン
ベントリ (ポイントインタイムのスナップショット) を返します。

API バージョン 2012-06-01
74

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/glacier/index.html
http://aws.amazon.com/cli/


Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
アーカイブのアップロード

Amazon S3 Glacier へのアーカイブのアップロード
Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) が備えている管理コンソールを使用して、ボールトの作成と削除を実行で
きます。ただし、管理コンソールを使用して S3 Glacier にアーカイブをアップロードすることはできませ
ん。写真、ビデオ、その他のドキュメントなどのデータをアップロードするには、AWS CLI を使用する必
要があります。あるいは、REST API を直接使用するか Amazon SDK を使用して、アップロードリクエス
トを行うコードを記述する必要があります。

S3 Glacier での S3 Glacier の使用の詳細については、AWS CLI参照先AWS CLIS3 Glacier のリファレン
ス。AWS CLI をインストールするには、「AWS Command Line Interface」を参照してください。以下
の「アップロード」トピックでは、Amazon SDK for Java、Amazon SDK for .NET、REST API を使用し
て、アーカイブを S3 Glacier にアップロードする方法を説明します。

トピック
• Amazon S3 Glacier にアーカイブをアップロードするためのオプション (p. 75)
• 1 回のオペレーションでアーカイブをアップロードする (p. 76)
• パート単位での大きなアーカイブのアップロード (マルチパートアップロード) (p. 83)

Amazon S3 Glacier にアーカイブをアップロードする
ためのオプション
S3 Glacier には、アップロードするデータのサイズに応じた以下のオプションが用意されています。

• 単一操作によりアーカイブをアップロードする - 1 回のアップロードオペレーションでは、1 バイトか
ら最大 4 GB までのサイズのアーカイブをアップロードできます。ただし、S3 Glacier のユーザーに
は 100 MB を超えるサイズのアーカイブをアップロードする際には、マルチパートアップロードを使
用することをお勧めします。詳細については、「1 回のオペレーションでアーカイブをアップロードす
る (p. 76)」を参照してください。

• 複数のパートに分けてアーカイブをアップロードする - マルチパートアップロード API を使用すると、
最大約 40,000 GB (10,000 x 4 GB) の大きなアーカイブをアップロードすることができます。

マルチパートアップロード API 呼び出しは、大容量のアーカイブのアップロードを効率良く行えるよう
に設計されています。アーカイブをいくつかのパートに分けてアップロードできます。パートは、任意
の順序で独立かつ並列にアップロードされます。パートのアップロードが失敗した場合、アーカイブ全
体ではなく、失敗したパートのみを再度アップロードするだけで済みます。マルチパートアップロード
は、1 バイトから約 40,000 GB までのサイズのアーカイブに対して使用できます。詳細については、
「パート単位での大きなアーカイブのアップロード (マルチパートアップロード) (p. 83)」を参照して
ください。

Important

S3 Glacier ボールトインベントリは 1 日 1 回のみ更新されます。アーカイブをアップロードして
も、ボールトに追加された新しいアーカイブはすぐには、コンソールやダウンロード済みボール
トインベントリのリストに表示されません。表示されるのは、ボールトインベントリが更新され
てからになります。

AWS Snowball のサービスの使用
AWS Snowball は、AWSAmazon が所有するデバイスを使用してインターネットをバイパスすることで、
大量のデータとの間の移動を高速化します。詳細については、AWS Snowball の詳細ページを参照してく
ださい。
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既存のデータを Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) にアップロードするには、いずれかの AWS Snowball デ
バイスタイプを使用して Amazon S3 にデータをインポートしてから、ライフサイクルルールを使用して
アーカイブのために S3 Glacier ストレージクラスに移行することを検討できます。Amazon S3 オブジェ
クトを S3 Glacier ストレージクラスに移行する際に、Amazon S3 は内部的に S3 Glacier を使用して、堅
牢なストレージをより低コストで実現します。オブジェクトは S3 Glacier に保存されますが、引き続き 
Amazon S3 で管理する Amazon S3 オブジェクトであり、S3 Glacier を介して直接アクセスすることはで
きません。

Amazon S3 ライフサイクル設定と S3 Glacier ストレージクラスへのオブジェクト移行の詳細について
は、Amazon Simple Storage Service User Guide の「オブジェクトのライフサイクル 管理」と「オブジェ
クトの移行」を参照してください。

1 回のオペレーションでアーカイブをアップロードす
る
「Amazon S3 Glacier へのアーカイブのアップロード (p. 75)」で説明しているように、1 回のオペレー
ションで小さいサイズのアーカイブをアップロードできます。ただし、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) の
ユーザーには 100 MB を超えるサイズのアーカイブをアップロードする際には、マルチパートアップロー
ドを使用することをお勧めします。

トピック
• AWS Command Line Interface を使用して 1 回のオペレーションでアーカイブをアップロードす

る (p. 76)
• AWS SDK for Java を使用して 1 回のオペレーションでアーカイブをアップロードする (p. 77)
• Amazon S3 Glacier で AWS SDK for .NET を使用して 1 回のオペレーションでアーカイブをアップ

ロードする (p. 80)
• REST API を使用して 1 回のオペレーションでアーカイブをアップロードする (p. 83)

AWS Command Line Interface を使用して 1 回のオペレーション
でアーカイブをアップロードする
() を使用して、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) のアーカイブアップロードアップロードアップロード
アップロードアップロードアップロードアップロードアップロードアップロードアップロードアップロー
ドアップロードアップロードアップロードアップロードアップロードアップロードアップロードアップ
ロードアップロードアップロードアップロードアップロードアップロードアップロードアップロードAWS 
Command Line InterfaceAWS CLI

トピック
• (前提条件) AWS CLI の設定 (p. 21)
• -を使用してアーカイブアップロードアップロードアップロードアップロードアップロードアップロー

ドアップロードアップロードアップロードアップロードアップロードアップロードAWS CLI (p. 77)

(前提条件) AWS CLI の設定

1. AWS CLI をダウンロードして設定します。手順については、「AWS Command Line Interface ユー
ザーガイド」の次のトピックを参照してください。

AWS Command Line Interface のインストール

AWS Command Line Interface の設定
2. コマンドを入力して、AWS CLIセットアップを確認します。これらのコマンドは、いずれも認証情報

を明示的に提供しないため、デフォルトプロファイルの認証情報が使用されます。
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• help コマンドを使用してください。

aws help

• 設定したアカウントの S3 Glacier ボールトのリストを取得するには、list-vaultsコマンドを使
用します。123456789012AWS アカウント をご自身の ID に置き換えてください。

aws glacier list-vaults --account-id 123456789012

• の現在の設定データを表示するにはAWS CLI、aws configure listコマンドを使用します。

aws configure list

-を使用してアーカイブアップロードアップロードアップロードアップロードアッ
プロードアップロードアップロードアップロードアップロードアップロードアッ
プロードアップロードAWS CLI

アーカイブをアップロードするには、保管庫を作成する必要があります。ボールト作成についての詳細
は、を参照してくださいAmazon S3 Glacier でボールトを作成する (p. 26)。

1. upload-archiveコマンドを使用して、既存の Vault にアーカイブを追加します。以下の例で
は、vault nameとを置き換えますaccount ID。bodyパラメータには、アップロードするファイル
へのパスを指定します。

aws glacier upload-archive --vault-name awsexamplevault --account-id 123456789012 --
body archive.zip

2. 正常な出力:

{ 
    "archiveId": "kKB7ymWJVpPSwhGP6ycSOAekp9ZYe_--
zM_mw6k76ZFGEIWQX-ybtRDvc2VkPSDtfKmQrj0IRQLSGsNuDp-
AJVlu2ccmDSyDUmZwKbwbpAdGATGDiB3hHO0bjbGehXTcApVud_wyDw", 
    "checksum": "969fb39823836d81f0cc028195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f21e18aa67", 
    "location": "/123456789012/vaults/awsexamplevault/archives/
kKB7ymWJVpPSwhGP6ycSOAekp9ZYe_--zM_mw6k76ZFGEIWQX-ybtRDvc2VkPSDtfKmQrj0IRQLSGsNuDp-
AJVlu2ccmDSyDUmZwKbwbpAdGATGDiB3hHO0bjbGehXTcApVud_wyDw"
}

終了すると、コマンドはアーカイブ ID、チェックサム、S3 Glacier 内の場所を出力します。upload-
archive コマンドの詳細については、AWS CLIコマンドリファレンスの「upload-archive」を参照して
ください。

AWS SDK for Java を使用して 1 回のオペレーションでアーカイ
ブをアップロードする
両方高レベル API と低レベル API (p. 131)Amazon SDK for Java で提供されており、アーカイブをアッ
プロードする方法を提供します。

トピック
• AWS SDK for Java の高レベル API を使用してアーカイブをアップロードする (p. 78)
• AWS SDK for Java の低レベル API を使用して 1 回のオペレーションでアーカイブをアップロードす

る (p. 79)
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AWS SDK for Java の高レベル API を使用してアーカイブをアップロードする

高レベル API の ArchiveTransferManager クラスには、ボールトへのアーカイブのアップロードに使
用できる upload メソッドが用意されています。

Note

upload メソッドを使用して、小さなアーカイブや大きなアーカイブをアップロードできます。
このメソッドでは、アップロードするアーカイブのサイズに応じて、1 回のオペレーションで
アップロードするか、マルチパートアップロード API を使用してアーカイブをパート単位でアッ
プロードするかを決定します。

例: AWS SDK for Java の高レベル API を使用してアーカイブをアップロードする

次の Java コード例では、米国西部（オレゴン リージョン (us-west-2)のボールト (examplevault) に
アーカイブをアップロードします。サポートされているAWSリージョンとエンドポイントのリストについ
ては、「Amazon S3 Glacier へのアクセス (p. 6)」を参照してください。

この例を実行するための詳しい手順については、「Eclipse を使用した Amazon S3 Glacier の Java 実行
例 (p. 134)」を参照してください。ここに示したコードは、アップロードするボールトの名前とファイル
の名前で更新する必要があります。

Example

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.Date;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.transfer.ArchiveTransferManager;
import com.amazonaws.services.glacier.transfer.UploadResult;

public class ArchiveUploadHighLevel { 
    public static String vaultName = "*** provide vault name ***"; 
    public static String archiveToUpload = "*** provide name of file to upload ***"; 
     
    public static AmazonGlacierClient client; 
     
    public static void main(String[] args) throws IOException { 
         
         
     ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider(); 
      
        client = new AmazonGlacierClient(credentials); 
        client.setEndpoint("https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/"); 

        try { 
            ArchiveTransferManager atm = new ArchiveTransferManager(client, credentials); 
             
            UploadResult result = atm.upload(vaultName, "my archive " + (new Date()), new 
 File(archiveToUpload)); 
            System.out.println("Archive ID: " + result.getArchiveId()); 
             
        } catch (Exception e) 
        { 
            System.err.println(e); 
        } 
    }
}
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AWS SDK for Java の低レベル API を使用して 1 回のオペレーションでアーカイ
ブをアップロードする
低レベル API には、アーカイブに関するあらゆるオペレーションのメソッドが用意されています。以下で
は、AWS SDK for Java を使用してアーカイブをアップロードするステップを説明します。

1. AmazonGlacierClient クラスのインスタンス（クライアント）を作成します。

アーカイブのアップロード先となる AWS リージョンを指定する必要があります。このクライアントを
使用して実行するすべてのオペレーションは、そのAWSリージョンに適用されます。

2. UploadArchiveRequest クラスのインスタンスを作成することにより、リクエスト情報を指定しま
す。

アップロードするデータのほかにも、ペイロードのチェックサム (SHA-256 木構造ハッシュ)、ボールト
名、データのコンテンツの長さ、およびアカウント ID を指定する必要があります。

アカウント ID を指定しなかった場合には、リクエストに署名する際に使用した認証情報に関連付け
られているアカウント ID が使用されます。詳細については、「Amazon S3 Glacier でのAWS SDK for 
Javaの使用 (p. 133)」を参照してください。

3. リクエストオブジェクトをパラメータとして指定して、uploadArchive メソッドを実行します。

レスポンスでは、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) によって新しくアップロードされたアーカイブの
アーカイブ ID が返されます。

以下の Java コードスニペットは、前述の手順を示しています。

AmazonGlacierClient client;

UploadArchiveRequest request = new UploadArchiveRequest() 
    .withVaultName("*** provide vault name ***") 
    .withChecksum(checksum) 
    .withBody(new ByteArrayInputStream(body)) 
    .withContentLength((long)body.length);

UploadArchiveResult uploadArchiveResult = client.uploadArchive(request);

System.out.println("Location (includes ArchiveID): " + uploadArchiveResult.getLocation());

例: AWS SDK for Java の低レベル API を使用して 1 回のオペレーションでアーカイブをアップ
ロードする

以下の Java コード例では、AWS SDK for Java を使用してボールト (examplevault) にアーカイブを
アップロードします。この例を実行するための詳しい手順については、「Eclipse を使用した Amazon S3 
Glacier の Java 実行例 (p. 134)」を参照してください。ここに示したコードは、アップロードするボー
ルトの名前とファイルの名前で更新する必要があります。

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.TreeHashGenerator;
import com.amazonaws.services.glacier.model.UploadArchiveRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.UploadArchiveResult;
public class ArchiveUploadLowLevel { 
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    public static String vaultName = "*** provide vault name ****"; 
    public static String archiveFilePath = "*** provide to file upload ****"; 
    public static AmazonGlacierClient client; 
     
    public static void main(String[] args) throws IOException { 
      
     ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider(); 

        client = new AmazonGlacierClient(credentials); 
        client.setEndpoint("https://glacier.us-east-1.amazonaws.com/"); 

        try { 
            // First open file and read. 
            File file = new File(archiveFilePath); 
            InputStream is = new FileInputStream(file);  
            byte[] body = new byte[(int) file.length()]; 
            is.read(body); 
                                     
            // Send request. 
            UploadArchiveRequest request = new UploadArchiveRequest() 
                .withVaultName(vaultName) 
                .withChecksum(TreeHashGenerator.calculateTreeHash(new 
 File(archiveFilePath)))  
                .withBody(new ByteArrayInputStream(body)) 
                .withContentLength((long)body.length); 
             
            UploadArchiveResult uploadArchiveResult = client.uploadArchive(request); 
             
            System.out.println("ArchiveID: " + uploadArchiveResult.getArchiveId()); 
             
        } catch (Exception e) 
        { 
            System.err.println("Archive not uploaded."); 
            System.err.println(e); 
        } 
    }
}

Amazon S3 Glacier で AWS SDK for .NET を使用して 1 回のオペ
レーションでアーカイブをアップロードする
両方高レベル API と低レベル API (p. 131).NET 用の Amazon SDK で提供されているには、1 回のオペ
レーションでアーカイブをアップロードすることができます。

トピック
• AWS SDK for .NET の高レベル API を使用してアーカイブをアップロードする (p. 80)
• AWS SDK for .NET の低レベル API を使用して 1 回のオペレーションでアーカイブをアップロードす

る (p. 81)

AWS SDK for .NET の高レベル API を使用してアーカイブをアップロードする
高レベル API の ArchiveTransferManager クラスには、ボールトへのアーカイブのアップロードに使
用できる Upload メソッドが用意されています。

Note

Upload メソッドを使用して、小さなファイルや大きなファイルをアップロードできます。こ
のメソッドでは、アップロードするファイルのサイズに応じて、1 回のオペレーションでアップ
ロードするか、マルチパートアップロード API を使用してファイルをパート単位でアップロード
するかを決定します。
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例: AWS SDK for .NET の高レベル API を使用してアーカイブをアップロードする

次の C# コード例では、米国西部（オレゴン リージョン のボールト (examplevault) にアーカイブを
アップロードします。

この例を実行するための詳しい手順については、「コード例の実行 (p. 137)」を参照してください。ここ
に示したコードは、アップロードするファイルの名前で更新する必要があります。

Example

using System;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Transfer;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{ 
  class ArchiveUploadHighLevel 
  { 
    static string vaultName = "examplevault";  
    static string archiveToUpload = "*** Provide file name (with full path) to upload ***"; 

    public static void Main(string[] args) 
    { 
       try 
      { 
         var manager = new ArchiveTransferManager(Amazon.RegionEndpoint.USWest2); 
         // Upload an archive. 
         string archiveId = manager.Upload(vaultName, "upload archive test", 
 archiveToUpload).ArchiveId; 
         Console.WriteLine("Archive ID: (Copy and save this ID for use in other 
 examples.) : {0}", archiveId); 
         Console.WriteLine("To continue, press Enter");  
         Console.ReadKey(); 
      } 
      catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      Console.WriteLine("To continue, press Enter"); 
      Console.ReadKey(); 
    } 
  }
}

AWS SDK for .NET の低レベル API を使用して 1 回のオペレーションでアーカイ
ブをアップロードする

低レベル API には、アーカイブに関するあらゆるオペレーションのメソッドが用意されています。以下で
は、AWS SDK for .NET を使用してアーカイブをアップロードするステップを説明します。

1. AmazonGlacierClient クラスのインスタンス（クライアント）を作成します。

アーカイブのアップロード先となる AWS リージョンを指定する必要があります。このクライアントを
使用して実行するすべてのオペレーションは、そのAWSリージョンに適用されます。

2. UploadArchiveRequest クラスのインスタンスを作成することにより、リクエスト情報を指定しま
す。

アップロードするデータのほかにも、ペイロードのチェックサム (SHA-256 木構造ハッシュ)、ボールト
名、およびアカウント ID を指定する必要があります。
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アカウント ID を指定しなかった場合には、リクエストに署名する際に使用した認証情報に関連付け
られているアカウント ID が使用されます。詳細については、「Amazon S3 Glacier でのAWS SDK 
for .NETの使用 (p. 135)」を参照してください。

3. リクエストオブジェクトをパラメータとして指定して、UploadArchive メソッドを実行します。

レスポンスでは、S3 Glacier によって新しくアップロードされたアーカイブのアーカイブ ID が返され
ます。

例: AWS SDK for .NET の低レベル API を使用して 1 回のオペレーションでアーカイブをアップ
ロードする

以下の C# コードの例は、前述の手順を示しています。この例では、AWS SDK for .NET を使用してボー
ルト (examplevault) にアーカイブをアップロードしています。

Note

1 回のリクエストでアーカイブをアップロードする際に基盤となる REST API については、
「アーカイブのアップロード (POST archive) (p. 285)」を参照してください。

この例を実行するための詳しい手順については、「コード例の実行 (p. 137)」を参照してください。ここ
に示したコードは、アップロードするファイルの名前で更新する必要があります。

Example

using System;
using System.IO;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{ 
  class ArchiveUploadSingleOpLowLevel 
  { 
    static string vaultName       = "examplevault"; 
    static string archiveToUpload = "*** Provide file name (with full path) to upload ***"; 

    public static void Main(string[] args) 
    { 
      AmazonGlacierClient client; 
      try 
      { 
         using (client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2)) 
        { 
          Console.WriteLine("Uploading an archive."); 
          string archiveId = UploadAnArchive(client); 
          Console.WriteLine("Archive ID: {0}", archiveId); 
        } 
      } 
      catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      Console.WriteLine("To continue, press Enter"); 
      Console.ReadKey(); 
    } 

    static string UploadAnArchive(AmazonGlacierClient client) 
    { 
      using (FileStream fileStream = new FileStream(archiveToUpload, FileMode.Open, 
 FileAccess.Read)) 
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      { 
        string treeHash = TreeHashGenerator.CalculateTreeHash(fileStream); 
        UploadArchiveRequest request = new UploadArchiveRequest() 
        { 
          VaultName = vaultName, 
          Body = fileStream, 
          Checksum = treeHash 
        }; 
        UploadArchiveResponse response = client.UploadArchive(request); 
        string archiveID = response.ArchiveId; 
        return archiveID; 
      } 
    } 
  }
}

REST API を使用して 1 回のオペレーションでアーカイブをアッ
プロードする
アーカイブのアップロード API コールを使用して、1 回のオペレーションでアーカイブをアップロードす
ることができます。詳細については、「アーカイブのアップロード (POST archive) (p. 285)」を参照し
てください。

パート単位での大きなアーカイブのアップロード (マ
ルチパートアップロード)
トピック

• マルチパートアップロードのプロセス (p. 83)
• 基本情報 (p. 84)
• を使用してサイズの大きいアーカイブをアップロードするAWS CLI (p. 85)
• Amazon SDK for Java を使用してパート単位で大きなアーカイブをアップロードする (p. 89)
• AWS SDK for .NET を使用して大きなアーカイブをアップロードする (p. 92)
• REST API を使用してパート単位で大きなアーカイブをアップロードする (p. 95)

マルチパートアップロードのプロセス
「」で説明しているようにAmazon S3 Glacier へのアーカイブのアップロード (p. 75)、Amazon S3 
Glacier (S3 Glacier) をご利用のお客様には 100 MiB を超えるサイズのアーカイブをアップロードする際に
は、マルチパートアップロードを使用することをお勧めします。

1. Initiate Multipart Upload

マルチパートアップロードを開始するリクエストを送信すると、マルチパートアップロード ID が S3 
Glacier から返されます。アップロード ID はマルチパートアップロードの一意の識別子です。後続の
マルチパートアップロードオペレーションには、この ID が必要です。この ID は、S3 Glacier がジョ
ブを完了してから少なくとも 24 時間は有効です。

マルチパートアップロードの開始リクエストで、パートサイズをバイト数で指定します。アップロー
ドするパートは、最後のパートを除き、すべてこのサイズになります。

Note

マルチパートアップロードを使用する際にアーカイブ全体のサイズを把握している必要はあ
りません。つまり、アーカイブのアップロードを開始するときにアーカイブのサイズがわか
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らない場合でも、マルチパートアップロードを使用できます。パートサイズを決定する必要
があるのは、マルチパートアップロードの開始時のみです。

マルチパートアップロードの開始リクエストでは、オプションでアーカイブの説明を指定することも
できます。

2. パートのアップロード

パートのアップロードの各リクエストに、ステップ 1 で取得したマルチパートアップロード ID を含
める必要があります。リクエストには、最終的なアーカイブ内でのパートの位置を特定するコンテン
ツ範囲をバイト単位で指定する必要もあります。S3 Glacier は後でコンテンツ範囲情報を使用して、
アーカイブを適切な順序で組み立てます。アップロードする各パートのコンテンツ範囲を指定するた
め、&GL; は最終的にアセンブルされたアーカイブ内でのパートの位置を特定できます。そのため、任
意の順序でパートをアップロードできます。このほか、複数のパートを並行してアップロードするこ
ともできます。以前にアップロードしたパートと同じコンテンツ範囲を使って新しいパートをアップ
ロードした場合、以前のパートは上書きされます。

3. マルチパートアップロードの完了 (または中止)

アーカイブのパートをすべてアップロードしたら、完了オペレーションを使用します。ここでも、リ
クエストでアップロード ID を指定する必要があります。S3 Glacier は、指定したコンテンツ範囲に
基づいて昇順に連結されたアーカイブを作成します。マルチパートアップロードの完了リクエストに
対する S3 Glacier レスポンスには、新しく作成されたアーカイブのアーカイブ ID が含まれます。マ
ルチパートアップロードの開始リクエストでオプションのアーカイブの説明を指定した場合は、S3 
Glacier により、アセンブルされたアーカイブにそのアーカイブの説明が関連付けられます。マルチ
パートアップロードが正常に完了すると、マルチパートアップロード ID を参照できなくなります。つ
まり、マルチパートアップロード ID に関連付けられているパートにアクセスできなくなります。

マルチパートアップロードを中止すると、そのマルチパートアップロード ID を使用してパートをアッ
プロードできなくなります。中止されたマルチパートアップロードに関連付けられているパートに
よって消費されているストレージはすべて解放されます。パートのアップロードが進行しているとき
にマルチパートアップロードを停止した場合は、停止後もそのパートのアップロードは成功または失
敗する可能性があります。

その他のマルチパートアップロードオペレーション
Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) には、次のマルチパートアップロード API コールが追加で用意されてい
ます。

• パートのリスト - このオペレーションを使用すると、特定のマルチパートアップロードのパートのリス
トを表示できます。マルチパートアップロードでアップロードしたパートに関する情報が返されます。
パートのリストのリクエストごとに、S3 Glacier により最大 1,000 個のパートの情報が返されます。表
示するマルチパートアップロードのパートがさらにある場合、結果がページ分割され、レスポンスには
リストの続きを表示するためのマーカーが返されます。後続のパートを取得するには、追加のリクエス
トを送信する必要があります。返されるパートのリストには、アップロードが完了していないパートは
含まれていないことにご留意ください。

• マルチパートアップロードのリスト - このオペレーションを使用すると、進行中のマルチパートアップ
ロードのリストを取得できます。進行中のマルチパートアップロードとは、開始されているものの、
まだ完了または停止されていないアップロードを意味します。マルチパートアップロードのリストのリ
クエストごとに、S3 Glacier は最大 1,000 個のマルチパートアップロードが返します。表示するマルチ
パートアップロードがさらにある場合、結果がページ分割され、レスポンスにはリストの続きを表示す
るためのマーカーが返されます。残りのマルチパートアップロードを取得するには、追加のリクエスト
を送信する必要があります。

基本情報
次の表は、マルチパートアップロードの主な仕様をまとめたものです。
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項目 仕様

アーカイブの最大サイズ 10,000 GiB

アップロードあたりの最大パート数 10,000

パートサイズ 1 MiB ～ 4 GiB、最後の部分は 1 MiB 未満でもかまいません。
サイズの値をバイト単位で指定します。

パーツサイズは、メビバイト (1024 キビバイト [KiB]) に 
2 の累乗を掛けたものでなければなりません。たとえ
ば、1048576 (1 MiB)、2097152 (2 MiB)、4194304 (4 
MiB)、8388608 (8 MiB)。

パートのリストリクエストで返される
パートの最大数

1,000

マルチパートアップロードのリストリ
クエストで返されるマルチパートアッ
プロードの最大数

1,000

を使用してサイズの大きいアーカイブをアップロードするAWS 
CLI
() を使用して、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier)AWS Command Line Interface にアーカイブをアップロー
ドできます。AWS CLI大規模なアーカイブのアップロード体験を向上させるため、S3 Glacier にはマルチ
パートアップロードをサポートする API オペレーションがいくつか用意されています。これらの API オペ
レーションを使用すると、アーカイブを分割してアップロードできます。パートは、任意の順序で独立か
つ並列にアップロードされます。一部のアップロードが失敗した場合は、アーカイブ全体ではなく、その
部分だけを再度アップロードする必要があります。マルチパートアップロードは、1 バイトから約 40,000 
ギビバイト (GiB) のサイズのアーカイブに使用できます。

S3 Glacier マルチパートアップロードの詳細については、「」を参照してくださいパート単位での大きな
アーカイブのアップロード (マルチパートアップロード) (p. 83)。

トピック
• (前提条件) AWS CLI の設定 (p. 21)
• (前提条件) インストールPython (p. 86)
• (前提条件) S3 Glacier ボールトを作成する (p. 86)
• 例:を使用してパート単位で大きなアーカイブをアップロードするAWS CLI (p. 86)

(前提条件) AWS CLI の設定

1. AWS CLI をダウンロードして設定します。手順については、「AWS Command Line Interface ユー
ザーガイド」の次のトピックを参照してください。

AWS Command Line Interface のインストール

AWS Command Line Interface の設定
2. コマンドプロンプトで以下のコマンドを入力して、AWS CLIセットアップを確認します。これらのコ

マンドは、いずれも認証情報を明示的に提供しないため、デフォルトプロファイルの認証情報が使用
されます。

• help コマンドを使用してください。
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aws help

• 設定したアカウントの S3 Glacier ボールトのリストを取得するには、list-vaultsコマンドを使
用します。123456789012AWS アカウント をご自身の ID に置き換えてください。

aws glacier list-vaults --account-id 123456789012

• の現在の設定データを表示するにはAWS CLI、aws configure listコマンドを使用します。

aws configure list

(前提条件) インストールPython
マルチパートアップロードを完了するには、アップロードするアーカイブの SHA256 ツリーハッシュを
計算する必要があります。これを行うことは、アップロードするファイルの SHA256 木構造ハッシュを
計算することとは異なります。アップロードするアーカイブの SHA256 ツリーハッシュを計算するには
Java、C# (.NET を使用)、またはを使用できますPython。この例では、を使用しますPython。Javaまたは 
C# の使用方法については、を参照してくださいチェックサムの計算 (p. 225)。

インストールの詳細についてはPython、Boto3Python 開発者ガイドの「インストールまたは更新」を参照
してください。

(前提条件) S3 Glacier ボールトを作成する
次の例を使用するには、S3 Glacier ボールトが 1 つ以上作成されている必要があります。ボールトの作成
の詳細については、「」を参照してくださいAmazon S3 Glacier でボールトを作成する (p. 26)。

例:を使用してパート単位で大きなアーカイブをアップロードするAWS CLI

この例では、ファイルを作成し、マルチパートアップロード API オペレーションを使用して、Amazon S3 
Glacierこのファイルをパート単位でにアップロードします。

Important

この手順を開始する前に、前提条件となるステップをすべて実行したことを確認します。
アーカイブをアップロードするには、AWS CLIボールトを作成して構成し、C# を使用するか
Java、SHA256Python ツリーハッシュを計算する準備をしておく必要があります。

次の手順ではinitiate-multipart-upload、upload-multipart-part、complete-multipart-
uploadAWS CLIおよびコマンドを使用します。

これらの各コマンドの詳細については、『AWS CLIコマンドリファレンス』complete-multipart-
uploadのinitiate-multipart-uploadupload-multipart-part、およびを参照してください。

1. initiate-multipart-uploadコマンドを使用して、マルチパートアップロードリソースを作成します。リク
エストでは、パートサイズをバイト数で指定します。最後の部分を除いて、アップロードする各部分
はこのサイズになります。アップロードを開始するときに、アーカイブ全体のサイズを知る必要はあ
りません。ただし、最後のステップでアップロードを完了する際には、各パートの合計サイズ (バイ
ト単位) が必要になります。

次のコマンドで、--vault-name--account-IDおよびパラメーターの値を独自の情報に置き換え
ます。このコマンドは、ファイルあたり 1 メビバイト (MiB) (1024 x 1024 バイト) のパートサイズの
アーカイブをアップロードするように指定します。--part-size必要に応じてこのパラメータ値を置
き換えてください。

aws glacier initiate-multipart-upload --vault-name awsexamplevault --part-size 1048576
 --account-id 123456789012
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正常な出力:

{
"location": "/123456789012/vaults/awsexamplevault/multipart-uploads/uploadId",
"uploadId": "uploadId"
}

終了すると、コマンドはマルチパートアップロードリソースのアップロード ID と S3 Glacier 内の場
所を出力します。後続のステップで、このアップロード ID を使用します。

2. この例では、次のコマンドを使用して 4.4 MiB のファイルを作成し、1 MiB のチャンクに分割して、
各チャンクをアップロードできます。独自のファイルをアップロードする場合も、同様の手順でデー
タをチャンクに分割し、各部分をアップロードできます。

Linux または macOS

以下のコマンドは、Linux または macOS 上でfile_to_upload、という名前の 4.4 MiB ファイルを
作成します。

mkfile -n 9000b file_to_upload

Windows

次のコマンドを実行すると、Windowsfile_to_upload 上に名前の 4.4 MiB ファイルが作成されま
す。

fsutil file createnew file_to_upload 4608000

3. 次に、このファイルを 1 MiB のチャンクに分割します。

split -b 1048576 file_to_upload chunk

これで、次の 5 つのチャンクが作成されます。最初の 4 つは 1 MiB で、最後の 4 つは約 400 キビバ
イト (KiB) です。

chunkaa
chunkab
chunkac
chunkad
chunkae

4. upload-multipart-partコマンドを使用して、アーカイブの一部をアップロードします。アーカイブパー
トは任意の順序でアップロードできます。parallel してアップロードすることもできます。マルチパー
トアップロードでは、最大 10,000 パートをアップロードできます。

次のコマンドで、--vault-name--account-ID、--upload-idおよびパラメーターの値を置き換
えます。アップロード ID は、initiate-multipart-uploadコマンドの出力として指定された ID 
と一致する必要があります。--rangeパラメータは、サイズが 1 MiB (1024 x 1024 バイト) のパー
ツをアップロードすることを指定します。このサイズは、initiate-multipart-uploadコマンド
で指定したサイズと一致する必要があります。必要に応じてこのサイズ値を調整してください。--
bodyパラメータには、アップロードするパーツの名前を指定します。

aws glacier upload-multipart-part --body chunkaa --range='bytes 0-1048575/*' --vault-
name awsexamplevault --account-id 123456789012 --upload-id upload_ID
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成功すると、コマンドはアップロードされた部分のチェックサムを含む出力を生成します。
5. upload-multipart-partコマンドをもう一度実行して、マルチパートアップロードの残りの部分を

アップロードします。アップロードする部分と一致するように、--range–-body各コマンドのおよ
びパラメーター値を更新します。

aws glacier upload-multipart-part --body chunkab --range='bytes 1048576-2097151/*' --
vault-name awsexamplevault --account-id 123456789012 --upload-id upload_ID

aws glacier upload-multipart-part --body chunkac --range='bytes 2097152-3145727/*' --
vault-name awsexamplevault --account-id 123456789012 --upload-id upload_ID

aws glacier upload-multipart-part --body chunkad --range='bytes 3145728-4194303/*' --
vault-name awsexamplevault --account-id 123456789012 --upload-id upload_ID

aws glacier upload-multipart-part --body chunkae --range='bytes 4194304-4607999/*' --
vault-name awsexamplevault --account-id 123456789012 --upload-id upload_ID

Note

--range最後のコマンドのパラメータ値は、アップロードの最後の部分が 1 MiB 未満なの
で、小さくなります。成功すると、各コマンドはアップロードされた各部分のチェックサム
を含む出力を生成します。

6. 次に、アーカイブを組み立て、アップロードを完了します。アーカイブの合計サイズと SHA256 ツ
リーハッシュを含める必要があります。

アーカイブの SHA256 ツリーハッシュを計算するには、C#Java、またはを使用できますPython。こ
の例では、を使用しますPython。Javaまたは C# の使用方法については、を参照してくださいチェッ
クサムの計算 (p. 225)。

Pythonchecksum.pyファイルを作成し、次のコードを挿入します。必要に応じて、元のファイルの
名前を置き換えてください。

from botocore.utils import calculate_tree_hash 
      
checksum = calculate_tree_hash(open('file_to_upload', 'rb'))
print(checksum)

7. checksum.pyを実行して SHA256 ツリーハッシュを計算します。次のハッシュは出力と一致しない
可能性があります。

$ python3 checksum.py
$ 3d760edb291bfc9d90d35809243de092aea4c47b308290ad12d084f69988ae0c

8. complete-multipart-uploadコマンドを使用して、アーカイブのアップロードを完了します。、--
vault-name--account-ID--upload-ID、--checksumおよびパラメータの値を置き換えま
す。--archiveパラメーター値によりアーカイブの合計サイズをバイト単位で指定します。この値
は、アップロードした個々のパーツのすべてのサイズの合計でなければなりません。必要に応じてこ
の値を置き換えてください。

aws glacier complete-multipart-upload --archive-size 4608000 --vault-
name awsexamplevault --account-id 123456789012 --upload-id upload_ID --
checksum checksum

終了すると、コマンドはアーカイブの ID、チェックサム、および S3 Glacier 内の場所を出力します。
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Amazon SDK for Java を使用してパート単位で大きなアーカイブ
をアップロードする
両方高レベル API と低レベル API (p. 131)Java 版 Amazon SDK for Java で提供されている、大きなアー
カイブをアップロードするためのメソッドがあります (「」Amazon S3 Glacier へのアーカイブのアップ
ロード (p. 75)).

• 高レベル API には、どのサイズのアーカイブのアップロードにも使用できるメソッドが用意されていま
す。このメソッドは、アップロードするファイルに応じて、単一オペレーションでアーカイブをアップ
ロードするか、Amazon S3 Glacier(S3 Glacier) のマルチパートアップロードのサポートを使用してパー
ト単位でアーカイブをアップロードします。

• 低レベル API は、基本となる REST 実装にほぼ対応しています。つまり、1 回のオペレーションで小さ
いアーカイブをアップロードするメソッド、および大きなアーカイブに対してマルチパートアップロー
ドをサポートするメソッドのグループが用意されています。このセクションでは、低レベル API を使用
してパート単位で大きなアーカイブをアップロードする方法について説明します。

高レベル API と低レベル API の詳細については、「Amazon S3 Glacier でのAWS SDK for Javaの使
用 (p. 133)」を参照してください。

トピック
• AWS SDK for Java の高レベル API を使用してパート単位で大きなアーカイブをアップロードす

る (p. 89)
• AWS SDK for Java の低レベル API を使用してパート単位で大きなアーカイブをアップロードす

る (p. 89)

AWS SDK for Java の高レベル API を使用してパート単位で大きなアーカイブを
アップロードする

高レベル API の同じメソッドを使用して、小さいアーカイブまたは大きなアーカイブをアップロードしま
す。高レベル API メソッドでは、アーカイブのサイズに基づいて、アーカイブを 1 回のオペレーション
でアップロードするか、S3 Glacier に用意されているマルチパートアップロード API を使用するかを決定
します。詳細については、「AWS SDK for Java の高レベル API を使用してアーカイブをアップロードす
る (p. 78)」を参照してください。

AWS SDK for Java の低レベル API を使用してパート単位で大きなアーカイブを
アップロードする

アップロードを細かく制御するために、低レベル API を使用して、リクエストの設定やレスポンスの処理
を行うことができます。以下に、AWS SDK for Java を使用してパート単位で大きなアーカイブをアップ
ロードする手順を示します。

1. AmazonGlacierClient クラスのインスタンス（クライアント）を作成します。

アーカイブの保存先となる AWS リージョンを指定する必要があります。このクライアントを使用して
実行するすべてのオペレーションは、そのAWSリージョンに適用されます。

2. initiateMultipartUpload メソッドを呼び出し、マルチパートアップロードを開始します。

アーカイブのアップロード先となるボールト名、アーカイブのパートをアップロードするた
めに使用するパートサイズ、およびオプションの説明を指定する必要があります。この情報
は、InitiateMultipartUploadRequest クラスのインスタンスを作成することによって指定しま
す。S3 Glacier により、レスポンスとしてアップロード ID が返されます。

3. uploadMultipartPart メソッドを呼び出し、パートをアップロードします。
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アップロードするパートごとに、ボールト名、このパートでアップロードされる最終的にアセンブルさ
れたアーカイブ内のバイト範囲、パートデータのチェックサム、およびアップロード ID を指定する必
要があります。

4. completeMultipartUpload メソッドを呼び出し、マルチパートアップロードを完了します。

アップロード ID、アーカイブ全体のチェックサム、アーカイブのサイズ (アップロードしたすべての
パートを組み合わせたサイズ)、およびボールト名を指定する必要があります。S3 Glacier は、アップ
ロードされたパートからアーカイブを構築し、アーカイブ ID を返します。

例: を使用してパート単位で大きなアーカイブをアップロードするAWS SDK for Java

以下の Java コード例では、AWS SDK for Java を使用してボールト (examplevault) にアーカイブを
アップロードします。この例を実行するための詳しい手順については、「Eclipse を使用した Amazon S3 
Glacier の Java 実行例 (p. 134)」を参照してください。ここに示したコードは、アップロードするファ
イルの名前で更新する必要があります。

Note

この例は、1 MB～1 GB のパートサイズに対して有効です。ただし、S3 Glacier では 4 GB までの
パートサイズをサポートしています。

Example

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.util.Arrays;
import java.util.Date;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.TreeHashGenerator;
import com.amazonaws.services.glacier.model.CompleteMultipartUploadRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.CompleteMultipartUploadResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.InitiateMultipartUploadRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.InitiateMultipartUploadResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.UploadMultipartPartRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.UploadMultipartPartResult;
import com.amazonaws.util.BinaryUtils;

public class ArchiveMPU { 

    public static String vaultName = "examplevault"; 
    // This example works for part sizes up to 1 GB. 
    public static String partSize = "1048576"; // 1 MB. 
    public static String archiveFilePath = "*** provide archive file path ***"; 
    public static AmazonGlacierClient client; 
     
    public static void main(String[] args) throws IOException { 

     ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider(); 

        client = new AmazonGlacierClient(credentials); 
        client.setEndpoint("https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/"); 
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        try { 
            System.out.println("Uploading an archive."); 
            String uploadId = initiateMultipartUpload(); 
            String checksum = uploadParts(uploadId); 
            String archiveId = CompleteMultiPartUpload(uploadId, checksum); 
            System.out.println("Completed an archive. ArchiveId: " + archiveId); 
             
        } catch (Exception e) { 
            System.err.println(e); 
        } 

    } 
     
    private static String initiateMultipartUpload() { 
        // Initiate 
        InitiateMultipartUploadRequest request = new InitiateMultipartUploadRequest() 
            .withVaultName(vaultName) 
            .withArchiveDescription("my archive " + (new Date())) 
            .withPartSize(partSize);             
         
        InitiateMultipartUploadResult result = client.initiateMultipartUpload(request); 
         
        System.out.println("ArchiveID: " + result.getUploadId()); 
        return result.getUploadId(); 
    } 

    private static String uploadParts(String uploadId) throws AmazonServiceException, 
 NoSuchAlgorithmException, AmazonClientException, IOException { 

        int filePosition = 0; 
        long currentPosition = 0; 
        byte[] buffer = new byte[Integer.valueOf(partSize)]; 
        List<byte[]> binaryChecksums = new LinkedList<byte[]>(); 
         
        File file = new File(archiveFilePath); 
        FileInputStream fileToUpload = new FileInputStream(file); 
        String contentRange; 
        int read = 0; 
        while (currentPosition < file.length()) 
        { 
            read = fileToUpload.read(buffer, filePosition, buffer.length); 
            if (read == -1) { break; } 
            byte[] bytesRead = Arrays.copyOf(buffer, read); 

            contentRange = String.format("bytes %s-%s/*", currentPosition, currentPosition 
 + read - 1); 
            String checksum = TreeHashGenerator.calculateTreeHash(new 
 ByteArrayInputStream(bytesRead)); 
            byte[] binaryChecksum = BinaryUtils.fromHex(checksum); 
            binaryChecksums.add(binaryChecksum); 
            System.out.println(contentRange); 
                         
            //Upload part. 
            UploadMultipartPartRequest partRequest = new UploadMultipartPartRequest() 
            .withVaultName(vaultName) 
            .withBody(new ByteArrayInputStream(bytesRead)) 
            .withChecksum(checksum) 
            .withRange(contentRange) 
            .withUploadId(uploadId);                
         
            UploadMultipartPartResult partResult = client.uploadMultipartPart(partRequest); 
            System.out.println("Part uploaded, checksum: " + partResult.getChecksum()); 
             
            currentPosition = currentPosition + read; 
        } 
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        fileToUpload.close(); 
        String checksum = TreeHashGenerator.calculateTreeHash(binaryChecksums); 
        return checksum; 
    } 

    private static String CompleteMultiPartUpload(String uploadId, String checksum) throws 
 NoSuchAlgorithmException, IOException { 
         
        File file = new File(archiveFilePath); 

        CompleteMultipartUploadRequest compRequest = new CompleteMultipartUploadRequest() 
            .withVaultName(vaultName) 
            .withUploadId(uploadId) 
            .withChecksum(checksum) 
            .withArchiveSize(String.valueOf(file.length())); 
         
        CompleteMultipartUploadResult compResult = 
 client.completeMultipartUpload(compRequest); 
        return compResult.getLocation(); 
    }
}

AWS SDK for .NET を使用して大きなアーカイブをアップロード
する
両方高レベル API と低レベル API (p. 131).NET 用の Amazon SDK で提供されているには、大きなアー
カイブを部分的にアップロードするためのメソッドがあります (「」Amazon S3 Glacier へのアーカイブの
アップロード (p. 75))。

• 高レベル API には、どのサイズのアーカイブのアップロードにも使用できるメソッドが用意されていま
す。このメソッドは、アップロードするファイルに応じて、単一オペレーションでアーカイブをアップ
ロードするか、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) のマルチパートアップロードのサポートを使用してパー
ト単位でアーカイブをアップロードします。

• 低レベル API は、基本となる REST 実装にほぼ対応しています。つまり、1 回のオペレーションで小さ
いアーカイブをアップロードするメソッド、および大きなアーカイブに対してマルチパートアップロー
ドをサポートするメソッドのグループが用意されています。このセクションでは、低レベル API を使用
してパート単位で大きなアーカイブをアップロードする方法について説明します。

高レベル API と低レベル API の詳細については、「Amazon S3 Glacier でのAWS SDK for .NETの使
用 (p. 135)」を参照してください。

トピック
• AWS SDK for .NET の高レベル API を使用してパート単位で大きなアーカイブをアップロードす

る (p. 92)
• AWS SDK for .NET の低レベル API を使用してパート単位で大きなアーカイブをアップロードす

る (p. 93)

AWS SDK for .NET の高レベル API を使用してパート単位で大きなアーカイブを
アップロードする

高レベル API の同じメソッドを使用して、小さいアーカイブまたは大きなアーカイブをアップロードしま
す。高レベル API メソッドでは、アーカイブのサイズに基づいて、アーカイブを 1 回のオペレーション
でアップロードするか、S3 Glacier に用意されているマルチパートアップロード API を使用するかを決定
します。詳細については、「AWS SDK for .NET の高レベル API を使用してアーカイブをアップロードす
る (p. 80)」を参照してください。
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AWS SDK for .NET の低レベル API を使用してパート単位で大きなアーカイブを
アップロードする

アップロードを細かくコントロールするために、低レベル API を使用して、リクエストの設定やレスポン
スの処理を行うことができます。以下に、AWS SDK for .NET を使用してパート単位で大きなアーカイブ
をアップロードする手順を示します。

1. AmazonGlacierClient クラスのインスタンス（クライアント）を作成します。

アーカイブの保存先となる AWS リージョンを指定する必要があります。このクライアントを使用して
実行するすべてのオペレーションは、そのAWSリージョンに適用されます。

2. InitiateMultipartUpload メソッドを呼び出し、マルチパートアップロードを開始します。

アーカイブのアップロード先となるボールト名、アーカイブのパートをアップロードするた
めに使用するパートサイズ、およびオプションの説明を指定する必要があります。この情報
は、InitiateMultipartUploadRequest クラスのインスタンスを作成することによって指定しま
す。S3 Glacier により、レスポンスとしてアップロード ID が返されます。

3. UploadMultipartPart メソッドを呼び出し、パートをアップロードします。

アップロードするパートごとに、ボールト名、このパートでアップロードされる最終的にアセンブルさ
れたアーカイブ内のバイト範囲、パートデータのチェックサム、およびアップロード ID を指定する必
要があります。

4. CompleteMultipartUpload メソッドを呼び出し、マルチパートアップロードを完了します。

アップロード ID、アーカイブ全体のチェックサム、アーカイブのサイズ (アップロードしたすべての
パートを組み合わせたサイズ)、およびボールト名を指定する必要があります。S3 Glacier は、アップ
ロードされたパートからアーカイブを構築し、アーカイブ ID を返します。

例: .Amazon SDK for .NET を使用してパート単位で大きなアーカイブをアップロードする

以下の C# コード例では、AWS SDK for .NET を使用してボールト (examplevault) にアーカイブをアッ
プロードしています。この例を実行する方法については、を参照してくださいコード例の実行 (p. 137)。 
step-by-step ここに示したコードは、アップロードするファイルの名前で更新する必要があります。

Example

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{ 
  class ArchiveUploadMPU 
  { 
    static string vaultName       = "examplevault"; 
    static string archiveToUpload = "*** Provide file name (with full path) to upload ***"; 
    static long partSize          = 4194304; // 4 MB. 

    public static void Main(string[] args) 
    { 
      AmazonGlacierClient client; 
      List<string> partChecksumList = new List<string>(); 
      try 
      { 
         using (client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2))  

API バージョン 2012-06-01
93



Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
パート単位での大きなアーカイブのアップロード

        { 
          Console.WriteLine("Uploading an archive."); 
          string uploadId  = InitiateMultipartUpload(client); 
          partChecksumList = UploadParts(uploadId, client); 
          string archiveId = CompleteMPU(uploadId, client, partChecksumList); 
          Console.WriteLine("Archive ID: {0}", archiveId); 
        } 
        Console.WriteLine("Operations successful. To continue, press Enter"); 
        Console.ReadKey(); 
      } 
      catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      Console.WriteLine("To continue, press Enter"); 
      Console.ReadKey(); 
    } 

    static string InitiateMultipartUpload(AmazonGlacierClient client) 
    { 
      InitiateMultipartUploadRequest initiateMPUrequest = new 
 InitiateMultipartUploadRequest() 
      { 

        VaultName = vaultName, 
        PartSize = partSize, 
        ArchiveDescription = "Test doc uploaded using MPU." 
      }; 

      InitiateMultipartUploadResponse initiateMPUresponse = 
 client.InitiateMultipartUpload(initiateMPUrequest); 

      return initiateMPUresponse.UploadId; 
    } 

    static List<string> UploadParts(string uploadID, AmazonGlacierClient client) 
    { 
      List<string> partChecksumList = new List<string>(); 
      long currentPosition = 0; 
      var buffer = new byte[Convert.ToInt32(partSize)]; 

      long fileLength = new FileInfo(archiveToUpload).Length; 
      using (FileStream fileToUpload = new FileStream(archiveToUpload, FileMode.Open, 
 FileAccess.Read)) 
      { 
        while (fileToUpload.Position < fileLength) 
        { 
          Stream uploadPartStream = GlacierUtils.CreatePartStream(fileToUpload, partSize); 
          string checksum = TreeHashGenerator.CalculateTreeHash(uploadPartStream); 
          partChecksumList.Add(checksum); 
          // Upload part. 
          UploadMultipartPartRequest uploadMPUrequest = new UploadMultipartPartRequest() 
          { 

            VaultName = vaultName, 
            Body = uploadPartStream, 
            Checksum = checksum, 
            UploadId = uploadID 
          }; 
          uploadMPUrequest.SetRange(currentPosition, currentPosition + 
 uploadPartStream.Length - 1); 
          client.UploadMultipartPart(uploadMPUrequest); 

          currentPosition = currentPosition + uploadPartStream.Length; 
        } 
      } 
      return partChecksumList; 
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    } 

    static string CompleteMPU(string uploadID, AmazonGlacierClient client, List<string> 
 partChecksumList) 
    { 
      long fileLength = new FileInfo(archiveToUpload).Length; 
      CompleteMultipartUploadRequest completeMPUrequest = new 
 CompleteMultipartUploadRequest() 
      { 
        UploadId = uploadID, 
        ArchiveSize = fileLength.ToString(), 
        Checksum = TreeHashGenerator.CalculateTreeHash(partChecksumList), 
        VaultName = vaultName 
      }; 

      CompleteMultipartUploadResponse completeMPUresponse = 
 client.CompleteMultipartUpload(completeMPUrequest); 
      return completeMPUresponse.ArchiveId; 
    } 
  }
}

REST API を使用してパート単位で大きなアーカイブをアップ
ロードする
「パート単位での大きなアーカイブのアップロード (マルチパートアップロード) (p. 83)」で説明して
いるように、マルチパートアップロードとは、アーカイブをパート単位でアップロードし、関連オペレー
ションを実行できる一連のオペレーションを指しています。これらのオペレーションの詳細については、
次の API リファレンスのトピックを参照してください。

• マルチパートアップロードの開始 (POST multipart-uploads) (p. 294)
• パートのアップロード (PUT uploadID) (p. 308)
• マルチパートアップロードの完了 (POST uploadID) (p. 291)
• マルチパートアップロードの中止 (DELETE uploadID) (p. 289)
• パートのリスト (GET uploadID) (p. 298)
• マルチパートアップロードのリスト (GET multipart-uploads) (p. 303)

S3 Glacier でのアーカイブのダウンロード
Amazon S3 Glacier が備えている管理コンソールを使用して、ボールトの作成と削除を実行できます。た
だし、管理コンソールを使用して S3 Glacier からアーカイブをダウンロードすることはできません。写
真、ビデオ、その他のドキュメントなどのデータをダウンロードするには、AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) を使用するか、REST API を直接使用するかAWS SDK を使用して、コードを記述する必要が
あります。

S3 Glacier の使用の詳細についてはAWS CLI、S3 GlacierAWS CLI のリファレンスを参照してくださいを
参照してください。AWS CLIをインストールするには、「AWS Command Line Interface」をご参照くださ
い。以下のトピックでは、、、および Amazon S3 Glacier REST API を使用してアーカイブを S3 Glacier 
にダウンロードする方法について説明します。AWS SDK for JavaAWS SDK for .NET

トピック
• AWSコンソールを使用したS3 Glacier アーカイブのアーカイブ (p. 96)
• Amazon S3 Glacier で AWS SDK for Java を使用してアーカイブをダウンロードする (p. 98)
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• Amazon S3 Glacier で AWS SDK for .NET を使用してアーカイブをダウンロードする (p. 110)
• REST API を使用したアーカイブのダウンロード (p. 121)
• Amazon S3 Glacier で AWS CLI を使用してアーカイブをダウンロードする (p. 121)

AWSコンソールを使用したS3 Glacier アーカイブの
アーカイブ
Amazon S3 Glacier からアーカイブを取り出すのは非同期オペレーションであり、最初にジョブを開
始し、次にジョブの完了後に出力をダウンロードします。アーカイブを取り出すジョブを開始するに
は、ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326) REST API オペレーション、同等のAWS CLI、、または
AWS SDK を使用します。

トピック
• アーカイブの取り出しオプション (p. 97)
• アーカイブの取得範囲 (p. 98)

S3 Glacier からアーカイブを取り出すプロセスは、2 つのステップに分かれます。

アーカイブを取り出すには

1. アーカイブの取得ジョブを開始します。

a. 取得するアーカイブの ID を入手します。アーカイブ ID は、ボールトのインベントリから取得で
きます。アーカイブ ID は、REST APIAWS CLI、またはAWS SDK を使用して取得できます。詳
細については、「Amazon S3 Glacier でボールトインベントリをダウンロードする (p. 38)」を参
照してください。

b. ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)オペレーションを使用して、S3 Glacier に対してアーカ
イブ全体またはアーカイブの一部をダウンロードするための準備をリクエストするジョブを開始
します。

ジョブを開始すると、S3 Glacier ではレスポンスでジョブ ID を返し、ジョブを非同期的に実行します 
(ステップ 2 で説明したように、ジョブが完了するまでジョブの出力をダウンロードできません)。

Important

標準取り出しの場合のみ、Initiate JobPolicyEnforcedExceptionデータ取り出
しポリシーによりリクエストが例外で失敗する可能性があります。データ取り出しポリ
シーの詳細については、「S3 Glacier データ取得ポリシー (p. 209)」を参照してくださ
い。PolicyEnforcedException 例外の詳細については、「エラーレスポンス (p. 235)」
を参照してください。

必要に応じて、S3 Glacier に保存されたデータの大きなセグメントを復元できます。S3 Glacier ス
トレージクラスからデータを復元する方法の詳細については、「」を参照してくださいを参照先
Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド。

2. ジョブが完了したら、ジョブの出力の取得 (GET output) (p. 319)オペレーションを使用してバイトを
ダウンロードします。

全バイトをダウンロードすることも、バイト範囲を指定してジョブの出力の一部だけをダウンロード
することもできます。出力が大きい場合には、出力をチャンクに分けてダウンロードすると、ネット
ワーク障害など、ダウンロードに関する障害が発生したときに便利です。1 回のリクエストでジョブ
の出力を取得する場合に、ネットワーク障害が発生すると、最初から出力のダウンロードをやり直さ
なければならなくなります。これに対して、出力をチャンクに分けてダウンロードしていれば、障害
が発生した場合でも、全体ではなく、出力の一部のダウンロードをやり直せば済みます。
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S3 Glacier では、出力を取得する前にジョブを完了している必要があります。完了後、ジョブは少なくと
も 24 時間は期限切れになりません。つまり、ジョブの完了後 24 時間以内に出力をダウンロードできま
す。ジョブが完了しているかどうかを判断するには、以下のオプションの 1 つを使用してジョブのステー
タスを確認します。

• ジョブの完了の通知を待つジョブの完了後に S3 Glacier が通知を投稿する Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピックを指定できます。S3 Glacier は、ジョブの完了後にのみ通知を送信しま
す。

ジョブを開始する際に、Amazon SNS トピックを指定できます。ジョブのリクエストで Amazon SNS 
トピックを指定するほかに、ボールトにアーカイブ取り出しイベントの通知が設定されている場合、S3 
Glacier はその SNS トピックにも通知を発行します。詳細については、「Amazon S3 Glacier でのボー
ルト通知の設定 (p. 52)」を参照してください。

• 明示的にジョブ情報をリクエストする-S3 GlacierDescribe Job API オペレーション (ジョブの説明 
(GET JobID) (p. 312)) を使用して、ジョブの情報を定期的にポーリングすることもできます。ただ
し、Amazon SNS 通知を使用することをお勧めします。

Note

Amazon SNS 通知を使用して取得する情報は、Describe Job API オペレーションを呼び出すこ
とによって取得される情報と同じです。

アーカイブの取り出しオプション
アーカイブを取得するジョブを開始するときに、アクセス時間とコストの要件に基づいて、次の取得オプ
ションのいずれかを指定できます。従量制料金の詳細については「Amazon S3 Glacier の料金」を参照し
てください。

• Expedited — 迅速取り出しでは、アーカイブの復元のリクエストが緊急で必要になったときに、S3 
Glacier ストレージクラスまたは S3 Intelligent-Tiering Archive アクセス階層に保存されているデータに
すばやくアクセスできます。最大規模のアーカイブ (250 MB 以上) を除くすべてのアーカイブについ
ては、迅速取り出しでアクセスしたデータは通常 1〜5 分以内で使用可能になります。プロビジョンド
キャパシティーは、迅速取り出しの取得容量を必要なときに利用できることを保証します。詳細につい
ては、「プロビジョンドキャパシティー (p. 97)」を参照してください。

• 標準-標準取り出しでは、数時間以内にすべてのアーカイブにアクセスできます。通常、Standard 取り
出しは 3〜5 時間以内に完了します。標準取り出しは、取り出しオプションを指定しないで取り出しリ
クエストを行った場合にデフォルトで適用されます。

• 大容量の取り出しは S3 Glacier の取り出しの最低コストであり、1日で大量のデータ（ペタバイト）を
安価に取得できるようにします。一括取り出しは通常 5 ～ 12 時間以内に完了します。

迅速、標準、または大容量の取り出しを行うには、ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326) REST 
APITier リクエストのパラメータに必要なオプションを設定するか、同等のAWS CLIまたはAWS SDK を
設定します。プロビジョンドキャパシティーを購入した場合、すべての Expedited 取り出しはプロビジョ
ンドキャパシティーを通じて自動的に提供されます。

プロビジョンドキャパシティー

プロビジョンドキャパシティーは、迅速取り出しの取得容量を必要なときに利用できることを保証しま
す。容量の各単位について 5 分ごとに 3 回以上の迅速取り出しを提供し、1 秒あたり最大 150 メガバイト 
(MBps) の取り出しスループットを提供します。

ワークロードからデータのサブセットにアクセスする際に非常に高い信頼性と予測可能性が求められる場
合は、プロビジョニングされた取得容量を購入することをお勧めします。プロビジョンドキャパシティー
が臨時で必要になったときに、通常、迅速取り出しが受け入れられます。ただし、環境を問わず、どのよ
うな場合でも迅速取り出しにアクセスするには、プロビジョニングされた取得容量を購入してください。
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プロビジョニングされた容量の購入

プロビジョニングされた容量単位を購入するには、S3 Glacier コンソール、プロビジョニングされた容量
の購入 (POST provisioned-capacity) (p. 358) REST API オペレーション、AWS SDK、のいずれかを使用
できますAWS CLI。プロビジョンドキャパシティーの料金情報については「Amazon S3 Glacier の料金」
を参照してください。

プロビジョニングされたキャパシティユニットは、購入日時から 1 か月間有効です。

開始日が 31 日の場合、有効期限は翌月の最終日となります。たとえば、開始日が 8 月 31 日の場合、有効
期限は 9 月 30 日です。開始日が 1 月 31 日の場合、有効期限は 2 月 28 日です。

Amazon S3 Glacier コンソールを使用してプロビジョンドキャパシティーを購入するには

1. にサインインして S3 Glacier コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/glacier/ 
home。AWS Management Console

2. 左側のナビゲーションペインで、[データ取得設定] を選択します。
3. [プロビジョニングされたキャパシティユニット (PCU)] で、[PCU の購入] を選択します。[PCU の購

入] ダイアログボックスが表示されます。
4. プロビジョニングされた容量を購入する場合は、「購入を確定するには」confirm ボックスに入力し

てください。
5. [PCU の購入] を選択します。

アーカイブの取得範囲
S3 Glacier からアーカイブを取得するときには、取得するアーカイブの範囲 (部分) をオプションで指定す
ることもできます。デフォルトでは、アーカイブの全体が取得されます。バイト範囲を指定すると、以下
のことを行う場合に便利です。

• データのダウンロードの管理-S3 Glacier では、取り出しリクエストが完了してから 24 時間、取得した
データをダウンロードできます。このため、アーカイブの一部だけを取得することによって、特定のダ
ウンロード期間内のダウンロードのスケジュールを管理できます。

• サイズの大きなアーカイブの特定の一部のみ取得 - たとえば、以前に多くのファイルをまとめ、1 つの
アーカイブとしてアップロードしたものの、その後、ファイルの一部のみを取得する必要が生じたとし
ます。この場合、1 回の取得リクエストで、関心のあるファイルを含むアーカイブの範囲を指定できま
す。このほか、取得リクエストを複数回、1 回ごとに 1 つまたは複数のファイルから成る範囲を指定し
て送信する方法もあります。

範囲取得を使用して取得ジョブを開始した場合には、メガバイト単位に調整した範囲を指定する必要があ
ります。つまり、バイト範囲はゼロ (アーカイブの先頭) から開始することも、それ以降は 1 MB の間隔 (1 
MB、2 MB、3 MB など) で開始することもできます。

レンジの終わりの値には、アーカイブの末尾、またはレンジの開始値より大きな任意の 1 MB 間隔の数値
のいずれかを指定できます。さらに、データのダウンロード時 (取得ジョブの完了後) にチェックサム値を
取得したい場合は、ジョブの開始時に要求する範囲もツリーハッシュで調整する必要があります。チェッ
クサムを使用すると、送信中にデータが破損していないことを確認できます。メガバイト単位への調整と
木構造ハッシュを可能にするための調整については、「データをダウンロードするときのチェックサムの
受信 (p. 233)」を参照してください。

Amazon S3 Glacier で AWS SDK for Java を使用して
アーカイブをダウンロードする
両方高レベル API と低レベル API (p. 131)Amazon SDK for Java で提供されているアーカイブをダウン
ロードする方法を提供します。
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トピック
• AWS SDK for Java の高レベル API を使用してアーカイブをダウンロードする (p. 99)
• AWS SDK for Java の低レベル API を使用してアーカイブをダウンロードする (p. 100)

AWS SDK for Java の高レベル API を使用してアーカイブをダウ
ンロードする
高レベル API の ArchiveTransferManager クラスには、アーカイブのダウンロードに使用できる
download メソッドが用意されています。

Important

-ArchiveTransferManagerクラスは、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ト
ピックと、そのトピックにサブスクライブされている Amazon Simple Queue Service (Amazon 
SQS) キューを作成します。その後、アーカイブの取り出しジョブを開始し、使用可能にす
るアーカイブを探してキューをポーリングします。アーカイブが使用可能になると、ダウン
ロードが開始されます。取得時間に関する詳細については、「アーカイブの取り出しオプショ
ン (p. 97)」を参照してください。

例: AWS SDK for Java の高レベル API を使用してアーカイブをダウンロードする
次の Java コード例では、米国西部（オレゴン リージョン (us-west-2) のボールト (examplevault) か
らアーカイブをダウンロードします。

このサンプルを実行するための詳しい手順については、「Eclipse を使用した Amazon S3 Glacier の Java 
実行例 (p. 134)」を参照してください。ここに示したコードは、既存のアーカイブ ID とダウンロードし
たアーカイブを保存するローカルファイルパスで更新する必要があります。

Example

import java.io.File;
import java.io.IOException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.transfer.ArchiveTransferManager;
import com.amazonaws.services.sns.AmazonSNSClient;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClient;

public class ArchiveDownloadHighLevel { 
    public static String vaultName = "examplevault"; 
    public static String archiveId = "*** provide archive ID ***"; 
    public static String downloadFilePath  = "*** provide location to download archive 
 ***"; 
     
    public static AmazonGlacierClient glacierClient; 
    public static AmazonSQSClient sqsClient; 
    public static AmazonSNSClient snsClient; 
     
    public static void main(String[] args) throws IOException { 
         
     ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider(); 
         
        glacierClient = new AmazonGlacierClient(credentials); 
         
        sqsClient = new AmazonSQSClient(credentials); 
        snsClient = new AmazonSNSClient(credentials); 
        glacierClient.setEndpoint("glacier.us-west-2.amazonaws.com"); 
        sqsClient.setEndpoint("sqs.us-west-2.amazonaws.com"); 
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        snsClient.setEndpoint("sns.us-west-2.amazonaws.com"); 

        try { 
            ArchiveTransferManager atm = new ArchiveTransferManager(glacierClient, 
 sqsClient, snsClient); 
             
            atm.download(vaultName, archiveId, new File(downloadFilePath)); 
            System.out.println("Downloaded file to " + downloadFilePath); 
             
        } catch (Exception e) 
        { 
            System.err.println(e); 
        } 
    }
}

AWS SDK for Java の低レベル API を使用してアーカイブをダウ
ンロードする
以下に、AWS SDK for Java の低レベル API を使用してボールトインベントリを取得する手順を示しま
す。

1. AmazonGlacierClient クラスのインスタンス（クライアント）を作成します。

アーカイブのダウンロード元となる AWS リージョンを指定する必要があります。このクライアントを
使用して実行するすべてのオペレーションは、そのAWSリージョンに適用されます。

2. archive-retrieval メソッドを実行して、initiateJob ジョブを開始します。

InitiateJobRequest クラスのインスタンスを作成することにより、ダウンロードするアーカイブ
のアーカイブ ID や、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) でジョブの完了メッセージを投稿する Amazon 
SNS トピック (オプション) などのジョブ情報を入力します。 は、レスポンスとしてジョブ ID を返しま
す。S3 Glacier は、レスポンスとしてジョブ ID を返します。レスポンスは、InitiateJobResult ク
ラスのインスタンスで使用できます。

JobParameters jobParameters = new JobParameters() 
    .withArchiveId("*** provide an archive id ***") 
    .withDescription("archive retrieval") 
    .withRetrievalByteRange("*** provide a retrieval range***") // optional 
    .withType("archive-retrieval");

InitiateJobResult initiateJobResult = client.initiateJob(new InitiateJobRequest() 
    .withJobParameters(jobParameters) 
    .withVaultName(vaultName));   
           
String jobId = initiateJobResult.getJobId();

オプションで、バイト範囲を指定して、アーカイブの一部のみを準備するよう S3 Glacier にリクエスト
することができます。たとえば、次のステートメントを追加すると、前のリクエストが更新され、アー
カイブの 1 MB から 2 MB の部分のみを準備するよう S3 Glacier にリクエストできます。

int ONE_MEG = 1048576;
String retrievalByteRange = String.format("%s-%s", ONE_MEG, 2*ONE_MEG -1);

JobParameters jobParameters = new JobParameters() 
    .withType("archive-retrieval") 
    .withArchiveId(archiveId) 
    .withRetrievalByteRange(retrievalByteRange)  
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    .withSNSTopic(snsTopicARN);

InitiateJobResult initiateJobResult = client.initiateJob(new InitiateJobRequest() 
    .withJobParameters(jobParameters) 
    .withVaultName(vaultName));   
           
String jobId = initiateJobResult.getJobId();

3. ジョブが完了するまで待ちます。

ジョブの出力をダウンロードする準備が整うまで待つ必要があります。ボールトの通知設定により 
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックを指定している場合、またはジョブを開始
したときに Amazon SNS トピックを指定している場合は、ジョブの完了後に S3 Glacier によりそのト
ピックにメッセージが送信されます。

また、describeJob メソッドを呼び出して S3 Glacier にポーリングすることで、ジョブの完了ステー
タスを調べることもできます。ただし、通知のために Amazon SNS トピックを使用することをお勧め
します。

4. getJobOutput メソッドを実行して、ジョブの出力 (アーカイブデータ) をダウンロードします。

GetJobOutputRequest クラスのインスタンスを作成することにより、ジョブ ID やボールト名などの
リクエスト情報を指定します。S3 Glacier により返される出力は GetJobOutputResult オブジェクト
で使用できます。

GetJobOutputRequest jobOutputRequest = new GetJobOutputRequest() 
        .withJobId("*** provide a job ID ***") 
        .withVaultName("*** provide a vault name ****");
GetJobOutputResult jobOutputResult = client.getJobOutput(jobOutputRequest);

// jobOutputResult.getBody() // Provides the input stream.

前述のコードスニペットは、ジョブの出力全体をダウンロードします。このほ
か、GetJobOutputRequest でバイト範囲を指定することにより、出力の一部のみを取得したり、出
力全体を小さなチャンクに分けてダウンロードしたりできます。

GetJobOutputRequest jobOutputRequest = new GetJobOutputRequest() 
        .withJobId("*** provide a job ID ***") 
        .withRange("bytes=0-1048575")   // Download only the first 1 MB of the output. 
        .withVaultName("*** provide a vault name ****");

GetJobOutput 呼び出しに対するレスポンスとして、 S3 Glacier では、特定の条件が満たされた場合
に、ダウンロードしたデータの一部のチェックサムを返します。詳細については、「データをダウン
ロードするときのチェックサムの受信 (p. 233)」を参照してください。

ダウンロードにエラーがないことを確認するために、クライアント側でチェックサムを計算し、S3 
Glacier からレスポンスとして送信されたチェックサムと比較できます。

オプションの範囲が指定されたアーカイブの取得ジョブの場合は、ジョブの説明を取得すると、取得す
る範囲のチェックサム（SHA256TreeHash）が含まれます。この値を使用して、後でダウンロードす
るバイト範囲全体の正確性を詳しく確認できます。たとえば、木構造ハッシュ可能なアーカイブ範囲を
取得するジョブを開始してから、出力を複数のチャンクに分けてダウンロードし、GetJobOutput リ
クエストでそれぞれチェックサムが返されるようにした場合は、クライアント側でダウンロードした各
部分のチェックサムを計算してから木構造ハッシュを計算することができます。この計算結果を、S3 
Glacier でジョブの説明リクエストに対して返されたレスポンスのチェックサムと比較して、ダウン
ロードしたバイト範囲全体が S3 Glacier に格納されているバイト範囲と同じであることを確認できま
す。 API バージョン 2012-06-01
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実例については、「例 2: の低レベル API を使用したアーカイブの取得AWS SDK for Java—出力をチャ
ンク単位でダウンロードする  (p. 106)」を参照してください。

例 1: の低レベル API を使用したアーカイブの取得AWS SDK for Java
次の Java コード例では、指定したボールトからアーカイブをダウンロードします。この例では、ジョブ
が完了した後で、単一の getJobOutput 呼び出しで出力全体をダウンロードします。出力をチャンクに
分けてダウンロードする例については、「例 2: の低レベル API を使用したアーカイブの取得AWS SDK for 
Java—出力をチャンク単位でダウンロードする  (p. 106)」を参照してください。

この例では次のタスクを実行しています。

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピック を作成する

S3 Glacier は、ジョブの完了後、このトピックに通知を送信します。
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを作成する

この例では、ポリシーをキューにアタッチして、Amazon SNS トピックでメッセージをキューに投稿で
きるようにします。

• 指定したアーカイブをダウンロードするジョブを開始します。

ジョブのリクエストでは、ジョブの完了後に S3 Glacier がトピックへの通知を発行できるように、作成
した Amazon SNS トピックを指定しています。

• Amazon SQS キューにジョブ ID を含むメッセージがあるかどうかを定期的に確認します。

メッセージがある場合は、JSON を解析し、ジョブが正常に完了したかどうかを確認します。正常に完
了している場合は、アーカイブをダウンロードします。

• Amazon SNS トピックおよび作成された Amazon SQS キューを削除して、クリーンアップします。

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStream;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import org.codehaus.jackson.JsonFactory;
import org.codehaus.jackson.JsonNode;
import org.codehaus.jackson.JsonParseException;
import org.codehaus.jackson.JsonParser;
import org.codehaus.jackson.map.ObjectMapper;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.policy.Policy;
import com.amazonaws.auth.policy.Principal;
import com.amazonaws.auth.policy.Resource;
import com.amazonaws.auth.policy.Statement;
import com.amazonaws.auth.policy.Statement.Effect;
import com.amazonaws.auth.policy.actions.SQSActions;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
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import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.model.GetJobOutputRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.GetJobOutputResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.InitiateJobRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.InitiateJobResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.JobParameters;
import com.amazonaws.services.sns.AmazonSNSClient;
import com.amazonaws.services.sns.model.CreateTopicRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.CreateTopicResult;
import com.amazonaws.services.sns.model.DeleteTopicRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.SubscribeRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.SubscribeResult;
import com.amazonaws.services.sns.model.UnsubscribeRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClient;
import com.amazonaws.services.sqs.model.CreateQueueRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.CreateQueueResult;
import com.amazonaws.services.sqs.model.DeleteQueueRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.GetQueueAttributesRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.GetQueueAttributesResult;
import com.amazonaws.services.sqs.model.Message;
import com.amazonaws.services.sqs.model.ReceiveMessageRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.SetQueueAttributesRequest;

public class AmazonGlacierDownloadArchiveWithSQSPolling { 
     
    public static String archiveId = "*** provide archive ID ****"; 
    public static String vaultName = "*** provide vault name ***"; 
    public static String snsTopicName = "*** provide topic name ***"; 
    public static String sqsQueueName = "*** provide queue name ***"; 
    public static String sqsQueueARN; 
    public static String sqsQueueURL; 
    public static String snsTopicARN; 
    public static String snsSubscriptionARN; 
    public static String fileName = "*** provide file name ***"; 
    public static String region = "*** region ***";  
    public static long sleepTime = 600;  
    public static AmazonGlacierClient client; 
    public static AmazonSQSClient sqsClient; 
    public static AmazonSNSClient snsClient; 
     
    public static void main(String[] args) throws IOException { 
         
     ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider(); 

        client = new AmazonGlacierClient(credentials); 
        client.setEndpoint("https://glacier." + region + ".amazonaws.com"); 
        sqsClient = new AmazonSQSClient(credentials); 
        sqsClient.setEndpoint("https://sqs." + region + ".amazonaws.com"); 
        snsClient = new AmazonSNSClient(credentials); 
        snsClient.setEndpoint("https://sns." + region + ".amazonaws.com"); 
                 
        try { 
            setupSQS(); 
             
            setupSNS(); 

            String jobId = initiateJobRequest(); 
            System.out.println("Jobid = " + jobId); 
             
            Boolean success = waitForJobToComplete(jobId, sqsQueueURL); 
            if (!success) { throw new Exception("Job did not complete successfully."); } 
             
            downloadJobOutput(jobId); 
             
            cleanUp(); 
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        } catch (Exception e) { 
            System.err.println("Archive retrieval failed."); 
            System.err.println(e); 
        }    
    } 

    private static void setupSQS() { 
        CreateQueueRequest request = new CreateQueueRequest() 
            .withQueueName(sqsQueueName); 
        CreateQueueResult result = sqsClient.createQueue(request);   
        sqsQueueURL = result.getQueueUrl(); 
                 
        GetQueueAttributesRequest qRequest = new GetQueueAttributesRequest() 
            .withQueueUrl(sqsQueueURL) 
            .withAttributeNames("QueueArn"); 
         
        GetQueueAttributesResult qResult = sqsClient.getQueueAttributes(qRequest); 
        sqsQueueARN = qResult.getAttributes().get("QueueArn"); 
         
        Policy sqsPolicy =  
            new Policy().withStatements( 
                    new Statement(Effect.Allow) 
                    .withPrincipals(Principal.AllUsers) 
                    .withActions(SQSActions.SendMessage) 
                    .withResources(new Resource(sqsQueueARN))); 
        Map<String, String> queueAttributes = new HashMap<String, String>(); 
        queueAttributes.put("Policy", sqsPolicy.toJson()); 
        sqsClient.setQueueAttributes(new SetQueueAttributesRequest(sqsQueueURL, 
 queueAttributes));  

    } 
    private static void setupSNS() { 
        CreateTopicRequest request = new CreateTopicRequest() 
            .withName(snsTopicName); 
        CreateTopicResult result = snsClient.createTopic(request); 
        snsTopicARN = result.getTopicArn(); 

        SubscribeRequest request2 = new SubscribeRequest() 
            .withTopicArn(snsTopicARN) 
            .withEndpoint(sqsQueueARN) 
            .withProtocol("sqs"); 
        SubscribeResult result2 = snsClient.subscribe(request2); 
                 
        snsSubscriptionARN = result2.getSubscriptionArn(); 
    } 
    private static String initiateJobRequest() { 
         
        JobParameters jobParameters = new JobParameters() 
            .withType("archive-retrieval") 
            .withArchiveId(archiveId) 
            .withSNSTopic(snsTopicARN); 
         
        InitiateJobRequest request = new InitiateJobRequest() 
            .withVaultName(vaultName) 
            .withJobParameters(jobParameters); 
         
        InitiateJobResult response = client.initiateJob(request); 
         
        return response.getJobId(); 
    } 
     
    private static Boolean waitForJobToComplete(String jobId, String sqsQueueUrl) throws 
 InterruptedException, JsonParseException, IOException { 
         
        Boolean messageFound = false; 
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        Boolean jobSuccessful = false; 
        ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
        JsonFactory factory = mapper.getJsonFactory(); 
         
        while (!messageFound) { 
            List<Message> msgs = sqsClient.receiveMessage( 
               new 
 ReceiveMessageRequest(sqsQueueUrl).withMaxNumberOfMessages(10)).getMessages(); 

            if (msgs.size() > 0) { 
                for (Message m : msgs) { 
                    JsonParser jpMessage = factory.createJsonParser(m.getBody()); 
                    JsonNode jobMessageNode = mapper.readTree(jpMessage); 
                    String jobMessage = jobMessageNode.get("Message").getTextValue(); 
                     
                    JsonParser jpDesc = factory.createJsonParser(jobMessage); 
                    JsonNode jobDescNode = mapper.readTree(jpDesc); 
                    String retrievedJobId = jobDescNode.get("JobId").getTextValue(); 
                    String statusCode = jobDescNode.get("StatusCode").getTextValue(); 
                    if (retrievedJobId.equals(jobId)) { 
                        messageFound = true; 
                        if (statusCode.equals("Succeeded")) { 
                            jobSuccessful = true; 
                        } 
                    } 
                } 
                 
            } else { 
              Thread.sleep(sleepTime * 1000);  
            } 
          } 
        return (messageFound && jobSuccessful); 
    } 
     
    private static void downloadJobOutput(String jobId) throws IOException { 
         
        GetJobOutputRequest getJobOutputRequest = new GetJobOutputRequest() 
            .withVaultName(vaultName) 
            .withJobId(jobId); 
        GetJobOutputResult getJobOutputResult = client.getJobOutput(getJobOutputRequest); 
     
        InputStream input = new BufferedInputStream(getJobOutputResult.getBody()); 
        OutputStream output = null; 
        try { 
            output = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(fileName)); 

            byte[] buffer = new byte[1024 * 1024]; 

            int bytesRead = 0; 
            do { 
                bytesRead = input.read(buffer); 
                if (bytesRead <= 0) break; 
                output.write(buffer, 0, bytesRead); 
            } while (bytesRead > 0); 
        } catch (IOException e) { 
            throw new AmazonClientException("Unable to save archive", e); 
        } finally { 
            try {input.close();}  catch (Exception e) {} 
            try {output.close();} catch (Exception e) {} 
        } 
        System.out.println("Retrieved archive to " + fileName); 
    } 
     
    private static void cleanUp() { 
        snsClient.unsubscribe(new UnsubscribeRequest(snsSubscriptionARN)); 
        snsClient.deleteTopic(new DeleteTopicRequest(snsTopicARN)); 
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        sqsClient.deleteQueue(new DeleteQueueRequest(sqsQueueURL)); 
    }
}

例 2: の低レベル API を使用したアーカイブの取得AWS SDK for Java—出力を
チャンク単位でダウンロードする
次の Java コード例では、S3 Glacier からアーカイブを取得します。このコード例で
は、GetJobOutputRequest オブジェクトのバイト範囲を指定することにより、ジョブの出力をチャン
クに分けてダウンロードします。

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import com.fasterxml.jackson.core.JsonFactory;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonParseException;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonParser;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

import com.amazonaws.auth.policy.Policy;
import com.amazonaws.auth.policy.Principal;
import com.amazonaws.auth.policy.Resource;
import com.amazonaws.auth.policy.Statement;
import com.amazonaws.auth.policy.Statement.Effect;
import com.amazonaws.auth.policy.actions.SQSActions;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.TreeHashGenerator;
import com.amazonaws.services.glacier.model.GetJobOutputRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.GetJobOutputResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.InitiateJobRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.InitiateJobResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.JobParameters;
import com.amazonaws.services.sns.AmazonSNSClient;
import com.amazonaws.services.sns.model.CreateTopicRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.CreateTopicResult;
import com.amazonaws.services.sns.model.DeleteTopicRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.SubscribeRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.SubscribeResult;
import com.amazonaws.services.sns.model.UnsubscribeRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClient;
import com.amazonaws.services.sqs.model.CreateQueueRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.CreateQueueResult;
import com.amazonaws.services.sqs.model.DeleteQueueRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.GetQueueAttributesRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.GetQueueAttributesResult;
import com.amazonaws.services.sqs.model.Message;
import com.amazonaws.services.sqs.model.ReceiveMessageRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.SetQueueAttributesRequest;

public class ArchiveDownloadLowLevelWithRange { 
     
    public static String vaultName = "*** provide vault name ***"; 
    public static String archiveId = "*** provide archive id ***"; 
    public static String snsTopicName = "glacier-temp-sns-topic"; 
    public static String sqsQueueName = "glacier-temp-sqs-queue"; 
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    public static long downloadChunkSize = 4194304; // 4 MB   
    public static String sqsQueueARN; 
    public static String sqsQueueURL; 
    public static String snsTopicARN; 
    public static String snsSubscriptionARN; 
    public static String fileName = "*** provide file name to save archive to ***"; 
    public static String region   = "*** region ***"; 
    public static long sleepTime  = 600;  
     
    public static AmazonGlacierClient client; 
    public static AmazonSQSClient sqsClient; 
    public static AmazonSNSClient snsClient;  
     
    public static void main(String[] args) throws IOException { 
         
     ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider(); 

        client = new AmazonGlacierClient(credentials); 
        client.setEndpoint("https://glacier." + region + ".amazonaws.com"); 
        sqsClient = new AmazonSQSClient(credentials); 
        sqsClient.setEndpoint("https://sqs." + region + ".amazonaws.com"); 
        snsClient = new AmazonSNSClient(credentials); 
        snsClient.setEndpoint("https://sns." + region + ".amazonaws.com"); 
         
        try { 
            setupSQS(); 
             
            setupSNS(); 

            String jobId = initiateJobRequest(); 
            System.out.println("Jobid = " + jobId); 
             
            long archiveSizeInBytes = waitForJobToComplete(jobId, sqsQueueURL); 
            if (archiveSizeInBytes==-1) { throw new Exception("Job did not complete 
 successfully."); } 
             
            downloadJobOutput(jobId, archiveSizeInBytes); 
             
            cleanUp(); 
             
        } catch (Exception e) { 
            System.err.println("Archive retrieval failed."); 
            System.err.println(e); 
        }    
    } 

    private static void setupSQS() { 
        CreateQueueRequest request = new CreateQueueRequest() 
            .withQueueName(sqsQueueName); 
        CreateQueueResult result = sqsClient.createQueue(request);   
        sqsQueueURL = result.getQueueUrl(); 
                 
        GetQueueAttributesRequest qRequest = new GetQueueAttributesRequest() 
            .withQueueUrl(sqsQueueURL) 
            .withAttributeNames("QueueArn"); 
         
        GetQueueAttributesResult qResult = sqsClient.getQueueAttributes(qRequest); 
        sqsQueueARN = qResult.getAttributes().get("QueueArn"); 
         
        Policy sqsPolicy =  
            new Policy().withStatements( 
                    new Statement(Effect.Allow) 
                    .withPrincipals(Principal.AllUsers) 
                    .withActions(SQSActions.SendMessage) 
                    .withResources(new Resource(sqsQueueARN))); 
        Map<String, String> queueAttributes = new HashMap<String, String>(); 
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        queueAttributes.put("Policy", sqsPolicy.toJson()); 
        sqsClient.setQueueAttributes(new SetQueueAttributesRequest(sqsQueueURL, 
 queueAttributes));  

    } 
    private static void setupSNS() { 
        CreateTopicRequest request = new CreateTopicRequest() 
            .withName(snsTopicName); 
        CreateTopicResult result = snsClient.createTopic(request); 
        snsTopicARN = result.getTopicArn(); 

        SubscribeRequest request2 = new SubscribeRequest() 
            .withTopicArn(snsTopicARN) 
            .withEndpoint(sqsQueueARN) 
            .withProtocol("sqs"); 
        SubscribeResult result2 = snsClient.subscribe(request2); 
                 
        snsSubscriptionARN = result2.getSubscriptionArn(); 
    } 
    private static String initiateJobRequest() { 
         
        JobParameters jobParameters = new JobParameters() 
            .withType("archive-retrieval") 
            .withArchiveId(archiveId) 
            .withSNSTopic(snsTopicARN); 
         
        InitiateJobRequest request = new InitiateJobRequest() 
            .withVaultName(vaultName) 
            .withJobParameters(jobParameters); 
         
        InitiateJobResult response = client.initiateJob(request); 
         
        return response.getJobId(); 
    } 
     
    private static long waitForJobToComplete(String jobId, String sqsQueueUrl) throws 
 InterruptedException, JsonParseException, IOException { 
         
        Boolean messageFound = false; 
        Boolean jobSuccessful = false; 
        long archiveSizeInBytes = -1; 
        ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
        JsonFactory factory = mapper.getFactory(); 
         
        while (!messageFound) { 
            List<Message> msgs = sqsClient.receiveMessage( 
               new 
 ReceiveMessageRequest(sqsQueueUrl).withMaxNumberOfMessages(10)).getMessages(); 

            if (msgs.size() > 0) { 
                for (Message m : msgs) { 
                    JsonParser jpMessage = factory.createJsonParser(m.getBody()); 
                    JsonNode jobMessageNode = mapper.readTree(jpMessage); 
                    String jobMessage = jobMessageNode.get("Message").textValue(); 
                     
                    JsonParser jpDesc = factory.createJsonParser(jobMessage); 
                    JsonNode jobDescNode = mapper.readTree(jpDesc); 
                    String retrievedJobId = jobDescNode.get("JobId").textValue(); 
                    String statusCode = jobDescNode.get("StatusCode").textValue(); 
                    archiveSizeInBytes = jobDescNode.get("ArchiveSizeInBytes").longValue(); 
                    if (retrievedJobId.equals(jobId)) { 
                        messageFound = true; 
                        if (statusCode.equals("Succeeded")) { 
                            jobSuccessful = true; 
                        } 
                    } 
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                } 
                 
            } else { 
              Thread.sleep(sleepTime * 1000);  
            } 
          } 
        return (messageFound && jobSuccessful) ? archiveSizeInBytes : -1; 
    } 
     
    private static void downloadJobOutput(String jobId, long archiveSizeInBytes) throws 
 IOException { 
         
        if (archiveSizeInBytes < 0) { 
            System.err.println("Nothing to download."); 
            return; 
        } 

        System.out.println("archiveSizeInBytes: " + archiveSizeInBytes); 
        FileOutputStream fstream = new FileOutputStream(fileName); 
        long startRange = 0; 
        long endRange = (downloadChunkSize > archiveSizeInBytes) ? archiveSizeInBytes -1 : 
 downloadChunkSize - 1; 

        do { 

            GetJobOutputRequest getJobOutputRequest = new GetJobOutputRequest() 
                .withVaultName(vaultName) 
                .withRange("bytes=" + startRange + "-" + endRange) 
                .withJobId(jobId); 
            GetJobOutputResult getJobOutputResult = 
 client.getJobOutput(getJobOutputRequest); 

            BufferedInputStream is = new BufferedInputStream(getJobOutputResult.getBody()); 
      
            byte[] buffer = new byte[(int)(endRange - startRange + 1)]; 

            System.out.println("Checksum received: " + getJobOutputResult.getChecksum()); 
            System.out.println("Content range " + getJobOutputResult.getContentRange()); 

             
            int totalRead = 0; 
            while (totalRead < buffer.length) { 
                int bytesRemaining = buffer.length - totalRead; 
                int read = is.read(buffer, totalRead, bytesRemaining); 
                if (read > 0) { 
                    totalRead = totalRead + read;                              
                } else { 
                    break; 
                } 
                 
            } 
            System.out.println("Calculated checksum: " + 
 TreeHashGenerator.calculateTreeHash(new ByteArrayInputStream(buffer))); 
            System.out.println("read = " + totalRead); 
            fstream.write(buffer); 
             
            startRange = startRange + (long)totalRead; 
            endRange = ((endRange + downloadChunkSize) >  archiveSizeInBytes) ? 
 archiveSizeInBytes : (endRange + downloadChunkSize);  
            is.close(); 
        } while (endRange <= archiveSizeInBytes  && startRange < archiveSizeInBytes); 
         
        fstream.close(); 
        System.out.println("Retrieved file to " + fileName); 

    } 
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    private static void cleanUp() { 
        snsClient.unsubscribe(new UnsubscribeRequest(snsSubscriptionARN)); 
        snsClient.deleteTopic(new DeleteTopicRequest(snsTopicARN)); 
        sqsClient.deleteQueue(new DeleteQueueRequest(sqsQueueURL)); 
    }
}

Amazon S3 Glacier で AWS SDK for .NET を使用して
アーカイブをダウンロードする
両方高レベル API と低レベル API (p. 131).NET 用の Amazon SDK で提供されており、アーカイブをダ
ウンロードする方法を提供します。

トピック
• AWS SDK for .NET の高レベル API を使用してアーカイブをダウンロードする (p. 110)
• AWS SDK for .NET の低レベル API を使用してアーカイブをダウンロードする (p. 111)

AWS SDK for .NET の高レベル API を使用してアーカイブをダウ
ンロードする
高レベル API の ArchiveTransferManager クラスには、アーカイブのダウンロードに使用できる
Download メソッドが用意されています。

Important

-ArchiveTransferManagerクラスは、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ト
ピックと、そのトピックにサブスクライブされている Amazon Simple Queue Service (Amazon 
SQS) キューを作成します。その後、アーカイブの取り出しジョブを開始し、使用可能にす
るアーカイブを探してキューをポーリングします。アーカイブが使用可能になると、ダウン
ロードが開始されます。取得時間に関する詳細については、「アーカイブの取り出しオプショ
ン (p. 97)」を参照してください。

例: AWS SDK for .NET の高レベル API を使用してアーカイブをダウンロードす
る
次の C# コード例では、米国西部（オレゴン リージョン (examplevault) のボールト からアーカイブを
ダウンロードします。

この例を実行するための詳しい手順については、「コード例の実行 (p. 137)」を参照してください。ここ
に示したコードは、既存のアーカイブ ID とダウンロードしたアーカイブを保存するローカルファイルパス
で更新する必要があります。

using System;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Transfer;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{ 
  class ArchiveDownloadHighLevel 
  { 
    static string vaultName        = "examplevault"; 
    static string archiveId        = "*** Provide archive ID ***"; 
    static string downloadFilePath = "*** Provide the file name and path to where to store 
 the download ***"; 
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    public static void Main(string[] args) 
    { 
      try 
      { 
        var manager = new ArchiveTransferManager(Amazon.RegionEndpoint.USWest2); 

        var options = new DownloadOptions(); 
        options.StreamTransferProgress += ArchiveDownloadHighLevel.progress; 
        // Download an archive. 
        Console.WriteLine("Intiating the archive retrieval job and then polling SQS queue 
 for the archive to be available."); 
        Console.WriteLine("Once the archive is available, downloading will begin."); 
        manager.Download(vaultName, archiveId, downloadFilePath, options); 
        Console.WriteLine("To continue, press Enter"); 
        Console.ReadKey(); 
      } 
      catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      Console.WriteLine("To continue, press Enter"); 
      Console.ReadKey(); 
    } 

    static int currentPercentage = -1; 
    static void progress(object sender, StreamTransferProgressArgs args) 
    { 
      if (args.PercentDone != currentPercentage) 
      { 
        currentPercentage = args.PercentDone; 
        Console.WriteLine("Downloaded {0}%", args.PercentDone); 
      } 
    } 
  }
}

AWS SDK for .NET の低レベル API を使用してアーカイブをダウ
ンロードする
以下に、AWS SDK for .NET の低レベル API を使用して、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) アーカイブをダ
ウンロードするためのステップを示します。

1. AmazonGlacierClient クラスのインスタンス（クライアント）を作成します。

アーカイブのダウンロード元となる AWS リージョンを指定する必要があります。このクライアントを
使用して実行するすべてのオペレーションは、そのAWSリージョンに適用されます。

2. archive-retrieval メソッドを実行して、InitiateJob ジョブを開始します。

InitiateJobRequest クラスのインスタンスを作成することにより、ダウンロードするアーカイブの
アーカイブ ID や、 S3 Glacier がジョブの完了メッセージを投稿する Amazon SNS トピック (オプショ
ン) などのジョブ情報を入力します。 は、レスポンスとしてジョブ ID を返します。S3 Glacier は、レス
ポンスとしてジョブ ID を返します。レスポンスは、InitiateJobResponse クラスのインスタンスで
使用できます。

AmazonGlacierClient client;
client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);

InitiateJobRequest initJobRequest = new InitiateJobRequest()
{ 
  VaultName = vaultName, 
  JobParameters = new JobParameters() 
  { 
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    Type      = "archive-retrieval", 
    ArchiveId = "*** Provide archive id ***", 
    SNSTopic  = "*** Provide Amazon SNS topic ARN ***", 
  }
};

InitiateJobResponse initJobResponse = client.InitiateJob(initJobRequest);
string jobId = initJobResponse.JobId;

必要に応じて、以下のリクエストに示すように、バイト範囲を指定して、アーカイブの一部のみを準備
するよう S3 Glacier にリクエストすることもできます。リクエストでは S3 Glacier に対し、アーカイ
ブの 1 MB から 2 MB までの部分のみを準備するように指定しています。

AmazonGlacierClient client;
client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);

InitiateJobRequest initJobRequest = new InitiateJobRequest()
{ 
  VaultName = vaultName, 
  JobParameters = new JobParameters() 
  { 
    Type      = "archive-retrieval", 
    ArchiveId = "*** Provide archive id ***", 
    SNSTopic  = "*** Provide Amazon SNS topic ARN ***", 
  }
};
// Specify byte range.
int ONE_MEG = 1048576;
initJobRequest.JobParameters.RetrievalByteRange = string.Format("{0}-{1}", ONE_MEG, 2 * 
 ONE_MEG -1);

InitiateJobResponse initJobResponse = client.InitiateJob(initJobRequest);
string jobId = initJobResponse.JobId;

3. ジョブが完了するまで待ちます。

ジョブの出力をダウンロードする準備が整うまで待つ必要があります。ボールトの通知設定により 
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックを指定している場合、またはジョブを開始
したときに Amazon SNS トピックを指定している場合は、ジョブの完了後に S3 Glacier によりそのト
ピックにメッセージが送信されます。以下のセクションに示しているコード例では、Amazon SNS を使
用して、 S3 Glacier でメッセージを発行します。

また、DescribeJob メソッドを呼び出して S3 Glacier にポーリングすることで、ジョブの完了ステー
タスを調べることもできます。ただし、通知のために Amazon SNS トピックを使用することをお勧め
します。

4. GetJobOutput メソッドを実行して、ジョブの出力 (アーカイブデータ) をダウンロードします。

GetJobOutputRequest クラスのインスタンスを作成することにより、ジョブ ID やボールト名などの
リクエスト情報を指定します。S3 Glacier により返される出力は GetJobOutputResponse オブジェ
クトで使用できます。

GetJobOutputRequest getJobOutputRequest = new GetJobOutputRequest()
{ 
  JobId = jobId, 
  VaultName = vaultName
};

GetJobOutputResponse getJobOutputResponse = client.GetJobOutput(getJobOutputRequest);
using (Stream webStream = getJobOutputResponse.Body)
{ 
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  using (Stream fileToSave = File.OpenWrite(fileName)) 
  { 
     CopyStream(webStream, fileToSave); 
  }
}

前述のコードスニペットは、ジョブの出力全体をダウンロードします。このほ
か、GetJobOutputRequest でバイト範囲を指定することにより、出力の一部のみを取得したり、出
力全体を小さなチャンクに分けてダウンロードしたりできます。

GetJobOutputRequest getJobOutputRequest = new GetJobOutputRequest()
{ 
  JobId = jobId, 
  VaultName = vaultName
};
getJobOutputRequest.SetRange(0, 1048575); // Download only the first 1 MB chunk of the 
 output.

GetJobOutput 呼び出しに対するレスポンスとして、 S3 Glacier では、特定の条件が満たされた場合
に、ダウンロードしたデータの一部のチェックサムを返します。詳細については、「データをダウン
ロードするときのチェックサムの受信 (p. 233)」を参照してください。

ダウンロードにエラーがないことを確認するために、クライアント側でチェックサムを計算し、S3 
Glacier からレスポンスとして送信されたチェックサムと比較できます。

オプションの範囲が指定されたアーカイブの取得ジョブの場合は、ジョブの説明を取得したときに取得
する範囲のチェックサムが含まれます（SHA256TreeHash）。この値によって、後でダウンロードす
るバイト範囲全体の正確性を詳しく確認できます。たとえば、木構造ハッシュ可能なアーカイブ範囲を
取得するジョブを開始してから、出力を複数のチャンクに分けてダウンロードし、GetJobOutput リ
クエストでそれぞれチェックサムが返されるようにした場合は、クライアント側でダウンロードした各
部分のチェックサムを計算してから木構造ハッシュを計算することができます。この計算結果を、S3 
Glacier でジョブの説明リクエストに対して返されたレスポンスのチェックサムと比較して、ダウン
ロードしたバイト範囲全体が S3 Glacier に格納されているバイト範囲と同じであることを確認できま
す。

実例については、「例 2: の低レベル API を使用してアーカイブを取得するAWS SDK for .NET—出力を
チャンク単位でダウンロードする (p. 117)」を参照してください。

例 1: の低レベル API を使用してアーカイブを取得するAWS SDK for .NET

次の C# コード例は、指定したボールトからアーカイブをダウンロードします。この例では、ジョブが完
了した後で、単一の GetJobOutput 呼び出しで出力全体をダウンロードします。出力をチャンクに分け
てダウンロードする例については、「例 2: の低レベル API を使用してアーカイブを取得するAWS SDK 
for .NET—出力をチャンク単位でダウンロードする (p. 117)」を参照してください。

この例では次のタスクを実行しています。

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックを設定する

S3 Glacier は、ジョブの完了後、このトピックに通知を送信します。
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを設定する

この例では、ポリシーをキューにアタッチして、Amazon SNS トピックでメッセージを投稿できるよう
にします。

• 指定したアーカイブをダウンロードするジョブを開始します。
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この例では、ジョブのリクエストとして、S3 Glacier によりジョブの完了後にメッセージが送信される
ように Amazon SNS トピックを指定します。

• Amazon SQS キューにメッセージがあるかどうかを定期的に確認します。

メッセージがある場合は、JSON を解析し、ジョブが正常に完了したかどうかを確認します。正常
に完了している場合は、アーカイブをダウンロードします。コード例では、JSON.NET ライブラリ 
(JSON.NET 参照) を使用して JSON を解析しています。

• Amazon SNS トピックおよび作成された Amazon SQS キューを削除して、クリーンアップします。

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Threading;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Model;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SimpleNotificationService;
using Amazon.SimpleNotificationService.Model;
using Amazon.SQS;
using Amazon.SQS.Model;
using Newtonsoft.Json;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{ 
  class ArchiveDownloadLowLevelUsingSNSSQS 
  { 
    static string topicArn; 
    static string queueUrl; 
    static string queueArn; 
    static string vaultName = "*** Provide vault name ***"; 
    static string archiveID = "*** Provide archive ID ***"; 
    static string fileName  = "*** Provide the file name and path to where to store 
 downloaded archive ***"; 
    static AmazonSimpleNotificationServiceClient snsClient; 
    static AmazonSQSClient sqsClient; 
    const string SQS_POLICY = 
        "{" + 
        "    \"Version\" : \"2012-10-17\"," + 
        "    \"Statement\" : [" + 
        "        {" + 
        "            \"Sid\" : \"sns-rule\"," + 
        "            \"Effect\" : \"Allow\"," + 
        "            \"Principal\" : {\"Service\" : \"sns.amazonaws.com\" }," + 
        "            \"Action\"    : \"sqs:SendMessage\"," + 
        "            \"Resource\"  : \"{QueueArn}\"," + 
        "            \"Condition\" : {" + 
        "                \"ArnLike\" : {" + 
        "                    \"aws:SourceArn\" : \"{TopicArn}\"" + 
        "                }" + 
        "            }" + 
        "        }" + 
        "    ]" + 
        "}"; 

    public static void Main(string[] args) 
    { 
      AmazonGlacierClient client; 
      try 
      { 
        using (client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2)) 
        { 
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          Console.WriteLine("Setup SNS topic and SQS queue.");  
          SetupTopicAndQueue(); 
          Console.WriteLine("To continue, press Enter"); Console.ReadKey(); 
          Console.WriteLine("Retrieving..."); 
          RetrieveArchive(client); 
        } 
        Console.WriteLine("Operations successful. To continue, press Enter"); 
        Console.ReadKey(); 
      } 
      catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      finally 
      { 
        // Delete SNS topic and SQS queue. 
        snsClient.DeleteTopic(new DeleteTopicRequest() { TopicArn = topicArn }); 
        sqsClient.DeleteQueue(new DeleteQueueRequest() { QueueUrl = queueUrl }); 
      } 
    } 

    static void SetupTopicAndQueue() 
    { 
      snsClient = new AmazonSimpleNotificationServiceClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2); 
      sqsClient = new AmazonSQSClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2); 

      long ticks = DateTime.Now.Ticks; 
      topicArn = snsClient.CreateTopic(new CreateTopicRequest { Name = "GlacierDownload-" + 
 ticks }).TopicArn; 
      Console.Write("topicArn: "); Console.WriteLine(topicArn); 

      CreateQueueRequest createQueueRequest = new CreateQueueRequest(); 
      createQueueRequest.QueueName = "GlacierDownload-" + ticks; 
      CreateQueueResponse createQueueResponse = sqsClient.CreateQueue(createQueueRequest); 
      queueUrl = createQueueResponse.QueueUrl; 
      Console.Write("QueueURL: "); Console.WriteLine(queueUrl); 

      GetQueueAttributesRequest getQueueAttributesRequest = new 
 GetQueueAttributesRequest(); 
      getQueueAttributesRequest.AttributeNames = new List<string> { "QueueArn" }; 
      getQueueAttributesRequest.QueueUrl = queueUrl; 
      GetQueueAttributesResponse response = 
 sqsClient.GetQueueAttributes(getQueueAttributesRequest); 
      queueArn = response.QueueARN; 
      Console.Write("QueueArn: "); Console.WriteLine(queueArn); 

      // Setup the Amazon SNS topic to publish to the SQS queue. 
      snsClient.Subscribe(new SubscribeRequest() 
      { 
        Protocol = "sqs", 
        Endpoint = queueArn, 
        TopicArn = topicArn 
      }); 

      // Add policy to the queue so SNS can send messages to the queue. 
      var policy = SQS_POLICY.Replace("{TopicArn}", topicArn).Replace("{QueueArn}", 
 queueArn); 

      sqsClient.SetQueueAttributes(new SetQueueAttributesRequest() 
      { 
          QueueUrl = queueUrl, 
          Attributes = new Dictionary<string, string> 
          { 
              { QueueAttributeName.Policy, policy } 
          } 
      }); 
    } 
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    static void RetrieveArchive(AmazonGlacierClient client) 
    { 
      // Initiate job. 
      InitiateJobRequest initJobRequest = new InitiateJobRequest() 
      { 
        VaultName = vaultName, 
        JobParameters = new JobParameters() 
        { 
          Type = "archive-retrieval",  
          ArchiveId = archiveID, 
          Description = "This job is to download archive.", 
          SNSTopic = topicArn, 
        } 
      }; 
      InitiateJobResponse initJobResponse = client.InitiateJob(initJobRequest); 
      string jobId = initJobResponse.JobId; 

      // Check queue for a message and if job completed successfully, download archive. 
      ProcessQueue(jobId, client); 
    } 

    private static void ProcessQueue(string jobId, AmazonGlacierClient client) 
    { 
      ReceiveMessageRequest receiveMessageRequest = new ReceiveMessageRequest() { QueueUrl 
 = queueUrl, MaxNumberOfMessages = 1 };  
      bool jobDone = false; 
      while (!jobDone) 
      { 
        Console.WriteLine("Poll SQS queue"); 
        ReceiveMessageResponse receiveMessageResponse = 
 sqsClient.ReceiveMessage(receiveMessageRequest);  
        if (receiveMessageResponse.Messages.Count == 0) 
        { 
          Thread.Sleep(10000 * 60); 
          continue; 
        } 
        Console.WriteLine("Got message"); 
        Message message = receiveMessageResponse.Messages[0]; 
        Dictionary<string, string> outerLayer = 
 JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, string>>(message.Body); 
        Dictionary<string, object> fields = 
 JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, object>>(outerLayer["Message"]); 
        string statusCode = fields["StatusCode"] as string; 

        if (string.Equals(statusCode, GlacierUtils.JOB_STATUS_SUCCEEDED, 
 StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)) 
        { 
          Console.WriteLine("Downloading job output"); 
          DownloadOutput(jobId, client); // Save job output to the specified file location. 
        } 
        else if (string.Equals(statusCode, GlacierUtils.JOB_STATUS_FAILED, 
 StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)) 
          Console.WriteLine("Job failed... cannot download the archive."); 

        jobDone = true; 
        sqsClient.DeleteMessage(new DeleteMessageRequest() { QueueUrl = queueUrl, 
 ReceiptHandle = message.ReceiptHandle }); 
      } 
    } 

    private static void DownloadOutput(string jobId, AmazonGlacierClient client) 
    { 
      GetJobOutputRequest getJobOutputRequest = new GetJobOutputRequest() 
      { 
        JobId = jobId, 
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        VaultName = vaultName 
      }; 
       
      GetJobOutputResponse getJobOutputResponse = client.GetJobOutput(getJobOutputRequest); 
      using (Stream webStream = getJobOutputResponse.Body) 
      { 
          using (Stream fileToSave = File.OpenWrite(fileName)) 
          { 
              CopyStream(webStream, fileToSave); 
          } 
      } 
    } 

    public static void CopyStream(Stream input, Stream output) 
    { 
      byte[] buffer = new byte[65536]; 
      int length; 
      while ((length = input.Read(buffer, 0, buffer.Length)) > 0) 
      { 
        output.Write(buffer, 0, length); 
      } 
    } 
  }
}

例 2: の低レベル API を使用してアーカイブを取得するAWS SDK for .NET—出力
をチャンク単位でダウンロードする

次の C# コード例では、S3 Glacier からアーカイブを取得しています。このコード例で
は、GetJobOutputRequest オブジェクトのバイト範囲を指定することにより、ジョブの出力をチャン
クに分けてダウンロードします。

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Threading;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Model;
using Amazon.Glacier.Transfer;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SimpleNotificationService;
using Amazon.SimpleNotificationService.Model;
using Amazon.SQS;
using Amazon.SQS.Model;
using Newtonsoft.Json;
using System.Collections.Specialized;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{ 
  class ArchiveDownloadLowLevelUsingSQLSNSOutputUsingRange 
  { 
    static string topicArn; 
    static string queueUrl; 
    static string queueArn; 
    static string vaultName = "*** Provide vault name ***"; 
    static string archiveId = "*** Provide archive ID ***"; 
    static string fileName  = "*** Provide the file name and path to where to store 
 downloaded archive ***"; 
    static AmazonSimpleNotificationServiceClient snsClient; 
    static AmazonSQSClient sqsClient; 
    const string SQS_POLICY = 
        "{" + 
        "    \"Version\" : \"2012-10-17\"," + 
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        "    \"Statement\" : [" + 
        "        {" + 
        "            \"Sid\" : \"sns-rule\"," + 
        "            \"Effect\" : \"Allow\"," + 
        "            \"Principal\" : {\"AWS\" : \"arn:aws:iam::123456789012:root\" }," + 
        "            \"Action\"  : \"sqs:SendMessage\"," + 
        "            \"Resource\"  : \"{QuernArn}\"," + 
        "            \"Condition\" : {" + 
        "                \"ArnLike\" : {" + 
        "                    \"aws:SourceArn\" : \"{TopicArn}\"" + 
        "                }" + 
        "            }" + 
        "        }" + 
        "    ]" + 
        "}"; 

    public static void Main(string[] args) 
    { 
      AmazonGlacierClient client; 

      try 
      { 
          using (client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2)) 
          { 
              Console.WriteLine("Setup SNS topic and SQS queue."); 
              SetupTopicAndQueue(); 
              Console.WriteLine("To continue, press Enter"); Console.ReadKey(); 

              Console.WriteLine("Download archive"); 
              DownloadAnArchive(archiveId, client); 
        } 
        Console.WriteLine("Operations successful. To continue, press Enter"); 
        Console.ReadKey(); 
      } 
      catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      finally 
      { 
        // Delete SNS topic and SQS queue. 
        snsClient.DeleteTopic(new DeleteTopicRequest() { TopicArn = topicArn }); 
        sqsClient.DeleteQueue(new DeleteQueueRequest() { QueueUrl = queueUrl }); 
      } 
    } 

       static void SetupTopicAndQueue() 
    { 
      long ticks = DateTime.Now.Ticks; 
       
      // Setup SNS topic. 
      snsClient = new AmazonSimpleNotificationServiceClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2); 
      sqsClient = new AmazonSQSClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2); 

      topicArn = snsClient.CreateTopic(new CreateTopicRequest { Name = "GlacierDownload-" + 
 ticks }).TopicArn; 
      Console.Write("topicArn: "); Console.WriteLine(topicArn); 

      CreateQueueRequest createQueueRequest = new CreateQueueRequest(); 
      createQueueRequest.QueueName = "GlacierDownload-" + ticks; 
      CreateQueueResponse createQueueResponse = sqsClient.CreateQueue(createQueueRequest); 
      queueUrl = createQueueResponse.QueueUrl; 
      Console.Write("QueueURL: "); Console.WriteLine(queueUrl); 

      GetQueueAttributesRequest getQueueAttributesRequest = new 
 GetQueueAttributesRequest(); 
      getQueueAttributesRequest.AttributeNames = new List<string> { "QueueArn" }; 
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      getQueueAttributesRequest.QueueUrl = queueUrl; 
      GetQueueAttributesResponse response = 
 sqsClient.GetQueueAttributes(getQueueAttributesRequest); 
      queueArn = response.QueueARN; 
      Console.Write("QueueArn: "); Console.WriteLine(queueArn); 

      // Setup the Amazon SNS topic to publish to the SQS queue. 
      snsClient.Subscribe(new SubscribeRequest() 
      { 
        Protocol = "sqs", 
        Endpoint = queueArn, 
        TopicArn = topicArn 
      }); 

      // Add the policy to the queue so SNS can send messages to the queue. 
      var policy = SQS_POLICY.Replace("{TopicArn}", topicArn).Replace("{QuernArn}", 
 queueArn); 

      sqsClient.SetQueueAttributes(new SetQueueAttributesRequest() 
      { 
          QueueUrl = queueUrl, 
          Attributes = new Dictionary<string, string> 
          { 
              { QueueAttributeName.Policy, policy } 
          } 
      }); 
    } 

    static void DownloadAnArchive(string archiveId, AmazonGlacierClient client) 
    { 
      // Initiate job. 
      InitiateJobRequest initJobRequest = new InitiateJobRequest() 
      { 

        VaultName = vaultName, 
        JobParameters = new JobParameters() 
        { 
          Type = "archive-retrieval", 
          ArchiveId = archiveId, 
          Description = "This job is to download the archive.", 
          SNSTopic = topicArn, 
        } 
      }; 
      InitiateJobResponse initJobResponse = client.InitiateJob(initJobRequest); 
      string jobId = initJobResponse.JobId; 

      // Check queue for a message and if job completed successfully, download archive. 
      ProcessQueue(jobId, client); 
    } 

    private static void ProcessQueue(string jobId, AmazonGlacierClient client) 
    { 
        var receiveMessageRequest = new ReceiveMessageRequest() { QueueUrl = queueUrl, 
 MaxNumberOfMessages = 1 }; 
        bool jobDone = false; 
        while (!jobDone) 
        { 
            Console.WriteLine("Poll SQS queue"); 
            ReceiveMessageResponse receiveMessageResponse = 
 sqsClient.ReceiveMessage(receiveMessageRequest); 
            if (receiveMessageResponse.Messages.Count == 0) 
            { 
                Thread.Sleep(10000 * 60); 
                continue; 
            } 
            Console.WriteLine("Got message"); 
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            Message message = receiveMessageResponse.Messages[0]; 
            Dictionary<string, string> outerLayer = 
 JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, string>>(message.Body); 
            Dictionary<string, object> fields = 
 JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, object>>(outerLayer["Message"]); 
            string statusCode = fields["StatusCode"] as string; 
            if (string.Equals(statusCode, GlacierUtils.JOB_STATUS_SUCCEEDED, 
 StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)) 
            { 
                long archiveSize = Convert.ToInt64(fields["ArchiveSizeInBytes"]); 
                Console.WriteLine("Downloading job output"); 
                DownloadOutput(jobId, archiveSize, client); // This where we save job 
 output to the specified file location. 
            } 
            else if (string.Equals(statusCode, GlacierUtils.JOB_STATUS_FAILED, 
 StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)) 
                Console.WriteLine("Job failed... cannot download the archive."); 
            jobDone = true; 
            sqsClient.DeleteMessage(new DeleteMessageRequest() { QueueUrl = queueUrl, 
 ReceiptHandle = message.ReceiptHandle }); 
        } 
    }                

    private static void DownloadOutput(string jobId, long archiveSize, AmazonGlacierClient 
 client) 
    { 
      long partSize = 4 * (long)Math.Pow(2, 20);  // 4 MB. 
      using (Stream fileToSave = new FileStream(fileName, FileMode.Create, 
 FileAccess.Write)) 
      { 

        long currentPosition = 0; 
        do 
        { 
          GetJobOutputRequest getJobOutputRequest = new GetJobOutputRequest() 
          { 
            JobId = jobId, 
            VaultName = vaultName 
          }; 

          long endPosition = currentPosition + partSize - 1; 
          if (endPosition > archiveSize) 
            endPosition = archiveSize; 

          getJobOutputRequest.SetRange(currentPosition, endPosition); 
          GetJobOutputResponse getJobOutputResponse = 
 client.GetJobOutput(getJobOutputRequest); 

          using (Stream webStream = getJobOutputResponse.Body) 
          { 
            CopyStream(webStream, fileToSave); 
          } 
          currentPosition += partSize; 
        } while (currentPosition < archiveSize); 
      } 
    } 

    public static void CopyStream(Stream input, Stream output) 
    { 
      byte[] buffer = new byte[65536]; 
      int length; 
      while ((length = input.Read(buffer, 0, buffer.Length)) > 0) 
      { 
        output.Write(buffer, 0, length); 
      } 
    } 
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  }
}

REST API を使用したアーカイブのダウンロード
REST API を使用してアーカイブをダウンロードするには

アーカイブをダウンロードするプロセスは、2 つのステップに分けることができます。

1. archive-retrieval タイプのジョブを開始します。詳細については、「ジョブの開始 (ジョブの 
POST) (p. 326)」を参照してください。

2. ジョブが完了したら、アーカイブデータをダウンロードします。詳細については、「ジョブの出力の
取得 (GET output) (p. 319)」を参照してください。

Amazon S3 Glacier で AWS CLI を使用してアーカイ
ブをダウンロードする
() を使用して、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier)AWS Command Line Interface のアーカイブをダウンロー
ドできます。AWS CLI

トピック
• (前提条件) AWS CLI の設定 (p. 21)
• -AWS CLI (p. 122)

(前提条件) AWS CLI の設定
1. AWS CLI をダウンロードして設定します。手順については、「AWS Command Line Interface ユー

ザーガイド」の次のトピックを参照してください。

AWS Command Line Interface のインストール

AWS Command Line Interface の設定
2. コマンドプロンプトで以下のコマンドを入力して、AWS CLIセットアップを確認します。これらのコ

マンドは、いずれも認証情報を明示的に提供しないため、デフォルトプロファイルの認証情報が使用
されます。

• help コマンドを使用してください。

aws help

• 設定したアカウントの S3 Glacier ボールトのリストを取得するには、list-vaultsコマンドを使
用します。123456789012AWS アカウント をご自身の ID に置き換えてください。

aws glacier list-vaults --account-id 123456789012

• の現在の設定データを表示するにはAWS CLI、aws configure listコマンドを使用します。

aws configure list
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Note

アーカイブをダウンロードするには、アーカイブ ID を知っている必要があります。ステップ 1 ～ 
4 でアーカイブ ID を取得します。ダウンロードするアーカイブIDが既にわかっている場合は、手
順は、次のとおりです。

1. initiate-jobコマンドを使用して、インベントリ検索ジョブを開始します。インベントリレポート
には、アーカイブ ID が一覧表示されます。

aws glacier initiate-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --job-
parameters "{\"Type\":\"inventory-retrieval\"}"

正常な出力:

{ 
    "location": "/111122223333/vaults/awsexamplevault/jobs/*** jobid ***",  
    "jobId": "*** jobid ***"
} 
       

2. describe-jobコマンドを使用して、inventory-retrieval前のジョブコマンドのステータスを確
認します。

aws glacier describe-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --job-
id *** jobid ***

正常な出力:

{ 
    "InventoryRetrievalParameters": { 
        "Format": "JSON" 
    },  
    "VaultARN": "*** vault arn ***",  
    "Completed": false,  
    "JobId": "*** jobid ***",  
    "Action": "InventoryRetrieval",  
    "CreationDate": "*** job creation date ***",  
    "StatusCode": "InProgress"
} 
       

3. ジョブが完了するまで待ちます。

ジョブの出力をダウンロードする準備が整うまで待つ必要があります。ボールトに通知設定を指定し
ている場合、またはジョブを開始したときに Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ト
ピックを指定している場合は、ジョブの完了後に S3 Glacier からそのトピックにメッセージが送信さ
れます。

ボールトに特定のイベントに対する通知設定を指定できます。詳細については、「Amazon S3 Glacier 
でのボールト通知の設定 (p. 52)」を参照してください。S3 Glacier は、特定のイベントが発生するた
びに、指定された SNS トピックにメッセージを送信します。

4. 完了したら、get-job-output コマンドを使用して、取得ジョブをファイル output.json にダウ
ンロードします。このファイルにはアーカイブ ID が含まれます。
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aws glacier get-job-output --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --
job-id *** jobid *** output.json

このコマンドは、次のフィールドを含むファイルを生成します。

{
"VaultARN":"arn:aws:glacier:region:111122223333:vaults/awsexamplevault",
"InventoryDate":"*** job completion date ***",
"ArchiveList":[
{"ArchiveId":"*** archiveid ***",
"ArchiveDescription":*** archive description (if set) ***,
"CreationDate":"*** archive creation date ***",
"Size":"*** archive size (in bytes) ***",
"SHA256TreeHash":"*** archive hash ***"
}
{"ArchiveId":
...
]}

5. initiate-jobコマンドを使用して、ボールトからの各アーカイブの検索プロセスを開始しま
す。archive-retrieval以下に示すように、ジョブパラメータを指定する必要があります。

aws glacier initiate-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --job-
parameters "{\"Type\":\"archive-retrieval\",\"ArchiveId\":\"*** archiveId ***\"}"

6. archive-retrievalジョブが完了するまで待ちます。コマンドを使用して、describe-job前のコ
マンドのステータスをチェックする手順は、次のとおりです。

aws glacier describe-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --job-
id *** jobid ***

7. 上記のジョブが完了したら、get-job-outputコマンドを使用してアーカイブをダウンロードしま
す。

aws glacier get-job-output --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --
job-id *** jobid *** output_file_name

Amazon S3 Glacier でアーカイブを削除する
Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) 管理コンソールを使用してアーカイブを削除することはできません。アー
カイブを削除するには、AWS Command Line Interface (CLI) の使用またはコードの記述が必要になりま
す。削除をリクエストするコードを記述する場合は、REST API を直接使用するか、AWS SDK for Java 
と .NET ラッパーライブラリを使用します。以下のトピックでは、AWS SDK for Java、.NET ラッパーラ
イブラリ、REST API、AWS CLI の使用方法について説明します。

トピック
• を使用して Amazon S3 Glacier でアーカイブを削除するAWS SDK for Java (p. 124)
• を使用して Amazon S3 Glacier でアーカイブを削除するAWS SDK for .NET (p. 125)
• REST API を使用した Amazon S3 Glacier アーカイブの削除 (p. 128)
• AWS Command Line Interfaceを使用して Amazon S3 Glacier でアーカイブを削除する (p. 128)

ボールトから削除できるアーカイブは一度に 1 つです。アーカイブを削除するには、削除リクエストに
アーカイブ ID を指定する必要があります。アーカイブ ID は、そのアーカイブを含むボールトのボール
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トインベントリをダウンロードすることで取得できます。ボールトインベントリのダウンロードの詳細に
ついては、「Amazon S3 Glacier でボールトインベントリをダウンロードする (p. 38)」を参照してくださ
い。

アーカイブを削除した後でも、削除したアーカイブの取得ジョブを開始することはリクエストできます
が、アーカイブの取得ジョブ自体は失敗します。

アーカイブを削除する際に、該当するアーカイブ ID のアーカイブが取得中であった場合、取得は以下のシ
ナリオに応じて成功する場合と成功しない場合があります。

• S3 Glacier がアーカイブの削除リクエストを受け取ったときに、アーカイブの取得ジョブがダウンロー
ド用のデータを準備している最中であった場合には、アーカイブの取得オペレーションが失敗すること
があります。

• S3 Glacier がアーカイブの削除リクエストを受け取ったときに、アーカイブの取得ジョブがダウンロー
ド対象のアーカイブの準備を完了していた場合には、出力をダウンロードできます。

アーカイブの取得に関する詳細については、「S3 Glacier でのアーカイブのダウンロード (p. 95)」を参
照してください。

このオペレーションはべき等です。既に削除されたアーカイブを削除しようとした場合には、エラーは発
生しません。

アーカイブの削除後、すぐにボールトインベントリをダウンロードした場合、リストに削除したアーカイ
ブが含まれることがあります。S3 Glacier がボールトインベントリを更新するのは、約 1 日 1 回であるた
めです。

を使用して Amazon S3 Glacier でアーカイブを削除す
るAWS SDK for Java
以下では、AWS SDK for Java の低レベル API を使用してアーカイブを削除する手順を示します。

1. AmazonGlacierClient クラスのインスタンス（クライアント）を作成します。

削除するアーカイブが格納されている AWS リージョンを指定する必要があります。このクライアント
を使用して実行するすべてのオペレーションは、そのAWSリージョンに適用されます。

2. DeleteArchiveRequest クラスのインスタンスを作成することにより、リクエスト情報を指定しま
す。

アーカイブ ID、ボールト名、およびアカウント ID を指定する必要があります。アカウント ID を指定し
なかった場合は、リクエストに署名する際に指定した認証情報に関連づけられているアカウント ID が
使用されます。詳細については、「Amazon S3 Glacier でのAWS SDK for Javaの使用 (p. 133)」を参
照してください。

3. リクエストオブジェクトをパラメータとして指定して、deleteArchive メソッドを実行します。

以下の Java コードスニペットは、前述の手順を示しています。

AmazonGlacierClient client;

DeleteArchiveRequest request = new DeleteArchiveRequest() 
    .withVaultName("*** provide a vault name ***") 
    .withArchiveId("*** provide an archive ID ***");

client.deleteArchive(request);
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Note

基本となる REST API については、「アーカイブの削除 (DELETE archive) (p. 283)」を参照し
てください。

例: AWS SDK for Java を使用したアーカイブの削除
以下の Java コード例では、AWS SDK for Java を使用してアーカイブを削除しています。この例を実行す
るための詳しい手順については、「Eclipse を使用した Amazon S3 Glacier の Java 実行例 (p. 134)」を
参照してください。ここに示したコードは、ボールトの名前と、削除するアーカイブのアーカイブ ID で更
新する必要があります。

Example

import java.io.IOException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.model.DeleteArchiveRequest;

public class ArchiveDelete { 

    public static String vaultName = "*** provide vault name ****"; 
    public static String archiveId = "*** provide archive ID***"; 
    public static AmazonGlacierClient client; 
     
    public static void main(String[] args) throws IOException { 
         
     ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider(); 

        client = new AmazonGlacierClient(credentials); 
        client.setEndpoint("https://glacier.us-east-1.amazonaws.com/");         

        try { 

            // Delete the archive. 
            client.deleteArchive(new DeleteArchiveRequest() 
                .withVaultName(vaultName) 
                .withArchiveId(archiveId)); 
             
            System.out.println("Deleted archive successfully."); 
             
        } catch (Exception e) { 
            System.err.println("Archive not deleted."); 
            System.err.println(e); 
        } 
    }
}

を使用して Amazon S3 Glacier でアーカイブを削除す
るAWS SDK for .NET
両方高レベル API と低レベル API (p. 131).NET 用の Amazon SDK で提供されており、アーカイブを削
除する方法を提供します。

トピック
• AWS SDK for .NET の高レベル API を使用してアーカイブを削除する (p. 126)
• AWS SDK for .NET の低レベル API を使用してアーカイブを削除する (p. 126)
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AWS SDK for .NET の高レベル API を使用してアーカイブを削除
する
高レベル API の ArchiveTransferManager クラスには、アーカイブの削除に使用できる
DeleteArchive メソッドが用意されています。

例: AWS SDK for .NET の高レベル API を使用してアーカイブを削除する

次の C# コード例では、AWS SDK for .NET の高レベル API を使用してアーカイブを削除します。この例
を実行するための詳しい手順については、「コード例の実行 (p. 137)」を参照してください。ここに示し
たコードは、削除するアーカイブのアーカイブ ID で、更新する必要があります。

Example

using System;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Transfer;
using Amazon.Runtime;  

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{ 
  class ArchiveDeleteHighLevel 
  { 
    static string vaultName = "examplevault"; 
    static string archiveId = "*** Provide archive ID ***"; 

    public static void Main(string[] args) 
    { 
      try 
      { 
        var manager = new ArchiveTransferManager(Amazon.RegionEndpoint.USWest2); 
        manager.DeleteArchive(vaultName, archiveId); 
        Console.ReadKey(); 
      } 
      catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      Console.WriteLine("To continue, press Enter"); 
      Console.ReadKey(); 
    } 
  }
}

AWS SDK for .NET の低レベル API を使用してアーカイブを削除
する
以下に、AWS SDK for .NET を使用してアーカイブを削除する手順を示します。

1. AmazonGlacierClient クラスのインスタンス（クライアント）を作成します。

削除するアーカイブが格納されている AWS リージョンを指定する必要があります。このクライアント
を使用して実行するすべてのオペレーションは、そのAWSリージョンに適用されます。

2. DeleteArchiveRequest クラスのインスタンスを作成することにより、リクエスト情報を指定しま
す。

アーカイブ ID、ボールト名、およびアカウント ID を指定する必要があります。アカウント ID を指定し
なかった場合は、リクエストに署名する際に指定した認証情報に関連づけられているアカウント ID が
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使用されます。詳細については、「の使用AWSAmazon S3 Glacier での SDK Glacier (p. 131)」を参
照してください。

3. リクエストオブジェクトをパラメータとして指定して、DeleteArchive メソッドを実行します。

例: の低レベル API を使用してアーカイブを削除するAWS SDK for .NET

以下の C# の例は、前述の手順を示しています。この例では、AWS SDK for .NET の低レベル API を使用
してアーカイブを削除します。

Note

基本となる REST API については、「アーカイブの削除 (DELETE archive) (p. 283)」を参照し
てください。

この例を実行するための詳しい手順については、「コード例の実行 (p. 137)」を参照してください。ここ
に示したコードは、削除するアーカイブのアーカイブ ID で、更新する必要があります。

Example

using System;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{ 
  class ArchiveDeleteLowLevel 
  { 
    static string vaultName = "examplevault"; 
    static string archiveId = "*** Provide archive ID ***"; 

    public static void Main(string[] args) 
    { 
      AmazonGlacierClient client; 
      try 
      { 
        using (client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2)) 
        { 
          Console.WriteLine("Deleting the archive"); 
          DeleteAnArchive(client); 
        } 
        Console.WriteLine("Operations successful. To continue, press Enter"); 
        Console.ReadKey(); 
      } 
      catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); } 
      Console.WriteLine("To continue, press Enter"); 
      Console.ReadKey(); 
    } 

    static void DeleteAnArchive(AmazonGlacierClient client) 
    { 
      DeleteArchiveRequest request = new DeleteArchiveRequest() 
      { 
        VaultName = vaultName, 
        ArchiveId = archiveId 
      }; 
      DeleteArchiveResponse response = client.DeleteArchive(request); 
    } 
  }
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}

REST API を使用した Amazon S3 Glacier アーカイブ
の削除
アーカイブ削除 API を使用して、アーカイブを削除できます。

• アーカイブ削除 API の詳細については、「アーカイブの削除 (DELETE archive) (p. 283)」を参照して
ください。

• REST API の使用については、「Amazon S3 Glacier の API リファレンス (p. 218)」を参照してくださ
い。

AWS Command Line Interfaceを使用して Amazon S3 
Glacier でアーカイブを削除する
AWS Command Line Interface (AWS CLI)を使用して、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) のアーカイブを削
除できます。

トピック
• (前提条件) AWS CLI の設定 (p. 21)
• 例: AWS CLI を使用したアーカイブの削除 (p. 128)

(前提条件) AWS CLI の設定
1. AWS CLI をダウンロードして設定します。手順については、「AWS Command Line Interface ユー

ザーガイド」の次のトピックを参照してください。

AWS Command Line Interface のインストール

AWS Command Line Interface の設定
2. コマンドプロンプトで以下のコマンドを入力して、AWS CLIセットアップを確認します。これらのコ

マンドは、いずれも認証情報を明示的に提供しないため、デフォルトプロファイルの認証情報が使用
されます。

• help コマンドを使用してください。

aws help

• 設定したアカウントの S3 Glacier ボールトのリストを取得するには、list-vaultsコマンドを使
用します。123456789012AWS アカウント をご自身の ID に置き換えてください。

aws glacier list-vaults --account-id 123456789012

• の現在の設定データを表示するにはAWS CLI、aws configure listコマンドを使用します。

aws configure list

例: AWS CLI を使用したアーカイブの削除
1. インベントリ取得ジョブを開始するには、initiate-job コマンドを使用します。
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aws glacier initiate-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --job-
parameters "{\"Type\":\"inventory-retrieval\"}"

正常な出力:

{ 
    "location": "/111122223333/vaults/awsexamplevault/jobs/*** jobid ***",  
    "jobId": "*** jobid ***"
} 
       

2. 以前の取得ジョブのステータスをチェックするには、describe-job コマンドを使用します。

aws glacier describe-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --job-
id *** jobid ***

正常な出力:

{ 
    "InventoryRetrievalParameters": { 
        "Format": "JSON" 
    },  
    "VaultARN": "*** vault arn ***",  
    "Completed": false,  
    "JobId": "*** jobid ***",  
    "Action": "InventoryRetrieval",  
    "CreationDate": "*** job creation date ***",  
    "StatusCode": "InProgress"
} 
       

3. ジョブが完了するまで待ちます。

ジョブの出力をダウンロードする準備が整うまで待つ必要があります。ボールトに通知設定を指定し
ている場合、またはジョブを開始したときに Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ト
ピックを指定している場合は、ジョブの完了後に S3 Glacier からそのトピックにメッセージが送信さ
れます。

ボールトに特定のイベントに対する通知設定を指定できます。詳細については、「Amazon S3 Glacier 
でのボールト通知の設定 (p. 52)」を参照してください。S3 Glacier は、特定のイベントが発生するた
びに、指定された SNS トピックにメッセージを送信します。

4. 完了したら、get-job-output コマンドを使用して、取得ジョブをファイル output.json にダウ
ンロードします。

aws glacier get-job-output --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --
job-id *** jobid *** output.json

このコマンドは、次のフィールドを含むファイルを生成します。

{
"VaultARN":"arn:aws:glacier:region:111122223333:vaults/awsexamplevault",
"InventoryDate":"*** job completion date ***",
"ArchiveList":[
{"ArchiveId":"*** archiveid ***",
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"ArchiveDescription":*** archive description (if set) ***,
"CreationDate":"*** archive creation date ***",
"Size":"*** archive size (in bytes) ***",
"SHA256TreeHash":"*** archive hash ***"
}
{"ArchiveId":
...
]} 
       

5. delete-archive コマンドを使用して、ボールトから各アーカイブを削除します。

aws glacier delete-archive --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --
archive-id *** archiveid ***
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の使用AWSAmazon S3 Glacier での 
SDK Glacier

AWSでは、Amazon S3 Glacier 用のアプリケーションを開発するための SDK を提供しています。SDK 
ライブラリは基本となる S3 Glacier API をラップし、プログラミングタスクを簡素化します。たとえ
ば、S3 Glacier に送信する各リクエストに対して、リクエストを認証するために署名を含める必要があり
ます。SDK ライブラリを使用すると、コードに AWS セキュリティ認証情報のみを指定するだけで、ライ
ブラリによって必要な署名が計算され、S3 Glacier に送信するリクエストにその署名が含められます。-
AWSSDK では、基本となる REST API に対応するライブラリが提供され、簡単にリクエストを作成した
りレスポンスを処理したりするために使用できるオブジェクトが提供されます。

トピック
• AWSJava 用と .NET 用の SDK ライブラリ  (p. 131)
• での S3 Glacier の使用AWSSDK (p. 132)
• Amazon S3 Glacier でのAWS SDK for Javaの使用 (p. 133)
• Amazon S3 Glacier でのAWS SDK for .NETの使用 (p. 135)

-AWS Command Line Interface(AWS CLI) は、あなたを管理するための統合ツールですAWS のサービ
ス、S3 Glacier を含む。AWS CLI のダウンロードの詳細については、「AWS Command Line Interface」
を参照してください。S3 Glacier CLI CLI コマンドの一覧については、AWS CLIコマンドリファレンス。

AWSJava 用と .NET 用の SDK ライブラリ
-AWSJava 用と .NET 用の SDK は高レベルと低レベルのラッパーライブラリを提供します。

Amazon S3 Glacier の操作例については、AWS SDK for JavaとAWS SDK for .NETこの開発者ガイド全体
を通して。

低レベル API とは
低レベルのラッパーライブラリは、S3 Glacier でサポートされる基本となる REST API (Amazon S3 
Glacier の API リファレンス (p. 218)) に厳密にマップしています。低レベル API では、各 S3 Glacier 
REST オペレーションに対して、対応するメソッド、リクエスト情報を指定するリクエストオブジェク
ト、および S3 Glacier レスポンスを処理するレスポンスオブジェクトを提供します。低レベルのラッパー
ライブラリは、基本となる S3 Glacier オペレーションの最も完全な実装です。

これらの SDK ライブラリの詳細については、「Amazon S3 Glacier でのAWS SDK for Javaの使
用 (p. 133)」および「Amazon S3 Glacier でのAWS SDK for .NETの使用 (p. 135)」を参照してくださ
い。

高レベル API とは
アプリケーション開発をさらに簡素化するために、これらのライブラリでは一部のオペレーションに対し
て高レベルの抽象化を提供します。例:
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• アーカイブのアップロード - 低レベル API を使用して、ファイル名およびアーカイブの保存先となる
ボールトの名前とともにアーカイブをアップロードする場合は、ペイロードのチェックサム (SHA-256 
木構造ハッシュ) を指定する必要があります。一方、高レベル API ではチェックサムが自動的に計算さ
れます。

• アーカイブまたはボールトインベントリのダウンロード - 低レベル API を使用して、アーカイブをダウ
ンロードする場合、まずジョブを開始し、ジョブが完了するまで待機してから、ジョブの出力を取得し
ます。S3 Glacier でジョブの完了時に通知されるように、Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS) トピックを設定する追加コードを記述する必要があります。また、ジョブの完了メッセージがト
ピックに投稿されたかどうかを確認するポーリングのメカニズムも必要です。高レベル API には、こ
れらのすべてのステップに対応した、アーカイブをダウンロードするためのメソッドが用意されていま
す。必要な操作は、アーカイブ ID と、ダウンロードしたデータを保存するフォルダーのパスを指定する
ことのみです。

これらの SDK ライブラリの詳細については、「Amazon S3 Glacier でのAWS SDK for Javaの使
用 (p. 133)」および「Amazon S3 Glacier でのAWS SDK for .NETの使用 (p. 135)」を参照してくださ
い。

高レベル API と低レベル API を使用する場合
一般的に、オペレーションの実行に必要なメソッドが高レベル API に用意されている場合は、シンプルな
高レベル API を使用してください。ただし、高レベル API でその機能が提供されていない場合は、低レ
ベル API を使用できます。また、低レベル API では、エラー発生時の再試行ロジックなど、オペレーショ
ンを細かく制御できます。たとえば、アーカイブをアップロードするときに、高レベル API ではファイル
のサイズに応じて、単一オペレーションでアーカイブをアップロードするか、マルチパートアップロード 
API を使用するかを決定します。APIには、アップロードが失敗した場合の再試行ロジックも組み込まれて
います。ただし、アプリケーションでこれらの決定を細かく制御する必要がある場合は、低レベル API を
使用します。

での S3 Glacier の使用AWSSDK
AWS ソフトウェア開発キット (SDK) は、多くの一般的なプログラミング言語で使用できます。各 SDK に
は、デベロッパーが好みの言語でアプリケーションを簡単に構築できるようにする API、コード例、およ
びドキュメントが提供されています。

SDK ドキュメント コードの例

AWS SDK for C++ AWS SDK for C++ コードの例

AWS SDK for Go AWS SDK for Go コードの例

AWS SDK for Java AWS SDK for Java コードの例

AWS SDK for JavaScript AWS SDK for JavaScript コードの例

AWS SDK for Kotlin AWS SDK for Kotlin コードの例

AWS SDK for .NET AWS SDK for .NET コードの例

AWS SDK for PHP AWS SDK for PHP コードの例

AWS SDK for Python (Boto3) AWS SDK for Python (Boto3) コードの例

AWS SDK for Ruby AWS SDK for Ruby コードの例

AWS SDK for Rust AWS SDK for Rust コードの例
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SDK ドキュメント コードの例

AWS SDK for Swift AWS SDK for Swift コードの例

S3 Glacier に固有の例については、「AWSSDKを使用した S3 Glacier のコード例 (p. 139)」を参照して
ください。

可用性の例

必要なものが見つからなかった場合。このページの下部にある [Provide feedback] (フィードバッ
クを送信) リンクを使用して、コードの例をリクエストしてください。

Amazon S3 Glacier でのAWS SDK for Javaの使用
「の使用AWSAmazon S3 Glacier での SDK Glacier (p. 131)」で説明したように、AWS SDK for Java に
は Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) 用の高レベル API と低レベル API があります。AWS SDK for Java の
ダウンロードの詳細については、「Amazon SDK for Java」を参照してください。

Note

AWS SDK for Java は、S3 Glacier にアクセスするためのスレッドセーフのクライアントを提供し
ます。最善の方法としては、ご利用のアプリケーションでクライアントを 1 つ作成し、そのクラ
イアントをスレッド間で再利用することです。

トピック
• 低レベル API の使用 (p. 133)
• 高レベル API の使用 (p. 134)
• Eclipse を使用した Amazon S3 Glacier の Java 実行例 (p. 134)
• エンドポイントの設定 (p. 135)

低レベル API の使用
低レベルの AmazonGlacierClient クラスには、S3 Glacier の基盤となる REST オペレーションに対応
するメソッドがすべて用意されています (Amazon S3 Glacier の API リファレンス (p. 218))。これらのメ
ソッドを呼び出すときには、対応するリクエストオブジェクトを作成するとともに、そのメソッドがオペ
レーションに S3 Glacier のレスポンスを返すためのレスポンスオブジェクトを指定する必要があります。

たとえば、AmazonGlacierClient クラスには、ボールト作成のための createVault メソッドがあ
ります。このメソッドは、ボールトの作成 REST オペレーションに対応するものです (「ボールトの作成 
(PUT vault) (p. 243)」を参照してください)。このメソッドを使用するには、以下の Java コードスニペッ
トに示すように、S3 Glacier レスポンスを受け取る CreateVaultResult オブジェクトのインスタンス
を作成する必要があります。

AmazonGlacierClient client = new AmazonGlacierClient(credentials);
client.setEndpoint("https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/");

CreateVaultRequest request = new CreateVaultRequest() 
    .withAccountId("-") 
    .withVaultName(vaultName);
CreateVaultResult result = client.createVault(createVaultRequest);

このガイドの低レベル API の例では、すべてこのパターンを使用しています。
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Note

ここに挙げたコードスニペットでは、リクエストの作成時に AccountID を指定しています。
ただし、AWS SDK for Java を使用する場合であれば、リクエストに AccountId を含める
かどうかは任意であるため、このガイドの低レベル API の例では、この値を設定していませ
ん。-AccountIdはAWS アカウントID。この値はリクエストの署名に使用した認証情報に関連す
る AWS アカウント ID と一致する必要があります。AWS アカウント ID、または S3 Glacier が
リクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント ID を使用している場合はオプ
ションで「-」のどちらかを指定できます。お客様のアカウント ID を指定する場合は、ハイフン
を含めないでください。AWS SDK for Java を使用する場合に、アカウント ID を指定しなかった
ときは、ライブラリによってアカウント ID が「-」に設定されます。

高レベル API の使用
AWS SDK for Java では、アプリケーションの開発をさらに簡素化するため、低レベル API の一部のメ
ソッドの抽象化のレベルを高めた ArchiveTransferManager クラスが用意されています。このクラス
には、upload、download など、アーカイブオペレーションのための便利なメソッドがあります。

たとえば、以下の Java コードスニペットでは、アーカイブのアップロードに upload 高レベルメソッド
を使用しています。

String vaultName = "examplevault";
String archiveToUpload = "c:/folder/exampleArchive.zip";

ArchiveTransferManager atm = new ArchiveTransferManager(client, credentials);
String archiveId = atm.upload(vaultName, "Tax 2012 documents", new 
 File(archiveToUpload)).getArchiveId();

実行したオペレーションはいずれも、ArchiveTransferManager オブジェクトの作成時に指定した
AWSリージョンに適用される点に注意してください。AWSリージョンを指定しなかった場合は、AWS 
SDK for Java によって us-east-1 がデフォルトのAWSリージョンに設定されます。

このガイドの高レベル API の例では、すべてこのパターンを使用しています。

Note

高レベルの ArchiveTransferManager クラスは、AmazonGlacierClient インスタンスまた
は AWSCredentials インスタンスを使用して構築できます。

Eclipse を使用した Amazon S3 Glacier の Java 実行例
Java コード例の使用を最も手早く開始する方法は、最新の AWS Toolkit for Eclipse をインストールするこ
とです。最新ツールキットのインストールと更新については、http:///eclipse を参照してください。以下の
タスクは、このセクションに示した Java コード例を作成およびテストする手順を示しています。

Java コード例作成の一般的な手順

1 AWS のAWS SDK for Java トピック「Providing AWSCredentials in the SDK for Java」で説
明しているように、認証情報のデフォルト 認証情報プロファイルを作成します。

2 Eclipse で新しい AWS Java プロジェクトを作成します。プロジェクトは AWS SDK for 
Java 用にあらかじめ設定されています。

3 任意のセクションからプロジェクトにコードをコピーします。
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4 必要なデータを指定してコードを修正します。たとえばファイルをアップロードする場合
は、ファイルのパスとバケットの名前を指定します。

5 コードを実行します。AWS Management Console を使用して、オブジェクトが作成さ
れることを確認します。の詳細AWS Management Consoleを参照してくださいhttp:// 
aws.amazon.com/console/。

エンドポイントの設定
デフォルトで、AWS SDK for Java はエンドポイント https://glacier.us-east-1.amazonaws.com
を使用しています。以下の Java コードスニペットに示すように、エンドポイントは明示的に設定できま
す。

以下のスニペットには、低レベル API で 米国西部（オレゴン リージョン (us-west-2) にエンドポイント
を設定する方法を示しています。

Example

client = new AmazonGlacierClient(credentials);
client.setEndpoint("glacier.us-west-2.amazonaws.com");      

以下のスニペットには、高レベル API で 米国西部(オレゴン) リージョンにエンドポイントを設定する方法
を示しています。

glacierClient = new AmazonGlacierClient(credentials);
sqsClient = new AmazonSQSClient(credentials);
snsClient = new AmazonSNSClient(credentials); 
         
glacierClient.setEndpoint("glacier.us-west-2.amazonaws.com");
sqsClient.setEndpoint("sqs.us-west-2.amazonaws.com");
snsClient.setEndpoint("sns.us-west-2.amazonaws.com");

ArchiveTransferManager atm = new ArchiveTransferManager(glacierClient, sqsClient, 
 snsClient);

サポートされているAWSリージョンとエンドポイントのリストについては、「Amazon S3 Glacier へのア
クセス (p. 6)」を参照してください。

Amazon S3 Glacier でのAWS SDK for .NETの使用
AWS SDK for .NET API は、AWSSDK.dll で利用できます。AWS SDK for .NET のダウンロードについ
ては、「サンプルコードライブラリ」を参照してください。「の使用AWSAmazon S3 Glacier での SDK 
Glacier (p. 131)」で説明しているように、AWS SDK for .NET には高レベル API と低レベル API があり
ます。

Note

低レベル API と高レベル API により、S3 Glacier へのアクセスを目的としたスレッドセーフのク
ライアントが提供されます。最善の方法としては、ご利用のアプリケーションでクライアントを 
1 つ作成し、そのクライアントをスレッド間で再利用することです。

トピック
• 低レベル API の使用 (p. 136)
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• 高レベル API の使用 (p. 136)
• コード例の実行 (p. 137)
• エンドポイントの設定 (p. 137)

低レベル API の使用
低レベルの AmazonGlacierClient クラスには、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) の基盤となる REST 
オペレーションにマッピングするメソッドがすべて用意されています ()。これらのメソッドを呼び出す
ときには、対応するリクエストオブジェクトを作成するとともに、そのメソッドがオペレーションに S3 
Glacier のレスポンスを返すためのレスポンスオブジェクトを指定する必要があります。

たとえば、AmazonGlacierClient クラスには、ボールト作成のための CreateVault メソッドがあ
ります。このメソッドは、ボールトの作成 REST オペレーションに対応するものです (「ボールトの作成 
(PUT vault) (p. 243)」を参照してください)。このメソッドを使用するには、次の C# コードスニペット
に示すように、CreateVaultRequest クラスと CreateVaultResponse クラスのインスタンスを作成
して、リクエスト情報を指定し、S3 Glacier のレスポンスを受け取る必要があります。

AmazonGlacierClient client;
client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USEast1);  

CreateVaultRequest request = new CreateVaultRequest()
{ 
  AccountId = "-", 
  VaultName = "*** Provide vault name ***"
};

CreateVaultResponse response = client.CreateVault(request);

このガイドの低レベル API の例では、すべてこのパターンを使用しています。

Note

ここに挙げたコードスニペットでは、リクエストの作成時に AccountId を指定しています。
ただし、AWS SDK for .NET を使用する場合であれば、リクエストに AccountId を含める
かどうかは任意であるため、このガイドの低レベル API の例では、この値を設定していませ
ん。-AccountIdはAWS アカウントID。この値はリクエストの署名に使用した認証情報に関連す
る AWS アカウント ID と一致する必要があります。AWS アカウント ID、または S3 Glacier が
リクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント ID を使用している場合はオプ
ションで「-」のどちらかを指定できます。お客様のアカウント ID を指定する場合は、ハイフン
を含めないでください。AWS SDK for .NET を使用する場合に、アカウント ID を指定しなかった
ときは、ライブラリによってアカウント ID が「-」に設定されます。

高レベル API の使用
AWS SDK for .NET では、アプリケーションの開発をさらに簡素化するため、低レベル API の一部のメ
ソッドの抽象化のレベルを高めた ArchiveTransferManager クラスが用意されています。このクラス
には、Upload、Download など、アーカイブオペレーションのための便利なメソッドがあります。

たとえば、以下の C# コードスニペットでは、アーカイブのアップロードに Upload 高レベルメソッドを
使用しています。

string vaultName = "examplevault";
string archiveToUpload = "c:\folder\exampleArchive.zip";
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var manager = new ArchiveTransferManager(Amazon.RegionEndpoint.USEast1);
string archiveId = manager.Upload(vaultName, "archive description", 
 archiveToUpload).ArchiveId;

実行したオペレーションはいずれも、ArchiveTransferManager オブジェクトの作成時に指定した
AWSリージョンに適用される点に注意してください。このガイドの高レベル API の例では、すべてこのパ
ターンを使用しています。

Note

高レベルの ArchiveTransferManager クラスには、依然として低レベルの
AmazonGlacierClient クライアントが必要です。このクライアントは、明示的に渡すこと
や、ArchiveTransferManager で作成することができます。

コード例の実行
.NET コード例の使用を最も手早く開始する方法は、AWS SDK for .NET をインストールすることです。詳
細については、「Amazon SDK for .NET」を参照してください。

以下の手順では、このガイドに示しているコード例をテストするためのステップを示しています。

.NET コード例作成の一般的な手順 (Visual Studio 使用)

1 Amazon SDK for .NET のトピック「 Configuring AWS Credentials」で説明しているよう
に、AWS 認証情報プロファイルを作成します。

2 AWS空の プロジェクト テンプレートを使用して、新しい Visual Studio プロジェクトを作成
します。

3 プロジェクトファイル Program.cs 内のコードを、任意のセクションのコードで置き換え
ます。

4 コードを実行します。AWS Management Console を使用して、オブジェクトが作成される
ことを確認します。AWS Management Console の詳細については、http://aws.amazon.com/ 
console/ を参照してください。

エンドポイントの設定
デフォルトでは、AWS SDK for .NETエンドポイントを米国西部 (オレゴン) リージョン (https://
glacier.us-west-2.amazonaws.com). 以下の C# スニペットに示すように、エンドポイントを他の
AWSリージョンに設定できます。

以下のスニペットには、低レベル API で 米国西部（オレゴン） リージョン (us-west-2) にエンドポイン
トを設定する方法を示しています。

Example

AmazonGlacierClient client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);

以下のスニペットには、高レベル API で 米国西部（オレゴン) リージョンにエンドポイントを設定する方
法を示しています。

var manager = new ArchiveTransferManager(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
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現在サポートされているAWSリージョンとエンドポイントのリストについては、「Amazon S3 Glacier へ
のアクセス (p. 6)」を参照してください。
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AWSSDKを使用した S3 Glacier の
コード例

次のコード例は、AWS ソフトウェア開発キット (SDK) による S3 Glacier の使用方法を示しています。

「アクション」は、個々のサービス関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋です。

「シナリオ」は、同じサービス内で複数の関数を呼び出して、特定のタスクを実行する方法を示すコード
例です。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

開始方法

Hello Amazon S3 Glacier の場合
次のコード例は、Amazon S3 Glacier の使用を開始する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Model;

namespace GlacierActions;

public static class HelloGlacier
{ 
    static async Task Main() 
    { 
        var glacierService = new AmazonGlacierClient(); 

        Console.WriteLine("Hello Amazon Glacier!"); 
        Console.WriteLine("Let's list your Glacier vaults:"); 

        // You can use await and any of the async methods to get a response. 
        // Let's get the vaults using a paginator. 
        var glacierVaultPaginator = glacierService.Paginators.ListVaults( 
            new ListVaultsRequest { AccountId = "-" }); 

        await foreach (var vault in glacierVaultPaginator.VaultList) 
        { 
            Console.WriteLine($"{vault.CreationDate}:{vault.VaultName}, ARN:
{vault.VaultARN}"); 
        } 
    }
}
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• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI ListVaultsリファレンスのを参照してくださ
い。

コード例
• AWSSDK を使用した S3 グレイシャーのアクション (p. 140)

• SDKを使用して、「AWSSDK」を使用して、タグを Amazon S3 Glacier ボールトに追
加 (p. 141)

• AWS SDK を使用して、Amazon S3 Glacier ボールトを作成します (p. 142)
• SDKを使って Amazon S3 Glacier ボールトを作成します (p. 143)
• AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールトを削除します。 (p. 146)
• AWS「SDK」を使用して、Amazon S3 Glacier アーカイブを削除します。 (p. 148)
• AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールト通知を削除します。 (p. 149)
• AWS SDKを使用して、Amazon S3 Glacier ジョブについて説明します。 (p. 150)
• AWSSDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールトについて説明します。 (p. 150)
• SDKを使用して、「AWSSDK」を使用して Amazon S3 Glacier アーカイブをダウンロードし

ます。 (p. 151)
• AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ジョブ出力を取得します。 (p. 153)
• AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールト通知設定を取得します。 (p. 153)
• AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ジョブをリストします (p. 154)
• SDKを使用して、「AWSSDK」を使用して、Amazon S3 Glacier ボールトにリストしま

す。 (p. 156)
• AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールトを一覧表示します (p. 157)
• AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールトインベントリを取得します (p. 159)
• AWS SDKを使用して、Amazon S3 Glacier ボールトからアーカイブを取得しま

す。 (p. 161)
• AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールト通知を設定します (p. 162)
• AWS SDKを使用して、アーカイブを Amazon S3 Glacier ボールトにアップロードしま

す。 (p. 163)
• AWSSDK を使用する S3 グレイシャーのシナリオ (p. 169)

• Amazon S3 Glacier にファイルをアーカイブし、通知を受け取り、ジョブを開始するには
AWSSDK (p. 169)

• AWS SDKを使用し、Amazon S3 Glacier アーカイブコンテンツを取得します (p. 173)

AWSSDK を使用した S3 グレイシャーのアクショ
ン

次のコード例は、AWS SDK を使用して個々の Glacier アクションを実行する方法を示しています。これら
の抜粋では、S3 Glacier API を呼び出し例が示されています。単独での実行例は示されてません。それぞ
れの例にはGitHub、へのリンクがあり、コンテキストでコードを設定および実行する方法についての説明
が記載されています。

以下の例には、最も一般的に使用されるアクションだけが含まれています。詳細な一覧については、
「Amazon S3 Glacier API リファレンス」を参照してください。

例
• SDKを使用して、「AWSSDK」を使用して、タグを Amazon S3 Glacier ボールトに追加 (p. 141)
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• AWS SDK を使用して、Amazon S3 Glacier ボールトを作成します (p. 142)
• SDKを使って Amazon S3 Glacier ボールトを作成します (p. 143)
• AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールトを削除します。 (p. 146)
• AWS「SDK」を使用して、Amazon S3 Glacier アーカイブを削除します。 (p. 148)
• AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールト通知を削除します。 (p. 149)
• AWS SDKを使用して、Amazon S3 Glacier ジョブについて説明します。 (p. 150)
• AWSSDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールトについて説明します。 (p. 150)
• SDKを使用して、「AWSSDK」を使用して Amazon S3 Glacier アーカイブをダウンロードしま

す。 (p. 151)
• AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ジョブ出力を取得します。 (p. 153)
• AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールト通知設定を取得します。 (p. 153)
• AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ジョブをリストします (p. 154)
• SDKを使用して、「AWSSDK」を使用して、Amazon S3 Glacier ボールトにリストします。 (p. 156)
• AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールトを一覧表示します (p. 157)
• AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールトインベントリを取得します (p. 159)
• AWS SDKを使用して、Amazon S3 Glacier ボールトからアーカイブを取得します。 (p. 161)
• AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールト通知を設定します (p. 162)
• AWS SDKを使用して、アーカイブを Amazon S3 Glacier ボールトにアップロードします。 (p. 163)

SDKを使用して、「AWSSDK」を使用して、タグを 
Amazon S3 Glacier ボールトに追加
次のコード例は、Amazon S3 Glacier ボールトにタグを追加する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Add tags to the items in an Amazon S3 Glacier vault. 
    /// </summary> 
    /// <param name="vaultName">The name of the vault to add tags to.</param> 
    /// <param name="key">The name of the object to tag.</param> 
    /// <param name="value">The tag value to add.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> AddTagsToVaultAsync(string vaultName, string key, 
 string value) 
    { 
        var request = new AddTagsToVaultRequest 
        { 
            Tags = new Dictionary<string, string> 
                { 
                    { key, value }, 
                }, 
            AccountId = "-", 
            VaultName = vaultName, 
        }; 
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        var response = await _glacierService.AddTagsToVaultAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.NoContent; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI AddTagsToVaultリファレンスのを参照してく
ださい。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して、Amazon S3 Glacier ボールト
を作成します
次のコード例は、Amazon S3 Glacier ボールトへのマルチパートアップロードを作成する方法を示してい
ます。

JavaScript

(v2) の SDK forJavaScript (v2)

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

Buffer オブジェクトの 1 メガバイトのチャンクのマルチパートアップロードを作成します。

// Create a new service object and some supporting variables
var glacier = new AWS.Glacier({apiVersion: '2012-06-01'}), 
    vaultName = 'YOUR_VAULT_NAME', 
    buffer = new Buffer(2.5 * 1024 * 1024), // 2.5MB buffer 
    partSize = 1024 * 1024, // 1MB chunks, 
    numPartsLeft = Math.ceil(buffer.length / partSize), 
    startTime = new Date(), 
    params = {vaultName: vaultName, partSize: partSize.toString()};

// Compute the complete SHA-256 tree hash so we can pass it
// to completeMultipartUpload request at the end
var treeHash = glacier.computeChecksums(buffer).treeHash;

// Initiate the multipart upload
console.log('Initiating upload to', vaultName);
// Call Glacier to initiate the upload.
glacier.initiateMultipartUpload(params, function (mpErr, multipart) { 
    if (mpErr) { console.log('Error!', mpErr.stack); return; } 
    console.log("Got upload ID", multipart.uploadId); 

    // Grab each partSize chunk and upload it as a part 
    for (var i = 0; i < buffer.length; i += partSize) { 
        var end = Math.min(i + partSize, buffer.length), 
            partParams = { 
                vaultName: vaultName, 
                uploadId: multipart.uploadId, 
                range: 'bytes ' + i + '-' + (end-1) + '/*', 
                body: buffer.slice(i, end) 
            }; 

        // Send a single part 
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        console.log('Uploading part', i, '=', partParams.range); 
        glacier.uploadMultipartPart(partParams, function(multiErr, mData) { 
            if (multiErr) return; 
            console.log("Completed part", this.request.params.range); 
            if (--numPartsLeft > 0) return; // complete only when all parts 
 uploaded 

            var doneParams = { 
                vaultName: vaultName, 
                uploadId: multipart.uploadId, 
                archiveSize: buffer.length.toString(), 
                checksum: treeHash // the computed tree hash 
            }; 

            console.log("Completing upload..."); 
            glacier.completeMultipartUpload(doneParams, function(err, data) { 
                if (err) { 
                    console.log("An error occurred while uploading the archive"); 
                    console.log(err); 
                } else { 
                    var delta = (new Date() - startTime) / 1000; 
                    console.log('Completed upload in', delta, 'seconds'); 
                    console.log('Archive ID:', data.archiveId); 
                    console.log('Checksum:  ', data.checksum); 
                } 
            }); 
        }); 
    }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI UploadMultipartPartリファレンスのを参照

してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

SDKを使って Amazon S3 Glacier ボールトを作成しま
す
次のコード例は、Amazon S3 Glacier ボールトを作成する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Create an Amazon S3 Glacier vault. 
    /// </summary> 
    /// <param name="vaultName">The name of the vault to create.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> CreateVaultAsync(string vaultName) 
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    { 
        var request = new CreateVaultRequest 
        { 
            // Setting the AccountId to "-" means that 
            // the account associated with the current 
            // account will be used. 
            AccountId = "-", 
            VaultName = vaultName, 
        }; 

        var response = await _glacierService.CreateVaultAsync(request); 

        Console.WriteLine($"Created {vaultName} at: {response.Location}"); 

        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.Created; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI CreateVaultリファレンスのを参照してくださ
い。

Java

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

    public static void createGlacierVault(GlacierClient glacier, String vaultName ) 
 { 

        try { 
            CreateVaultRequest vaultRequest = CreateVaultRequest.builder() 
                .vaultName(vaultName) 
                .build(); 

            CreateVaultResponse createVaultResult = 
 glacier.createVault(vaultRequest); 
            System.out.println("The URI of the new vault is " + 
 createVaultResult.location()); 

        } catch(GlacierException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI CreateVaultリファレンスのを参照してくだ
さい。

JavaScript

(v3) の SDK forJavaScript (v3)
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。
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クライアントを作成する

const { GlacierClient } = require("@aws-sdk/client-glacier");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION";
//Set the Redshift Service Object
const glacierClient = new GlacierClient({ region: REGION });
export { glacierClient };

ボールトを作成する

// Load the SDK for JavaScript
import { CreateVaultCommand } from "@aws-sdk/client-glacier";
import { glacierClient } from "./libs/glacierClient.js";

// Set the parameters
const vaultname = "VAULT_NAME"; // VAULT_NAME
const params = { vaultName: vaultname };

const run = async () => { 
  try { 
    const data = await glacierClient.send(new CreateVaultCommand(params)); 
    console.log("Success, vault created!"); 
    return data; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error"); 
  }
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateVaultリファレンスのを参照してく

ださい。
(v2) の SDK forJavaScript (v2)

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

// Load the SDK for JavaScript
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create a new service object
var glacier = new AWS.Glacier({apiVersion: '2012-06-01'});
// Call Glacier to create the vault
glacier.createVault({vaultName: 'YOUR_VAULT_NAME'}, function(err) { 
  if (!err) { 
    console.log("Created vault!") 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
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Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
ボールトを削除します。

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI CreateVaultリファレンスのを参照してく
ださい。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

class GlacierWrapper: 
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations.""" 
    def __init__(self, glacier_resource): 
        """ 
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource. 
        """ 
        self.glacier_resource = glacier_resource 

    def create_vault(self, vault_name): 
        """ 
        Creates a vault. 

        :param vault_name: The name to give the vault. 
        :return: The newly created vault. 
        """ 
        try: 
            vault = self.glacier_resource.create_vault(vaultName=vault_name) 
            logger.info("Created vault %s.", vault_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't create vault %s.", vault_name) 
            raise 
        else: 
            return vault

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」のを参照してくだ
さいCreateVault。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールトを
削除します。
以下のコード例で、Amazon S3 Glacier vault サブスクリプションを削除する方法を示します。

Java

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。
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ボールトを削除します。

    public static void deleteGlacierVault(GlacierClient glacier, String vaultName) 
 { 

        try { 
            DeleteVaultRequest delVaultRequest = DeleteVaultRequest.builder() 
                .vaultName(vaultName) 
                .build(); 

            glacier.deleteVault(delVaultRequest); 
            System.out.println("The vault was deleted!"); 

        } catch(GlacierException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteVaultリファレンスのを参照してくだ
さい。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

class GlacierWrapper: 
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations.""" 
    def __init__(self, glacier_resource): 
        """ 
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource. 
        """ 
        self.glacier_resource = glacier_resource 

    @staticmethod 
    def delete_vault(vault): 
        """ 
        Deletes a vault. 

        :param vault: The vault to delete. 
        """ 
        try: 
            vault.delete() 
            logger.info("Deleted vault %s.", vault.name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't delete vault %s.", vault.name) 
            raise

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」のを参照してくだ
さいDeleteVault。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。
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Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
アーカイブを削除します。

AWS「SDK」を使用して、Amazon S3 Glacier アーカ
イブを削除します。
以下のコード例で、Amazon S3 Glacier アーカイブを削除する方法を示します。

Java

SDK for Java 2.x
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

    public static void deleteGlacierArchive(GlacierClient glacier, String 
 vaultName, String accountId, String archiveId) { 
        try { 
            DeleteArchiveRequest delArcRequest = DeleteArchiveRequest.builder() 
                .vaultName(vaultName) 
                .accountId(accountId) 
                .archiveId(archiveId) 
                .build(); 

            glacier.deleteArchive(delArcRequest); 
            System.out.println("The vault was deleted!"); 

        } catch(GlacierException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI DeleteArchiveリファレンスのを参照してく
ださい。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

class GlacierWrapper: 
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations.""" 
    def __init__(self, glacier_resource): 
        """ 
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource. 
        """ 
        self.glacier_resource = glacier_resource 

    @staticmethod 
    def delete_archive(archive): 
        """ 
        Deletes an archive from a vault. 
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/glacier#readme
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ボールト通知の削除

        :param archive: The archive to delete. 
        """ 
        try: 
            archive.delete() 
            logger.info( 
                "Deleted archive %s from vault %s.", archive.id, 
 archive.vault_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't delete archive %s.", archive.id) 
            raise

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」のを参照してくだ
さいDeleteArchive。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールト通
知を削除します。
次のコード例は、Amazon S3 Glacier ボールト通知を削除する方法を示しています。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

class GlacierWrapper: 
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations.""" 
    def __init__(self, glacier_resource): 
        """ 
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource. 
        """ 
        self.glacier_resource = glacier_resource 

    @staticmethod 
    def stop_notifications(notification): 
        """ 
        Stops notifications to the configured Amazon SNS topic. 

        :param notification: The notification configuration to remove. 
        """ 
        try: 
            notification.delete() 
            logger.info("Notifications stopped.") 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't stop notifications.") 
            raise

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」のを参照してくだ
さいDeleteVaultNotifications。
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Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
ジョブの説明

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDKを使用して、Amazon S3 Glacier ジョブに
ついて説明します。
次のコード例は、Amazon S3 Glacier ジョブの説明方法を示しています。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

class GlacierWrapper: 
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations.""" 
    def __init__(self, glacier_resource): 
        """ 
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource. 
        """ 
        self.glacier_resource = glacier_resource 

    @staticmethod 
    def get_job_status(job): 
        """ 
        Gets the status of a job. 

        :param job: The job to query. 
        :return: The current status of the job. 
        """ 
        try: 
            job.load() 
            logger.info( 
                "Job %s is performing action %s and has status %s.", job.id, 
                job.action, job.status_code) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't get status for job %s.", job.id) 
            raise 
        else: 
            return job.status_code

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」のを参照してくだ
さいDescribeJob。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWSSDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールトに
ついて説明します。
次のコード例は、Amazon S3 Glacier ボールトを記述する方法を示しています。
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/python/example_code/glacier#code-examples
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/glacier-2012-06-01/DescribeJob
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アーカイブをダウンロードする

.NET

AWS SDK for .NET

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Describe an Amazon S3 Glacier vault. 
    /// </summary> 
    /// <param name="vaultName">The name of the vault to describe.</param> 
    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the vault.</returns> 
    public async Task<string> DescribeVaultAsync(string vaultName) 
    { 
        var request = new DescribeVaultRequest 
        { 
            AccountId = "-", 
            VaultName = vaultName, 
        }; 

        var response = await _glacierService.DescribeVaultAsync(request); 

        // Display the information about the vault. 
        Console.WriteLine($"{response.VaultName}\tARN: {response.VaultARN}"); 
        Console.WriteLine($"Created on: {response.CreationDate}\tNumber of 
 Archives: {response.NumberOfArchives}\tSize (in bytes): {response.SizeInBytes}"); 
        if (response.LastInventoryDate != DateTime.MinValue) 
        { 
            Console.WriteLine($"Last inventory: {response.LastInventoryDate}"); 
        } 

        return response.VaultARN; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI DescribeVaultリファレンスのを参照してくださ
い。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

SDKを使用して、「AWSSDK」を使用して Amazon 
S3 Glacier アーカイブをダウンロードします。
次のコード例は、Amazon S3 Glacier アーカイブをダウンロードする方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。
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    /// <summary> 
    /// Download an archive from an Amazon S3 Glacier vault using the Archive 
    /// Transfer Manager. 
    /// </summary> 
    /// <param name="vaultName">The name of the vault containing the object.</
param> 
    /// <param name="archiveId">The Id of the archive to download.</param> 
    /// <param name="localFilePath">The local directory where the file will 
    /// be stored after download.</param> 
    /// <returns>Async Task.</returns> 
    public async Task<bool> DownloadArchiveWithArchiveManagerAsync(string 
 vaultName, string archiveId, string localFilePath) 
    { 
        try 
        { 
            var manager = new ArchiveTransferManager(_glacierService); 

            var options = new DownloadOptions 
            { 
                StreamTransferProgress = Progress, 
            }; 

            // Download an archive. 
            Console.WriteLine("Initiating the archive retrieval job and then 
 polling SQS queue for the archive to be available."); 
            Console.WriteLine("When the archive is available, downloading will 
 begin."); 
            await manager.DownloadAsync(vaultName, archiveId, localFilePath, 
 options); 

            return true; 
        } 
        catch (AmazonGlacierException ex) 
        { 
            Console.WriteLine(ex.Message); 
            return false; 
        } 
    } 

    /// <summary> 
    /// Event handler to track the progress of the Archive Transfer Manager. 
    /// </summary> 
    /// <param name="sender">The object that raised the event.</param> 
    /// <param name="args">The argument values from the object that raised the 
    /// event.</param> 
    static void Progress(object sender, StreamTransferProgressArgs args) 
    { 
        if (args.PercentDone != _currentPercentage) 
        { 
            _currentPercentage = args.PercentDone; 
            Console.WriteLine($"Downloaded {_currentPercentage}%"); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI DownloadArchiveリファレンスのを参照してく
ださい。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。
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Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
ジョブの出力の取得

AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ジョブ出力
を取得します。
次のコード例は、Amazon S3 Glacier ジョブの出力を取得する方法を示しています。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

class GlacierWrapper: 
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations.""" 
    def __init__(self, glacier_resource): 
        """ 
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource. 
        """ 
        self.glacier_resource = glacier_resource 

    @staticmethod 
    def get_job_output(job): 
        """ 
        Gets the output of a job, such as a vault inventory or the contents of an 
        archive. 

        :param job: The job to get output from. 
        :return: The job output, in bytes. 
        """ 
        try: 
            response = job.get_output() 
            out_bytes = response['body'].read() 
            logger.info("Read %s bytes from job %s.", len(out_bytes), job.id) 
            if 'archiveDescription' in response: 
                logger.info( 
                    "These bytes are described as '%s'", 
 response['archiveDescription']) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't get output for job %s.", job.id) 
            raise 
        else: 
            return out_bytes

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」のを参照してくだ
さいGetJobOutput。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールト通
知設定を取得します。
次のコード例は、Amazon S3 Glacier ボールト通知の設定を取得する方法を示しています。
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https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/python/example_code/glacier#code-examples
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ジョブのリスト表示

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

class GlacierWrapper: 
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations.""" 
    def __init__(self, glacier_resource): 
        """ 
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource. 
        """ 
        self.glacier_resource = glacier_resource 

    @staticmethod 
    def get_notification(vault): 
        """ 
        Gets the currently notification configuration for a vault. 

        :param vault: The vault to query. 
        :return: The notification configuration for the specified vault. 
        """ 
        try: 
            notification = vault.Notification() 
            logger.info( 
                "Vault %s notifies %s on %s events.", vault.name, 
                notification.sns_topic, notification.events) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't get notification data for %s.", vault.name) 
            raise 
        else: 
            return notification

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」のを参照してくだ
さいGetVaultNotifications。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ジョブをリ
ストします
次のコード例は、Amazon S3 Glacier ジョブをリストする方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。
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ジョブのリスト表示

    /// <summary> 
    /// List Amazon S3 Glacier jobs. 
    /// </summary> 
    /// <param name="vaultName">The name of the vault to list jobs for.</param> 
    /// <returns>A list of Amazon S3 Glacier jobs.</returns> 
    public async Task<List<GlacierJobDescription>> ListJobsAsync(string vaultName) 
    { 
        var request = new ListJobsRequest 
        { 
            // Using a hyphen "-" for the Account Id will 
            // cause the SDK to use the Account Id associated 
            // with the current account. 
            AccountId = "-", 
            VaultName = vaultName, 
        }; 

        var response = await _glacierService.ListJobsAsync(request); 

        return response.JobList; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI ListJobsリファレンスのを参照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

class GlacierWrapper: 
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations.""" 
    def __init__(self, glacier_resource): 
        """ 
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource. 
        """ 
        self.glacier_resource = glacier_resource 

    @staticmethod 
    def list_jobs(vault, job_type): 
        """ 
        Lists jobs by type for the specified vault. 

        :param vault: The vault to query. 
        :param job_type: The type of job to list. 
        :return: The list of jobs of the requested type. 
        """ 
        job_list = [] 
        try: 
            if job_type == 'all': 
                jobs = vault.jobs.all() 
            elif job_type == 'in_progress': 
                jobs = vault.jobs_in_progress.all() 
            elif job_type == 'completed': 
                jobs = vault.completed_jobs.all() 
            elif job_type == 'succeeded': 
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Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
タグをリスト表示する

                jobs = vault.succeeded_jobs.all() 
            elif job_type == 'failed': 
                jobs = vault.failed_jobs.all() 
            else: 
                jobs = [] 
                logger.warning("%s isn't a type of job I can get.", job_type) 
            for job in jobs: 
                job_list.append(job) 
                logger.info("Got %s %s job %s.", job_type, job.action, job.id) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't get %s jobs from %s.", job_type, vault.name) 
            raise 
        else: 
            return job_list

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」のを参照してくだ
さいListJobs。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

SDKを使用して、「AWSSDK」を使用して、Amazon 
S3 Glacier ボールトにリストします。
次のコード例は、Amazon S3 Glacier ボールトのタグを一覧表示する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// List tags for an Amazon S3 Glacier vault. 
    /// </summary> 
    /// <param name="vaultName">The name of the vault to list tags for.</param> 
    /// <returns>A dictionary listing the tags attached to each object in the 
    /// vault and its tags.</returns> 
    public async Task<Dictionary<string, string>> ListTagsForVaultAsync(string 
 vaultName) 
    { 
        var request = new ListTagsForVaultRequest 
        { 
            // Using a hyphen "-" for the Account Id will 
            // cause the SDK to use the Account Id associated 
            // with the default user. 
            AccountId = "-", 
            VaultName = vaultName, 
        }; 

        var response = await _glacierService.ListTagsForVaultAsync(request); 

        return response.Tags; 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI ListTagsForVaultリファレンスのを参照してく
ださい。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールトを
一覧表示します
次のコード例は、Amazon S3 Glacier ボールトを一覧表示する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// List the Amazon S3 Glacier vaults associated with the current account. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list containing information about each vault.</returns> 
    public async Task<List<DescribeVaultOutput>> ListVaultsAsync() 
    { 
        var glacierVaultPaginator = _glacierService.Paginators.ListVaults( 
            new ListVaultsRequest { AccountId = "-" }); 
        var vaultList = new List<DescribeVaultOutput>(); 

        await foreach (var vault in glacierVaultPaginator.VaultList) 
        { 
            vaultList.Add(vault); 
        } 

        return vaultList; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI ListVaultsリファレンスのを参照してくださ
い。

Java

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。
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    public static void listAllVault(GlacierClient glacier) { 

        boolean listComplete = false; 
        String newMarker = null; 
        int totalVaults = 0; 
        System.out.println("Your Amazon Glacier vaults:"); 

        try { 

            while (!listComplete) { 
                ListVaultsResponse response = null; 
                if (newMarker != null) { 
                    ListVaultsRequest request = ListVaultsRequest.builder() 
                        .marker(newMarker) 
                        .build(); 

                    response = glacier.listVaults(request); 
                } else { 
                    ListVaultsRequest request = ListVaultsRequest.builder() 
                        .build(); 
                    response = glacier.listVaults(request); 
                } 

                List<DescribeVaultOutput> vaultList = response.vaultList(); 
                for (DescribeVaultOutput v: vaultList) { 
                    totalVaults += 1; 
                    System.out.println("* " + v.vaultName()); 
                } 

                // Check for further results. 
                newMarker = response.marker(); 
                if (newMarker == null) { 
                    listComplete = true; 
                } 
            } 

            if (totalVaults == 0) { 
                System.out.println("No vaults found."); 
            } 

        } catch(GlacierException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI ListVaultsリファレンスのを参照してくださ
い。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

class GlacierWrapper: 
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations.""" 
    def __init__(self, glacier_resource): 
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        """ 
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource. 
        """ 
        self.glacier_resource = glacier_resource 

    def list_vaults(self): 
        """ 
        Lists vaults for the current account. 
        """ 
        try: 
            for vault in self.glacier_resource.vaults.all(): 
                logger.info("Got vault %s.", vault.name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't list vaults.") 
            raise

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」のを参照してくだ
さいListVaults。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールトイ
ンベントリを取得します
次のコード例は、Amazon S3 Glacier ボールトインベントリを取得する方法を示しています。

Java

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

    public static String createJob(GlacierClient glacier, String vaultName, String 
 accountId) { 

        try { 

            JobParameters job = JobParameters.builder() 
                .type("inventory-retrieval") 
                .build(); 

            InitiateJobRequest initJob = InitiateJobRequest.builder() 
                .jobParameters(job) 
                .accountId(accountId) 
                .vaultName(vaultName) 
                .build(); 

            InitiateJobResponse response = glacier.initiateJob(initJob); 
            System.out.println("The job ID is: " +response.jobId()) ; 
            System.out.println("The relative URI path of the job is: " 
 +response.location()) ; 
            return response.jobId(); 
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        } catch(GlacierException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 

        } 
        return ""; 
    } 

    //  Poll S3 Glacier = Polling a Job may take 4-6 hours according to the 
 Documentation. 
    public static void checkJob(GlacierClient glacier, String jobId, String name, 
 String account, String path) { 

       try{ 
           boolean finished = false; 
           String jobStatus; 
           int yy=0; 

           while (!finished) { 
               DescribeJobRequest jobRequest = DescribeJobRequest.builder() 
                   .jobId(jobId) 
                   .accountId(account) 
                   .vaultName(name) 
                   .build(); 

                DescribeJobResponse response = glacier.describeJob(jobRequest); 
                jobStatus = response.statusCodeAsString(); 

               if (jobStatus.compareTo("Succeeded") == 0) 
                   finished = true; 
               else { 
                   System.out.println(yy + " status is: " + jobStatus); 
                   Thread.sleep(1000); 
               } 
               yy++; 
           } 

           System.out.println("Job has Succeeded"); 
           GetJobOutputRequest jobOutputRequest = GetJobOutputRequest.builder() 
               .jobId(jobId) 
               .vaultName(name) 
               .accountId(account) 
               .build(); 

           ResponseBytes<GetJobOutputResponse> objectBytes = 
 glacier.getJobOutputAsBytes(jobOutputRequest); 
           // Write the data to a local file. 
           byte[] data = objectBytes.asByteArray(); 
           File myFile = new File(path); 
           OutputStream os = new FileOutputStream(myFile); 
           os.write(data); 
           System.out.println("Successfully obtained bytes from a Glacier vault"); 
           os.close(); 

       } catch(GlacierException | InterruptedException | IOException e) { 
           System.out.println(e.getMessage()); 
           System.exit(1); 

       } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI InitiateJobリファレンスのを参照してくださ
い。
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Python

SDK for Python (Boto3)

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

class GlacierWrapper: 
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations.""" 
    def __init__(self, glacier_resource): 
        """ 
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource. 
        """ 
        self.glacier_resource = glacier_resource 

    @staticmethod 
    def initiate_inventory_retrieval(vault): 
        """ 
        Initiates an inventory retrieval job. The inventory describes the contents 
        of the vault. Standard retrievals typically complete within 3—5 hours. 
        When the job completes, you can get the inventory by calling get_output(). 

        :param vault: The vault to inventory. 
        :return: The inventory retrieval job. 
        """ 
        try: 
            job = vault.initiate_inventory_retrieval() 
            logger.info("Started %s job with ID %s.", job.action, job.id) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't start job on vault %s.", vault.name) 
            raise 
        else: 
            return job

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」のを参照してくだ
さいInitiateJob。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDKを使用して、Amazon S3 Glacier ボールト
からアーカイブを取得します。
次のコード例は、Amazon S3 Glacier ボールトからアーカイブを取得する方法を示しています。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。
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class GlacierWrapper: 
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations.""" 
    def __init__(self, glacier_resource): 
        """ 
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource. 
        """ 
        self.glacier_resource = glacier_resource 

    @staticmethod 
    def initiate_archive_retrieval(archive): 
        """ 
        Initiates an archive retrieval job. Standard retrievals typically complete 
        within 3—5 hours. When the job completes, you can get the archive contents 
        by calling get_output(). 

        :param archive: The archive to retrieve. 
        :return: The archive retrieval job. 
        """ 
        try: 
            job = archive.initiate_archive_retrieval() 
            logger.info("Started %s job with ID %s.", job.action, job.id) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't start job on archive %s.", archive.id) 
            raise 
        else: 
            return job

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」のを参照してくだ
さいInitiateJob。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDKを使用して Amazon S3 Glacier ボールト通
知を設定します
次のコード例は、Amazon S3 Glacier ボールト通知を設定する方法を示しています。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

class GlacierWrapper: 
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations.""" 
    def __init__(self, glacier_resource): 
        """ 
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource. 
        """ 
        self.glacier_resource = glacier_resource 
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    def set_notifications(self, vault, sns_topic_arn): 
        """ 
        Sets an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic as a target 
        for notifications. Amazon S3 Glacier publishes messages to this topic for 
        the configured list of events. 

        :param vault: The vault to set up to publish notifications. 
        :param sns_topic_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the topic that 
                              receives notifications. 
        :return: Data about the new notification configuration. 
        """ 
        try: 
            notification = self.glacier_resource.Notification('-', vault.name) 
            notification.set(vaultNotificationConfig={ 
                'SNSTopic': sns_topic_arn, 
                'Events': ['ArchiveRetrievalCompleted', 
 'InventoryRetrievalCompleted'] 
            }) 
            logger.info( 
                "Notifications will be sent to %s for events %s from %s.", 
                notification.sns_topic, notification.events, 
 notification.vault_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception( 
                "Couldn't set notifications to %s on %s.", sns_topic_arn, 
 vault.name) 
            raise 
        else: 
            return notification

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」のを参照してくだ
さいSetVaultNotifications。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDKを使用して、アーカイブを Amazon S3 
Glacier ボールトにアップロードします。
次のコード例は、アーカイブを Amazon S3 Glacier ボールトにアップロードする方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Upload an object to an Amazon S3 Glacier vault. 
    /// </summary> 
    /// <param name="vaultName">The name of the Amazon S3 Glacier vault to upload 
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    /// the archive to.</param> 
    /// <param name="archiveFilePath">The file path of the archive to upload to the 
 vault.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<string> UploadArchiveWithArchiveManager(string vaultName, 
 string archiveFilePath) 
    { 
        try 
        { 
            var manager = new ArchiveTransferManager(_glacierService); 

            // Upload an archive. 
            var response = await manager.UploadAsync(vaultName, "upload archive 
 test", archiveFilePath); 
            return response.ArchiveId; 
        } 
        catch (AmazonGlacierException ex) 
        { 
            Console.WriteLine(ex.Message); 
            return string.Empty; 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI UploadArchiveリファレンスのを参照してくだ
さい。

Java

SDK for Java 2.x

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

    public static String uploadContent(GlacierClient glacier, Path path, String 
 vaultName, File myFile) { 

        // Get an SHA-256 tree hash value. 
        String checkVal = computeSHA256(myFile); 
        try { 
            UploadArchiveRequest uploadRequest = UploadArchiveRequest.builder() 
                .vaultName(vaultName) 
                .checksum(checkVal) 
                .build(); 

            UploadArchiveResponse res = glacier.uploadArchive(uploadRequest, path); 
            return res.archiveId(); 

        } catch(GlacierException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    private static String computeSHA256(File inputFile) { 

        try { 
            byte[] treeHash = computeSHA256TreeHash(inputFile); 
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            System.out.printf("SHA-256 tree hash = %s\n", toHex(treeHash)); 
            return toHex(treeHash); 

        } catch (IOException ioe) { 
            System.err.format("Exception when reading from file %s: %s", inputFile, 
 ioe.getMessage()); 
            System.exit(-1); 

        } catch (NoSuchAlgorithmException nsae) { 
            System.err.format("Cannot locate MessageDigest algorithm for SHA-256: 
 %s", nsae.getMessage()); 
            System.exit(-1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static byte[] computeSHA256TreeHash(File inputFile) throws IOException, 
            NoSuchAlgorithmException { 

        byte[][] chunkSHA256Hashes = getChunkSHA256Hashes(inputFile); 
        return computeSHA256TreeHash(chunkSHA256Hashes); 
    } 

    /** 
     * Computes an SHA256 checksum for each 1 MB chunk of the input file. This 
     * includes the checksum for the last chunk, even if it's smaller than 1 MB. 
     */ 
    public static byte[][] getChunkSHA256Hashes(File file) throws IOException, 
            NoSuchAlgorithmException { 

        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256"); 
        long numChunks = file.length() / ONE_MB; 
        if (file.length() % ONE_MB > 0) { 
            numChunks++; 
        } 

        if (numChunks == 0) { 
            return new byte[][] { md.digest() }; 
        } 

        byte[][] chunkSHA256Hashes = new byte[(int) numChunks][]; 
        FileInputStream fileStream = null; 

        try { 
            fileStream = new FileInputStream(file); 
            byte[] buff = new byte[ONE_MB]; 

            int bytesRead; 
            int idx = 0; 

            while ((bytesRead = fileStream.read(buff, 0, ONE_MB)) > 0) { 
                md.reset(); 
                md.update(buff, 0, bytesRead); 
                chunkSHA256Hashes[idx++] = md.digest(); 
            } 

            return chunkSHA256Hashes; 

        } finally { 
            if (fileStream != null) { 
                try { 
                    fileStream.close(); 
                } catch (IOException ioe) { 
                    System.err.printf("Exception while closing %s.\n %s", 
 file.getName(), 
                            ioe.getMessage()); 
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                } 
            } 
        } 
    } 

    /** 
     * Computes the SHA-256 tree hash for the passed array of 1 MB chunk 
     * checksums. 
     */ 
    public static byte[] computeSHA256TreeHash(byte[][] chunkSHA256Hashes) 
            throws NoSuchAlgorithmException { 

        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256"); 
        byte[][] prevLvlHashes = chunkSHA256Hashes; 
        while (prevLvlHashes.length > 1) { 
            int len = prevLvlHashes.length / 2; 
            if (prevLvlHashes.length % 2 != 0) { 
                len++; 
            } 

            byte[][] currLvlHashes = new byte[len][]; 
            int j = 0; 
            for (int i = 0; i < prevLvlHashes.length; i = i + 2, j++) { 

                // If there are at least two elements remaining. 
                if (prevLvlHashes.length - i > 1) { 

                    // Calculate a digest of the concatenated nodes. 
                    md.reset(); 
                    md.update(prevLvlHashes[i]); 
                    md.update(prevLvlHashes[i + 1]); 
                    currLvlHashes[j] = md.digest(); 

                } else { // Take care of the remaining odd chunk 
                    currLvlHashes[j] = prevLvlHashes[i]; 
                } 
            } 

            prevLvlHashes = currLvlHashes; 
        } 

        return prevLvlHashes[0]; 
    } 

    /** 
     * Returns the hexadecimal representation of the input byte array 
     */ 
    public static String toHex(byte[] data) { 
        StringBuilder sb = new StringBuilder(data.length * 2); 
        for (byte datum : data) { 
            String hex = Integer.toHexString(datum & 0xFF); 

            if (hex.length() == 1) { 
                // Append leading zero. 
                sb.append("0"); 
            } 
            sb.append(hex); 
        } 
        return sb.toString().toLowerCase(); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI UploadArchiveリファレンスのを参照してく
ださい。
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JavaScript

(v3) の SDK forJavaScript (v3)

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

クライアントの作成

const { GlacierClient } = require("@aws-sdk/client-glacier");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION";
//Set the Redshift Service Object
const glacierClient = new GlacierClient({ region: REGION });
export { glacierClient };

アーカイブのアップロード

// Load the SDK for JavaScript
import { UploadArchiveCommand } from "@aws-sdk/client-glacier";
import { glacierClient } from "./libs/glacierClient.js";

// Set the parameters
const vaultname = "VAULT_NAME"; // VAULT_NAME

// Create a new service object and buffer
const buffer = new Buffer.alloc(2.5 * 1024 * 1024); // 2.5MB buffer
const params = { vaultName: vaultname, body: buffer };

const run = async () => { 
  try { 
    const data = await glacierClient.send(new UploadArchiveCommand(params)); 
    console.log("Archive ID", data.archiveId); 
    return data; // For unit tests. 
  } catch (err) { 
    console.log("Error uploading archive!", err); 
  }
};
run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI UploadArchiveリファレンスのを参照して

ください。
(v2) の SDK forJavaScript (v2)

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

// Load the SDK for JavaScript
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
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// Create a new service object and buffer
var glacier = new AWS.Glacier({apiVersion: '2012-06-01'});
buffer = Buffer.alloc(2.5 * 1024 * 1024); // 2.5MB buffer

var params = {vaultName: 'YOUR_VAULT_NAME', body: buffer};
// Call Glacier to upload the archive.
glacier.uploadArchive(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error uploading archive!", err); 
  } else { 
    console.log("Archive ID", data.archiveId); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI UploadArchiveリファレンスのを参照して

ください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

class GlacierWrapper: 
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations.""" 
    def __init__(self, glacier_resource): 
        """ 
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource. 
        """ 
        self.glacier_resource = glacier_resource 

    @staticmethod 
    def upload_archive(vault, archive_description, archive_file): 
        """ 
        Uploads an archive to a vault. 

        :param vault: The vault where the archive is put. 
        :param archive_description: A description of the archive. 
        :param archive_file: The archive file to put in the vault. 
        :return: The uploaded archive. 
        """ 
        try: 
            archive = vault.upload_archive( 
                archiveDescription=archive_description, body=archive_file) 
            logger.info( 
                "Uploaded %s with ID %s to vault %s.", archive_description, 
                archive.id, vault.name) 
        except ClientError: 
            logger.exception( 
                "Couldn't upload %s to %s.", archive_description, vault.name) 
            raise 
        else: 
            return archive
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• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」のを参照してくだ
さいUploadArchive。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWSSDK を使用する S3 グレイシャーのシナリオ
次のコード例は、AWS SDK を使用して S3 Glacier で一般的なシナリオを実装する方法を示しています。
これらのシナリオは、S3 Glacier 内で複数の関数を呼び出すことによって特定のタスクを実行する方法を
示しています。それぞれのシナリオにはGitHub、へのリンクがあり、コードを設定および実行する方法に
ついての説明が記載されています。

例
• Amazon S3 Glacier にファイルをアーカイブし、通知を受け取り、ジョブを開始するには

AWSSDK (p. 169)
• AWS SDKを使用し、Amazon S3 Glacier アーカイブコンテンツを取得します (p. 173)

Amazon S3 Glacier にファイルをアーカイブし、通知
を受け取り、ジョブを開始するにはAWSSDK
次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• Amazon S3 Glacier ボールトを作成します。
• ボールトを設定して、Amazon SNS トピックに通知を発行します。
• ボールトにアーカイブファイルをアップロードします。
• アーカイブの取得ジョブを開始します。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

S3 Glacier オペレーションをラップするクラスを作成します。

import argparse
import logging
import os
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

class GlacierWrapper: 
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations.""" 
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    def __init__(self, glacier_resource): 
        """ 
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource. 
        """ 
        self.glacier_resource = glacier_resource 

    def create_vault(self, vault_name): 
        """ 
        Creates a vault. 

        :param vault_name: The name to give the vault. 
        :return: The newly created vault. 
        """ 
        try: 
            vault = self.glacier_resource.create_vault(vaultName=vault_name) 
            logger.info("Created vault %s.", vault_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't create vault %s.", vault_name) 
            raise 
        else: 
            return vault 

    def list_vaults(self): 
        """ 
        Lists vaults for the current account. 
        """ 
        try: 
            for vault in self.glacier_resource.vaults.all(): 
                logger.info("Got vault %s.", vault.name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't list vaults.") 
            raise 

    @staticmethod 
    def upload_archive(vault, archive_description, archive_file): 
        """ 
        Uploads an archive to a vault. 

        :param vault: The vault where the archive is put. 
        :param archive_description: A description of the archive. 
        :param archive_file: The archive file to put in the vault. 
        :return: The uploaded archive. 
        """ 
        try: 
            archive = vault.upload_archive( 
                archiveDescription=archive_description, body=archive_file) 
            logger.info( 
                "Uploaded %s with ID %s to vault %s.", archive_description, 
                archive.id, vault.name) 
        except ClientError: 
            logger.exception( 
                "Couldn't upload %s to %s.", archive_description, vault.name) 
            raise 
        else: 
            return archive 

    @staticmethod 
    def initiate_archive_retrieval(archive): 
        """ 
        Initiates an archive retrieval job. Standard retrievals typically complete 
        within 3—5 hours. When the job completes, you can get the archive contents 
        by calling get_output(). 

        :param archive: The archive to retrieve. 
        :return: The archive retrieval job. 
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        """ 
        try: 
            job = archive.initiate_archive_retrieval() 
            logger.info("Started %s job with ID %s.", job.action, job.id) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't start job on archive %s.", archive.id) 
            raise 
        else: 
            return job 

    @staticmethod 
    def list_jobs(vault, job_type): 
        """ 
        Lists jobs by type for the specified vault. 

        :param vault: The vault to query. 
        :param job_type: The type of job to list. 
        :return: The list of jobs of the requested type. 
        """ 
        job_list = [] 
        try: 
            if job_type == 'all': 
                jobs = vault.jobs.all() 
            elif job_type == 'in_progress': 
                jobs = vault.jobs_in_progress.all() 
            elif job_type == 'completed': 
                jobs = vault.completed_jobs.all() 
            elif job_type == 'succeeded': 
                jobs = vault.succeeded_jobs.all() 
            elif job_type == 'failed': 
                jobs = vault.failed_jobs.all() 
            else: 
                jobs = [] 
                logger.warning("%s isn't a type of job I can get.", job_type) 
            for job in jobs: 
                job_list.append(job) 
                logger.info("Got %s %s job %s.", job_type, job.action, job.id) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't get %s jobs from %s.", job_type, vault.name) 
            raise 
        else: 
            return job_list 

    def set_notifications(self, vault, sns_topic_arn): 
        """ 
        Sets an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic as a target 
        for notifications. Amazon S3 Glacier publishes messages to this topic for 
        the configured list of events. 

        :param vault: The vault to set up to publish notifications. 
        :param sns_topic_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the topic that 
                              receives notifications. 
        :return: Data about the new notification configuration. 
        """ 
        try: 
            notification = self.glacier_resource.Notification('-', vault.name) 
            notification.set(vaultNotificationConfig={ 
                'SNSTopic': sns_topic_arn, 
                'Events': ['ArchiveRetrievalCompleted', 
 'InventoryRetrievalCompleted'] 
            }) 
            logger.info( 
                "Notifications will be sent to %s for events %s from %s.", 
                notification.sns_topic, notification.events, 
 notification.vault_name) 
        except ClientError: 
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            logger.exception( 
                "Couldn't set notifications to %s on %s.", sns_topic_arn, 
 vault.name) 
            raise 
        else: 
            return notification

ラッパークラスの関数を呼び出して、ボールトを作成してファイルをアップロードし、通知を公
開し、アーカイブを取得するジョブを開始するようにボールトを設定します。

def upload_demo(glacier, vault_name, topic_arn): 
    """ 
    Shows how to: 
    * Create a vault. 
    * Configure the vault to publish notifications to an Amazon SNS topic. 
    * Upload an archive. 
    * Start a job to retrieve the archive. 

    :param glacier: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource. 
    :param vault_name: The name of the vault to create. 
    :param topic_arn: The ARN of an Amazon SNS topic that receives notification of 
                      Amazon S3 Glacier events. 
    """ 
    print(f"\nCreating vault {vault_name}.") 
    vault = glacier.create_vault(vault_name) 
    print("\nList of vaults in your account:") 
    glacier.list_vaults() 
    print(f"\nUploading glacier_basics.py to {vault.name}.") 
    with open("glacier_basics.py", 'rb') as upload_file: 
        archive = glacier.upload_archive(vault, "glacier_basics.py", upload_file) 
    print("\nStarting an archive retrieval request to get the file back from the " 
          "vault.") 
    glacier.initiate_archive_retrieval(archive) 
    print("\nListing in progress jobs:") 
    glacier.list_jobs(vault, 'in_progress') 
    print("\nBecause Amazon S3 Glacier is intended for infrequent retrieval, an " 
          "archive request with Standard retrieval typically completes within 3–5 " 
          "hours.") 
    if topic_arn: 
        notification = glacier.set_notifications(vault, topic_arn) 
        print(f"\nVault {vault.name} is configured to notify the " 
              f"{notification.sns_topic} topic when {notification.events} " 
              f"events occur. You can subscribe to this topic to receive " 
              f"a message when the archive retrieval completes.\n") 
    else: 
        print(f"\nVault {vault.name} is not configured to notify an Amazon SNS 
 topic " 
              f"when the archive retrieval completes so wait a few hours.") 
    print("\nRetrieve your job output by running this script with the --retrieve 
 flag.")

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の以下のトピック
を参照してください。
• CreateVault
• InitiateJob
• ListJobs
• ListVaults
• SetVaultNotifications
• UploadArchive
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AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDKを使用し、Amazon S3 Glacier アーカイブ
コンテンツを取得します
次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• Amazon S3 Glacier ボールトのジョブをリストし、ジョブのステータスを取得します。
• 完了したアーカイブの取得ジョブの出力を取得します。
• アーカイブを削除します。
• ボールトを削除します。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

他にもありますGitHub。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジトリでの設定と実行の
方法を確認してください。

S3 Glacier オペレーションをラップするクラスを作成します。

import argparse
import logging
import os
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

class GlacierWrapper: 
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations.""" 
    def __init__(self, glacier_resource): 
        """ 
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource. 
        """ 
        self.glacier_resource = glacier_resource 

    @staticmethod 
    def list_jobs(vault, job_type): 
        """ 
        Lists jobs by type for the specified vault. 

        :param vault: The vault to query. 
        :param job_type: The type of job to list. 
        :return: The list of jobs of the requested type. 
        """ 
        job_list = [] 
        try: 
            if job_type == 'all': 
                jobs = vault.jobs.all() 
            elif job_type == 'in_progress': 
                jobs = vault.jobs_in_progress.all() 
            elif job_type == 'completed': 
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                jobs = vault.completed_jobs.all() 
            elif job_type == 'succeeded': 
                jobs = vault.succeeded_jobs.all() 
            elif job_type == 'failed': 
                jobs = vault.failed_jobs.all() 
            else: 
                jobs = [] 
                logger.warning("%s isn't a type of job I can get.", job_type) 
            for job in jobs: 
                job_list.append(job) 
                logger.info("Got %s %s job %s.", job_type, job.action, job.id) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't get %s jobs from %s.", job_type, vault.name) 
            raise 
        else: 
            return job_list 

    @staticmethod 
    def get_job_output(job): 
        """ 
        Gets the output of a job, such as a vault inventory or the contents of an 
        archive. 

        :param job: The job to get output from. 
        :return: The job output, in bytes. 
        """ 
        try: 
            response = job.get_output() 
            out_bytes = response['body'].read() 
            logger.info("Read %s bytes from job %s.", len(out_bytes), job.id) 
            if 'archiveDescription' in response: 
                logger.info( 
                    "These bytes are described as '%s'", 
 response['archiveDescription']) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't get output for job %s.", job.id) 
            raise 
        else: 
            return out_bytes 

    @staticmethod 
    def delete_archive(archive): 
        """ 
        Deletes an archive from a vault. 

        :param archive: The archive to delete. 
        """ 
        try: 
            archive.delete() 
            logger.info( 
                "Deleted archive %s from vault %s.", archive.id, 
 archive.vault_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't delete archive %s.", archive.id) 
            raise 

    @staticmethod 
    def delete_vault(vault): 
        """ 
        Deletes a vault. 

        :param vault: The vault to delete. 
        """ 
        try: 
            vault.delete() 
            logger.info("Deleted vault %s.", vault.name) 
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        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't delete vault %s.", vault.name) 
            raise

Wrapper クラスの関数を呼び出して、完了したジョブからアーカイブコンテンツを取得し、アー
カイブを削除します。

def retrieve_demo(glacier, vault_name): 
    """ 
    Shows how to: 
    * List jobs for a vault and get job status. 
    * Get the output of a completed archive retrieval job. 
    * Delete an archive. 
    * Delete a vault. 

    :param glacier: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource. 
    :param vault_name: The name of the vault to query for jobs. 
    """ 
    vault = glacier.glacier_resource.Vault('-', vault_name) 
    try: 
        vault.load() 
    except ClientError as err: 
        if err.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException': 
            print(f"\nVault {vault_name} doesn't exist. You must first run this 
 script " 
                  f"with the --upload flag to create the vault.") 
            return 
        else: 
            raise 

    print(f"\nGetting completed jobs for {vault.name}.") 
    jobs = glacier.list_jobs(vault, 'completed') 
    if not jobs: 
        print("\nNo completed jobs found. Give it some time and try again later.") 
        return 

    retrieval_job = None 
    for job in jobs: 
        if job.action == 'ArchiveRetrieval' and job.status_code == 'Succeeded': 
            retrieval_job = job 
            break 
    if retrieval_job is None: 
        print("\nNo ArchiveRetrieval jobs found. Give it some time and try again " 
              "later.") 
        return 

    print(f"\nGetting output from job {retrieval_job.id}.") 
    archive_bytes = glacier.get_job_output(retrieval_job) 
    archive_str = archive_bytes.decode('utf-8') 
    print("\nGot archive data. Printing the first 10 lines.") 
    print(os.linesep.join(archive_str.split(os.linesep)[:10])) 

    print(f"\nDeleting the archive from {vault.name}.") 
    archive = glacier.glacier_resource.Archive( 
        '-', vault.name, retrieval_job.archive_id) 
    glacier.delete_archive(archive) 

    print(f"\nDeleting {vault.name}.") 
    glacier.delete_vault(vault)

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の以下のトピック
を参照してください。
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• DeleteArchive
• DeleteVault
• GetJobOutput
• ListJobs

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「での S3 Glacier の使用
AWSSDK (p. 132)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。
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Amazon S3 Glacier でのセキュリ
ティ

AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS と顧客の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリティ
およびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

• クラウドのセキュリティ – AWS は、AWS クラウド 内で AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を担います。また、AWS は、ユーザーが安全に使用できるサービスも提供します。
セキュリティの有効性は、AWS コンプライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの審査機
関によって定期的にテストおよび検証されています。Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) に適用するコンプ
ライアンスプログラムの詳細については、AWS「コンプライアンスプログラムによる 対象範囲内のサー
ビス」を参照してください。

• クラウド内のセキュリティ - お客様の責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。また、
お客様は、お客様のデータの機密性、組織の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因に
ついても責任を担います。

このドキュメントは、S3 Glacier を使用するときに、共有責任モデルを適用する方法を理解するのに役立
ちます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために S3 Glacier 
を設定する方法を示します。また、S3 Glacier リソースのモニタリングや保護に役立つ他の AWS サービ
スの用法についても説明します。

トピック
• Amazon S3 Glacier におけるデータ保護 (p. 177)
• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)
• Amazon S3 Glacier でのログ記録とモニタリング (p. 205)
• Amazon S3 Glacier のコンプライアンス検証 (p. 206)
• Amazon S3 Glacier の耐障害性 (p. 207)
• Amazon S3 Glacier のインフラストラクチャセキュリティ (p. 208)

Amazon S3 Glacier におけるデータ保護
Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) は、データのアーカイブと長期バックアップ用の堅牢なクラウドストレー
ジです。S3 Glacier は、99.999999999 パーセントの耐久性を実現するよう設計されており、厳格な規制
要件を満たすよう包括的なセキュリティとコンプライアンス機能を備えています。S3 Glacier はデータを
複数に冗長的に格納しますAWSアベイラビリティーゾーン (AZ) および各 AZ 内の複数のデバイス上にあり
ます。耐久性を高めるために、S3 Glacier は、アップロードが正常に実行されたことを確認する前に、複
数の AZ 全体にデータを同期的に保存します。

AWS グローバルなクラウドインフラストラクチャの詳細については、グローバルインフラストラクチャを
参照してください。

データ保護目的の場合、AWS アカウント認証情報を保護してで個々のユーザーやグループ、またはロール
に各自の職務を果たすために必要なアクセス許可のみが付与されるようにすることをお勧めします。

コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証済
みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンドポイ
ントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
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トピック
• データ暗号化 (p. 178)
• キーの管理 (p. 178)
• インターネットトラフィックのプライバシー (p. 178)

データ暗号化
データ保護には、転送時 (Amazon S3 Glacier 間でデータを送受信するとき) のデータを保護するもの
と、保管時 (AWS データセンター内のディスクに格納されているとき) のデータを保護するものがありま
す。Secure Sockets Layer (SSL) またはクライアント側の暗号化を使用して、S3 Glacier に直接アップ
ロードされる転送中のデータを保護することができます。

Amazon S3 から S3 Glacier にアクセスすることもできます。Amazon S3 はAmazon S3 バケットのライ
フサイクル設定をサポートしています。これにより、オブジェクトをアーカイブのために S3 Glacier スト
レージクラスに移行させることができます。ライフサイクルポリシーを使用した Amazon S3 および S3 
Glacier 間の送信データは、SSL を使用して暗号化されます。

S3 Glacier へ保存される静止データは、自動的に AWS の管理するキーを利用し 256 ビットの Advanced 
Encryption Standard (AES-256) を使用してサーバー側で暗号化されます。独自のキーを管理する場合
は、S3 Glacier にデータを格納する前にクライアント側の暗号化を使用することもできます。Amazon S3 
のデフォルトの暗号化機能の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「S3 バ
ケットの Amazon S3 デフォルト暗号化」を参照してください。

キーの管理
サーバー側の暗号化は、保管中のデータ暗号化に関するものです。つまり、Amazon S3 Glacier は、デー
タセンターの書き込み時にデータを暗号化し、お客様がデータにアクセスするときに復号します。リクエ
ストが認証され、お客様がアクセス許可を持っている限りは、オブジェクトが暗号化されているかどうか
に関係なく同じ方法でアクセスできます。

S3 Glacier へ保存される静止データは、自動的に AWS の管理するキーを利用し AES-256 を使用してサー
バー側で暗号化されます。さらにセキュリティを強化するために、AWS は、定期的に更新されるマスター
キーでキー自体を暗号化します。

インターネットトラフィックのプライバシー
ネットワークを介した Amazon S3 Glacier へのアクセスは、AWS が発行する API を利用して行われま
す。クライアントは Transport Layer Security (TLS) 1.2 をサポートしている必要があります。TLS 1.3 以
降を推奨しています。クライアントは、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Diffie-Hellman 
Ephemeral (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を備えた暗号スイートもサポートする必要が
あります。モードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。また、リク
エストには、IAM プリンシパルに関連付けられたアクセスキー ID およびシークレットアクセスキーによ
る署名が必要です。または、リクエストへの署名のために一時的にセキュリティ認証情報を生成する AWS 
Security Token Service (AWS STS) を使用することもできます。

VPC エンドポイント
Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイントでは、対応するAWSサービスおよび VPC エンドポイントサー
ビスに対して、VPCAWSPrivateLink を非公開で接続でき、インターネットゲートウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続、またはAWS Direct Connect接続が必要ありません。S3 Glacier は VPC エンドポイントに
直接対応していませんが、Amazon S3 と統合したストレージの S3 Glacier にアクセスする場合、Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) VPC エンドポイントを利用することができます。

Amazon S3 ライフサイクル設定と GLACIER ストレージクラスへのオブジェクト移行の詳細について
は、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「オブジェクトのライフサイクル管理」と「オブ
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ジェクトの移行」を参照してください。VPC エンドポイント の詳細については、Amazon VPC ユーザー
ガイドの「VPC Endpoints」を参照してください。

Amazon S3 Glacier のIdentity and Access 
Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に S3 Glacier リソース
の使用を承認する (アクセス権限を持たせる) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使用できる AWS 
のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 179)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 179)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 182)
• Amazon S3 Glacier と IAM の連携方法 (p. 183)
• Amazon S3 Glacier のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 189)
• Amazon S3 Glacier 内のリソースベースのポリシー例 (p. 194)
• Amazon S3 Glacier アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 198)
• API の権限リファレンス (p. 199)

対象者
AWS Identity and Access Management(IAM) の用途は、S3 Glacier で行う作業によって異なります。

サービスユーザー — ジョブを実行するために S3 Glacier サービスを使用する場合は、管理者から必要な
アクセス許可と認証情報が与えられます。作業を実行するためにさらに多くの Glacier 機能を使用すると
き、追加のアクセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理者に
適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。S3 Glacier の機能にアクセスできない場合は、「」を参
照してくださいAmazon S3 Glacier アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 198)。

サービス管理者 — 社内の S3 Glacier リソースを担当している場合は、通常、S3 Glacier へのフルアクセ
スがあります。サービスのユーザーがどの S3 Glacier 機能やリソースにアクセスするかを決めるのは管理
者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更する必要が
あります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。会社で S3 Glacier を使用
して IAM を利用する方法の詳細については、「」を参照してくださいAmazon S3 Glacier と IAM の連携方
法 (p. 183)。

IAM 管理者 — IAM 管理者は、S3 Glacier へのアクセスを管理するポリシーの作成方法について詳細確認が
必要になることがあります。IAM で使用できる S3 Glacier アイデンティティベースのポリシーの例につい
ては、「」を参照してくださいAmazon S3 Glacier のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 189)。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
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ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。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「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

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

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center 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「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。
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IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「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。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

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

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。アク
ションに、ポリシー内の追加の依存アクションが必要かどうかを確認するには、サービス認証リファ
レンスの「Amazon S3 Glacier のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

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

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
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受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

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

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き受けることができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
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シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

Amazon S3 Glacier と IAM の連携方法
IAM を使用して S3 Glacier へのアクセスを管理する前に、S3 Glacier で使用できる IAM の機能について説
明します。
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Amazon S3 Glacier で使用できる IAM の機能

IAM 機能 S3 Glacier のサポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 184) はい

リソースベースのポリシー (p. 184) はい

ポリシーアクション (p. 185) はい

ポリシーリソース (p. 186) はい

ポリシー条件キー (サポート固有) (p. 187) はい

ACL (p. 187) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 187) いいえ

テンポラリ認証情報 (p. 188) はい

プリンシパル許可 (p. 188) いいえ

サービスロール (p. 188) いいえ

サービスにリンクされたロール (p. 189) いいえ

S3 Glacier およびその他のAWSのサービスがほとんどの IAM 機能と連携する方法の概要を把握するに
は、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携するAWSのサービス」を参照してください。

S3 Glacier のアイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

S3 Glacier のアイデンティティベースのポリシー例

S3 Glacier アイデンティティベースのポリシーの例については、「」を参照してくださいAmazon S3 
Glacier のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 189)。

S3 Glacier 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート はい
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リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

S3 Glacier サービスでは、ボールトポリシーと呼ばれるリソースベースのポリシーのタイプを 1 つのみサ
ポートしており、ボールトにアタッチされています。このポリシーは、ボールトに対してアクションを実
行できるプリンシパルを定義します。

S3 Glacier ボールトポリシーは、以下の方法でアクセス権限を管理します。

• 複数の個別のユーザーポリシーの代わりに、1 つの Vault ポリシーを使用してアカウントのユーザー権
限を管理します。

• IAM ロールを使用する代わりの方法として、クロスアカウント権限を管理します。

S3 Glacier 内のリソースベースのポリシー例

S3 Glacier リソースベースのポリシーの例については、「」を参照してくださいAmazon S3 Glacier 内の
リソースベースのポリシー例 (p. 194)。

S3 Glacier のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

S3 Glacier アクションのリストについては、『サービス認証リファレンス』の「Amazon S3 Glacier に
よって定義されたアクション」を参照してください。

S3 Glacier のポリシーアクションでは、アクションの前に以下のプレフィックスを使用します。
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glacier

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
            "glacier:CreateVault", 
            "glacier:DescribeVault", 
            "glacier:ListVaults" 
         ]

ワイルドカード (*) を使用すると、複数のアクションを指定することができます。たとえば、Describe
という単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。

"Action": "glacier:GetVault*"

S3 Glacier アイデンティティベースのポリシーの例については、「」を参照してくださいAmazon S3 
Glacier のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 189)。

S3 Glacier のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

S3 Glacier リソースタイプとその ARN のリストについては、『サービス認証リファレンス』の「Amazon 
S3 Glacier で定義されているリソース」を参照してください。各リソースの ARN を指定できるアクション
については、「Amazon S3 Glacier で定義されるアクション」を参照してください。

S3 Glacier では、プライマリリソースはボールトです。S3 Glacier では、ボールトレベルでのみポリシー
をサポートしています。つまり、IAM ポリシーでは、特定の AWS リージョンの特定のボールトまたは一
連のボールトを Resource 値として指定できます。S3 Glacier では、アーカイブレベルのアクセス許可は
サポートされていません。

すべての S3 Glacier アクションで、Resource はアクセス権限を付与するボールトを指定します。これ
らのリソースには、次の表に示すように、一意の Amazon リソースネーム (ARN) が関連付けられていま
す。ARN には、同じプレフィックスで始まるとおり、ワイルドカード文字 (*) が関連付けられています。

S3 Glacier には、S3 Glacier リソースを操作するための一連のオペレーションが用意されています。利用
可能なオペレーションの詳細については、「Amazon S3 Glacier の API リファレンス (p. 218)」を参照し
てください。
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複数のリソースをサポートする S3 Glacier API アクションもあります。たとえ
ば、glacier:AddTagsToVaultは examplevault1 と examplevault2 にアクセスするため、プリンシパル
には両方のリソースにアクセスする権限が必要です。複数のリソースを単一のステートメントで指定する
には、ARN をカンマで区切ります。

            "Resource": [  
            ""arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/examplevault1",", 
            ""arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/examplevault2"," 
            ] 
          

S3 Glacier のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。

S3 Glacier 条件キーのリストを確認するには、サービス認証リファレンスの「Amazon S3 Glacier の条
件キー」を参照してください。条件キーを使用できるアクションとリソースについては、「Amazon S3 
Glacier で定義されるアクション」を参照してください。

glacier 固有の条件キーの使用例については、「」を参照してくださいボールトロックポリ
シー (p. 196)。

S3 Glacier の ACL

ACL のサポート いいえ

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

S3 Glacier を使用した ABAC

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート いいえ
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属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

S3 Glacier での一時的な認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

S3 Glacier のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート いいえ

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
ションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場合、
両方のアクションを実行するための許可が必要です。アクションに、ポリシー内の追加の依存アクショ
ンが必要かどうかを確認するには、サービス認証リファレンスの「Amazon S3 Glacier のアクション、リ
ソース、および条件キー」を参照してください。

S3 Glacier のサービスロール

サービスロールに対するサポート いいえ
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サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロール
です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。

Warning

サービスロールのアクセス許可を変更すると、S3 Glacier の機能が破損する可能性がありま
す。S3 Glacier が指示する場合にのみ、サービスロールを編集します。

S3 Glacier のサービスにリンクされたロール

サービスリンクロールのサポート いいえ

サービスリンクロールは、AWS のサービスにリンクされているサービスロールの一種です。サービスは、
ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされた
ロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスリン
クロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

サービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「IAM と提携する AWS のサービス」を参照
してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載され
たサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するに
は、[Yes] (はい) リンクを選択します。

Amazon S3 Glacier のアイデンティティベースのポリ
シー例
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには S3 Glacier リソースを作成または変更するアクセス許可があ
りません。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS 
API を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを実行
するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロールに 
IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

リソースタイプの ARN の形式を含む、S3 Glacier で定義されるアクションとリソースタイプの形式を含
む、S3 Glacier で定義されるアクションとリソースタイプの形式を含む、「サービス認証リファレンス」
の「Amazon S3 Glacier のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

以下に、us-west-2 リージョン AWSのすべてのボールトを識別する Amazon リソース
ネーム (ARN) を使用して、リソースの 3つの S3 Glacier ボールトに関連するアクション 
(glacier:CreateVault、glacier:DescribeVault、および glacier:ListVaults) のアクセス権
限を付与するポリシーの例を示します。ARN は AWS リソースを一意に識別します。S3 Glacier で使用す
る ARN の詳細については、「」を参照してください。S3 Glacier のポリシーリソース (p. 186)。

      { 
         "Version": "2012-10-17", 
         "Statement": [ 
            { 
               "Effect": "Allow", 
               "Action": [ 
               "glacier:CreateVault", 
               "glacier:DescribeVault", 
               "glacier:ListVaults" 
               ], 
               "Resource": "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/*" 
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            } 
         ] 
      }

ポリシーは、us-west-2 リージョンでのボールトの作成、一覧表示、説明の取得を行う権限を付与しま
す。ARN の末尾のワイルドカード文字 (*) は、このステートメントはどのボールト名とも一致する可能性
があることを意味します。

Important

glacier:CreateVault オペレーションを使用してボールトを作成する権限を付与するときは、
ボールトを作成するまでボールト名がわからないため、ワイルドカード文字 (*) を指定する必要が
あります。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 190)
• S3 Glacier の使用 (p. 191)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 191)
• お客様が管理するポリシーの例 (p. 192)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰かが S3 Glacier リソースを作成、アクセス、または削
除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発生す
る可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイ
ドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。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。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。
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S3 Glacier の使用
Amazon S3 Glacier コンソールにアクセスするには、許可の最小限のセットが必要です。これらのアクセ
ス許可により、の S3 Glacier リソースの詳細をリストおよび表示できますAWS アカウント。最小限必要
な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエン
ティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

S3 Glacier コンソールは、S3 Glacier ボールトの作成および管理のための統合された環境を提供します。
次の例に示すように、作成した最小限の IAM アイデンティティには、S3 Glacier コンソールを表示するア
クセス権限を付与する必要があります。glacier:ListVaults

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

AWS は、AWSによって作成され管理されるスタンドアロンの IAM ポリシーを提供することで、多くの
一般的ユースケースに対応します。マネージドポリシーは、一般的ユースケースに必要な許可を付与する
ことで、どの許可が必要なのかをユーザーが調査する必要をなくすることができます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」を参照してください。

アカウントのユーザーにアタッチできる次の AWS 管理 ポリシーは、S3 Glacier に固有のものです。

• AmazonGlacierReadOnlyAccess— 経由で S3 Glacier への読み取り専用アクセス許可を付与しますAWS 
Management Console。

• AmazonGlacierFullAccess— 経由で S3 Glacier へのフルアクセス許可を付与しますAWS Management 
Console。

独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、S3 Glacier API アクションとリソースのためのアクセス権限を
許可することもできます。これらのカスタムポリシーは、S3 Glacier ボールト用に作成したカスタム IAM 
ロールにアタッチできます。

次のセクションで説明する AWS S3 Glacier 管理ポリシーは、どちらも glacier:ListVaults のアクセ
ス許可を付与します。

詳細については、IAM ユーザーガイドの「ユーザーへの許可の追加」を参照してください。

自分の許可の表示をユーザーに許可する
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

お客様が管理するポリシーの例
このセクションでは、さまざまな S3 Glacier アクションのアクセス権限を付与するユーザー ポリシー例を
示しています。S3 Glacier REST API、Amazon SDK、AWS CLIまたは、必要に応じて S3 Glacier 管理コ
ンソールを使用する場合に、これらのポリシーが機能します。

Note

例はすべて、米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2) を使用し、架空のアカウント ID を使
用しています。

例
• 例 1: ボールトからのアーカイブのダウンロードをユーザーに許可する (p. 192)
• 例 2: ボールトの作成と通知設定をユーザーに許可する (p. 193)
• 例 3: ユーザーに特定のボールトへのアーカイブのアップロードを許可する (p. 193)
• 例 4: ユーザーに特定のボールトのフルアクセス権限を許可する (p. 194)

例 1: ボールトからのアーカイブのダウンロードをユーザーに許可する

アーカイブをダウンロードするには、まずアーカイブを取得するジョブを開始します。取得ジョ
ブが完了したら、データをダウンロードできます。次のポリシー例では、ジョブを開始する
glacier:InitiateJob アクションと、取得したデータをダウンロードするアクションのアク
セス権限 (ユーザーにボールトからのアーカイブまたはボールトインベントリの取得を許可する) 
を付与して、glacier:GetJobOutput アクションに対するアクセス権限を付与して、取得した
データをダウンロードします。このポリシーは、ユーザーがジョブのステータスを確認できるよう
に、glacier:DescribeJob アクションを実行できる権限も付与します。詳細については、「ジョブの
開始 (ジョブの POST) (p. 326)」を参照してください。
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ポリシーは、examplevault という名前のボールトにこれらのアクセス権限を付与します。Amazon S3 
Glacier コンソールから、またはプログラムで ボールトの説明 (GET vault) (p. 254)、または ボールトの
リスト (GET vaults) (p. 270) API アクションを呼び出すことで、ボールトの ARN を取得できます。

{ 
               "Version":"2012-10-17", 
               "Statement": [ 
                  { 
                     "Effect": "Allow", 
                     "Resource": "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/
examplevault", 
                     "Action":["glacier:InitiateJob", 
                              "glacier:GetJobOutput", 
                              "glacier:DescribeJob"]  
                  } 
               ] 
               }

例 2: ボールトの作成と通知設定をユーザーに許可する

次のポリシー例では、Resource 要素で指定されているように、us-west-2 リージョンにボールトを作
成するアクセス許可を付与し、通知設定を行います。通知の操作方法の詳細については、「Amazon S3 
Glacier でのボールト通知の設定 (p. 52)」を参照してください。このポリシーでは、AWS リージョンの
ボールトを一覧表示し、特定のボールトの説明を取得する権限を付与しています。

Important

glacier:CreateVault オペレーションを使用してボールトを作成する権限を付与するときは、
ボールトを作成するまでボールト名がわからないため、Resource 値でワイルドカード文字 (*) を
指定する必要があります。

{ 
               "Version":"2012-10-17", 
               "Statement": [ 
                  { 
                     "Effect": "Allow", 
                     "Resource": "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/*", 
                     "Action":["glacier:CreateVault", 
                              "glacier:SetVaultNotifications", 
                              "glacier:GetVaultNotifications", 
                              "glacier:DeleteVaultNotifications", 
                              "glacier:DescribeVault", 
                              "glacier:ListVaults"]  
                  } 
               ] 
               }

例 3: ユーザーに特定のボールトへのアーカイブのアップロードを許可する

次のポリシー例では、us-west-2 リージョンの特定のボールトにアーカイブをアップロードする権限
を付与します。これらの権限は、ユーザーが アーカイブのアップロード (POST archive) (p. 285)
API オペレーションを使用し、または部分的に マルチパートアップロードの開始 (POST multipart-
uploads) (p. 294) API オペレーションを使用して、すべてのアーカイブをアップロードすることを許可し
ます。

{ 
               "Version":"2012-10-17", 
               "Statement": [ 
                  { 
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                     "Effect": "Allow", 
                     "Resource": "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/
examplevault", 
                     "Action":["glacier:UploadArchive", 
                              "glacier:InitiateMultipartUpload", 
                              "glacier:UploadMultipartPart", 
                              "glacier:ListParts", 
                              "glacier:ListMultipartUploads", 
                              "glacier:CompleteMultipartUpload"]  
                  } 
               ] 
               }

例 4: ユーザーに特定のボールトのフルアクセス権限を許可する

次のポリシー例では、 という名前のボールトで、すべての S3 Glacier アクションのアクセス許可を付与し
ますexamplevault。

{ 
            "Version":"2012-10-17", 
            "Statement": [ 
               { 
                  "Effect": "Allow", 
                  "Resource": "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/examplevault", 
                  "Action":["glacier:*"]  
               } 
            ] 
            }

Amazon S3 Glacier 内のリソースベースのポリシー例
S3 Glacier ボールトは、1つのボールト アクセスポリシーとそれに関連付けられている ボールト ロック ポ
リシー を持つことができます。Amazon S3 Glacier ボールトアクセスポリシーは、ボールトに対するアク
セス権限を管理するのに使用できるリソースベースのポリシーです。ボールトロックポリシーは、ロック
可能なボールトアクセスポリシーです。ボールトロックポリシーをロックすると、ポリシーは変更できな
くなります。コンプライアンス制御を適用しているボールトロックのポリシーを使用できます。

トピック
• ボールトアクセスポリシー (p. 194)
• ボールトロックポリシー (p. 196)

ボールトアクセスポリシー
Amazon S3 Glacier ボールトアクセスポリシーは、ボールトに対する権限を管理するのに使用できるリ
ソースベースのポリシーです。

各ボールトに対して 1 つのボールトアクセスポリシーを作成してアクセス権限を管理できます。ボールト
アクセスポリシーのアクセス許可は、いつでも変更できます。S3 Glacier では、各ボールトでのボールト
ロックポリシーもサポートしています。ボールトロックポリシーは、ロック後に変更できません。ボール
トロックポリシーの操作の詳細については、「ボールトロックポリシー (p. 196)」を参照してください。

例
• 例 1: 特定の Amazon S3 Glacier アクションのクロスアカウント権限の付与 (p. 195)
• 例 2: MFA 削除オペレーションのクロスアカウント権限の付与 (p. 195)
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例 1: 特定の Amazon S3 Glacier アクションのクロスアカウント権限の付与
次のポリシー例では、examplevault というボールトの一連の S3 Glacier オペレーションに対する 2つの 
AWS アカウントに、クロスアカウント権限を付与します。

Note

ボールトを所有するアカウントには、ボールトに関連するすべての料金が課金されます。許可
された外部アカウントによって行われたすべてのリクエスト、データ転送、および取得のコスト
は、ボールトを所有するアカウントに課金されます。

               { 
                  "Version":"2012-10-17", 
                  "Statement":[ 
                     { 
                        "Sid":"cross-account-upload", 
                        "Principal": { 
                           "AWS": [ 
                              "arn:aws:iam::123456789012:root", 
                              "arn:aws:iam::444455556666:root" 
                           ] 
                        }, 
                        "Effect":"Allow", 
                        "Action": [ 
                           "glacier:UploadArchive", 
                           "glacier:InitiateMultipartUpload", 
                           "glacier:AbortMultipartUpload", 
                           "glacier:CompleteMultipartUpload" 
                        ], 
                        "Resource": [ 
                           "arn:aws:glacier:us-west-2:999999999999:vaults/examplevault"     
                                        
                        ] 
                     } 
                  ] 
               } 
             

例 2: MFA 削除オペレーションのクロスアカウント権限の付与
Multi-Factor Authentication (MFA) を使用して、S3 Glacier リソースを保護できます。セキュリティのレ
ベルをさらに強化するために、MFA は、ユーザーに有効な MFA コードを入力させて MFA デバイスの物
理的所有を証明することを要求します。MFA アクセスの設定の詳細については、「」を参照してくださ
い。MFA 保護 API アクセスの設定のIAM ユーザーガイド。

ポリシー例では、リクエストが MFA デバイスによって認証されていれば、examplevault というボール
トからのアーカイブを削除するための AWS アカウント一時認証アクセス権限を付与します。ポリシー
は aws:MultiFactorAuthPresent 条件キーを使用して、この追加要件を指定します。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの一部のサービスに使用可能なキーを参照してください。

                  { 
                     "Version": "2012-10-17", 
                     "Statement": [ 
                        { 
                           "Sid": "add-mfa-delete-requirement", 
                           "Principal": { 
                              "AWS": [ 
                                 "arn:aws:iam::123456789012:root" 
                              ] 
                           }, 
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                           "Effect": "Allow", 
                           "Action": [  
                              "glacier:Delete*"  
                           ], 
                           "Resource": [ 
                              "arn:aws:glacier:us-west-2:999999999999:vaults/examplevault" 
                           ], 
                           "Condition": { 
                              "Bool": { 
                                 "aws:MultiFactorAuthPresent": true 
                              } 
                           } 
                        } 
                     ] 
                  } 
             

ボールトロックポリシー
Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) ボールトでは、リソースベースのボールトアクセスポリシーを 1 つ持つ
ことが可能で、それに 1 つのボールトロックポリシーを割り当てることができます。ボールトロックポリ
シーは、ユーザーがロック可能なボールトアクセスポリシーです。ボールトロックを使用すると、規制要
件およびコンプライアンス要件を適用するのに役立てることができます。Amazon S3 Glacier には、ボー
ルトロックポリシーの管理に使用する一連の API オペレーションが用意されています。「」S3 Glacier 
API を使用したボールトのロック (p. 69)。

ボールトロックポリシーの例として、ポリシーを削除する前に 1 年間そのアーカイブを保持するように
指定されていると仮定します。この条件を導入するには、アーカイブが 1 年経過するまで、ユーザーに
そのアーカイブを削除する権限を拒否するス許可を拒否するボールトロックポリシーを作成します。ポリ
シーをロックする前に、このポリシーをテストできます。ポリシーをロックすると、ポリシーは変更不可
能になります。ボールトロック処理の詳細については、「ボールトロックポリシー (p. 196)」を参照し
てください。変更可能な他のユーザー権限を管理する場合は、ボールトアクセスポリシーを使用できます 
(「ボールトアクセスポリシー (p. 194)」を参照)。

S3 Glacier API、Amazon SDK、AWS CLI、または S3 Glacier コンソールを使用して、ボールトロックポ
リシーを作成し管理できます。ボールトリソースベースのポリシーに対して許可される S3 Glacier アク
ションのリストについては、「API の権限リファレンス (p. 199)」を参照してください。

例
• 例 1: 365 日経過していないアーカイブの削除権限を拒否する (p. 196)
• 例 2: タグに基づいて削除の権限を拒否します。 (p. 197)

例 1: 365 日経過していないアーカイブの削除権限を拒否する

アーカイブが削除可能になる前に 1 年間保持しなければならない規制要件があるとします。次のボールト
ロックのポリシーを導入すると、その要件を適用できます。削除しようとしているアーカイブが 1 年経過
していない場合は、ポリシーによって glacier:DeleteArchive アクションが拒否されます。ポリシー
は、S3 Glacier-specific 固有の条件 キー ArchiveAgeInDays を使用して、1年間の保持要件を適用しま
す。

{ 
               "Version":"2012-10-17", 
               "Statement":[ 
                  { 
                     "Sid": "deny-based-on-archive-age", 
                     "Principal": "*", 
                     "Effect": "Deny", 
                     "Action": "glacier:DeleteArchive", 
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                     "Resource": [ 
                        "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/examplevault" 
                     ], 
                     "Condition": { 
                        "NumericLessThan" : { 
                              "glacier:ArchiveAgeInDays" : "365" 
                              } 
                           } 
                        } 
                     ] 
                  } 
             

例 2: タグに基づいて削除の権限を拒否します。
1 年未満のアーカイブを削除可能にする時間ベースの保持ルールがあるとします。同時に、法的な調査が
行われている間は、削除や変更を防ぐため、アーカイブを無期限にリーガルホールドの対象としなければ
ならない場合があるとします。この場合、リーガルホールドはボールトロックポリシーで指定されている
時間ベースの保持ルールよりも優先されます。

これら 2 つのルールを配置するために、次のポリシーの例では 2 つのステートメントが含まれています。

• 最初のステートメントは、全員の削除権限を拒否し、ボールトをロックします。このロックは
LegalHold タグを使用して行われます。

• 2 番目のステートメントは、アーカイブが 365 日経過していない場合に削除の権限を付与します。ただ
し、アーカイブが 365 日経過していない場合でも、最初のステートメントの条件が満たされていれば、
誰もアーカイブを削除することはできません。

               { 
               "Version":"2012-10-17", 
               "Statement":[ 
                  { 
                     "Sid": "lock-vault", 
                     "Principal": "*", 
                     "Effect": "Deny", 
                     "Action": [ 
                        "glacier:DeleteArchive" 
                     ], 
                     "Resource": [ 
                        "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/examplevault" 
                     ], 
                     "Condition": { 
                        "StringLike": { 
                           "glacier:ResourceTag/LegalHold": [ 
                           "true", 
                           "" 
                           ] 
                        } 
                     } 
                     }, 
                     { 
                     "Sid": "you-can-delete-archive-less-than-1-year-old", 
                     "Principal": { 
                           "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" 
                        }, 
                     "Effect": "Allow", 
                     "Action": [ 
                        "glacier:DeleteArchive" 
                     ], 
                     "Resource": [ 
                        "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/examplevault" 
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                     ], 
                     "Condition": { 
                        "NumericLessThan": { 
                           "glacier:ArchiveAgeInDays": "365" 
                        } 
                     } 
                     } 
                  ] 
               } 
             

Amazon S3 Glacier アイデンティティとアクセスのト
ラブルシューティング
次の情報は、S3 Glacier と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役立ち
ます。

トピック
• S3 Glacier でアクションを実行する権限がない (p. 198)
• iam を実行する権限がない:PassRole (p. 198)
• 以外のユーザーに自分の GlacierAWS アカウント リソースへのアクセスを許可したい (p. 199)

S3 Glacier でアクションを実行する権限がない
あるアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、そのアクションを実行できるよう
にポリシーを更新する必要があります。

次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある my-example-widget リ
ソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な glacier:GetWidget ア
クセス許可を持っていない場合に発生するものです。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 glacier:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、glacier:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへのアクセスを
許可するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

iam を実行する権限がない:PassRole
iam:PassRoleアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
S3 Glacier にロールを渡せるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下の例のエラーは、という IAM ユーザーがコンソールを使用して S3 Glaciermarymajor でアクション
を実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービスロー
ルから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole
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この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

以外のユーザーに自分の GlacierAWS アカウント リソースへの
アクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

• S3 Glacier がこれらの機能をサポートしているかどうかについては、「」を参照してくださいAmazon 
S3 Glacier と IAM の連携方法 (p. 183)。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

API の権限リファレンス
Amazon S3 Glacier と IAM の連携方法 (p. 183)、および IAM アイデンティティ (アイデンティティベー
スのポリシー) またはリソース (リソースベースのポリシー) にアタッチできる書き込み権限ポリシーを
セットアップしている場合は、以下の表をリファレンスとして使用できます。このには、各 S3 Glacier 
API オペレーション、アクションを実行するためのアクセス許可を付与する対象アクション、およびアク
セス許可を付与できる AWS リソースが掲載されています。

ポリシーの Action 要素でアクションを指定し、ポリシーの Resource 要素でリソースの値を指定しま
す。また、IAM ポリシー言語 Condition 要素を使用して、ポリシーをいつ適用するかを指定できます。

アクションを指定するには、API オペレーション名 (glacier:CreateVault など) の前に glacier: プ
レフィックスを使用します。ほとんどの S3 Glacier アクションで、Resource はアクセス許可を付与した
いボールトです。ボールト ARN を使用して、Resource 値としてボールトを指定します。条件を表すに
は、あらかじめ定義された条件キーを使用します。詳細については、「S3 Glacier 内のリソースベースの
ポリシー (p. 184)」を参照してください。

次の表で、アイデンティティベースのポリシーとリソースベースのポリシーで使用できるアクションを一
覧しています。

Note

アクションによっては、アイデンティティベースのポリシーでしか使用できないものもありま
す。そのようなアクションには、最初の列の API オペレーション名の後にアスタリスク (*) マー
クが付いています。
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S3 Glacier API およびアクションで必要なアクセス権限

マルチパートアップロードの中止 (DELETE uploadID) (p. 289)

必要なアクセス権限（API アクション）: glacier:AbortMultipartUpload

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー:
ボールトロックの中止 (ロックポリシーの DELETE) (p. 239)

必要なアクセス権限（API アクション）: glacier:AbortVaultLock

リソース:

S3 Glacier の条件キー:
ボールトにタグを追加する (POST タグの追加) (p. 241)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:AddTagsToVault

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー: glacier:ResourceTag/TagKey
マルチパートアップロードの完了 (POST uploadID) (p. 291)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:CompleteMultipartUpload

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー: glacier:ResourceTag/TagKey
ボールトロックの完了 (ロック ID の POST) (p. 246)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:CompleteVaultLock

リソース:

S3 Glacier の条件キー: glacier:ResourceTag/TagKey
ボールトの作成 (PUT vault) (p. 243) *

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:CreateVault

リソース:

S3 Glacier の条件キー:
アーカイブの削除 (DELETE archive) (p. 283)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:DeleteArchive

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー: glacier:ArchiveAgeInDays,glacier:ResourceTag/TagKey
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ボールトの削除 (DELETE vault) (p. 248)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:DeleteVault

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー: glacier:ResourceTag/TagKey
ボールトアクセスポリシーの削除 (DELETE access-policy) (p. 250)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:DeleteVaultAccessPolicy

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー: glacier:ResourceTag/TagKey
ボールト通知の削除 (通知設定の削除) (p. 252)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:DeleteVaultNotifications

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー: glacier:ResourceTag/TagKey
ジョブの説明 (GET JobID) (p. 312)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:DescribeJob

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー:
ボールトの説明 (GET vault) (p. 254)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:DescribeVault

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー:
データ取り出しポリシーの取得 (ポリシーの GET) (p. 353) *

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:GetDataRetrievalPolicy

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:policies/retrieval-limit-policy

S3 Glacier の条件キー:
ジョブの出力の取得 (GET output) (p. 319)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:GetJobOutput

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*
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S3 Glacier の条件キー:
ボールトアクセスポリシー (GET access-policy) の取得 (p. 257)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:GetVaultAccessPolicy

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー:
ボールトロックの取得 (ロックポリシーの GET) (p. 259)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:GetVaultLock

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー:
ボールト通知の取得 (GET notification-configuration) (p. 263)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:GetVaultNotifications

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー:
ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:InitiateJob

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー: glacier:ArchiveAgeInDays,glacier:ResourceTag/TagKey
マルチパートアップロードの開始 (POST multipart-uploads) (p. 294)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:InitiateMultipartUpload

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー: glacier:ResourceTag/TagKey
ボールトロックの開始 (ロックポリシーの POST) (p. 265)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:InitiateVaultLock

リソース:

S3 Glacier の条件キー: glacier:ResourceTag/TagKey
ジョブのリスト表示 (GET jobs) (p. 333)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:ListJobs

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*
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S3 Glacier の条件キー:
マルチパートアップロードのリスト (GET multipart-uploads) (p. 303)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:ListMultipartUploads

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー:
パートのリスト (GET uploadID) (p. 298)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:ListParts

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー:
ボールトのタグの一覧表示 (GET タグ) (p. 268)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:ListTagsForVault

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー:
ボールトのリスト (GET vaults) (p. 270)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:ListVaults

リソース:

S3 Glacier の条件キー:
ボールトからタグを削除する (POST タグの削除) (p. 275)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:RemoveTagsFromVault

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー: glacier:ResourceTag/TagKey
データ取り出しポリシーの設定 (ポリシーの PUT) (p. 361) *

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:SetDataRetrievalPolicy

リソース:arn:aws:glacier:region:account-id:policies/retrieval-limit-policy

S3 Glacier の条件キー:
ボールトアクセスポリシー (PUT access-policy) の設定 (p. 278)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:SetVaultAccessPolicy

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

API バージョン 2012-06-01
203



Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
Amazon S3 Glacier API アクセス許可のリファレンス

S3 Glacier の条件キー: glacier:ResourceTag/TagKey
ボールトの通知設定の指定 (PUT notification-configuration) (p. 280)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:SetVaultNotifications

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー: glacier:ResourceTag/TagKey
アーカイブのアップロード (POST archive) (p. 285)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:UploadArchive

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー: glacier:ResourceTag/TagKey
パートのアップロード (PUT uploadID) (p. 308)

必要なアクセス権限（API アクション）:glacier:UploadMultipartPart

リソース: arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
vault-name、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/
example*、arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*

S3 Glacier の条件キー: glacier:ResourceTag/TagKey
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Amazon S3 Glacier でのログ記録とモニタリング
モニタリングは、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) および AWS ソリューションの信頼性、可用性、パ
フォーマンスを維持する上で重要な部分です。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害を特定し
て簡単にデバッグできるように、AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集す
る必要があります。 には、S3 Glacier リソースをモニタリングし、潜在的な障害に対応するための複数の
ツールが用意されています。

Amazon CloudWatch アラーム

Amazon S3 を介して S3 Glacier を利用する場合、Amazon CloudWatch アラームを使用し、指定する
期間中絶えず単一のメトリクスを監視できます。メトリクスが特定の閾値を超えると、Amazon SNS 
トピックまたは AWS Auto Scaling ポリシーに通知が送信されます。CloudWatch アラームは、特定の
状態にあるという理由ではアクションを呼び出しません。状態が変わり、それが指定した期間だけ維
持される必要があります。詳細については、「Amazon CloudWatch によるモニタリング」を参照し
てください。

AWS CloudTrail ログ

CloudTrail は、Amazon S3 Glacier のユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行さ
れたアクションの記録を提供します。CloudTrail は、S3 Glacier コンソールからの呼び出しや S3 
Glacier API へのコード呼び出しを含む、S3 Glacier のすべての API コールをイベントとしてキャ
プチャします。詳細については、「を使用した Amazon S3 Glacier API コールのログ記録AWS 
CloudTrail (p. 214)」を参照してください。

AWS Trusted Advisor

Trusted Advisor は、AWS の数十万のお客様にサービスを提供することにより得られた、運用実績か
ら学んだベストプラクティスを活用しています。Trusted Advisor はお客様の AWS 環境を検査し、シ
ステムの可用性とパフォーマンスを向上させたりセキュリティギャップを埋めたりする機会がある場
合には、推奨事項を作成します。すべての AWS のお客様は、Trusted Advisor の 5 つのチェックに
アクセスできます。ビジネスまたはエンタープライズサポートプランをご利用のお客様は、すべての 
Trusted Advisor チェックを表示できます。

詳細については、AWS Support ユーザーガイドの AWS Trusted Advisor をご参照ください。
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Amazon S3 Glacier のコンプライアンス検証
Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) のセキュリティおよびコンプライアンスは、以下を含む複数の AWS コン
プライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査者により評価されます。

• System and Organization Controls (SOC)
• Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)
• Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP)
• Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

AWS は、コンプライアンスプログラムのターゲット範囲内の AWS サービスで、特定のコンプライアンス
プログラムのターゲット範囲内における AWS サービス一覧を頻繁に更新しています。

サードパーティーの監査レポートは、AWS Artifact を使用してダウンロードできます。詳細について
は、AWS Artifact ユーザーガイドの「Downloading Reports in AWS Artifact」を参照してください。

AWS コンプライアンスプログラムの詳細については、AWS コンプライアンスプログラム を参照してくだ
さい。

S3 Glacier を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、組織のデータの機密性や組織のコンプライ
アンス目的、適用可能な法律、規制によって決定されます。S3 Glacier の使用が HIPAA、PCI、FedRAMP 
などの標準に準拠していることを前提としている場合、AWS は以下を支援するリソースを提供します。

• S3 Glacier ボールトロック (p. 68) では、ボールトロックポリシーを使用して、S3 Glacier の各ボール
トに対するコンプライアンス管理を簡単にデプロイして適用することができます。ボールトロックポリ
シーで「write once read many」(WORM) などのコントロールを指定して、ポリシーをロックし、今後
編集できないようにします。ロックされると、そのポリシーは変更できなくなります。ボールトロック
のポリシーは、SEC17a-4 や HIPAA などの規制フレームワークに準拠するのに役立ちます。

• セキュリティおよびコンプライアンスのクイックスタート ガイドでは、AWS のデプロイメントセキュ
リティやコンプライアンスに重点を置いたベースライン環境におけるアーキテクチャ上の考慮事項や手
順について説明しています。

• HIPAA セキュリティおよびコンプライアンス向けアーキテクチャ設計では、企業が AWS を使用して 
HIPAA 要件を満たす方法について説明します。

• AWSWell-Architected Tool (AWSWA Tool) は、AWS ベストプラクティスを使用し、継続的にアーキテ
クチャを確認したり測定したりするクラウド内のサービスです。AWS WA ツールでは、より信頼性が高
く、安全で、効率やコスト効果に優れたワークロード処理を実行するための推奨事項を提供します。

• AWS コンプライアンスリソースを使用すると、業界や地域で使用できるワークブックとガイドとを選択
できます。

• AWS Config を使用すると、社内プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設
定の準拠状態を評価できます。

• AWS Security Hub を使用すると、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示し、セキュリティ業界の
標準およびベストプラクティスへの準拠を確認できます。
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Amazon S3 Glacier の耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築されま
す。AWSリージョンでは、複数の物理的に独立し隔離されたアベイラビリティーゾーンが提供されてお
り、それらは低レイテンシー、高スループット、高冗長性のネットワークにより接続されています。こ
れらのアベイラビリティーゾーンを利用すると、アプリケーションとデータベースを効率的に設計して
運用できます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一データセンターのインフラストラクチャや複
数データセンターのインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。S3 
Glacier はデータを最低 3 つのアベイラビリティーゾーンに冗長的に格納します。耐久性を高めるため
に、S3 Glacier は、アップロードが正常に実行されたことを確認する前に、複数の AZ 全体にデータを同
期的に保存します。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、[AWS Global Infrastructure] (グローバル
インフラストラクチャ) を参照してください。
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Amazon S3 Glacier のインフラストラクチャセキュ
リティ

マネージドサービスである Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) は、「Amazon Web Services: セキュリティプ
ロセスの概要」ホワイトペーパーで説明されている AWS グローバルネットワークセキュリティ手順で保
護されています。

ネットワークを介した S3 Glacier へのアクセスは、AWS が発行する API を利用して行われます。クライ
アントは Transport Layer Security (TLS) 1.2 をサポートしている必要があります。TLS 1.3 以降を推奨し
ています。また、Ephemeral Diffie−Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie−Hellman (ECDHE) 
などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもサポートしている必要があります。これ
らのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。また、リクエスト
には、IAM プリンシパルに関連付けられたアクセスキー ID およびシークレットアクセスキーによる署名が
必要です。または、リクエストへの署名のために一時的にセキュリティ認証情報を生成する AWS Security 
Token Service (AWS STS) を使用することもできます。

VPC エンドポイント
Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイントでは、対応するAWSサービスおよびによる VPC エンドポイ
ントサービスに対して、VPCAWSPrivateLink を非公開で接続でき、インターネットゲートウェイ、NAT 
デバイス、VPN 接続、またはAWS Direct Connect接続が必要ありません。S3 Glacier は VPC エンドポ
イントに直接対応していませんが、Amazon S3 と統合したストレージの S3 Glacier にアクセスする場
合、Amazon S3 VPC エンドポイントを利用することができます。

Amazon S3ライフサイクル設定と S3 Glacier ストレージクラスへのオブジェクト移行の詳細について
は、Amazon Simple Storage Service User Guide の「オブジェクトのライフサイクル管理」と「オブジェ
クトの移行」を参照してください。VPC エンドポイント の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイ
ドの「VPC Endpoints」を参照してください。
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S3 Glacier データ取得ポリシー
Amazon S3 Glacier のデータ取り出しポリシーを使用すると、データ取り出しクォータを簡単に設定して
AWS アカウント、それぞれの組織ごとにデータ取り出しアクティビティを管理できますAWS リージョ
ン。S3 Glacier のデータ取り出し料金の詳細については、「S3 Glacier 料金表」を参照してください。

Important

データ取り出しポリシーは、標準取り出しにのみ適用され、S3 Glacier に直接送信される取り出
しリクエストを管理します。
S3 Glacier ユーザーガイドの「オブジェクトをアーカイブするためのストレージクラス」と「オ
ブジェクトを移行する」 を参照してください。

トピック
• S3 Glacier データ取り出しポリシーの選択 (p. 209)
• S3 Glacier コンソールを使用したデータ取り出しポリシーの設定 (p. 210)
• Amazon S3 Glacier API を使用したデータ取り出しポリシーの設定 (p. 211)

S3 Glacier データ取り出しポリシーの選択
データ取り出しポリシーは、[No Retrieval Limit]、[Free Tier Only]、[Max Retrieval Rate] の 3 つのタイプ
から選択できます。

「取り出し制限なし」は、取り出しに使用されるデフォルトのデータ取り出しポリシーです。No Retrieval 
Limit ポリシーを使用する場合、取り出しクォータは設定されず、有効なデータ取り出し要求はすべて受け
入れられます。

無料利用枠のみのポリシーを使用すると、取り出しを 1AWS 日の無料利用枠の許容量内に抑えることが
でき、データ取り出しコストは発生しません。AWS無料利用枠の制限を超えるデータを取得したい場合
は、bytes-per-hour最大取り出し速度ポリシーを使用して取り出し速度の割り当てを設定できます。[Max 
Retrieval Rate] ポリシーを設定することで、アカウントのすべての取り出しジョブの最大取り出しレート
が、AWS リージョンbytes-per-hour設定したクォータを超えることはありません。

無料利用枠のみと最大取り出しレートのポリシーの両方では、指定した取り出しクォータを超えるデータ
取り出しリクエストは受け付けられません。[Free Tier Only] ポリシーを使用する場合、無料利用枠上限
を超える取り出しリクエストは S3 Glacier により拒否されるようになります。AWS[Max Retrieval Rate] 
ポリシーを使用する場合、進行中のジョブの最大取り出しレートが、bytes-per-hourポリシーで設定した
クォータを超える取り出しリクエストは S3 Glacier により拒否されるようになります。これらのポリシー
を使用することで、データ取り出しコストの管理を簡素化できます。

以下にデータ取り出しポリシーの使用時に役立つヒントをいくつか示します。

• データ取り出しポリシーの設定は、標準取り出しを使用して S3 Glacier からデータを取り出しするのに
かかる 3〜5 時間の期間に影響を与えません。

• 新しいデータ取り出しポリシーの設定は、その前に許可されてすでに進行中だった取り出しジョブに影
響を与えません。

• データ取り出しポリシーにより検索ジョブのリクエストが拒否されても、そのジョブやリクエストの料
金は請求されません。

• それぞれに 1 つのデータ取り出しポリシーを設定してAWS リージョン、AWS リージョンアカウントの
すべてのデータ取り出しアクティビティを制御できます。データ取り出しポリシーは、AWS リージョン
それぞれによってデータ取り出しコストが異なるため、特定のAWS リージョンリージョンに固有のもの
です。詳細については、「Amazon S3 Glacierの料金」を参照してください。
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[Free Tier Only] ポリシー
データ取り出しポリシーを [Free Tier Only] に設定して、AWS取り出しを常に無料利用枠上限までに抑え
ることができます。取り出し要求が拒否されると、要求が現在のデータ取り出しポリシーによって拒否さ
れたことを示すエラーメッセージが表示されます。

データ取り出しポリシーを [Free Tier Only] に設定して、リージョンごとに設定できます。ポリシーを設定
した後は、AWSその日割り計算された無料利用枠の取り出し上限を超えるデータを 1 日に取り出すことは
できませんAWS リージョン。また、データ取り出し料金も発生しません。

また、1 か月以内にデータ取り出し料金が発生した後に、無料利用枠のみのポリシーに切り替えることも
できます。その場合、無料利用枠のみのポリシーは、新しい検索リクエストには有効になりますが、過去
のリクエストには影響しません。切り替え前に発生した料金は請求されます。

[Max Retrieval Rate] ポリシー
データ取り出しポリシーを [Max Retrieval Rate] に設定して、データ取り出しクォータを指定すること
で、bytes-per-hour最大取り出しレートを制御できます。データ取り出しポリシーを [Max Retrieval Rate] 
に設定した場合、進行中のジョブの最大取り出しレートが、bytes-per-hourポリシーで指定したクォータ
を超える新しい取り出しリクエストは拒否されるようになります。取得ジョブのリクエストが拒否される
と、そのリクエストが現在のデータ取り出しポリシーによって拒否されたことを示すエラーメッセージが
表示されます。

データ取り出しポリシーを Max Retrieval Rate ポリシーに設定すると、1AWS 日に使用できる無料利用枠
の量に影響する場合があります。たとえば、[Max Retrieval Rate] を 1 時間あたり 1 MB に設定したとし
ます。AWSこれは無料利用枠のポリシー料金を下回っています。1AWS 日あたりの無料利用枠を上限ま
で有効に活用するために、まずはポリシーを [Free Tier Only] に設定し、後で必要に応じて [Max Retrieval 
Rate] ポリシーに切り替えることができます。取り出し許容量の計算方法の詳細については、「」を参照
してください。Amazon S3 Glacier に関するよくある質問。

[No Retrieval Limit] ポリシー
データ取り出しポリシーを [No Retrieval Limit] に設定した場合、すべての有効なデータ取り出しリクエス
トは許可されるようになります。データ取り出しコストは、使用状況によって異なります。

S3 Glacier コンソールを使用したデータ取り出しポ
リシーの設定

Amazon S3 Glacier コンソールを使用して、データ取り出しポリシーを作成するには

1. AWS Management Consoleにサインインし、で S3 Glacier コンソール https:// 
console.aws.amazon.com/glacier/home を開きます。

2. 「地域を選択」で、AWS リージョンドロップダウンメニューからを選択します。それぞれにデータ取
り出しポリシーを設定できますAWS リージョン。

3. 左のナビゲーションペインで、[データ取り出し設定] を選択します。
4. [編集] を選択します。「データ取得ポリシーの編集」ページが表示されます。
5. [データ取得ポリシー] で、ポリシーを選択します。

データ取り出しポリシーは、「取り出し制限なし」、「無料利用枠のみ」、「最大取り出し速度を指
定」の 3 つから選択できます。

• 「取り出し制限なし」を選択すると、有効なデータ取り出し要求がすべて受け入れられます。
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• 無料利用枠のみを選択した場合、AWS無料利用枠を超えるデータ取得リクエストは受け付けられま
せん。

• [Speciate a Max Retrieval Rate] を選択した場合、進行中のジョブの最大取り出しレートが、指定し
た最大取り出しレートを超えるデータ取り出しリクエストは拒否されるようになります。[最大取り
出し速度] の [GB/時間] ボックスに、1 時間あたりのギガバイト (GB) の値を指定する必要がありま
す。GB/時間の値を入力すると、コンソールによって推定コストが計算されます。

6. [変更の保存] をクリックします。

Amazon S3 Glacier API を使用したデータ取り出し
ポリシーの設定

Amazon S3 Glacier REST API またはAWS SDK を使用して、データ取り出しポリシーを表示したり設定し
たりできます。

Amazon S3 Glacier REST API を使用したデータ取り
出しポリシーの設定
Amazon S3 Glacier REST API を使用して、データ取り出しポリシーを表示したり設定したりできま
す。データ取り出しポリシーの取得 (ポリシーの GET) (p. 353) オペレーションを使用して、既存のデー
タ取り出しポリシーを表示できます。データ取り出しポリシーの設定 (ポリシーの PUT) (p. 361)オペ
レーションを使用して、データ取り出しポリシーを設定します。

PUTポリシーオペレーションを使用するときは、JSONStrategy フィールド値を、、BytesPerHourま
たはに設定してデータ取得ポリシータイプを選択しますNone。FreeTier BytesPerHourは、コンソー
ルで [最大取り出し速度を指定] を選択したり、[無料利用枠のみ]FreeTier を選択したり、[取り出し制限
なし]None を選択したりするのと同じです。

ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)オペレーションを使用して、データ取り出しポリシーで設定した
最大取り出しレートを超えるデータ取り出しジョブを開始すると、Initiate Jobオペレーションは中止
され、例外がスローされます。

AWSSDK を使用したデータ取り出しポリシーの設定
AWSは Amazon S3 Glacier 用アプリケーションを開発するための SDK を提供しています。これらの SDK 
では、基本となる REST API に対応するライブラリが提供され、簡単にリクエストを作成したりレスポ
ンスを処理したりするためのオブジェクトが提供されます。詳細については、「の使用AWSAmazon S3 
Glacier での SDK Glacier (p. 131)」を参照してください。
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Amazon S3 Glacier リソースのタグ
付け

タグとは、AWS リソースに付けるラベルです。タグはそれぞれ、1 つのキーと 1 つの値で構成されてお
り、どちらもお客様側が定義します。定義するタグを、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) ボールトリソース
に割り当てることができます。タグの使用は、AWS リソースの管理やデータ (請求データなど) の整理を
行うシンプルかつ強力な方法です。

トピック
• タグ付けの基本 (p. 212)
• タグの制限 (p. 212)
• タグ付けを使用したコストの追跡 (p. 213)
• タグ付けによるアクセス制御の管理 (p. 213)
• 関連するセクション (p. 213)

タグ付けの基本
S3 Glacier コンソールを使用します。AWS Command Line Interface(AWS CLI)、または S3 Glacier API を
使用して、以下のタスクを完了します。

• ボールトにタグを追加します
• ボールトのタグを一覧表示します
• ボールトからタグを削除します

タグを追加、一覧表示、削除する方法の詳細については、「S3 Glacier ボールトにタグを付ける (p. 66)」
を参照してください。

タグを使用すると、ボールトを分類できます。たとえば、目的、所有者、環境などに基づいてボールトを
分類できます。タグごとにキーと値を定義するため、特定のニーズを満たすためのカテゴリのカスタム
セットを作成できます。たとえば、所有者と、ボールトの目的に基づいてボールトを追跡するのに役立つ
タグのセットを定義できます。以下に、タグのいくつかの例を示します。

• 所有者: [Name] (名前)
• 目的: 動画アーカイブ
• [環境] の場合 本番稼働用

タグの制限
基本的なタグの制限は次のとおりです。

• リソース (ボールト) のタグの最大数は 50 です。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。

タグのキー制約は次のとおりです。
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• ボールトの一連のタグ内で、各タグのキーは一意である必要があります。既に使用されているキーを含
むタグを追加すると、新しいタグで、既存のキーと値のペアが上書きされます。

• このプレフィックスは AWS で使用するために予約されているため、aws: でタグ キーを開始すること
はできません。AWS は、ユーザーに代わってこのプレフィックスで始まるタグを作成しますが、編集や
削除はできません。

• タグキーの長さは 1～128 文字 (Unicode) にする必要があります。
• タグキーは、次の文字で構成する必要があります。Unicode 文字、数字、スペース、特殊文字 

()。_ . / = + - @。

タグ値の制約は次のとおりです。

• タグの長さは 0～255 文字 (Unicode) にする必要があります。
• タグ値は空白にすることができます。それ以外の場合は、次の文字で構成する必要がありま

す。Unicode 文字、数字、スペース、特殊文字 ()。_ . / = + - @。

タグ付けを使用したコストの追跡
タグを使用して、AWS コストを分類して追跡できます。AWS リソース (ボールトなど) にタグを適用する
と、AWS コスト配分レポートに、タグ別に集計された使用状況とコストが表示されます。自社のカテゴ
リ (例えばコストセンター、アプリケーション名、所有者) を表すタグを適用すると、複数のサービスにわ
たってコストを分類することができます。詳細については、AWS Billing ユーザーガイドの「コスト配分タ
グを使用したカスタム請求レポート」を参照してください。

タグ付けによるアクセス制御の管理
アクセスポリシーステートメントでは、タグを条件として使用できます。たとえば、リーガルホールドタ
グを設定して、「リーガルホールドタグの値が True に設定されている場合はアーカイブの削除を拒否す
る」という条件としてデータ保持ポリシーに含めることができます。このデータ保持ポリシーをデプロイ
し、通常の条件としてリーガルホールドタグを False に設定できます。調査のためにデータをリーガル
ホールドの対象にする必要がある場合は、リーガルホールドタグの値を True に設定することによって簡
単にリーガルホールドを有効にすることができます。その後にリーガルホールドの対象から外す場合も、
同様の方法で行えます。詳細については、 IAM ユーザーガイドの「タグを使用したアクセス制御」を参照
してください。

関連するセクション
• S3 Glacier ボールトにタグを付ける (p. 66)
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の Amazon S3 CloudTrail

を使用した Amazon S3 Glacier API 
コールのログ記録AWS CloudTrail

Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) はと統合されています。このサービスはAWS CloudTrail、S3 Glacier 
のユーザー、ロール、または S3 Glacier のAWSのサービスによって実行されたアクションを記録する
サービスです。 CloudTrail の Amazon S3 Glacier のすべての API コール の S3 Glacier のイベントな
ど、Amazon S3 Glacier CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 Glacier にの S3 Glacier にの S3 Glacier 
にの S3 Glacier のイベントの継続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場合でも、 
CloudTrail コンソールの [Event history (イベント履歴)] で最新のイベントを表示できます。の IP アドレス 
CloudTrail、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。の IP アドレス、リクエスト者、
リクエスト日時などの詳細を確認できます。の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を
確認できます。の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。の IP アドレ
ス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。の IP アドレス、リクエスト者、リクエス
ト日時などの詳細を確認できます。の IP アドレス、リクエスト

詳細については CloudTrail、『AWS CloudTrailユーザーガイド』を参照してください。

の Amazon S3 CloudTrail
CloudTrail AWS アカウントアカウントを作成すると、で有効になります。S3 Glacier でアクティビティが
発生すると、そのアクティビティは、[Event history ( CloudTrail イベント履歴) にある他のAWSのサービ
スのイベントとともに、イベントに記録されます。最近のイベントは、AWS アカウント で表示、検索、
ダウンロードできます。詳細についてはの「 CloudTrail イベント履歴でのイベントの

AWS アカウント S3 Glacier のイベントなど、イベントの継続的な記録については、証跡を作成します。
の Amazon CloudTrail S3 バケットにログを配信できます。デフォルトでは、コンソールで追跡を作成する
ときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡では、AWS パーティション内のすべての 
AWS リージョンからのイベントをログに記録し、指定した Simple Storage Service (Amazon S3)バケット
にログファイルを配信します。さらにAWS CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータに基づい
た行動のためにその他のサービスを設定できます。詳細については、以下をご覧ください。

• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション
• の Amazon Amazon SNS CloudTrail
• CloudTrail  CloudTrail 複数のリージョンから受け取るおよび複数のアカウントからのログファイルを受

け取る

の Amazon S3 GlacierAmazon S3 Glacier の API リファレンス (p. 218) のアクション CloudTrail たと
えば、、ボールトのリスト (GET vaults) (p. 270)およびアクションを呼び出すとボールトの作成 (PUT 
vault) (p. 243)ボールトの削除 (DELETE vault) (p. 248)、 CloudTrail ログファイルにエントリが生成さ
れます。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストが、ルートの IP ユーザーとその他の認証情報で行われたかどうか。
• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用

して送信されたか.
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• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

Amazon S3 Glacier ログファイルエントリの概要
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ、または複数のログが含まれています。イベントは、任意のソー
スからの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関する
情報が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付きスタックトレースでは
ないため、特定の順序では表示されません。

次の例は、、ボールトの作成 (PUT vault) (p. 243)ボールトの削除 (DELETE vault) (p. 248)ボールトの
リスト (GET vaults) (p. 270)、 CloudTrail ボールトの説明 (GET vault) (p. 254)およびアクションを示す
ログエントリを示しています。

{ 
    "Records": [ 
        { 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "eventID": "52f8c821-002e-4549-857f-8193a15246fa", 
            "eventName": "CreateVault", 
            "eventSource": "glacier.amazonaws.com", 
            "eventTime": "2014-12-10T19:05:15Z", 
            "eventType": "AwsApiCall", 
            "eventVersion": "1.02", 
            "recipientAccountId": "999999999999", 
            "requestID": "HJiLgvfXCY88QJAC6rRoexS9ThvI21Q1Nqukfly02hcUPPo", 
            "requestParameters": { 
                "accountId": "-", 
                "vaultName": "myVaultName" 
            }, 
            "responseElements": { 
                "location": "/999999999999/vaults/myVaultName" 
            }, 
            "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
            "userAgent": "aws-sdk-java/1.9.6 Mac_OS_X/10.9.5 Java_HotSpot(TM)_64-
Bit_Server_VM/25.25-b02/1.8.0_25", 
            "userIdentity": { 
                "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "accountId": "999999999999", 
                "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/myUserName", 
                "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE", 
                "type": "IAMUser", 
                "userName": "myUserName" 
            } 
        }, 
        { 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "eventID": "cdd33060-4758-416a-b7b9-dafd3afcec90", 
            "eventName": "DeleteVault", 
            "eventSource": "glacier.amazonaws.com", 
            "eventTime": "2014-12-10T19:05:15Z", 
            "eventType": "AwsApiCall", 
            "eventVersion": "1.02", 
            "recipientAccountId": "999999999999", 
            "requestID": "GGdw-VfhVfLCFwAM6iVUvMQ6-fMwSqSO9FmRd0eRSa_Fc7c", 
            "requestParameters": { 
                "accountId": "-", 
                "vaultName": "myVaultName" 
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            }, 
            "responseElements": null, 
            "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
            "userAgent": "aws-sdk-java/1.9.6 Mac_OS_X/10.9.5 Java_HotSpot(TM)_64-
Bit_Server_VM/25.25-b02/1.8.0_25", 
            "userIdentity": { 
                "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "accountId": "999999999999", 
                "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/myUserName", 
                "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE", 
                "type": "IAMUser", 
                "userName": "myUserName" 
            } 
        }, 
        { 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "eventID": "355750b4-e8b0-46be-9676-e786b1442470", 
            "eventName": "ListVaults", 
            "eventSource": "glacier.amazonaws.com", 
            "eventTime": "2014-12-10T19:05:15Z", 
            "eventType": "AwsApiCall", 
            "eventVersion": "1.02", 
            "recipientAccountId": "999999999999", 
            "requestID": "yPTs22ghTsWprFivb-2u30FAaDALIZP17t4jM_xL9QJQyVA", 
            "requestParameters": { 
                "accountId": "-" 
            }, 
            "responseElements": null, 
            "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
            "userAgent": "aws-sdk-java/1.9.6 Mac_OS_X/10.9.5 Java_HotSpot(TM)_64-
Bit_Server_VM/25.25-b02/1.8.0_25", 
            "userIdentity": { 
                "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "accountId": "999999999999", 
                "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/myUserName", 
                "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE", 
                "type": "IAMUser", 
                "userName": "myUserName" 
            } 
        }, 
        { 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "eventID": "569e830e-b075-4444-a826-aa8b0acad6c7", 
            "eventName": "DescribeVault", 
            "eventSource": "glacier.amazonaws.com", 
            "eventTime": "2014-12-10T19:05:15Z", 
            "eventType": "AwsApiCall", 
            "eventVersion": "1.02", 
            "recipientAccountId": "999999999999", 
            "requestID": "QRt1ZdFLGn0TCm784HmKafBmcB2lVaV81UU3fsOR3PtoIiM", 
            "requestParameters": { 
                "accountId": "-", 
                "vaultName": "myVaultName" 
            }, 
            "responseElements": null, 
            "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
            "userAgent": "aws-sdk-java/1.9.6 Mac_OS_X/10.9.5 Java_HotSpot(TM)_64-
Bit_Server_VM/25.25-b02/1.8.0_25", 
            "userIdentity": { 
                "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "accountId": "999999999999", 
                "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/myUserName", 
                "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE", 
                "type": "IAMUser", 
                "userName": "myUserName" 
            } 
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        } 
    ]
}
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Amazon S3 Glacier の API リファレ
ンス

Amazon S3 Glacier では、サービスを操作できる一連のオペレーション 特に、一連の RESTful API コール 
- をサポートしています。

HTTP リクエストを送信できる任意のプログラミングライブラリを使用して、REST リクエストを S3 
Glacier に送信できます。REST リクエストを送信する場合、S3 Glacier では、リクエストに署名すること
で、すべてのリクエストを認証する必要があります。さらに、アーカイブをアップロードする場合は、ペ
イロードのチェックサムを計算し、リクエストに含める必要もあります。詳細については、「リクエスト
への署名 (p. 221)」を参照してください。

エラーが発生した場合は、エラーを処理できるように、S3 Glacier から送信されたエラーレスポンスの内
容を把握する必要があります。このセクションでは、REST API 呼び出しを直接実行できるように、REST 
オペレーションの詳細に加え、こうした情報をすべて提供します。

REST API 呼び出しを直接使用することや、ラッパーライブラリを提供する Amazon SDK を使用すること
で、コーディングタスクを簡略化できます。これらのライブラリでは、送信する各リクエストに署名し、
リクエストのペイロードのチェックサムを計算します。そのため、Amazon SDK を使用すると、コーディ
ングタスクが簡略化されます。この開発者ガイドでは、AWS SDK for Java と .NET を使用した S3 Glacier 
の基本的なオペレーションの実例を示します。詳細については、「の使用AWSAmazon S3 Glacier での 
SDK Glacier (p. 131)」を参照してください。

トピック
• 一般的なリクエストヘッダー (p. 218)
• 共通のレスポンスヘッダー (p. 221)
• リクエストへの署名 (p. 221)
• チェックサムの計算 (p. 225)
• エラーレスポンス (p. 235)
• ボールトオペレーション (p. 238)
• アーカイブオペレーション (p. 283)
• マルチパートアップロードオペレーション (p. 289)
• ジョブのオペレーション (p. 312)
• ジョブオペレーションで使用されるデータ型 (p. 340)
• データ取り出しオペレーション (p. 353)

一般的なリクエストヘッダー
Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) REST リクエストには、リクエストに関する基本的な情報を含むヘッダー
が含まれています。次の表では、すべての S3 Glacier REST リクエストで使用できるヘッダーについて説
明します。

ヘッダー名 説明 必須

Authorization リクエストに署名するために必要なヘッダー。S3 
Glacier には、署名 バージョン 4 が必要です。詳細に
ついては、「リクエストへの署名 (p. 221)」を参照し
てください。

はい
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ヘッダー名 説明 必須
Type: 文字列

Content-Length リクエストボディの長さ (ヘッダー以外)。

Type: 文字列

条件: の場合にのみ必須です。アーカイブのアップロー
ド (POST archive) (p. 285)アピ。

条件付き

Date Authorization ヘッダーに含める署名を作成すると
きに使用できる日付。Date ヘッダーを署名に使用す
る場合は、ISO 8601 基本形式で指定する必要がありま
す。その場合、x-amz-date ヘッダーは必要ありませ
ん。x-amz-date が存在する場合は、常に Date ヘッ
ダーの値よりも優先されることに注意してください。

Date ヘッダーを署名に使用しない場合は、RFC 2616
のセクション 3.3 に記載されている完全な日付の形
式のいずれかを使用できます。たとえば、Wed, 10 
Feb 2017 12:00:00 GMT という日付/時間は、S3 
Glacier で使用できる有効な日付/時間ヘッダーです。

Date ヘッダーを署名に使用する場合は、ISO 8601 基
本形式の YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z' で指定する必要が
あります。

Type: 文字列

条件: もしDateが指定されていれば、ISO 8601 基本
形式でない場合は、x-amz-dateヘッダー。Date を 
ISO 8601 基本形式で指定した場合は、署名リクエスト
に十分に対応できるため、x-amz-date ヘッダーは必
要ありません。詳細については、「署名バージョン 4 
の日付の処理」 (アマゾン ウェブ サービス用語集) を
参照してください。

条件付き

Host このヘッダーには、リクエストの送信先となる
サービスエンドポイントを指定します。値の形式
は、"glacier.region.amazonaws.com" にする必
要があります (#####はus-west-2 などの AWS リー
ジョンの指定に置き換えます)。

Type: 文字列

はい
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ヘッダー名 説明 必須

x-amz-content-sha256 アーカイブのアップロード (POST 
archive) (p. 285)またはパートのアップロード (PUT 
uploadID) (p. 308)でアップロードされるペイロード
全体の計算された SHA256 チェックサム。このヘッ
ダーは x-amz-sha256-tree-hash ヘッダーと同じ
ではありませんが、一部の小さいペイロードについて
は値が同じになります。x-amz-content-sha256 が
必要な場合は、x-amz-content-sha256 と x-amz-
sha256-tree-hash の両方を指定する必要がありま
す。

Type: 文字列

条件: ストリーミング API () の場合は必須です。アー
カイブのアップロード (POST archive) (p. 285)そし
てパートのアップロード (PUT uploadID) (p. 308)。

条件付き

x-amz-date Authorization ヘッダー内の署名を作成すると
きに使用される日付。ISO 8601 基本形式の
YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z' にする必要があります。た
とえば、20170210T120000Z という日付/時間は、S3 
Glacier で使用できる有効な x-amz-date です。

Type: 文字列

条件: x-amz-date はすべてのリクエストに対してオ
プションです。署名リクエストで使用する日付よりも
優先される日付として使用できます。Date ヘッダー
を ISO 8601 基本形式で指定した場合、x-amz-date
は必要ありません。x-amz-date が存在する場合は、
常に Date ヘッダーの値よりも優先されます。詳細に
ついては、「署名バージョン 4 の日付の処理」 (アマ
ゾン ウェブ サービス用語集) を参照してください。

条件付き

x-amz-glacier-version 使用する S3 Glacier API バージョン。現在のバージョ
ンは 2012-06-01 です。

Type: 文字列

はい

x-amz-sha256-tree-
hash

アップロードしたアーカイブ (アーカイブのアッ
プロード (POST archive) (p. 285)) またはアー
カイブのパート (パートのアップロード (PUT 
uploadID) (p. 308)) の計算された SHA256 木構造
ハッシュのチェックサム。このチェックサムの計算の
詳細については、「チェックサムの計算 (p. 225)」を
参照してください。

Type: 文字列

デフォルト: なし

条件: では必須アーカイブのアップロード (POST 
archive) (p. 285)そしてパートのアップロード (PUT 
uploadID) (p. 308)。

条件付き
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共通のレスポンスヘッダー
以下の表は、ほとんどの API レスポンスに共通のレスポンスヘッダーを説明したものです。

名前 説明

Content-Length レスポンス本文の長さ（バイト単位）。

型: 文字列

Date Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) が応答した日時。たとえば、Wed, 10 Feb 
2017 12:00:00 GMT。日付の形式は、RFC 2616 のセクション 3.3 で指定され
ている完全な日付の形式のいずれかであることが必要です。返される Date は、
他の日付とわずかに異なるものになることがあるため、たとえば、アーカイブの
アップロード (POST archive) (p. 285) リクエストから返される日付は、ボール
トのインベントリリストにあるアーカイブに表示される日付と一致しないことが
あります。

型: 文字列

x-amzn-
RequestId

S3 Glacier によって作成される値であり、リクエストを一意に識別します。AWS 
は、S3 Glacier に問題が発生すると、この値を使用して問題のトラブルシュー
ティングを実施します。この値は、記録しておくことをお勧めします。

型: 文字列

x-amz-sha256-
tree-hash

アーカイブまたはインベントリ本文の SHA256 木構造ハッシュのチェックサム。
このチェックサムの計算の詳細については、「チェックサムの計算 (p. 225)」を
参照してください。

型: 文字列

リクエストへの署名
S3 Glacier では、リクエストに署名することで、送信するすべてのリクエストを認証する必要がありま
す。リクエストに署名するには、暗号化ハッシュ関数を使用してデジタル署名を計算します。暗号化ハッ
シュは、入力データから一意のハッシュ値生成して返す関数です。ハッシュ関数に渡される入力データと
しては、リクエストのテキスト、およびシークレットアクセスキーが該当します。ハッシュ関数から返さ
れるハッシュ値をリクエストに署名として含めます。署名は、リクエストの Authorization ヘッダーの
一部です。

S3 Glacier または は、リクエストを受け取ると、リクエストの署名に使用されたものと同じハッシュ関
数と入力を使用して署名を再計算します。再計算された署名とリクエスト内の署名が一致した場合、S3 
Glacier はリクエストを処理します。それ以外の場合、リクエストは拒否されます。

S3 Glacier は、AWS 署名バージョン 4 を使用した認証をサポートします。署名の計算プロセスは 3 つの
タスクに分けることができます。

•  タスク 1: 正規リクエストを作成する

HTTP リクエストを正規形式に変換します。S3 Glacier では、送信された署名と比較するために署名を
再計算するときに正規形式が使用されるので、同じ正規形式を使用する必要があります。

•  タスク 2: 署名文字列を作成する
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暗号化ハッシュ関数への入力値の 1 つとして使用する文字列を作成します。署名文字列と呼ばれる文
字列は、ハッシュアルゴリズムの名前、要求日付、認証情報スコープの文字列、および前のタスクで正
規化されたリクエストを結合したものです。 認証情報スコープの文字列自体は、日付、AWS リージョ
ン、およびサービス情報を結合したものです。

•  タスク 3: 署名の作成

2 つの入力文字列 (署名文字列と派生キー) を受け付ける暗号化ハッシュ関数を使用して、リクエストの
署名を作成します。シークレットアクセスキーから開始し、認証情報スコープの文字列を使用して一連
のハッシュベースのメッセージ認証コード (HMAC) を作成することで、派生キーが計算されます。この
署名手順で使用するハッシュ関数は、データのアップロードのための S3 Glacier API で使用する木構造
ハッシュアルゴリズムではありません。

トピック
• 署名の計算例 (p. 222)
• ストリーミングオペレーションの署名の計算 (p. 223)

署名の計算例
次の例で、ボールトの作成 (PUT vault) (p. 243) の署名を作成する詳細な手順を示します。実際の署名計
算方法を確認するときに、この例を参考にしてください。その他の参考計算例については、アマゾン ウェ
ブ サービス用語集の「Signature Version 4 Test Suite」を参照してください。

例では、次のように想定しています。

• リクエストのタイムスタンプは Fri, 25 May 2012 00:24:53 GMT
• エンドポイントは米国東部 (バージニア北部) リージョン us-east-1

リクエストの一般的な構文 (JSON の本体を含む) は次のとおりです。

PUT /-/vaults/examplevault HTTP/1.1
Host: glacier.us-east-1.amazonaws.com
Date: Fri, 25 May 2012 00:24:53 GMT
Authorization: SignatureToBeCalculated
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

に対して計算されたリクエストの正規形式は次のとおりです。タスク 1: 正規リクエストを作成す
る (p. 221)は:

PUT
/-/vaults/examplevault

host:glacier.us-east-1.amazonaws.com
x-amz-date:20120525T002453Z
x-amz-glacier-version:2012-06-01

host;x-amz-date;x-amz-glacier-version
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855      

正規リクエストの最後の行はリクエストボディのハッシュです。また、正規リクエストの 3 行目が空であ
ることに注意してください。これは、この API のクエリパラメータがないためです。

-署名対象の文字列にとってタスク 2: 署名文字列を作成する (p. 221)は:
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AWS4-HMAC-SHA256
20120525T002453Z
20120525/us-east-1/glacier/aws4_request
5f1da1a2d0feb614dd03d71e87928b8e449ac87614479332aced3a701f916743

の 1 行目署名対象の文字列はアルゴリズム、2行目はタイムスタンプ、3行目は認証情報スコープであり、
最後の行は、からの正規リクエストのハッシュです。タスク 1: 正規リクエストを作成する (p. 221)。認
証情報スコープで使用するサービス名は glacier です。

を使用する場合タスク 3: 署名の作成 (p. 222)とすると、派生キーとして表すことができます。

derived key = HMAC(HMAC(HMAC(HMAC("AWS4" + YourSecretAccessKey,"20120525"),"us-
east-1"),"glacier"),"aws4_request")

シークレットアクセスキー wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY を使用する場合、計算さ
れた署名は次のようになります。

3ce5b2f2fffac9262b4da9256f8d086b4aaf42eba5f111c21681a65a127b7c2a

最後のステップは、Authorization ヘッダーの構築です。デモンストレーションのアクセスキー
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE の場合、ヘッダーは次のとおりです (読みやすいように改行しています)。

Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20120525/us-east-1/glacier/
aws4_request,  
SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-version,  
Signature=3ce5b2f2fffac9262b4da9256f8d086b4aaf42eba5f111c21681a65a127b7c2a 

ストリーミングオペレーションの署名の計算
アーカイブのアップロード (POST archive) (p. 285) と パートのアップロード (PUT uploadID) (p. 308)
の 2 つのストリーミングオペレーションでは、リクエストに署名して送信する際に、追加のヘッダーとし
て x-amz-content-sha256 を含める必要があります。ストリーミングオペレーションの署名手順は、ス
トリーミング用のヘッダーを追加することを除いて、他のオペレーションとまったく同じです。

ストリーミングヘッダー x-amz-content-sha256 の計算は、アップロードされる全コンテンツ (ペイ
ロード) の SHA256 ハッシュに基づいています。この計算は、SHA256 木構造ハッシュとは異なりますの
でご注意ください (チェックサムの計算 (p. 225))。ペイロードデータの SHA 256 ハッシュ値は、基本的
にはペイロードデータの SHA256 木構造ハッシュと異なるものになります。

ペイロードデータがバイトの配列として指定されている場合には、以下の Java コードスニペットを使用
して SHA256 ハッシュを計算できます。

public static byte[] computePayloadSHA256Hash2(byte[] payload) throws 
 NoSuchAlgorithmException, IOException { 
    BufferedInputStream bis =  
       new BufferedInputStream(new ByteArrayInputStream(payload)); 
    MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256"); 
    byte[] buffer = new byte[4096]; 
    int bytesRead = -1; 
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    while ( (bytesRead = bis.read(buffer, 0, buffer.length)) != -1 ) { 
        messageDigest.update(buffer, 0, bytesRead); 
    } 
    return messageDigest.digest();
}

これと同じく、C# では、以下のコードスニペットに示すように、ペイロードデータの SHA256 ハッシュ
を計算できます。

public static byte[] CalculateSHA256Hash(byte[] payload)
{ 
    SHA256 sha256 = System.Security.Cryptography.SHA256.Create(); 
    byte[] hash = sha256.ComputeHash(payload); 

    return hash;
}

ストリーミング API の署名の計算例
以下の例は、2 つある S3 Glacier のストリーミング API の 1 つ、アーカイブのアップロード (POST 
archive) (p. 285) の署名の作成に関する詳細を示したものです。例では、次のように想定しています。

• リクエストのタイムスタンプは Mon, 07 May 2012 00:00:00 GMT
• エンドポイントは米国東部 (バージニア北部) リージョン us-east-1 です。
• コンテンツのペイロードは、文字列「Welcome to S3 Glacier」です。

(JSON 本文も含めた) 一般的なリクエストの構文を以下の例に示します。 x-amz-content-sha256
ヘッダーが含まれていることに注意してください。この単純な例では、x-amz-sha256-tree-hash と
x-amz-content-sha256 は同じ値となっています。ただし、このことは、1 MB を超えるアーカイブを
アップロードする場合には必ずしも当てはまりません。

POST /-/vaults/examplevault HTTP/1.1
Host: glacier.us-east-1.amazonaws.com
Date: Mon, 07 May 2012 00:00:00 GMT
x-amz-archive-description: my archive
x-amz-sha256-tree-hash: SHA256 tree hash
x-amz-content-sha256: SHA256 payload hash   
Authorization: SignatureToBeCalculated
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

に対して計算されたリクエストの正規形式は次のとおりです。タスク 1: 正規リクエストを作成す
る (p. 221)として表します。ストリーミングヘッダー x-amz-content-sha256 が値に含まれているこ
とにご注意ください。これは、ペイロードを読み取って SHA256 ハッシュを計算してから、署名を計算す
る必要があることを示しています。

POST
/-/vaults/examplevault

host:glacier.us-east-1.amazonaws.com
x-amz-content-sha256:726e392cb4d09924dbad1cc0ba3b00c3643d03d14cb4b823e2f041cff612a628
x-amz-date:20120507T000000Z
x-amz-glacier-version:2012-06-01

host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-glacier-version
726e392cb4d09924dbad1cc0ba3b00c3643d03d14cb4b823e2f041cff612a628      
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署名の計算手順の残りの部分については、「署名の計算例 (p. 222)」で説明していま
す。Authorization ヘッダーはシークレットアクセスキー wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY を使用しています。アクセスキー AKIAIOSFODNN7EXAMPLE は、以下に示すと
おりです (読みやすくなるよう、改行を追加しています)。

Authorization=AWS4-HMAC-SHA256  
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20120507/us-east-1/glacier/aws4_request,  
SignedHeaders=host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-glacier-version,  
Signature=b092397439375d59119072764a1e9a144677c43d9906fd98a5742c57a2855de6

チェックサムの計算
アーカイブをアップロードする場合は、x-amz-sha256-tree-hash ヘッダーと x-amz-content-
sha256 ヘッダーを両方とも含める必要があります。x-amz-sha256-tree-hash ヘッダーは、リクエス
トボディのペイロードのチェックサムです。このトピックでは、x-amz-sha256-tree-hash ヘッダーを
計算する方法について説明します。x-amz-content-sha256 ヘッダーはペイロード全体のハッシュであ
り、認可に必要です。詳細については、「ストリーミング API の署名の計算例 (p. 224)」を参照してく
ださい。

リクエストのペイロードは以下のようになります。

• アーカイブ全体 - アーカイブのアップロード API を使用して単一のリクエストでアーカイブをアップ
ロードする場合は、リクエストボディでアーカイブ全体を送信します。この場合は、アーカイブ全体の
チェックサムを含める必要があります。

• アーカイブのパート - マルチパートアップロード API を使用してアーカイブをパート単位でアップロー
ドする場合は、リクエストボディでアーカイブのパートを 1 つのみ送信します。この場合は、アーカ
イブのパートのチェックサムを含めます。すべてのパートをアップロードしたら、マルチパートアップ
ロードの完了リクエストを送信します。これにはアーカイブ全体のチェックサムを含める必要がありま
す。

ペイロードのチェックサムは、SHA-256 木構造ハッシュです。チェックサムの計算中に SHA-256 ハッ
シュ値の木構造を計算することから、木構造ハッシュと呼ばれます。ルートのハッシュ値はアーカイブ全
体のチェックサムです。

Note

このセクションでは、SHA-256 木構造ハッシュを計算する方法を説明します。ただし、同じ結果
になる限り、任意の方法を使用できます。

次のように、SHA-256 木構造ハッシュを計算します。

1. ペイロードデータの 1 MB のチャンクごとに、SHA-256 ハッシュを計算します。データの最後のチャン
クは 1 MB を下回ることがあります。たとえば、3.2 MB のアーカイブをアップロードする場合、データ
の最初の 3 個の 1 MB のチャンクごとに SHA-256 ハッシュ値を計算してから、残りの 0.2 MB のデータ
の SHA-256 ハッシュを計算します。これらのハッシュ値は木構造の葉ノードを構成します。

2. 木構造の次のレベルを作成します。
a. 2 つの連続した子ノードのハッシュ値を連結し、連結したハッシュ値の SHA-256 ハッシュを計算し

ます。この連結と SHA-256 ハッシュの生成により、2 個の子ノードの親ノードが作成されます。
b. 子ノードが 1 つしか残っていない場合は、そのハッシュ値をツリーの次のレベルに昇格させます。
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3. 結果の木構造にルートが含まれるまで、ステップ 2 を繰り返します。木構造のルートではアーカイブ全
体のハッシュが提供され、サブツリーのルートではマルチパートアップロードの対応するパートのハッ
シュが提供されます。

トピック
• 木構造ハッシュの例 1: 単一のリクエストでのアーカイブのアップロード (p. 226)
• 木構造ハッシュの例 2: マルチパートアップロードを使用したアーカイブのアップロード (p. 226)
• ファイルの木構造ハッシュの計算 (p. 227)
• データをダウンロードするときのチェックサムの受信 (p. 233)

木構造ハッシュの例 1: 単一のリクエストでのアーカ
イブのアップロード
アーカイブのアップロード API を使用して単一のリクエストでアーカイブをアップロードする場合 
(「アーカイブのアップロード (POST archive) (p. 285)」を参照)、リクエストのペイロードにはアーカ
イブ全体が含まれます。このため、アーカイブ全体の木構造ハッシュを x-amz-sha256-tree-hash リ
クエストヘッダーに含める必要があります。6.5 MB のアーカイブをアップロードするとします。次の図
は、アーカイブの SHA-256 ハッシュを作成するプロセスを示しています。アーカイブを読み取り、1 MB 
のチャンクそれぞれの SHA-256 ハッシュを計算します。残りの 0.5 MB のデータのハッシュも計算し、前
の手順で説明したように木構造を作成します。

木構造ハッシュの例 2: マルチパートアップロードを
使用したアーカイブのアップロード
マルチパートアップロードでアーカイブをアップロードする場合の木構造ハッシュの計算のプロセスは、
単一のリクエストでアーカイブをアップロードする場合と同じです。唯一の違いは、 (パートのアップ
ロード (PUT uploadID) (p. 308) API を使用して) 各リクエストでアーカイブのパートを 1 つのみアップ
ロードする点です。したがって、そのパートのチェックサムのみを x-amz-sha256-tree-hash リクエ
ストヘッダーに含めます。ただし、すべてのパートをアップロードした後で、 マルチパートアップロード
の完了 (POST uploadID) (p. 291)リクエストヘッダーにアーカイブ全体の木構造ハッシュを含めたマルチ
パートアップロードの完了 (「x-amz-sha256-tree-hash」を参照) リクエストを送信する必要がありま
す。
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ファイルの木構造ハッシュの計算
以下に示すアルゴリズムは、デモンストレーションのために選択したものです。実装シナリオでは、必要
に応じてコードを最適化できます。Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) で Amazon SDK を使用してプログラ
ミングする場合は、木構造ハッシュの計算が自動的に行われるため、必要な作業はファイルの参照を指定
することのみです。

Example 1: Java の例

以下の例は、Java を使用してファイルの SHA256 木構造ハッシュを計算する方法を
示しています。この例は、ファイルの場所を引数として指定するか、コードから直接
TreeHashExample.computeSHA256TreeHash メソッドを使用することで実行できます。

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

public class TreeHashExample {

static final int ONE_MB = 1024 * 1024; 

    /** 
     * Compute the Hex representation of the SHA-256 tree hash for the specified 
     * File 
     *  
     * @param args 
     *            args[0]: a file to compute a SHA-256 tree hash for 
     */ 
    public static void main(String[] args) { 

        if (args.length < 1) { 
            System.err.println("Missing required filename argument"); 
            System.exit(-1); 
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        } 

        File inputFile = new File(args[0]); 
        try { 

            byte[] treeHash = computeSHA256TreeHash(inputFile); 
            System.out.printf("SHA-256 Tree Hash = %s\n", toHex(treeHash)); 

        } catch (IOException ioe) { 
            System.err.format("Exception when reading from file %s: %s", inputFile, 
                    ioe.getMessage()); 
            System.exit(-1); 

        } catch (NoSuchAlgorithmException nsae) { 
            System.err.format("Cannot locate MessageDigest algorithm for SHA-256: %s", 
                    nsae.getMessage()); 
            System.exit(-1); 
        } 
    } 

    /** 
     * Computes the SHA-256 tree hash for the given file 
     *  
     * @param inputFile 
     *            a File to compute the SHA-256 tree hash for 
     * @return a byte[] containing the SHA-256 tree hash 
     * @throws IOException 
     *             Thrown if there's an issue reading the input file 
     * @throws NoSuchAlgorithmException 
     */ 
    public static byte[] computeSHA256TreeHash(File inputFile) throws IOException, 
            NoSuchAlgorithmException { 

        byte[][] chunkSHA256Hashes = getChunkSHA256Hashes(inputFile); 
        return computeSHA256TreeHash(chunkSHA256Hashes); 
    } 

    /** 
     * Computes a SHA256 checksum for each 1 MB chunk of the input file. This 
     * includes the checksum for the last chunk even if it is smaller than 1 MB. 
     *  
     * @param file 
     *            A file to compute checksums on 
     * @return a byte[][] containing the checksums of each 1 MB chunk 
     * @throws IOException 
     *             Thrown if there's an IOException when reading the file 
     * @throws NoSuchAlgorithmException 
     *             Thrown if SHA-256 MessageDigest can't be found 
     */ 
    public static byte[][] getChunkSHA256Hashes(File file) throws IOException, 
            NoSuchAlgorithmException { 

        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256"); 

        long numChunks = file.length() / ONE_MB; 
        if (file.length() % ONE_MB > 0) { 
            numChunks++; 
        } 

        if (numChunks == 0) { 
            return new byte[][] { md.digest() }; 
        } 

        byte[][] chunkSHA256Hashes = new byte[(int) numChunks][]; 
        FileInputStream fileStream = null; 
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        try { 
            fileStream = new FileInputStream(file); 
            byte[] buff = new byte[ONE_MB]; 

            int bytesRead; 
            int idx = 0; 
            int offset = 0; 

            while ((bytesRead = fileStream.read(buff, offset, ONE_MB)) > 0) { 
                md.reset(); 
                md.update(buff, 0, bytesRead); 
                chunkSHA256Hashes[idx++] = md.digest(); 
                offset += bytesRead; 
            } 

            return chunkSHA256Hashes; 

        } finally { 
            if (fileStream != null) { 
                try { 
                    fileStream.close(); 
                } catch (IOException ioe) { 
                    System.err.printf("Exception while closing %s.\n %s", file.getName(), 
                            ioe.getMessage()); 
                } 
            } 
        } 
    } 

    /** 
     * Computes the SHA-256 tree hash for the passed array of 1 MB chunk 
     * checksums. 
     *  
     * This method uses a pair of arrays to iteratively compute the tree hash 
     * level by level. Each iteration takes two adjacent elements from the 
     * previous level source array, computes the SHA-256 hash on their 
     * concatenated value and places the result in the next level's destination 
     * array. At the end of an iteration, the destination array becomes the 
     * source array for the next level. 
     *  
     * @param chunkSHA256Hashes 
     *            An array of SHA-256 checksums 
     * @return A byte[] containing the SHA-256 tree hash for the input chunks 
     * @throws NoSuchAlgorithmException 
     *             Thrown if SHA-256 MessageDigest can't be found 
     */ 
    public static byte[] computeSHA256TreeHash(byte[][] chunkSHA256Hashes) 
            throws NoSuchAlgorithmException { 

        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256"); 

        byte[][] prevLvlHashes = chunkSHA256Hashes; 

        while (prevLvlHashes.length > 1) { 

            int len = prevLvlHashes.length / 2; 
            if (prevLvlHashes.length % 2 != 0) { 
                len++; 
            } 

            byte[][] currLvlHashes = new byte[len][]; 

            int j = 0; 
            for (int i = 0; i < prevLvlHashes.length; i = i + 2, j++) { 

                // If there are at least two elements remaining 
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                if (prevLvlHashes.length - i > 1) { 

                    // Calculate a digest of the concatenated nodes 
                    md.reset(); 
                    md.update(prevLvlHashes[i]); 
                    md.update(prevLvlHashes[i + 1]); 
                    currLvlHashes[j] = md.digest(); 

                } else { // Take care of remaining odd chunk 
                    currLvlHashes[j] = prevLvlHashes[i]; 
                } 
            } 

            prevLvlHashes = currLvlHashes; 
        } 

        return prevLvlHashes[0]; 
    } 

    /** 
     * Returns the hexadecimal representation of the input byte array 
     *  
     * @param data 
     *            a byte[] to convert to Hex characters 
     * @return A String containing Hex characters 
     */ 
    public static String toHex(byte[] data) { 
        StringBuilder sb = new StringBuilder(data.length * 2); 

        for (int i = 0; i < data.length; i++) { 
            String hex = Integer.toHexString(data[i] & 0xFF); 

            if (hex.length() == 1) { 
                // Append leading zero. 
                sb.append("0"); 
            } 
            sb.append(hex); 
        } 
        return sb.toString().toLowerCase(); 
    }
}

Example 2: C# .NET の例

以下の例は、ファイルの SHA256 木構造ハッシュを計算する方法を示しています。この例は、ファイルの
場所を引数として指定して実行できます。

using System;
using System.IO;

using System.Security.Cryptography;

namespace ExampleTreeHash
{ 
    class Program 
    { 
        static int ONE_MB = 1024 * 1024; 

        /** 
        * Compute the Hex representation of the SHA-256 tree hash for the 
        * specified file 
        *  
        * @param args 
        *            args[0]: a file to compute a SHA-256 tree hash for 
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        */ 
        public static void Main(string[] args) 
        { 
            if (args.Length < 1) 
            { 
                Console.WriteLine("Missing required filename argument"); 
                Environment.Exit(-1); 
            } 
            FileStream inputFile = File.Open(args[0], FileMode.Open, FileAccess.Read); 
            try 
            { 
                byte[] treeHash = ComputeSHA256TreeHash(inputFile); 
                Console.WriteLine("SHA-256 Tree Hash = {0}", 
 BitConverter.ToString(treeHash).Replace("-", "").ToLower()); 
                Console.ReadLine(); 
                Environment.Exit(-1); 
            } 
            catch (IOException ioe) 
            { 
                Console.WriteLine("Exception when reading from file {0}: {1}", 
                    inputFile, ioe.Message); 
                Console.ReadLine(); 
                Environment.Exit(-1); 
            } 
            catch (Exception e) 
            { 
                Console.WriteLine("Cannot locate MessageDigest algorithm for SHA-256: {0}", 
                    e.Message); 
                Console.WriteLine(e.GetType()); 
                Console.ReadLine(); 
                Environment.Exit(-1); 
            } 
            Console.ReadLine(); 
        } 

        /** 
         * Computes the SHA-256 tree hash for the given file 
         *  
         * @param inputFile 
         *            A file to compute the SHA-256 tree hash for 
         * @return a byte[] containing the SHA-256 tree hash 
         */ 
        public static byte[] ComputeSHA256TreeHash(FileStream inputFile) 
        { 
            byte[][] chunkSHA256Hashes = GetChunkSHA256Hashes(inputFile); 
            return ComputeSHA256TreeHash(chunkSHA256Hashes); 
        } 

        /** 
         * Computes a SHA256 checksum for each 1 MB chunk of the input file. This 
         * includes the checksum for the last chunk even if it is smaller than 1 MB. 
         *  
         * @param file 
         *            A file to compute checksums on 
         * @return a byte[][] containing the checksums of each 1MB chunk 
         */ 
        public static byte[][] GetChunkSHA256Hashes(FileStream file) 
        { 
            long numChunks = file.Length / ONE_MB; 
            if (file.Length % ONE_MB > 0) 
            { 
                numChunks++; 
            } 
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            if (numChunks == 0) 
            { 
                return new byte[][] { CalculateSHA256Hash(null, 0) }; 
            } 
            byte[][] chunkSHA256Hashes = new byte[(int)numChunks][]; 

            try 
            { 
                byte[] buff = new byte[ONE_MB]; 

                int bytesRead; 
                int idx = 0; 

                while ((bytesRead = file.Read(buff, 0, ONE_MB)) > 0) 
                { 
                    chunkSHA256Hashes[idx++] = CalculateSHA256Hash(buff, bytesRead); 
                } 
                return chunkSHA256Hashes; 
            } 
            finally 
            { 
                if (file != null) 
                { 
                    try 
                    { 
                        file.Close(); 
                    } 
                    catch (IOException ioe) 
                    { 
                        throw ioe; 
                    } 
                } 
            } 

        } 

        /** 
         * Computes the SHA-256 tree hash for the passed array of 1MB chunk 
         * checksums. 
         *  
         * This method uses a pair of arrays to iteratively compute the tree hash 
         * level by level. Each iteration takes two adjacent elements from the 
         * previous level source array, computes the SHA-256 hash on their 
         * concatenated value and places the result in the next level's destination 
         * array. At the end of an iteration, the destination array becomes the 
         * source array for the next level. 
         *  
         * @param chunkSHA256Hashes 
         *            An array of SHA-256 checksums 
         * @return A byte[] containing the SHA-256 tree hash for the input chunks 
         */ 
        public static byte[] ComputeSHA256TreeHash(byte[][] chunkSHA256Hashes) 
        { 
            byte[][] prevLvlHashes = chunkSHA256Hashes; 
            while (prevLvlHashes.GetLength(0) > 1) 
            { 

                int len = prevLvlHashes.GetLength(0) / 2; 
                if (prevLvlHashes.GetLength(0) % 2 != 0) 
                { 
                    len++; 
                } 

                byte[][] currLvlHashes = new byte[len][]; 

                int j = 0; 

API バージョン 2012-06-01
232



Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
データをダウンロードするときのチェックサムの受信

                for (int i = 0; i < prevLvlHashes.GetLength(0); i = i + 2, j++) 
                { 

                    // If there are at least two elements remaining 
                    if (prevLvlHashes.GetLength(0) - i > 1) 
                    { 

                        // Calculate a digest of the concatenated nodes 
                        byte[] firstPart = prevLvlHashes[i]; 
                        byte[] secondPart = prevLvlHashes[i + 1]; 
                        byte[] concatenation = new byte[firstPart.Length + 
 secondPart.Length]; 
                        System.Buffer.BlockCopy(firstPart, 0, concatenation, 0, 
 firstPart.Length); 
                        System.Buffer.BlockCopy(secondPart, 0, concatenation, 
 firstPart.Length, secondPart.Length); 

                        currLvlHashes[j] = CalculateSHA256Hash(concatenation, 
 concatenation.Length); 

                    } 
                    else 
                    { // Take care of remaining odd chunk 
                        currLvlHashes[j] = prevLvlHashes[i]; 
                    } 
                } 

                prevLvlHashes = currLvlHashes; 
            } 

            return prevLvlHashes[0]; 
        } 

        public static byte[] CalculateSHA256Hash(byte[] inputBytes, int count) 
        { 
            SHA256 sha256 = System.Security.Cryptography.SHA256.Create(); 
            byte[] hash = sha256.ComputeHash(inputBytes, 0, count); 
            return hash; 
        } 
    }
}

データをダウンロードするときのチェックサムの受信
ジョブの開始 API を使用してアーカイブを取得する場合は (「ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)」
を参照)、オプションでアーカイブの取得範囲を指定できます。同様に、ジョブの出力の取得 API を使用し
てデータをダウンロードする場合は (「ジョブの出力の取得 (GET output) (p. 319)」を参照)、オプショ
ンでダウンロードするデータの範囲を指定できます。これらの範囲には、アーカイブのデータを取得およ
びダウンロードする際に理解していることが重要な 2 つの特性があります。取得する範囲は、アーカイブ
に対してメガバイト単位に調整する必要があります。データをダウンロードしたときにチェックサム値を
受け取るには、取得する範囲とダウンロードする範囲が両方とも木構造ハッシュ可能である必要がありま
す。この 2 つのタイプの範囲の調整は、次のように定義されています。

• メガバイト整列-範囲 [StartByte, EndBytes] は、メガバイト (1024*1024) が揃うとき StartBytes1 MB で
割り切れるしEndBytesプラス 1 は 1 MB で割り切れるか、指定されたアーカイブの終わり (アーカイブ
のバイトサイズから 1 を引いたもの) と等しくなります。ジョブの開始 API で使用する範囲 (指定した場
合) は、メガバイト単位に調整する必要があります。

• 木構造ハッシュ-範囲 [, EndBytes] はStartBytes、その範囲で構築されるとき、アーカイブに関してアラ
インされています。ダウンロードしたデータのチェックサム値を受け取るには、取得する範囲とダウン
ロードする範囲が両方とも木構造ハッシュ可能である必要があります。範囲の例およびアーカイブ木構
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造ハッシュとの関係については、「木構造ハッシュの例: 木構造ハッシュ可能なアーカイブの範囲を取得
する (p. 234)」を参照してください。

木構造ハッシュ可能な範囲は、メガバイト単位にも調整できることに注意してください。ただし、メガ
バイト単位に調整された範囲が木構造ハッシュ可能であるとは限りません。

以下は、アーカイブデータをダウンロードしたときにチェックサムを受け取る場合を示しています。

• ジョブの開始リクエストで取得する範囲を指定せず、ジョブの取得リクエストでアーカイブ全体をダウ
ンロードした場合。

• ジョブの開始リクエストで取得する範囲を指定せず、ジョブの取得リクエストでダウンロードする木構
造ハッシュ可能な範囲を指定した場合。

• ジョブの開始リクエストで取得する木構造ハッシュ可能な範囲を指定し、ジョブの取得リクエストでそ
の範囲全体をダウンロードした場合。

• ジョブの開始リクエストで取得する木構造ハッシュ可能な範囲を指定し、ジョブの取得リクエストでダ
ウンロードする木構造ハッシュ可能な範囲を指定した場合。

ジョブの開始リクエストで取得する範囲を指定し、その範囲が木構造ハッシュ可能ではない場合は、ジョ
ブの取得リクエストでデータをダウンロードしたときにアーカイブデータを取得できますが、チェックサ
ム値は返されません。

木構造ハッシュの例: 木構造ハッシュ可能なアーカイブの範囲を
取得する
ボールト内に 6.5 MB のアーカイブがあり、アーカイブの 2 MB 分を取得するとします。ジョブの開始リク
エストで 2 MB の範囲を指定する方法によって、データのダウンロード時にデータチェックサム値を受け
取るかどうかが決定されます。次の図は、6.5 MB のアーカイブに対してダウンロードできる 2 つの 2 MB 
の範囲を示しています。両方ともメガバイト単位に調整されていますが、木構造ハッシュ可能な範囲は 1 
つのみです。

木構造ハッシュ可能な範囲の指定
このセクションでは、木構造ハッシュ可能な範囲の正確な指定について説明します。木構造ハッシュ可能
な範囲は、アーカイブの一部分をダウンロードするときに、取得する範囲のデータと、取得したデータか
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らダウンロードする範囲を指定する場合に重要です。これらの範囲が両方とも木構造ハッシュ可能である
場合は、データをダウンロードしたときにチェックサムデータを受け取ります。

範囲 [A,B] は、新しい木構造ハッシュが[A,B]の上に構築されるとき、その範囲の木ハッシュのルートが
アーカイブ全体の木構造ハッシュ内のノードに相当する場合のみ、アーカイブに関してアラインされ
ています。これについては、「木構造ハッシュの例: 木構造ハッシュ可能なアーカイブの範囲を取得す
る (p. 234)」の図に示されています。このセクションでは、木構造ハッシュ可能な範囲の指定について説
明します。

[P, Q) を、N メガバイト (MB) のアーカイブの範囲クエリとします。P および Q は 1 MB の倍数です。実
際に含まれる範囲は [P MB,Q MB 1 バイト] ですが、単純化のために、[P, Q) と表しています。これらの前
提に立つと、次のようになります。

• P が奇数の場合、木構造ハッシュ可能な範囲は 1 つのみ、つまり [P, P + 1 MB) です。
• もしP.偶数を指定しますk.は、最大数です。P.2.k.*Xとすると、最大でも存在しているk.木構造ハッシュ

可能な範囲P.。Xは、0 より大きい整数です。木構造ハッシュ可能な範囲は、次のカテゴリに含まれま
す。
• それぞれの i に対して、(0 <= i <= k) で、P + 2i < N の場合、[P, Q + 2i) は木構造ハッシュ可能な範囲

です。
• P = 0 は、A = 2[lgN]*0 である特殊なケースです。

エラーレスポンス
API は、エラーが発生すると以下の例外のいずれか 1 つを返します。

コード 説明 HTTP ステータ
スコード

タイプ

AccessDeniedException AWS Identity and Access 
Management (IAM) ポリシーにより
許可されていないリソースにアクセ
スしようとした場合、またはリク
エスト URI で誤った AWS アカウ
ント ID が使用された場合に返され
ます。詳細については、「Amazon 
S3 Glacier のIdentity and Access 
Management (p. 179)」を参照して
ください。

403 
Forbidden

クライ
アント

BadRequest リクエストを処理することができな
い場合に返されます。

400 Bad 
Request

クライ
アント

ExpiredTokenException リクエストで使用しているセキュリ
ティトークンが期限切れになってい
る場合に返されます。

403 
Forbidden

クライ
アント

InsufficientCapacityException迅速リクエストを処理する容量が
足りない場合に返されます。この
エラーは、迅速取り出しにのみ該当
し、標準取り出しまたは大容量取り
出しには該当しません。

503 Service 
Unavailable

サー
バー

InvalidParameterValueExceptionリクエストのパラメータの指定が不
正である場合に返されます。

400 Bad 
Request

クライ
アント
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コード 説明 HTTP ステータ
スコード

タイプ

InvalidSignatureException リクエストの署名が無効である場合
に返されます。

403 
Forbidden

クライ
アント

LimitExceededException リクエストが、ボールトの制限、タ
グの制限、またはプロビジョニング
された容量の制限のいずれかを超え
ている場合に返されます。

400 Bad 
Request

クライ
アント

MissingAuthenticationTokenException認証データがリクエストにない場合
に返されます。

400 Bad 
Request

クライ
アント

MissingParameterValueException必須のヘッダーまたはパラメータが
リクエストにない場合に返されま
す。

400 Bad 
Request

クライ
アント

PolicyEnforcedException 取り出しジョブが現在のデータポ
リシーの取り出しレート制限を超
えた場合に返されます。データ
取り出しポリシーの詳細について
は、「S3 Glacier データ取得ポリ
シー (p. 209)」を参照してくださ
い。

400 Bad 
Request

クライ
アント

ResourceNotFoundException ボールト、アップロード ID、ジョブ 
ID など、指定されたリソースがない
場合に返されます。

404 Not 
Found

クライ
アント

RequestTimeoutException アーカイブをアップロード
し、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) 
がアップロードを受信する際にタイ
ムアウトとなった場合に返されま
す。

408 Request 
Timeout

クライ
アント

SerializationException リクエストの本文が無効になって
いる場合に返されます。JSON ペイ
ロードが含まれる場合には、正しい
形式になっていることを確認しま
す。

400 Bad 
Request

クライ
アント

ServiceUnavailableException サービスがリクエストを完了できな
い場合に返されます。

500 Internal 
Server Error

サー
バー

ThrottlingException S3 Glacier に対するリクエストの
レートを減らす必要がある場合に返
されます。

400 Bad 
Request

クライ
アント

UnrecognizedClientException アクセスキー ID またはセキュリ
ティトークンが無効である場合に返
されます。

400 Bad 
Request

クライ
アント

さまさまな S3 Glacier API によって、同じ例外が返されるものの、例外メッセージにはさまざまなものが
用意されているため、発生した特定のエラーのトラブルシューティングに役立てることができます。

S3 Glacier は、レスポンス本文でエラーに関する情報を返します。以下の例では、エラーレスポンスの例
をいくつか挙げて説明します。
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したジョブリクエストに関する説明

例 1: 存在しないジョブ ID を使用したジョブリクエス
トに関する説明
存在しないジョブについて ジョブの説明 (GET JobID) (p. 312) リクエストを送信したとします。つま
り、存在していないジョブ ID を指定したとします。

GET /-/vaults/examplevault/jobs/HkF9p6o7yjhFx-
K3CGl6fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVEXAMPLEbadJobID HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

レスポンスでは、S3 Glacier によって以下のエラーレスポンスが返されます。

HTTP/1.1 404 Not Found
x-amzn-RequestId: AAABaZ9N92Iiyv4N7sru3ABEpSQkuFtmH3NP6aAC51ixfjg
Content-Type: application/json
Content-Length: 185
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
{ 
  "code": "ResourceNotFoundException", 
  "message": "The job ID was not found: HkF9p6o7yjhFx-
K3CGl6fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVEXAMPLEbadJobID", 
  "type": "Client" 
  }

実行する条件は以下のとおりです。

Code

一般的な例外の 1 つです。

タイプ: 文字列
メッセージ

エラーを返した API 特有のエラー発生条件の一般的な説明です。

タイプ: 文字列
[Type] (タイプ)

エラーの原因です。このフィールドの値は、Client、Server、Unknown のいずれかになります。

型: 文字列

前述のレスポンスでは次の点に注意してください。

• このエラーレスポンスでは、S3 Glacier によりステータスコードのうち、4xx と5xx の値が返されま
す。この例では、ステータスコードは 404 Not Found です。

• Content-Type ヘッダーの値 application/json は、本文の JSON を示しています。
• 本文の JSON には、エラーに関する情報が表示されます。

前述のリクエストで、誤ったジョブ ID ではなく、存在しないボールトを指定したとします。すると、レス
ポンスには別のメッセージが返されます。
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HTTP/1.1 404 Not Found
x-amzn-RequestId: AAABBeC9Zw0rp_5D0L8VfB3FA_WlTupqTKAUehMcPhdgni0
Content-Type: application/json
Content-Length: 154
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
{ 
  "code": "ResourceNotFoundException", 
  "message": "Vault not found for ARN: arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/
examplevault", 
  "type": "Client"
}

例 2: リクエストパラメータに無効な値が設定された
ジョブリクエストの一覧表示
この例では、ジョブのリスト表示 (GET jobs) (p. 333) リクエストを送信して、ボールトジョ
ブと特定の statuscode を取得します。このとき、statuscode の値として許容される値
finished、InProgress、または Succeeded のいずれでもなく、誤って Failed を指定したとしま
す。

GET /-/vaults/examplevault/jobs?statuscode=finished HTTP/1.1  
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com  
Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

S3 Glacier によって、適切なメッセージと併せて InvalidParameterValueException が返されます。

HTTP/1.1 400 Bad Request
x-amzn-RequestId: AAABaZ9N92Iiyv4N7sru3ABEpSQkuFtmH3NP6aAC51ixfjg
Content-Type: application/json
Content-Length: 141
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
{ 
  "code": "InvalidParameterValueException", 
  "message": "The job status code is not valid: finished", 
  "type: "Client"
}

ボールトオペレーション
以下は、S3 Glacier で使用できるボールトオペレーションです。

トピック
• ボールトロックの中止 (ロックポリシーの DELETE) (p. 239)
• ボールトにタグを追加する (POST タグの追加) (p. 241)
• ボールトの作成 (PUT vault) (p. 243)
• ボールトロックの完了 (ロック ID の POST) (p. 246)
• ボールトの削除 (DELETE vault) (p. 248)
• ボールトアクセスポリシーの削除 (DELETE access-policy) (p. 250)
• ボールト通知の削除 (通知設定の削除) (p. 252)
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• ボールトの説明 (GET vault) (p. 254)
• ボールトアクセスポリシー (GET access-policy) の取得 (p. 257)
• ボールトロックの取得 (ロックポリシーの GET) (p. 259)
• ボールト通知の取得 (GET notification-configuration) (p. 263)
• ボールトロックの開始 (ロックポリシーの POST) (p. 265)
• ボールトのタグの一覧表示 (GET タグ) (p. 268)
• ボールトのリスト (GET vaults) (p. 270)
• ボールトからタグを削除する (POST タグの削除) (p. 275)
• ボールトアクセスポリシー (PUT access-policy) の設定 (p. 278)
• ボールトの通知設定の指定 (PUT notification-configuration) (p. 280)

ボールトロックの中止 (ロックポリシーの DELETE)
説明
このオペレーションでは、ボールトロックが Locked 状態でない場合にボールトロック処理
を中止します。ボールトロックが Locked 状態のときにこのオペレーションを要求した場合
は、AccessDeniedException エラーが返されます。ボールトロック処理を中止すると、指定したボー
ルトからボールトロックポリシーが削除されます。

ボールトロックは、InProgressを要求することによって ボールトロックの開始 (ロックポリシーの 
POST) (p. 265) 状態になります。ボールトロックは、Lockedを要求することによって ボールトロック
の完了 (ロック ID の POST) (p. 246) 状態になります。ボールトロックの状態は、ボールトロックの取得 
(ロックポリシーの GET) (p. 259)を要求することによって取得できます。ボールトロック処理の詳細につ
いては、「S3 Glacier ボールトロック (p. 68)」を参照してください。ボールトロックポリシーの詳細につ
いては、「ボールトロックポリシー (p. 196)」を参照してください。

このオペレーションはべき等です。ボールトロックが InProgress 状態の場合やボールトにポリシーが関
連付けられていない場合は、このオペレーションを複数回正常に実行することができます。

リクエスト
ボールトロックポリシーを削除するには、ボールトの DELETE サブリソースの URI に HTTP lock-
policy リクエストを送信します。

構文

DELETE /AccountId/vaults/vaultName/lock-policy HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントID。この値はリクエストの署名に使用した認証情報に関連
する AWS アカウント ID と一致する必要があります。AWS アカウント ID、または Amazon S3 
Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント ID を使用している
場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。お客様のアカウント ID を指定する場合
は、ハイフン(`-`)を含めないでください。

リクエストパラメータ
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。
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リクエストヘッダー
この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文
この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
ポリシーが正常に削除された場合、S3 Glacier は HTTP 204 No Content レスポンスを返します。

構文

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date

レスポンスヘッダー
この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文
このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

エラー
Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
次の例は、ボールトロック処理を中止する方法を示しています。

リクエストの例
この例では、DELETE リクエストが examplevault というボールトの lock-policy サブリソースに送
信されます。

DELETE /-/vaults/examplevault/lock-policy HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

レスポンスの例
ポリシーが正常に削除された場合、次の例に示すように、S3 Glacier は HTTP 204 No Content レスポ
ンスを返します。

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
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Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT

関連するセクション

• ボールトロックの完了 (ロック ID の POST) (p. 246)

• ボールトロックの取得 (ロックポリシーの GET) (p. 259)

• ボールトロックの開始 (ロックポリシーの POST) (p. 265)

以下の資料も参照してください。
言語固有の Amazon SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してくださ
い。

• AWS Command Line Interface

ボールトにタグを追加する (POST タグの追加)
このオペレーションでは、指定したタグをボールトに追加します。各タグはキーと値で構成されます。各
ボールトは、最大 50 個のタグを持つことができます。リクエストによりボールトのタグの制限を超える
場合、オペレーションは LimitExceededException エラーをスローします。

ボールトで、指定したキーの下にタグがすでに存在する場合、既存のキーの値は上書きされます。タグの
詳細については、「Amazon S3 Glacier リソースのタグ付け (p. 212)」を参照してください。

リクエストの構文
ボールトにタグを追加するには、次の構文例に示すように、タグの URI に HTTP POST リクエストを送信
します。

POST /AccountId/vaults/vaultName/tags?operation=add HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
Content-Length: Length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01 
    
{ 
   "Tags":  
      { 
         "string": "string", 
         "string": "string" 
      }         
}

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントID。この値はリクエストの署名に使用した認証情報に関連
する AWS アカウント ID と一致する必要があります。AWS アカウント ID、または Amazon S3 
Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント ID を使用している
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場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。お客様のアカウント ID を指定する場合
は、ハイフン(`-`)を含めないでください。

リクエストパラメータ

[Name] (名前) 説明 必須

operation=add 値 operation を持つ 1 つのクエリ文字パラメータ add が、ボー
ルトからタグを削除する (POST タグの削除) (p. 275) からこれを
区別します。

はい

リクエストヘッダー
この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文
リクエストボディ には、次の JSON フィールドが含まれます。

[Tags] (タグ)

ボールトに追加するタグ。各タグはキーと値で構成されます。値は空の文字列とすることができま
す。

Type: 文字列から文字列へのマッピング

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 10 です。

必須: はい

レスポンス
オペレーションリクエストが成功した場合、サービスは HTTP 応答 204 No Content を返します。

構文

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date

レスポンスヘッダー
この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文
このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

エラー
Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。
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例
リクエストの例

次の例では、タグとともに HTTP POST リクエストを送信し、ボールトに追加します。

POST /-/vaults/examplevault/tags?operation=add HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
Content-Length: length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01 
    
{ 
  "Tags":  
    { 
       "examplekey1": "examplevalue1", 
       "examplekey2": "examplevalue2" 
    }         
}

レスポンスの例

リクエストが成功した場合、次の例に示しているように、S3 Glacier は HTTP 204 No Content を返し
ます。

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT

関連するセクション

• ボールトのタグの一覧表示 (GET タグ) (p. 268)

• ボールトからタグを削除する (POST タグの削除) (p. 275)

以下の資料も参照してください。
言語固有の Amazon SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してくださ
い。

• AWS Command Line Interface

ボールトの作成 (PUT vault)
説明
このオペレーションでは、指定した名前の新しいボールトを作成します。  ボールト名は AWS アカウント 
の AWS リージョン内で一意である必要があります。アカウントにつき最大 1,000 個のボールトを作成で
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きます。ボールトの追加作成の詳細については、 Amazon S3 Glacier の製品詳細ページを参照してくださ
い。

ボールトの名前を指定する際は、以下のガイドラインに従う必要があります。

• 名前は 1～255 文字の長さです。
• 使用できる文字は、a-z、A-Z、0-9、'_' (アンダースコア)、'-' (ハイフン)、'.' (ピリオド) です。

このオペレーションはべき等です。同じリクエストを何度も送信できますが、指定したボールトが最初に 
Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) によって作成された後は、リクエストがあってもそれ以上項目への影響は
ありません。

リクエスト
構文

ボールトを作成するには、作成するボールトの URI に HTTP PUT リクエストを送信します。

PUT /AccountId/vaults/VaultName HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
Content-Length: Length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントID。この値はリクエストの署名に使用した認証情報に関連
する AWS アカウント ID と一致する必要があります。AWS アカウント ID、または Amazon S3 
Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント ID を使用している
場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。お客様のアカウント ID を指定する場合
は、ハイフン(`-`)を含めないでください。

リクエストパラメータ

このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー

この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文

このオペレーションのリクエストボディを空（0 バイト）にする必要があります。

レスポンス
構文

HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Location: Location
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レスポンスヘッダー

成功したレスポンスには、すべての操作に共通のレスポンスヘッダーに加えて、次のレスポンスヘッダー
が含まれます。共通のレスポンスヘッダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を
参照してください。

名前 説明

Location 作成されたボールトの相対 URI パス。

型: 文字列

レスポンス本文

このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

エラー

Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
リクエストの例

次の例では、HTTP PUT リクエストを送信して、examplevault というボールトを作成します。

PUT /-/vaults/examplevault HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Content-Length: 0
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

レスポンスの例

S3 Glacier によりボールトが作成され、Location ヘッダーにボールトの相対 URI パスが返されます。リ
クエストでアカウント ID を指定したか、ハイフン ("Location") を指定したかに関係なく、- ヘッダーに
はアカウント ID が常に表示されます。

HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
Location: /111122223333/vaults/examplevault

関連するセクション

• ボールトのリスト (GET vaults) (p. 270)
• ボールトの削除 (DELETE vault) (p. 248)
• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)
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以下も参照してください。
言語固有の Amazon SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してくださ
い。

• AWS Command Line Interface

ボールトロックの完了 (ロック ID の POST)
説明
このオペレーションでは、ボールトロックを InProgress 状態から Locked 状態にすることによって
ボールトロック処理を完了します。これにより、ボールトロックポリシーは変更できなくなります。
ボールトロックは、InProgressを要求することによって ボールトロックの開始 (ロックポリシーの 
POST) (p. 265) 状態になります。ボールトロックの状態は、ボールトロックの取得 (ロックポリシー
の GET) (p. 259)を要求することによって取得できます。ボールトロック処理の詳細については、「S3 
Glacier ボールトロック (p. 68)」を参照してください。

このオペレーションはべき等です。このリクエストは、ボールトロックが Locked 状態にあり、指定した
ロック ID がボールトのロックに使用されたロック ID と一致する場合は常に成功します。

ボールトロックが Locked 状態のときにリクエストで無効なロック ID が渡された場合
は、AccessDeniedException エラーが返されます。ボールトロックが InProgress 状態のときにリク
エストで無効なロック ID が渡された場合は、InvalidParameter エラーがスローされます。

リクエスト
ボールトロック処理を完了するには、ボールトの POST サブリソースの URI に有効なロック ID を指定し
た HTTP lock-policy リクエストを送信します。

構文

POST /AccountId/vaults/vaultName/lock-policy/lockId HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
Content-Length: Length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントID。この値はリクエストの署名に使用した認証情報に関連
する AWS アカウント ID と一致する必要があります。AWS アカウント ID、または Amazon S3 
Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント ID を使用している
場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。お客様のアカウント ID を指定する場合
は、ハイフン(`-`)を含めないでください。

lockId の値は、ボールトロックの開始 (ロックポリシーの POST) (p. 265)リクエストによって取得した
ロック ID です。

リクエストパラメータ

リクエストヘッダー

この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。
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リクエスト本文

この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
オペレーションリクエストが成功した場合、サービスは HTTP 応答 204 No Content を返します。

構文

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date

レスポンスヘッダー
この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文
このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

エラー
Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
リクエストの例
次の例では、ボールトロック処理を完了するためにロック ID を指定した HTTP POST リクエストを送信
します。

POST /-/vaults/examplevault/lock-policy/AE863rKkWZU53SLW5be4DUcW HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
Content-Length: length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

レスポンスの例
リクエストが成功した場合、次の例に示すように、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) は HTTP 204 No 
Content レスポンスを返します。

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT

関連するセクション

• ボールトロックの中止 (ロックポリシーの DELETE) (p. 239)
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• ボールトロックの取得 (ロックポリシーの GET) (p. 259)

• ボールトロックの開始 (ロックポリシーの POST) (p. 265)

以下の資料も参照してください。
言語固有の Amazon SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してくださ
い。

• AWS Command Line Interface

ボールトの削除 (DELETE vault)
説明
この操作は、ボールトを削除します。このオペレーションは、ボールトを削除するものです。Amazon S3 
Glacier (S3 Glacier) では、最後にインベントリを作成した時点でボールト内にアーカイブがなく、また、
最後にインベントリを作成してからボールトへの書き込みがない場合にのみ、ボールトを削除できます。
ここに挙げた条件のいずれかが満たされない場合、ボールトの削除は失敗し (つまり、ボールトは削除さ
れず)、S3 Glacier によってエラーが返されます。

ボールト内のアーカイブの数など、ボールトに関する情報を取得するには、ボールトの説明 (GET 
vault) (p. 254) オペレーションを使用できます。ただし、その情報は S3 Glacier によって最後に生成され
たボールトインベントリに基づきます。

このオペレーションはべき等です。

Note

ボールトを削除すると、ボールトにアタッチされているボールトアクセスポリシーも削除されま
す。ボールトアクセスポリシーの詳細については、「ボールトアクセスポリシー (p. 194)」を参
照してください。

リクエスト
ボールトを削除するには、ボールトリソース URI に DELETE リクエストを送信します。

構文

DELETE /AccountId/vaults/VaultName HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 
ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。
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リクエストパラメータ

このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー

この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文

この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
構文

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date

レスポンスヘッダー

この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文

このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

エラー

Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
リクエストの例

次の例では、examplevault というボールトを削除します。例のリクエストは、削除するリソース (ボー
ルト) の URI に対する DELETE リクエストです。

DELETE /-/vaults/examplevault HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

レスポンスの例

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
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関連するセクション

• ボールトの作成 (PUT vault) (p. 243)
• ボールトのリスト (GET vaults) (p. 270)
• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)
• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)

以下も参照してください。
言語固有の Amazon SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してくださ
い。

• AWS Command Line Interface

ボールトアクセスポリシーの削除 (DELETE access-
policy)
説明
このオペレーションでは、指定されたボールトに関連付けられたアクセスポリシーを削除します。このオ
ペレーションは、最終的には一貫性のある結果になります。ただし、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) の側
でアクセスポリシーを完全に削除するまでには、多少時間がかかります。このため、削除リクエストを送
信してからも少しの間は、ポリシーの効果が継続することがあります。

このオペレーションはべき等です。ボールトに関連付けられたポリシーがない場合でも、複数回 delete 
を呼び出すことができます。ボールトアクセスポリシーの詳細については、「ボールトアクセスポリ
シー (p. 194)」を参照してください。

リクエスト
現在のボールトアクセスポリシーを削除するには、ボールトの access-policy サブリソースの URI に 
HTTP DELETE リクエストを送信します。

構文

DELETE /AccountId/vaults/vaultName/access-policy HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 
ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。

リクエストパラメータ
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。
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リクエストヘッダー
この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文
この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
レスポンスでは、ポリシーが正常に削除された場合、S3 Glacier は 204 No Content を返します。

構文

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date

レスポンスヘッダー
この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文
このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

エラー
Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
以下の例では、ボールトアクセスポリシーの削除方法を示しています。

リクエストの例
この例では、DELETE リクエストが examplevault というボールトの access-policy サブリソースに
送信されます。

DELETE /-/vaults/examplevault/access-policy HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

レスポンスの例
レスポンスでは、ポリシーが正常に削除された場合、次の例に示しているように、S3 Glacier は204 No 
Content を返します。

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
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Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT

関連するセクション

• ボールトアクセスポリシー (GET access-policy) の取得 (p. 257)

• ボールトアクセスポリシー (PUT access-policy) の設定 (p. 278)

以下の資料も参照してください。
言語固有の Amazon SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してくださ
い。

• AWS Command Line Interface

ボールト通知の削除 (通知設定の削除)
説明
このオペレーションは、ボールトに設定されている通知設定を削除するものですボールトの通知設定の指
定 (PUT notification-configuration) (p. 280)。このオペレーションは、最終的には一貫性のある結果になり
ます。ただし、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) が通知を完全に無効にするまでには、多少時間がかかりま
す。このため、削除リクエストを送信してからも少しの間は、一部の通知が継続することがあります。

リクエスト
ボールトの通知設定を削除するには、ボールトの DELETE サブリソースに notification-
configuration リクエストを送信します。

構文

DELETE /AccountId/vaults/VaultName/notification-configuration HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 
ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。

リクエストパラメータ
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー
この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。
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リクエスト本文

この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
構文

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date

レスポンスヘッダー

この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文

このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

エラー

Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
以下の例は、ボールトの通知設定を削除する方法を示したものです。

リクエストの例

この例では、DELETE リクエストが notification-configuration というボールトの examplevault
サブリソースに送信されます。

DELETE /111122223333/vaults/examplevault/notification-configuration HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z  
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

レスポンスの例

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT 

関連するセクション

• ボールト通知の取得 (GET notification-configuration) (p. 263)
• ボールトの通知設定の指定 (PUT notification-configuration) (p. 280)
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• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)

以下も参照してください。
言語固有の Amazon SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してくださ
い。

• AWS Command Line Interface

ボールトの説明 (GET vault)
説明
このオペレーションでは、ボールトの Amazon リソースネーム (ARN)、ボールトが作成された日、ボール
ト内に含まれているアーカイブの数、ボールト内のすべてのアーカイブの合計サイズなど、ボールトに関
する情報が返されます。アーカイブの数と合計サイズは、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) が最後に生成
されたボールトインベントリの時点のデータになります (Amazon S3 Glacier のボールトの操作 (p. 24)を
参照してください。). S3 Glacier は、ほぼ毎日ボールトインベントリを生成します。つまり、ボールトの
アーカイブを追加または削除し、すぐにボールトの説明リクエストを送信すると、レスポンスに変更が反
映されない場合があります。

リクエスト
ボールトに関する情報を取得するには、特定のボールトリソースの URI に GET リクエストを送信しま
す。

構文

GET /AccountId/vaults/VaultName HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 
ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。

リクエストパラメータ

このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー

この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文

この操作にリクエストボディはありません。
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レスポンス
構文

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: Length

{ 
  "CreationDate" : String, 
  "LastInventoryDate" : String, 
  "NumberOfArchives" : Number, 
  "SizeInBytes" : Number, 
  "VaultARN" : String, 
  "VaultName" : String
}

レスポンスヘッダー

この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文

レスポンス本文には次の JSON フィールドが含まれています。

CreationDate

ボールトが作成された日付（UTC）。

タイプ: ISO 8601 の日付形式の文字列表現。たとえば2013-03-20T17:03:43.221Z。
LastInventoryDate

S3 Glacier が最後にボールトインベントリを完了した日付 (UTC)。ボールトのインベントリの開始の
詳細については、「ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)」を参照してください。

タイプ: ISO 8601 の日付形式の文字列表現。たとえば2013-03-20T17:03:43.221Z。
NumberOfArchives

最後にボールトインベントリが生成された時点のボールトのアーカイブ数。ボールトを作成したばか
りのときなど、ボールトでインベントリが実行されていない場合、このフィールドには null が返され
ます。

タイプ: 数値
SizeInBytes

最後にインベントリを生成した日付における、アーカイブごとのオーバーヘッドを含む、ボールトの
アーカイブの合計サイズ (バイト単位)。ボールトを作成したばかりのときなど、ボールトでインベン
トリが実行されていない場合、このフィールドには null が返されます。

タイプ: 数値
VaultARN

ボールトの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
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VaultName

作成時に指定されたボールト名。ボールト名は、ボールトの ARN にも含まれます。

タイプ: 文字列

エラー

Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
リクエストの例

以下の例は、examplevault というボールトに関する情報を取得する方法を示しています。

GET /-/vaults/examplevault HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 260

{ 
  "CreationDate" : "2012-02-20T17:01:45.198Z", 
  "LastInventoryDate" : "2012-03-20T17:03:43.221Z", 
  "NumberOfArchives" : 192, 
  "SizeInBytes" : 78088912, 
  "VaultARN" : "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault", 
  "VaultName" : "examplevault"
}

関連するセクション

• ボールトの作成 (PUT vault) (p. 243)
• ボールトのリスト (GET vaults) (p. 270)
• ボールトの削除 (DELETE vault) (p. 248)
• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)
• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)

以下も参照してください。
言語固有の Amazon SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface

ボールトアクセスポリシー (GET access-policy) の取
得
説明
このオペレーションでは、ボールトの access-policy サブリソースセットを取得します。このサブリ
ソースの設定の詳細については、「ボールトアクセスポリシー (PUT access-policy) の設定 (p. 278)」
を参照してください。ボールトにアクセスポリシーセットがない場合、オペレーションは 404 Not 
found エラーを返します。ボールトアクセスポリシーの詳細については、「ボールトアクセスポリ
シー (p. 194)」を参照してください。

リクエスト
現在のボールトアクセスポリシーを取得するには、ボールトの GET サブリソースの URI に HTTP
access-policy リクエストを送信します。

構文

GET /AccountId/vaults/vaultName/access-policy HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 
ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。

リクエストパラメータ
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー
この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文
この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
レスポンスでは、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) はレスポンス本文で JSON 形式のボールトアクセスポ
リシーを返します。

構文

HTTP/1.1 200 OK
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x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
    
{ 
  "Policy": "string"
}

レスポンスヘッダー

この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文

レスポンス本文には次の JSON フィールドが含まれています。

ポリシー

JSON 文字列としてのボールトアクセスポリシー（エスケープ文字として "\" を使用）。

Type: 文字列

エラー

Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
以下の例では、ボールトアクセスポリシーの取得方法を示しています。

リクエストの例

この例では、ボールトの GET サブリソースの URI に access-policy リクエストを送信します。

GET /-/vaults/examplevault/access-policy HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

レスポンスの例

リクエストが成功した場合、S3 Glacier はレスポンス本文で JSON 文字列としてボールトアクセスポリ
シーを返します。返される JSON 文字列では、「ボールトアクセスポリシー (PUT access-policy) の設
定 (p. 278)」の例に示すようにエスケープ文字として "\" を使用します。ただし、次の例では読みやすく
するため、エスケープ文字を使用せずに、返される JSON 文字列を示します。

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: length
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{ 
  "Policy": " 
    { 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [ 
        { 
          "Sid": "allow-time-based-deletes", 
          "Principal": { 
            "AWS": "999999999999" 
          }, 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": "glacier:Delete*", 
          "Resource": [ 
            "arn:aws:glacier:us-west-2:999999999999:vaults/examplevault" 
          ], 
          "Condition": { 
            "DateGreaterThan": { 
              "aws:CurrentTime": "2018-12-31T00:00:00Z" 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    }         
  "
}

関連するセクション

• ボールトアクセスポリシーの削除 (DELETE access-policy) (p. 250)

• ボールトアクセスポリシー (PUT access-policy) の設定 (p. 278)

以下の資料も参照してください。
言語固有の Amazon SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してくださ
い。

• AWS Command Line Interface

ボールトロックの取得 (ロックポリシーの GET)
説明
このオペレーションでは、指定したボールトの lock-policy サブリソースの以下の属性を取得します。

• ボールトに設定されているボールトロックポリシー。
• ボールトロックの状態。InProgess または Locked。
• ロック ID の有効期限。ロック ID は、ボールトロック処理を完了するために使用します。
• ボールトロックが開始されて InProgress 状態になった時刻。

ボールトロックは、InProgressを要求することによって ボールトロックの開始 (ロックポリシーの 
POST) (p. 265) 状態になります。ボールトロックは、Lockedを要求することによって ボールトロック
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の完了 (ロック ID の POST) (p. 246) 状態になります。ボールトロック処理は、ボールトロックの中止 
(ロックポリシーの DELETE) (p. 239)を要求することによって中止できます。ボールトロック処理の詳細
については、「S3 Glacier ボールトロック (p. 68)」を参照してください。

ボールトにボールトロックポリシーが設定されていない場合は、404 Not found エラーが返されます。
ボールトロックポリシーの詳細については、「ボールトロックポリシー (p. 196)」を参照してください。

リクエスト
現在のボールトロックポリシーとその他の属性を取得するには、次の構文の例に示すように、ボールトの
GET サブリソースの URI に HTTP lock-policy リクエストを送信します。

構文

GET /AccountId/vaults/vaultName/lock-policy HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 
ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。

リクエストパラメータ

このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー

この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文

この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
レスポンスでは、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) はレスポンス本文で JSON 形式のボールトアクセスポ
リシーを返します。

構文

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
    
{ 
  "Policy": "string", 
  "State": "string", 
  "ExpirationDate": "string", 
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  "CreationDate":"string"
}

レスポンスヘッダー

この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文

レスポンス本文には次の JSON フィールドが含まれています。

ポリシー

JSON 文字列としてのボールトロックポリシー（エスケープ文字として "\" を使用）。

Type: 文字列
状態

ボールトロックの状態。

Type: 文字列

有効な値:InProgress |Locked
ExpirationDate

ロック ID の有効期限の日時（UTC）。この値は、ボールトロックが null 状態の場合は Locked に
なります。

Type: たとえば、ISO 8601 の日付形式の文字列表現。2013-03-20T17:03:43.221Z。
CreationDate

ボールトロックが InProgress 状態になった日時 (UTC)。

Type: たとえば、ISO 8601 の日付形式の文字列表現。2013-03-20T17:03:43.221Z。

エラー

Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
次の例は、ボールトロックポリシーの取得方法を示しています。

リクエストの例

この例では、ボールトの GET サブリソースの URI に lock-policy リクエストを送信します。

GET /-/vaults/examplevault/lock-policy HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
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レスポンスの例
リクエストが成功した場合、S3 Glacier はレスポンス本文で JSON 文字列としてボールトアクセ
スポリシーを返します。返される JSON 文字列では、「ボールトロックの開始 (ロックポリシーの 
POST) (p. 265)」のリクエストの例に示すようにエスケープ文字として "\" を使用します。ただし、次の
例では読みやすくするため、エスケープ文字を使用せずに、返される JSON 文字列を示します。

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: length

{ 
  "Policy": " 
    { 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [ 
        { 
          "Sid": "Define-vault-lock", 
          "Principal": { 
            "AWS": "arn:aws:iam::999999999999:root" 
          }, 
          "Effect": "Deny", 
          "Action": "glacier:DeleteArchive", 
          "Resource": [ 
            "arn:aws:glacier:us-west-2:999999999999:vaults/examplevault" 
          ], 
          "Condition": { 
            "NumericLessThanEquals": { 
              "glacier:ArchiveAgeInDays": "365" 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  ", 
  "State": "InProgress", 
  "ExpirationDate": "exampledate", 
  "CreationDate": "exampledate"   
}

関連するセクション

• ボールトロックの中止 (ロックポリシーの DELETE) (p. 239)

• ボールトロックの完了 (ロック ID の POST) (p. 246)

• ボールトロックの開始 (ロックポリシーの POST) (p. 265)

以下の資料も参照してください。
言語固有の Amazon SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してくださ
い。

• AWS Command Line Interface
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ボールト通知の取得 (GET notification-configuration)
説明
このオペレーションでは、ボールトに設定した notification-configuration サブリソース (「ボー
ルトの通知設定の指定 (PUT notification-configuration) (p. 280)」を参照) を取得します。ボールトに通
知設定が設定されていない場合は、404 Not Found エラーが返されます。ボールト通知の詳細について
は、「Amazon S3 Glacier でのボールト通知の設定 (p. 52)」を参照してください。

リクエスト
通知の設定情報を取得するには、ボールトの GET サブリソースの URI に notification-
configuration リクエストを送信します。

構文

GET /AccountId/vaults/VaultName/notification-configuration HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 
ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。

リクエストパラメータ
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー
この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文
この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
構文

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{ 
  "Events": [ 
     String, 
    ... 
  ], 
  "SNSTopic": String
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}

レスポンスヘッダー
この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文
JSON レスポンス本文には次の JSON フィールドが含まれています。

イベント

Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) から指定した Amazon SNS トピックに通知が送信される 1 つ以上
のイベントのリスト。通知を発行するようにボールトを設定できるボールトイベントの詳細について
は、「ボールトの通知設定の指定 (PUT notification-configuration) (p. 280)」を参照してください。

型: 配列
SNSTopic

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックの Amazon Resource Name (ARN)。詳細
については、Amazon Simple Notification Service 使用開始 ガイドの「Amazon SNS の使用開始」を
参照してください。

タイプ: 文字列

エラー
Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
以下の例は、ボールトの通知設定を取得する方法を示したものです。

リクエストの例
この例では、ボールトの GET サブリソースに notification-configuration リクエストを送信しま
す。

GET /-/vaults/examplevault/notification-configuration HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

レスポンスの例
正常なレスポンスでは、レスポンス本文に JSON 形式で監査ログ作成設定のドキュメント
が示されます。この例では、2 種類のイベント (ArchiveRetrievalCompleted および
InventoryRetrievalCompleted) の通知が Amazon SNS トピック () に送信される設定を示していま
す。

HTTP/1.1 200 OK
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x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 150 
   
{ 
  "Events": [ 
    "ArchiveRetrievalCompleted", 
    "InventoryRetrievalCompleted" 
  ], 
  "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:012345678901:mytopic"
}

関連するセクション

• ボールト通知の削除 (通知設定の削除) (p. 252)
• ボールトの通知設定の指定 (PUT notification-configuration) (p. 280)
• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)

以下も参照してください。
言語固有の Amazon SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してくださ
い。

• AWS Command Line Interface

ボールトロックの開始 (ロックポリシーの POST)
説明
このオペレーションでは、以下の手順を実行することによってボールトロック処理を開始します。

• 指定したボールトへのボールトロックポリシーのインストール
• ボールトロックの InProgress 状態への設定
• ボールトロック処理を完了するために使用するロック ID の取得

ボールトごとに 1 つのボールトロックポリシーを設定でき、ポリシーのサイズは最大 20 KB とすることが
できます。ボールトロックポリシーの詳細については、「ボールトロックポリシー (p. 196)」を参照して
ください。

ボールトロック処理は、ボールトロックが InProgress 状態になってから 24 時間以内に完了する必要が
あります。24 時間が過ぎると、ロック ID の有効期限が切れ、ボールトの InProgress 状態が自動的に終
了し、ボールトロックポリシーがボールトから削除されます。ボールトロック処理を完了するには、ボー
ルトロックの完了 (ロック ID の POST) (p. 246)を要求してボールトロックを Locked 状態にします。

Note

ボールトロックが Locked 状態になった後は、ボールトに対して新しいボールトロックを開始す
ることはできません。

ボールトロック処理は、ボールトロックの中止 (ロックポリシーの DELETE) (p. 239)を要求する
ことによって中止できます。ボールトロックの状態は、ボールトロックの取得 (ロックポリシーの 
GET) (p. 259)を要求することによって取得できます。ボールトロック処理の詳細については、「S3 
Glacier ボールトロック (p. 68)」を参照してください。
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ボールトロックが InProgress 状態のときにこのオペレーションを要求した場合
は、AccessDeniedException エラーが返されます。ボールトロックが InProgress 状態の場
合は、新しいボールトロックポリシーを開始する前にボールトロックの中止 (ロックポリシーの 
DELETE) (p. 239)を要求する必要があります。

リクエスト
ボールトロック処理を開始するには、次の構文の例に示すように、ボールトの POST サブリソースの URI 
に HTTP lock-policy リクエストを送信します。

構文

POST /AccountId/vaults/vaultName/lock-policy HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
Content-Length: Length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01 
    
{ 
  "Policy": "string"
}

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントID。この値はリクエストの署名に使用した認証情報に関連
する AWS アカウント ID と一致する必要があります。AWS アカウント ID、または Amazon S3 
Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント ID を使用している
場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。お客様のアカウント ID を指定する場合
は、ハイフン(`-`)を含めないでください。

リクエストパラメータ

このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー

この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文

リクエストボディ には、次の JSON フィールドが含まれます。

ポリシー

JSON 文字列としてのボールトロックポリシー（エスケープ文字として "\" を使用）。

Type: 文字列

: 必須 はい

レスポンス
Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) はHTTP 201 Createdポリシーが受け入れられた場合、レスポンスを返
します。
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構文

HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
x-amz-lock-id: lockId

レスポンスヘッダー

成功したレスポンスには、すべての操作に共通のレスポンスヘッダーに加えて、次のレスポンスヘッダー
が含まれます。共通のレスポンスヘッダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を
参照してください。

[Name] (名前) 説明

x-amz-lock-id ボールトロック処理を完了するために使用するロック ID。

Type: 文字列

レスポンス本文

このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

エラー

Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
リクエストの例

次の例では、ボールトの PUT サブリソースの URI に HTTP lock-policy リクエストを送信しま
す。Policy JSON 文字列では、エスケープ文字として "\" を使用します。

PUT /-/vaults/examplevault/lock-policy HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
Content-Length: length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

{"Policy":"{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":\"Define-vault-lock\",
\"Effect\":\"Deny\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::999999999999:root\"},\"Action
\":\"glacier:DeleteArchive\",\"Resource\":\"arn:aws:glacier:us-west-2:999999999999:vaults/
examplevault\",\"Condition\":{\"NumericLessThanEquals\":{\"glacier:ArchiveAgeinDays\":
\"365\"}}}]}"}

レスポンスの例

リクエストが成功した場合、次の例に示すように、S3 Glacier は HTTP 201 Created レスポンスを返し
ます。
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HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
x-amz-lock-id: AE863rKkWZU53SLW5be4DUcW

関連するセクション

• ボールトロックの中止 (ロックポリシーの DELETE) (p. 239)

• ボールトロックの完了 (ロック ID の POST) (p. 246)

• ボールトロックの取得 (ロックポリシーの GET) (p. 259)

以下の資料も参照してください。
言語固有の Amazon SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してくださ
い。

• AWS Command Line Interface

ボールトのタグの一覧表示 (GET タグ)
このオペレーションでは、ボールトにアタッチされているすべてのタグを一覧表示します。タグがない
場合は、空のマッピングが返されます。タグの詳細については、「Amazon S3 Glacier リソースのタグ付
け (p. 212)」を参照してください。

リクエストの構文
ボールトのタグを一覧表示するには、次の構文例に示すように、タグの URI に HTTP GET リクエストを
送信します。

GET /AccountId/vaults/vaultName/tags HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントID。この値はリクエストの署名に使用した認証情報に関連
する AWS アカウント ID と一致する必要があります。AWS アカウント ID、または Amazon S3 
Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント ID を使用している
場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。お客様のアカウント ID を指定する場合
は、ハイフン(`-`)を含めないでください。

リクエストパラメータ
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。
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リクエストヘッダー
この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文
この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
オペレーションが成功した場合、サービスは HTTP レスポンス 200 OK を返します。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: Length
{ 
   "Tags":  
      { 
         "string" : "string", 
         "string" : "string" 
      }
}

レスポンスヘッダー

この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文

レスポンス本文には次の JSON フィールドが含まれています。

[Tags] (タグ)

ボールトにアタッチされるタグ。各タグはキーと値で構成されます。

Type: 文字列から文字列へのマッピング

必須: はい

エラー

Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
例: ボールトのタグの一覧表示

次の例では、ボールトのタグを一覧表示します。

API バージョン 2012-06-01
269



Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
ボールトのリスト

リクエストの例

この例では、指定したボールトからタグのリストを取得するため、GET リクエストが送信されます。

GET /-/vaults/examplevault/tags HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2 

レスポンスの例

リクエストが成功した場合、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) は次の例に示すように、ボールトのタグのリ
ストとともに HTTP 200 OK を返します。

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: length

{ 
   "Tags", 
      { 
         "examplekey1": "examplevalue1", 
         "examplekey2": "examplevalue2" 
      }   
}

関連するセクション

• ボールトにタグを追加する (POST タグの追加) (p. 241)

• ボールトからタグを削除する (POST タグの削除) (p. 275)

以下の資料も参照してください。
言語固有の Amazon SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してくださ
い。

• AWS Command Line Interface

ボールトのリスト (GET vaults)
説明
このオペレーションでは、呼び出し元のユーザーのアカウントによって所有されているすべてのボールト
のリストを表示します。レスポンスとして返されるリストは、ボールト名で ASCII コード順にソートされ
ます。

このオペレーションでは、デフォルトで最大でリクエストあたり 10 項目返されます。リストで表示した
以上にボールトが存在する場合は、レスポンス本文の marker フィールドに、新しいボールトのリストリ
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クエストでリストの続きを表示できるように、ボールトの Amazon リソースネーム (ARN) が含まれていま
す。そうでない場合は、marker フィールドは null です。次回のボールトリストのリクエストでは、前
回のボールトリストのリクエストに対するレスポンスとして Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) によって返
された値を marker パラメータに設定します。また、リクエストで limit パラメータを指定して、レス
ポンスで返されるボールトの数を制限することもできます。

リクエスト
ボールトのリストを取得するには、GET リクエストをボールトのリソースに送信します。

構文

GET /AccountId/vaults HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントID。この値はリクエストの署名に使用した認証情報に関連
する AWS アカウント ID と一致する必要があります。AWS アカウント ID、または Amazon S3 
Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント ID を使用している
場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。お客様のアカウント ID を指定する場合
は、ハイフン(`-`)を含めないでください。

リクエストパラメータ
このオペレーションでは、次のリクエストパラメーターを使用します。

名前 説明 必須

limit 返されるボールトの最大数。デフォルトの上限は 10 です。返され
るボールトの数は、指定された上限を下回ることはあっても、上限
を上回ることはありません。

型: 文字列

制約: 最小の整数値は 1 です。最大の整数値は 10 です。

いいえ

marker ページ分割に使用する文字列。marker には、ボールトのリストの
開始点となるボールトの ARN を指定します。(返されるリストに
は、marker に指定したボールトは含まれません)。marker 値は、
前回のボールトのリストのレスポンスから取得します。前回のボー
ルドのリストのリクエストで開始された結果のページ分割を継続す
る場合のみ、marker を指定する必要があります。マーカーに空の
値（""）を指定すると、最初のボールトから始まるボールトのリス
トが返されます。

型: 文字列

制約: なし

いいえ

リクエストヘッダー
この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。
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リクエスト本文

この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
構文

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: Length

{ 
  "Marker": String
  "VaultList": [  
   { 
    "CreationDate": String, 
    "LastInventoryDate": String, 
    "NumberOfArchives": Number, 
    "SizeInBytes": Number, 
    "VaultARN": String, 
    "VaultName": String
   },  
   ... 
  ]
}

レスポンスヘッダー

この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文

レスポンス本文には次の JSON フィールドが含まれています。

CreationDate

ボールトが作成された、協定世界時（UTC）による日付。

型:文字列 たとえば、ISO 8601 の日付形式の文字列表現。2013-03-20T17:03:43.221Z。
LastInventoryDate

ボールトのインベントリが最後に生成された、協定世界時（UTC）による日付。ボールトを作成した
ばかりのときなど、ボールトでインベントリが実行されていない場合、このフィールドの値は null で
す。ボールトのインベントリの開始の詳細については、「ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)」
を参照してください。

タイプ: ISO 8601 の日付形式の文字列表現。たとえば2013-03-20T17:03:43.221Z。
Marker

結果のページ分割をどこから継続するかを示す vaultARN。リストに含まれるボールトをさらに取得
するには、ボールトのリストの新規リクエストで marker を使用します。ボールトがそれ以上存在し
ない場合、この値は null です。

タイプ: 文字列

API バージョン 2012-06-01
272



Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
ボールトのリスト

NumberOfArchives

最後にインベントリを生成した日付のボールトのアーカイブ数。

タイプ: 数値
SizeInBytes

最後にインベントリを生成した日付における、アーカイブごとのオーバーヘッドを含む、ボールトの
すべてのアーカイブの合計サイズ (バイト単位)。

タイプ: 数値
VaultARN

ボールトの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
VaultList

オブジェクトの配列。各オブジェクトにはボールトの説明が含まれます。

型: 配列
VaultName

ボールト名。

タイプ: 文字列

エラー

Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
例: すべてのボールトのリスト

以下はボールトのリストを表示する例です。リクエストでは、marker および limit パラメータが指定さ
れていないため、最大 10 個のボールトが返されます。

リクエストの例

GET /-/vaults HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2 

レスポンスの例

Marker が null であり、リストに表示するボールトがこれ以上存在しないことを示しています。

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
Content-Type: application/json
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Content-Length: 497  

{ 
  "Marker": null, 
  "VaultList": [  
   { 
    "CreationDate": "2012-03-16T22:22:47.214Z", 
    "LastInventoryDate": "2012-03-21T22:06:51.218Z", 
    "NumberOfArchives": 2, 
    "SizeInBytes": 12334, 
    "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault1", 
    "VaultName": "examplevault1" 
   },  
   { 
    "CreationDate": "2012-03-19T22:06:51.218Z", 
    "LastInventoryDate": "2012-03-21T22:06:51.218Z", 
    "NumberOfArchives": 0, 
    "SizeInBytes": 0, 
    "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault2", 
    "VaultName": "examplevault2" 
   }, 
   { 
    "CreationDate": "2012-03-19T22:06:51.218Z", 
    "LastInventoryDate": "2012-03-25T12:14:31.121Z", 
    "NumberOfArchives": 0, 
    "SizeInBytes": 0, 
    "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault3", 
    "VaultName": "examplevault3" 
   }  
  ]
}

例: ボールトの部分的なリスト

以下は、marker に指定したボールトから開始して ２ 個のボールトを返す例です。

リクエストの例

GET /-/vaults?limit=2&marker=arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault1 
 HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2 

レスポンスの例

2 個のボールトがリストに返されます。次回のボールトのリストのリクエストでページ分割を継続できる
ように、Marker にボールト ARN が含まれています。

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 497  

{ 
  "Marker": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault3", 
  "VaultList": [  
   { 
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    "CreationDate": "2012-03-16T22:22:47.214Z", 
    "LastInventoryDate": "2012-03-21T22:06:51.218Z", 
    "NumberOfArchives": 2, 
    "SizeInBytes": 12334, 
    "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault1", 
    "VaultName": "examplevault1" 
   },  
   { 
    "CreationDate": "2012-03-19T22:06:51.218Z", 
    "LastInventoryDate": "2012-03-21T22:06:51.218Z", 
    "NumberOfArchives": 0, 
    "SizeInBytes": 0, 
    "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault2", 
    "VaultName": "examplevault2" 
   } 
  ]
}

関連するセクション

• ボールトの作成 (PUT vault) (p. 243)
• ボールトの削除 (DELETE vault) (p. 248)
• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)
• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)

以下も参照してください。
言語固有の Amazon SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してくださ
い。

• AWS Command Line Interface

ボールトからタグを削除する (POST タグの削除)
このオペレーションでは、ボールトにアタッチされたタグのセットから 1 つ以上のタグを削除します。タ
グの詳細については、「Amazon S3 Glacier リソースのタグ付け (p. 212)」を参照してください。

このオペレーションはべき等です。オペレーションは、ボールトにアタッチされたタグがない場合でも成
功します。

リクエストの構文
ボールトからタグを削除するには、次の構文例に示すように、タグの URI に HTTP POST リクエストを送
信します。

POST /AccountId/vaults/vaultName/tags?operation=remove HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
Content-Length: Length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
{ 
   "TagKeys": [ 
      "string", 
      "string" 
   ]

API バージョン 2012-06-01
275

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/glacier/list-vaults.html


Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
ボールトからタグを削除する

}

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントID。この値はリクエストの署名に使用した認証情報に関連
する AWS アカウント ID と一致する必要があります。AWS アカウント ID、または Amazon S3 
Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント ID を使用している
場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。お客様のアカウント ID を指定する場合
は、ハイフン(`-`)を含めないでください。

リクエストパラメータ

[Name] (名前) 説明 必須

operation=remove 値 operation を持つ 1 つのクエリ文字パラメータ remove
が、ボールトにタグを追加する (POST タグの追加) (p. 241) から
これを区別します。

はい

リクエストヘッダー

この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文

リクエストボディ には、次のJSONフィールドが含まれます。

TagKeys

タグキーのリスト。対応する各タグがボールトから削除されます。

タイプ: 文字列の配列

長さの制約: リストに 1 つ以上の項目があること。リストの項目は最大 10 個。

: 必須 はい

レスポンス
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 No Content 応答を送信しま
す。

構文

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date

レスポンスヘッダー

この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

API バージョン 2012-06-01
276



Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
ボールトからタグを削除する

レスポンス本文

このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

エラー

Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
リクエストの例

次の例では、指定したタグを削除する HTTP POST リクエストを送信します。

POST /-/vaults/examplevault/tags?operation=remove HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
Content-Length: length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01 
    
{ 
   "TagsKeys": [ 
      "examplekey1", 
      "examplekey2" 
   ]         
}

レスポンスの例

リクエストが成功した場合、次の例に示しているように、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) は HTTP 204 
No Content を返します。

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT

関連するセクション

• ボールトにタグを追加する (POST タグの追加) (p. 241)

• ボールトのタグの一覧表示 (GET タグ) (p. 268)

以下の資料も参照してください。
言語固有の Amazon SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してくださ
い。

• AWS Command Line Interface
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ボールトアクセスポリシー (PUT access-policy) の設
定
説明
このオペレーションでは、ボールト用のアクセスポリシーを設定し、既存のポリシーを上書きします。
ボールトアクセスポリシーを設定するには、ボールトの PUT サブリソースに access-policy リク
エストを送信します。ボールトごとに 1 つのアクセスポリシーを設定でき、ポリシーのサイズは最大 
20 KB とすることができます。ボールトアクセスポリシーの詳細については、「ボールトアクセスポリ
シー (p. 194)」を参照してください。

リクエスト
構文
ボールトアクセスポリシーを設定するには、次の構文の例に示すように、ボールトの access-policy サ
ブリソースの URI に HTTP PUT リクエストを送信します。

PUT /AccountId/vaults/vaultName/access-policy HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
Content-Length: Length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01 
    
{ 
  "Policy": "string"
}

Note

-AccountIdvalueはボールトを所有するアカウントの AWS アカウント ID。AWS アカウント 
ID、または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウ
ント ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID 
を使用する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。

リクエストパラメータ
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー
この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文
リクエストボディ には、次の JSON フィールドが含まれます。

ポリシー

JSON 文字列としてのボールトアクセスポリシー（エスケープ文字として "\" を使用）。

Type: 文字列

: 必須 はい
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レスポンス
レスポンスでは、ポリシーが受け入れられた場合、S3 Glacier によって 204 No Content が返されま
す。

構文

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date

レスポンスヘッダー
この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文
このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

エラー
Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
リクエストの例
次の例では、ボールトの PUT サブリソースの URI に HTTP access-policy リクエストを送信しま
す。Policy JSON 文字列では、エスケープ文字として "\" を使用します。

PUT /-/vaults/examplevault/access-policy HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
Content-Length: length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

{"Policy":"{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":\"Define-owner-access-rights
\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::999999999999:root\"},\"Action
\":\"glacier:DeleteArchive\",\"Resource\":\"arn:aws:glacier:us-west-2:999999999999:vaults/
examplevault\"}]}"}

レスポンスの例
リクエストが成功した場合、次の例に示しているように、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) は HTTP 204 
No Content を返します。

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT

関連するセクション
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• ボールトアクセスポリシーの削除 (DELETE access-policy) (p. 250)

• ボールトアクセスポリシー (GET access-policy) の取得 (p. 257)

以下の資料も参照してください。
言語固有の Amazon SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してくださ
い。

• AWS Command Line Interface

ボールトの通知設定の指定 (PUT notification-
configuration)
説明
Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) では、アーカイブおよびボールトインベントリの取得は非同期オペレー
ションです。そのため、ジョブ出力をダウンロードするには、まずジョブを開始し、ジョブが完了する
まで待機する必要があります。そのため、こうしたジョブが完了したときに Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピックにメッセージを投稿するようにボールトを設定できます。このオペレー
ションを使用すると、ボールトに通知設定を指定できます。詳細については、「Amazon S3 Glacier での
ボールト通知の設定 (p. 52)」を参照してください。

ボールトの通知を設定するには、ボールトの notification-configuration サブリソースに PUT リ
クエストを送信します。通知設定はボールトに固有です。そのため、ボールトサブリソースとも呼ばれま
す。リクエストには、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)トピックと S3 Glacier がトピッ
クに通知を送信するイベントを指定した JSON ドキュメントを含める必要があります。

次のボールトイベントに対して通知を発行するようにボールトを設定できます。

• ArchiveRetrievalCompleted-このイベントは、アーカイブを取得するために開始されたジョブ 
(ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)) が完了したときに発生します。完了したジョブのステータス
は、Succeeded または Failed になります。SNS トピックに送信される通知は、ジョブの説明 (GET 
JobID) (p. 312) から返される出力と同じ出力です。

• InventoryRetrievalCompleted- このイベントは、インベントリを取得するために開始されたジョ
ブ (ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)) が完了したときに発生します。完了したジョブのステー
タスは、Succeeded または Failed になります。SNS トピックに送信される通知は、ジョブの説明 
(GET JobID) (p. 312) から返される出力と同じ出力です。

Amazon SNS トピックでは、トピックに通知を発行できるようにボールトにアクセス権限を付与する必要
があります。

リクエスト
ボールトに通知設定を指定するには、ボールトの notification-configuration サブリソースの URI 
に PUT リクエストを送信します。リクエストボディに設定を指定します。設定には、Amazon SNS ト
ピック名と、各トピックへの通知をトリガーするイベントの配列を含めます。

構文

PUT /AccountId/vaults/VaultName/notification-configuration HTTP/1.1
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Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

{ 
   "SNSTopic": String, 
   "Events":[String, ...]  
}

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 
ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。

リクエストパラメータ
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー
この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文
リクエストボディの JSON には、次のフィールドが含まれます。

イベント

S3 Glacier が通知を送信する 1 つ以上のイベントの配列。

有効な値: ArchiveRetrievalCompleted | InventoryRetrievalCompleted

必須: はい

型: 配列
SNSTopic

Amazon SNS トピック ARN。詳細については、Amazon Simple Notification Service 使用開始 ガイ
ドの「Amazon SNS の使用開始」を参照してください。

必須: はい

タイプ: 文字列

レスポンス
レスポンスでは、通知設定が承認された場合、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) によって 204 No 
Content が返されます。

構文

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
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レスポンスヘッダー
この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

レスポンス本文
このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

エラー
Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
以下の例は、ボールトの通知を設定する方法を示したものです。

リクエストの例
次のリクエストでは、examplevault の通知が設定されるため、2 つのイベント 
(ArchiveRetrievalCompleted と InventoryRetrievalCompleted) に対する通知が Amazon SNS 
トピック に送信されます。

PUT /-/vaults/examplevault/notification-policy HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

{  
   "Events": ["ArchiveRetrievalCompleted", "InventoryRetrievalCompleted"], 
   "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:012345678901:mytopic"        
}

レスポンスの例
正常なレスポンスでは、204 No Content が返されます。

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT

関連するセクション

• ボールト通知の取得 (GET notification-configuration) (p. 263)
• ボールト通知の削除 (通知設定の削除) (p. 252)
• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)

以下も参照してください。
言語固有の Amazon SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、次を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface

アーカイブオペレーション
以下は、S3 Glacier で使用できるアーカイブ オペレーションです。

トピック
• アーカイブの削除 (DELETE archive) (p. 283)
• アーカイブのアップロード (POST archive) (p. 285)

アーカイブの削除 (DELETE archive)
説明
このオペレーションは、ボールトからアーカイブを削除します。ボールトから削除できるアーカイブは
一度に 1 つです。アーカイブを削除するには、削除リクエストにアーカイブ ID を指定する必要がありま
す。アーカイブ ID は、そのアーカイブを含むボールトのボールトインベントリをダウンロードすることで
取得できます。ボールトインベントリのダウンロードの詳細については、「Amazon S3 Glacier でボール
トインベントリをダウンロードする (p. 38)」を参照してください。

アーカイブを削除した後でも、削除したアーカイブの取得ジョブを開始することはリクエストできます
が、アーカイブの取得ジョブ自体は失敗します。

アーカイブを削除する際に、該当するアーカイブ ID のアーカイブが取得中であった場合、取得は以下のシ
ナリオに応じて成功する場合と成功しない場合があります。

• Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) がアーカイブの削除リクエストを受け取ったときに、アーカイブの取得
ジョブがダウンロード用のデータを準備している最中であった場合は、アーカイブの取得オペレーショ
ンが失敗することがあります。

• S3 Glacier がアーカイブの削除リクエストを受け取ったときに、アーカイブの取得ジョブがダウンロー
ド対象のアーカイブの準備を完了していた場合は、出力をダウンロードできます。

アーカイブの取得に関する詳細については、「S3 Glacier でのアーカイブのダウンロード (p. 95)」を参照
してください。

このオペレーションはべき等です。既に削除されたアーカイブを削除しようとした場合には、エラーは発
生しません。

リクエスト
アーカイブを削除するには、アーカイブのリソース URI に DELETE リクエストを送信します。

構文

DELETE /AccountId/vaults/VaultName/archives/ArchiveID HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
x-amz-Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
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Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 
ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。

リクエストパラメータ
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー
この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文
この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
構文

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date

レスポンスヘッダー
この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文
このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

エラー
Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
以下の例は、examplevault というボールトをアーカイブから削除する方法を示しています。

リクエストの例
削除されるアーカイブの ID は、archives のサブリソースとして指定します。

DELETE /-/vaults/examplevault/archives/NkbByEejwEggmBz2fTHgJrg0XBoDfjP4q6iu87-
TjhqG6eGoOY9Z8i1_AUyUsuhPAdTqLHy8pTl5nfCFJmDl2yEZONi5L26Omw12vcs01MNGntHEQL8MBfGlqrEXAMPLEArchiveId 
 HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2 
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レスポンスの例

リクエストが成功した場合、S3 Glacier は 204 No Content で応答し、アーカイブが削除されたことを
示します。

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT

関連するセクション

• マルチパートアップロードの開始 (POST multipart-uploads) (p. 294)
• アーカイブのアップロード (POST archive) (p. 285)
• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)

アーカイブのアップロード (POST archive)
説明
このオペレーションでは、ボールトにアーカイブを追加します。正常にアップロードされると、データは
永続的に保持されます。Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) により、x-amz-archive-idレスポンスのヘッ
ダーにアーカイブ IDが返されます。後でアーカイブにアクセスできるように、返されたアーカイブ ID を
保管しておく必要があります。

アップロードするデータの SHA256 木構造ハッシュを指定する必要があります。SHA256 木構造ハッシュ
の計算の詳細については、「チェックサムの計算 (p. 225)」を参照してください。

Note

SHA256 ツリーハッシュは、API を使用する場合のアーカイブのアップロード (POST アーカイ
ブ) アクションにのみ必要です。を使用する場合は必要ありませんAWS CLI。

アーカイブのアップロード時に、オプションでアーカイブの説明を最大 1,024 文字の印刷可能な ASCII 文
字で指定できます。S3 Glacier は、アーカイブを取得するか、ボールトインベントリを取得するときに、
アーカイブの説明を返します。S3 Glacier はその説明を一切解釈しません。アーカイブの説明は、一意で
ある必要はありません。説明を使用して、アーカイブのリストを取得することや、ソートすることはでき
ません。

オプションのアーカイブの説明以外に、S3 Glacier ではアーカイブに対してどのような追加のメタデータ
もサポートしていません。アーカイブ ID は、アーカイブに関するどのような情報も推察することができな
いように、意味のない文字列になっています。そのため、クライアント側でアーカイブに関するメタデー
タを管理することもできます。詳細については、「Amazon S3 Glacier でのアーカイブの操作 (p. 73)」を
参照してください。

アーカイブは変更不可能です。アーカイブをアップロードした後で、アーカイブやアーカイブの説明を編
集することはできません。

リクエスト
アーカイブをアップロードするには、HTTP POST メソッドを使用し、アーカイブの保存先となるボール
トの archives サブリソースをリクエストの範囲として指定します。リクエストには、アーカイブのペイ
ロードサイズ、チェックサム（SHA256 木構造ハッシュ）を含める必要があります。オプションでアーカ
イブの説明を含めることができます。
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構文

POST /AccountId/vaults/VaultName/archives
Host: glacier.Region.amazonaws.com
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-archive-description: Description
x-amz-sha256-tree-hash: SHA256 tree hash
x-amz-content-sha256: SHA256 linear hash
Content-Length: Length

<Request body.>

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 
ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。

リクエストパラメータ
オペレーションの実装では、リクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー
この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーに加えて、次のリクエストヘッダーを使用しま
す。共通のリクエストヘッダーの詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照して
ください。

名前 説明 必須

Content-Length オブジェクトのサイズ（バイト単位）。詳細については、http:// 
www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html#sec14.13 を参
照してください。

タイプ: 数値

デフォルト: なし

制約: なし

はい

x-amz-archive-
description

アップロードするアーカイブのオプションの説明。わかりやす
い説明や、割り当てる何らかの識別子を自分で選択して指定で
きます。説明は、すべてのアーカイブで一意である必要はあり
ません。ボールトインベントリを取得した場合 (「ジョブの開
始 (ジョブの POST) (p. 326)」を参照)、レスポンスで返される
アーカイブごとにこの説明が含まれます。

型: 文字列

デフォルト: なし

制約: 説明は 1,024 文字以下である必要があります。使用可能な
文字は、制御コードを除く 7 ビット ASCII コードです。具体的
には、32—126 (10 進) または 0x20—0x7E (16 進) の ASCII 値で
す。

いいえ
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名前 説明 必須

x-amz-content-
sha256

ペイロードの SHA256 チェックサム (線形ハッシュ)。この値
は、x-amz-sha256-tree-hash ヘッダーで指定する値とは異
なります。

型: 文字列

デフォルト: なし

制約: なし

はい

x-amz-sha256-
tree-hash

ユーザーが計算したペイロードのチェックサム（SHA256 木
構造ハッシュ）。SHA256 木構造ハッシュの計算については、
「チェックサムの計算 (p. 225)」を参照してください。S3 
Glacier によって計算されたペイロードのチェックサムが異なる
場合、リクエストは拒否されます。

型: 文字列

デフォルト: なし

制約: なし

はい

リクエスト本文
リクエストボディには、アップロードするデータを含めます。

レスポンス
レスポンスでは、S3 Glacier により、アーカイブが永続的に保存され、アーカイブ ID の URI パスが返さ
れます。

構文

HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
x-amz-sha256-tree-hash: ChecksumComputedByAmazonGlacier
Location: Location
x-amz-archive-id: ArchiveId

レスポンスヘッダー
成功したレスポンスには、すべての操作に共通のレスポンスヘッダーに加えて、次のレスポンスヘッダー
が含まれます。共通のレスポンスヘッダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を
参照してください。

名前 説明

Location 新しく追加されたアーカイブリソースの相対 URI パス。

型: 文字列

x-amz-
archive-id

アーカイブの ID。この値も Location ヘッダーの一部として含まれます。

型: 文字列
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名前 説明

x-amz-sha256-
tree-hash

によって計算されたアーカイブのチェックサム。

型: 文字列

レスポンス本文

このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

エラー

Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
リクエストの例

次の例に、アーカイブをアップロードするリクエストを示します。

POST /-/vaults/examplevault/archives HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-sha256-tree-hash: beb0fe31a1c7ca8c6c04d574ea906e3f97b31fdca7571defb5b44dca89b5af60
x-amz-content-sha256: 7f2fe580edb35154041fa3d4b41dd6d3adaef0c85d2ff6309f1d4b520eeecda3
Content-Length: 2097152
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: Authorization=AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
glacier-version,Signature=16b9a9e220a37e32f2e7be196b4ebb87120ca7974038210199ac5982e792cace

<Request body (2097152 bytes).>

レスポンスの例

以下の正常なレスポンスには、Location ヘッダーが含まれており、S3 Glacier がアーカイブに割り当て
た ID を取得できます。

HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
x-amz-sha256-tree-hash: beb0fe31a1c7ca8c6c04d574ea906e3f97b31fdca7571defb5b44dca89b5af60
Location: /111122223333/vaults/examplevault/archives/
NkbByEejwEggmBz2fTHgJrg0XBoDfjP4q6iu87-
TjhqG6eGoOY9Z8i1_AUyUsuhPAdTqLHy8pTl5nfCFJmDl2yEZONi5L26Omw12vcs01MNGntHEQL8MBfGlqrEXAMPLEArchiveId
x-amz-archive-id: NkbByEejwEggmBz2fTHgJrg0XBoDfjP4q6iu87-
TjhqG6eGoOY9Z8i1_AUyUsuhPAdTqLHy8pTl5nfCFJmDl2yEZONi5L26Omw12vcs01MNGntHEQL8MBfGlqrEXAMPLEArchiveId

関連するセクション

• Amazon S3 Glacier でのアーカイブの操作 (p. 73)
• パート単位での大きなアーカイブのアップロード (マルチパートアップロード) (p. 83)
• アーカイブの削除 (DELETE archive) (p. 283)
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• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)

マルチパートアップロードオペレーション
以下は、S3 Glacier で使用できるマルチパートアップロードオペレーションです。

トピック
• マルチパートアップロードの中止 (DELETE uploadID) (p. 289)
• マルチパートアップロードの完了 (POST uploadID) (p. 291)
• マルチパートアップロードの開始 (POST multipart-uploads) (p. 294)
• パートのリスト (GET uploadID) (p. 298)
• マルチパートアップロードのリスト (GET multipart-uploads) (p. 303)
• パートのアップロード (PUT uploadID) (p. 308)

マルチパートアップロードの中止 (DELETE uploadID)
説明
マルチパートアップロードのオペレーションでは、アップロード ID によって識別されるマルチパートアッ
プロードを中止します。

マルチパートアップロードの中止リクエストが成功すると、そのアップロード ID を使用して、それ以上
パートをアップロードすることや、その他のオペレーションを実行することができなくなります。完了済
みのマルチパートアップロードを中止した場合は、失敗します。ただし、既に中止したアップロードを中
止した場合は、少しの間成功します。

このオペレーションはべき等です。

マルチパートアップロードの詳細については、「パート単位での大きなアーカイブのアップロード (マル
チパートアップロード) (p. 83)」を参照してください。

リクエスト
マルチパートアップロードを中止するには、ボールトの DELETE サブリソースの URI に HTTP
multipart-uploads リクエストを送信し、URI の一部として特定のマルチパートアップロード ID を指
定します。

構文

DELETE /AccountId/vaults/VaultName/multipart-uploads/uploadID HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 
ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。
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リクエストパラメータ
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー
この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文
この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
構文

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date

レスポンスヘッダー
この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文
このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

エラー
Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
リクエストの例
以下に、マルチパートアップロード ID リソースの URI に DELETE リクエストを送信する例を示します。

DELETE /-/vaults/examplevault/multipart-uploads/
OW2fM5iVylEpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHaPjUJddQ5OxSHVXjYtrN47NBZ-
khxOjyEXAMPLE  HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2 

レスポンスの例

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT

API バージョン 2012-06-01
290



Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
Complete Multipart Upload

関連するセクション

• マルチパートアップロードの開始 (POST multipart-uploads) (p. 294)
• パートのアップロード (PUT uploadID) (p. 308)
• マルチパートアップロードの完了 (POST uploadID) (p. 291)
• マルチパートアップロードのリスト (GET multipart-uploads) (p. 303)
• パートのリスト (GET uploadID) (p. 298)
• パート単位での大きなアーカイブのアップロード (マルチパートアップロード) (p. 83)
• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)

マルチパートアップロードの完了 (POST uploadID)
説明
アーカイブのすべてのパーツがアップロードされ、S3 Glacier がアップロードされたパーツからアーカ
イブをアセンブルする準備ができたことを Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) に通知するには、このマルチ
パートアップロードオペレーションを呼び出します。

マルチパートアップロードの詳細については、「パート単位での大きなアーカイブのアップロード (マル
チパートアップロード) (p. 83)」を参照してください。

S3 Glacier では、アーカイブをアセンブルして、ボールトに保存した後、新しく作成されたアーカイブリ
ソースのアーカイブ ID を返します。アーカイブをアップロードしたら、後でアーカイブを取得するため
に、返されたアーカイブ ID を保管しておく必要があります。

アップロードしたアーカイブ全体の SHA256 木構造ハッシュを計算してリクエストに含める必要がありま
す。SHA256 木構造ハッシュの計算の詳細については、「チェックサムの計算 (p. 225)」を参照してくだ
さい。サーバー側でも、S3 Glacier によりアセンブルされたアーカイブの SHA256 木構造ハッシュが作成
されます。値が一致した場合は、S3 Glacier によってボールトにアーカイブが保存されます。値が一致し
ない場合は、エラーが返され、オペレーションは失敗します。パートのリスト (GET uploadID) (p. 298)
オペレーションでは、特定のマルチパートアップロードでアップロードされたパートのリストが返されま
す。そのリストには、アップロード済みの各パートのチェックサム情報が含まれおり、チェックサムの誤
りをデバッグするために使用することができます。

さらに、S3 Glacier は不足しているコンテンツ範囲がないかどうかを確認します。パートをアップロード
するときに、最終的にアセンブルされたアーカイブ内でのパートの位置を特定できるように範囲の値を
指定します。最終的にアーカイブをアセンブルする際に、S3 Glacier は不足しているコンテンツ範囲がな
いかどうかを確認します。不足しているコンテンツ範囲がある場合、S3 Glacier はエラーを返し、マルチ
パートアップロードの完了オペレーションは失敗します。

マルチパートアップロードの完了オペレーションはべき等です。マルチパートアップロードが初めて正常
に完了してから短期間内にこのオペレーションを再度呼び出した場合、オペレーションは成功し、同じ
アーカイブ ID が返されます。これは、ネットワークの問題が発生して、接続が中断されたり、500 サー
バーエラーを受け取ったりした場合に役に立ちます。このような問題が起きた場合に、マルチパートアッ
プロードの完了リクエストを再度実行し、アーカイブが重複して作成されることなく、同じアーカイブ ID 
を取得できます。ただし、マルチパートアップロードの完了後、パートのリストオペレーションを呼び出
すことはできません。また、マルチパートアップロードは完了オペレーションがべき等であっても、マル
チパートアップロードのリストのレスポンスには表示されません。

リクエスト
マルチパートアップロードを完了するには、マルチパートアップロードの開始リクエストに対するレスポ
ンスとして S3 Glacier によって作成されたアップロード ID の URI に HTTP POST リクエストを送信しま
す。この URI は、パートをアップロードするときに使用した URI と同じです。必須の共通のヘッダーに加
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えて、アーカイブ全体の SHA256 木構造ハッシュの結果およびアーカイブの合計サイズ（バイト単位）を
含める必要があります。

構文

POST /AccountId/vaults/VaultName/multipart-uploads/uploadID
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: date
Authorization: SignatureValue
x-amz-sha256-tree-hash: SHA256 tree hash of the archive
x-amz-archive-size: ArchiveSize in bytes
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 
ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。

リクエストパラメータ
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー
この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーに加えて、次のリクエストヘッダーを使用しま
す。共通のリクエストヘッダーの詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照して
ください。

名前 説明 必須

x-amz-archive-
size

アーカイブ全体の合計サイズ (バイト単位)。この値には、アップ
ロードした個々のパートのすべてのサイズの合計値を指定する必要
があります。

型: 文字列

デフォルト: なし

制約: なし

はい

x-amz-sha256-
tree-hash

アーカイブ全体の SHA256 木構造ハッシュ。個々のパートの 
SHA256 木構造ハッシュの木構造ハッシュです。リクエストに指定
した値が、S3 Glacier によって計算された、最終的にアセンブルさ
れたアーカイブの SHA256 木構造ハッシュと一致しない場合、S3 
Glacier はエラーを返し、リクエストは失敗します。

型: 文字列

デフォルト: なし

制約: なし

はい

リクエストの要素
このオペレーションではリクエストの要素を使用しません。
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レスポンス
Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) により、アーカイブ全体の SHA256 木構造ハッシュが作成されます。
値が、ユーザーがリクエストで指定したアーカイブ全体の SHA256 木構造ハッシュと一致する場合、S3 
Glacier はそのアーカイブをボールトに追加します。レスポンスでは、新しく追加されたアーカイブリソー
スの URL パスを含む HTTP Location ヘッダーが返されます。リクエストで送信したアーカイブのサイ
ズまたは SHA256 木構造ハッシュが一致しない場合、S3 Glacier によってエラーが返され、アップロー
ドは未完了の状態のままになります。後で正確な値を使用してマルチパートアップロードの完了オペレー
ションを再試行できます。再試行により、アーカイブを正常に作成することができます。マルチパート
アップロードが完了しない場合は、最終的に S3 Glacier はアップロード ID を再利用します。

構文

HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Location: Location
x-amz-archive-id: ArchiveId

レスポンスヘッダー
成功したレスポンスには、すべての操作に共通のレスポンスヘッダーに加えて、次のレスポンスヘッダー
が含まれます。共通のレスポンスヘッダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を
参照してください。

名前 説明

Location 新しく作成したアーカイブの相対 URI パス。この URL には、S3 Glacier によって
生成されたアーカイブ ID が含まれます。

型: 文字列

x-amz-archive-
id

アーカイブの ID。この値も Location ヘッダーの一部として含まれます。

型: 文字列

レスポンスのフィールド
このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

例
リクエストの例
この例では、マルチパートアップロードの開始リクエストで返された URI に HTTP POST リクエストを送
信します。リクエストでは、アーカイブ全体の SHA256 木構造ハッシュとアーカイブの合計サイズの両方
を指定します。

POST /-/vaults/examplevault/multipart-uploads/
OW2fM5iVylEpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHaPjUJddQ5OxSHVXjYtrN47NBZ-
khxOjyEXAMPLE HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
z-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-sha256-tree-hash:1ffc0f54dd5fdd66b62da70d25edacd0
x-amz-archive-size:8388608
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
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Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

レスポンスの例

以下のレスポンスの例は、アップロードしたパートから S3 Glacier によってアーカイブが正常に作成され
たことを示しています。レスポンスには、アーカイブ ID と完全なパスが含まれています。

HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Location: /111122223333/vaults/examplevault/archives/
NkbByEejwEggmBz2fTHgJrg0XBoDfjP4q6iu87-
TjhqG6eGoOY9Z8i1_AUyUsuhPAdTqLHy8pTl5nfCFJmDl2yEZONi5L26Omw12vcs01MNGntHEQL8MBfGlqrEXAMPLEArchiveId
x-amz-archive-id: NkbByEejwEggmBz2fTHgJrg0XBoDfjP4q6iu87-
TjhqG6eGoOY9Z8i1_AUyUsuhPAdTqLHy8pTl5nfCFJmDl2yEZONi5L26Omw12vcs01MNGntHEQL8MBfGlqrEXAMPLEArchiveId

新しく追加されたリソース/アーカイブの URI に HTTP リクエストを送信できます。たとえば、アーカイ
ブを取得するために GET リクエストを送信できます。

関連するセクション

• マルチパートアップロードの開始 (POST multipart-uploads) (p. 294)
• パートのアップロード (PUT uploadID) (p. 308)
• マルチパートアップロードの中止 (DELETE uploadID) (p. 289)
• マルチパートアップロードのリスト (GET multipart-uploads) (p. 303)
• パートのリスト (GET uploadID) (p. 298)
• パート単位での大きなアーカイブのアップロード (マルチパートアップロード) (p. 83)
• アーカイブの削除 (DELETE archive) (p. 283)
• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)

マルチパートアップロードの開始 (POST multipart-
uploads)
説明
この操作では、マルチパートアップロードを開始します (パート単位での大きなアーカイブのアップロー
ド (マルチパートアップロード) (p. 83)を参照してください。)。Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) により、
マルチパートアップロードリソースが作成され、レスポンスでその ID が返されます。後続のマルチパート
アップロードオペレーションでは、このアップロード ID を使用します。

マルチパートアップロードを開始する際に、パートサイズをバイト単位で指定します。パーツサイズは、
メガバイト (1024 キビバイト [KiB) に 2 の累乗を掛けたものでなければなりません。たとえば、1048576 
(1 MiB)、2097152 (2 MiB)、4194304 (4 MiB)、8388608 (8 MiB) などです。許容される最小パーツサイズ
は 1 MiB で、最大値は 4 ギビバイト (GiB) です。

このアップロード ID を使用してアップロードするパートは、最後のパートを除き、すべて同じサイズにな
ります。最後のパートは、同じサイズ以下になります。たとえば、たとえば、たとえば、16.2 MiB のファ
イルをアップロードするとします。4 MiB のパートサイズでマルチパートアップロードを開始すると、そ
れぞれ 4 MiB の 4 つのパートと 0.2 MiB のパートが 1 つアップロードされます。

API バージョン 2012-06-01
294



Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
Initiate Multipart Upload

Note

S3 Glacier ではアーカイブ全体のサイズを指定する必要がないため、マルチパートアップロード
を開始する際にアーカイブのサイズを把握している必要はありません。

マルチパートアップロードが完了すると、S3 Glacier は ID によって参照されるマルチパートアップロード
リソースを削除します。マルチパートアップロードをキャンセルした場合も、S3 Glacier により、マルチ
パートアップロードリソースが削除されます。24 時間アクティビティがない場合も削除されることがあり
ます。ID は 24 時間後も引き続き使用できる場合がありますが、アプリケーションでこの動作を想定しな
いでください。

リクエスト
マルチパートアップロードを開始するには、アーカイブの保存先となるボールトの POST サブリソースの 
URI に HTTP multipart-uploads リクエストを送信します。リクエストにはパートサイズを含める必
要があります。また、オプションでアーカイブの説明を含めることができます。

構文

POST /AccountId/vaults/VaultName/multipart-uploads  
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
x-amz-archive-description: ArchiveDescription
x-amz-part-size: PartSize

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 
ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。

リクエストパラメータ
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー
この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーに加えて、次のリクエストヘッダーを使用しま
す。共通のリクエストヘッダーの詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照して
ください。

名前 説明 必須

x-amz-part-size 最後を除く各パートのサイズ (バイト単位)。最後
のパートはこのパートサイズより小さくなる場合
があります。

型: 文字列

デフォルト: なし

制約:パーツサイズには、メガバイト (1024 KiB) 
に 2 の累乗が必要です。たとえば、1048576 
(1 MiB)、2097152 (2 MiB)、4194304 (4 

はい
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名前 説明 必須
MiB)、8388608 (8 MiB) などです。許容される
最小パーツサイズは 1 MiB で、最大値は 4 GiB 
(4096 MiB) です。

x-amz-archive-description パート単位でアップロードするアーカイブの説
明。わかりやすい説明や、割り当てる何らかの一
意の識別子を自分で選択して指定できます。ボー
ルトインベントリを取得した場合 (「ジョブの開
始 (ジョブの POST) (p. 326)」を参照)、レスポ
ンスに返されるアーカイブごとにこの説明がイン
ベントリに含まれます。アーカイブの説明の先頭
の空白は削除されます。

型: 文字列

デフォルト: なし

制約事項: 説明は 1024 バイト以下である必要が
あります。使用可能な文字は、制御コードを除く 
7 ビット ASCII コードです。具体的には、32～
126 (10 進) または 0x20～0x7E (16 進) の ASCII 
値です。

いいえ

リクエスト本文

この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
レスポンスでは、S3 Glacier により、ID によって識別されたマルチパートアップロードリソースが作成さ
れ、マルチパートアップロード ID の相対 URI パスが返されます。

構文

HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Location: Location
x-amz-multipart-upload-id: multiPartUploadId

レスポンスヘッダー

成功したレスポンスには、すべての操作に共通のレスポンスヘッダーに加えて、次のレスポンスヘッダー
が含まれます。共通のレスポンスヘッダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を
参照してください。

名前 説明

Location S3 Glacier によって作成されたマルチパートアップロード ID の相対 URI パス。こ
の URI パス を使用して、パートをアップロードするリクエストの範囲を指定し、
マルチパートアップロードを完了します。

型: 文字列
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名前 説明

x-amz-
multipart-
upload-id

マルチパートアップロードの ID。この値も Location ヘッダーの一部として含ま
れます。

型: 文字列

レスポンス本文

このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

エラー

Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
リクエストの例

次の例では、POST というボールトの multipart-uploads サブリソースの URI に HTTP
examplevault リクエストを送信して、マルチパートアップロードを開始します。リクエストには、4 
MiB（4194304 バイト）のパートサイズを指定するヘッダーと、オプションのアーカイブの説明が含まれ
ます。

POST /-/vaults/examplevault/multipart-uploads  
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-archive-description: MyArchive-101
x-amz-part-size: 4194304
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

レスポンスの例

S3 Glacier により、マルチパートアップロードリソースが作成され、ボールトの multipart-uploads
サブリソースにそのリソースが追加されます。Location レスポンスヘッダーには、マルチパートアップ
ロード ID の相対 URI パスが含まれています。

HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Location: /111122223333/vaults/examplevault/multipart-uploads/
OW2fM5iVylEpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHaPjUJddQ5OxSHVXjYtrN47NBZ-
khxOjyEXAMPLE
x-amz-multipart-upload-id: 
 OW2fM5iVylEpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHaPjUJddQ5OxSHVXjYtrN47NBZ-
khxOjyEXAMPLE

個々のパートのアップロードについては、「パートのアップロード (PUT uploadID) (p. 308)」を参照し
てください。

関連するセクション
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• パートのアップロード (PUT uploadID) (p. 308)
• マルチパートアップロードの完了 (POST uploadID) (p. 291)
• マルチパートアップロードの中止 (DELETE uploadID) (p. 289)
• マルチパートアップロードのリスト (GET multipart-uploads) (p. 303)
• パートのリスト (GET uploadID) (p. 298)
• アーカイブの削除 (DELETE archive) (p. 283)
• パート単位での大きなアーカイブのアップロード (マルチパートアップロード) (p. 83)
• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)

パートのリスト (GET uploadID)
説明
このマルチパートアップロードオペレーションは、アップロード ID によって識別される特定のマルチ
パートアップロードでアップロードしたアーカイブのパートをリスト表示します。マルチパートアップ
ロードの詳細については、「パート単位での大きなアーカイブのアップロード (マルチパートアップロー
ド) (p. 83)」を参照してください。

このリクエストは、マルチパートアップロードの完了前であれば、マルチパートアップロードの進行中に
いつでも実行できます。S3 Glacier は、各パートのアップロードで指定した範囲でソートされたパート表
を返します。マルチパートアップロードの完了後にパートのリストのリクエストを送信すると、Amazon 
S3 Glacier (S3 Glacier) はエラーを返します。

パートのリストオペレーションはページ分割をサポートしています。レスポンス本文の Marker フィール
ドに、リストの続きを表示するためのマーカーが含まれているかどうかを常に確認する必要があります。
項目がそれ以上存在しない場合、marker フィールドは null です。marker が null でない場合にパート
の次のセットを取得するには、marker リクエストパラメータのマーカー値を S3 Glacier として、新た
にパートのリストのリクエストを送信します。前のパートのリストのリクエストに応じた結果が得られま
す。

リクエストで limit パラメータを指定して、レスポンスで返されるパート数を制限することもできます。

リクエスト
構文

マルチパートアップロード進行中のパートをリストするには、マルチパートアップロード ID リソースの 
URI に GET リクエストを送信します。マルチパートアップロードを開始すると、マルチパートアップロー
ド ID が返されます (マルチパートアップロードの開始 (POST multipart-uploads) (p. 294))。オプション
で marker パラメータと limit パラメータを指定できます。

GET /AccountId/vaults/VaultName/multipart-uploads/uploadID HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 
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ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。

リクエストパラメータ

名前 説明 必須

limit 返されるパートの最大数。デフォルトの上限は 50 です。返される
パートの数は、指定した上限を下回ることはあっても、上限を上回
ることはありません。

型: 文字列

制約: 最小の整数値は 1 です。最大の整数値は 50 です。

いいえ

marker パートのリスト表示を開始するパートをmarker指定する、ページ
分割に使用される不透明な文字列。先行するパートのリストに対す
るレスポンスから、marker 値を取得します。以前にパートのリス
トのリクエストで開始された結果のページ分割を継続する場合にの
み、marker を指定する必要があります。

型: 文字列

制約: なし

いいえ

リクエストヘッダー

この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

リクエスト本文

この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
構文

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: Length

{ 
    "ArchiveDescription" : String, 
    "CreationDate" : String, 
    "Marker": String, 
    "MultipartUploadId" : String, 
    "PartSizeInBytes" : Number, 
    "Parts" :  
    [ { 
      "RangeInBytes" : String, 
      "SHA256TreeHash" : String
      }, 
      ... 
     ], 
    "VaultARN" : String
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} 

レスポンスヘッダー

この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文

レスポンス本文には次の JSON フィールドが含まれています。

ArchiveDescription

マルチパートアップロードの開始リクエストに指定されたアーカイブの説明。マルチパートアップ
ロードの開始オペレーションでアーカイブの説明が指定されていなければ、このフィールドは null
です。

タイプ: 文字列
CreationDate

マルチパートアップロードが開始された UTC 時間。

型: 文字列 たとえば、ISO 8601 の日付形式の文字列表現。2013-03-20T17:03:43.221Z。
Marker

結果のページ分割をどこから継続するかを表す不透明な文字列。リストに含まれるジョブをさらに取
得するには、パートのリストの新規リクエストで marker を使用します。これ以上のパートが存在し
ない場合は、この値は null です。

タイプ: 文字列
MultipartUploadId

パートに関連しているアップロードの ID。

タイプ: 文字列
PartSizeInBytes

パートのサイズ (バイト単位)。これはマルチパートアップロードの開始リクエストで指定したものと
同じ値です。

タイプ: 数値
Parts

マルチパートアップロードのパートサイズのリスト。配列内の各オブジェクトは、RangeBytes と
sha256-tree-hash の名前と値のペアを含みます。

型: 配列
RangeInBytes

範囲の上限を含む、パートのバイト範囲。

タイプ: 文字列
SHA256TreeHash

対象のパートについて S3 Glacier が計算した SHA256 木構造ハッシュ値。このフィールドが null に
なることはありません。

タイプ: 文字列
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VaultARN

マルチパートアップロードが開始されたボールトの Amazon リソースネーム（ARN）。

タイプ: 文字列

エラー

Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
例: マルチパートアップロードのパートのリスト

以下の例は、アップロードのすべてのパートをリストします。この例では、進行中のマルチパートアップ
ロードに対する特定のマルチパートアップロード ID の URI に HTTP GET リクエストを送信し、その結
果、最大 1,000 パートが返されます。

リクエストの例

GET /-/vaults/examplevault/multipart-uploads/
OW2fM5iVylEpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHaPjUJddQ5OxSHVXjYtrN47NBZ-
khxOjyEXAMPLE HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

レスポンスの例

レスポンスでは、S3 Glacier が指定のマルチパートアップロード ID に関連するアップロード済みパートの
リストを返します。この例では、パートは 2 つのみです。返される Marker フィールドは null であり、
マルチパートアップロードにはこれ以上のパートがないことを示します。

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 412 
       
{ 
    "ArchiveDescription" : "archive description", 
    "CreationDate" : "2012-03-20T17:03:43.221Z", 
    "Marker": null, 
    "MultipartUploadId" : 
 "OW2fM5iVylEpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHaPjUJddQ5OxSHVXjYtrN47NBZ-
khxOjyEXAMPLE", 
    "PartSizeInBytes" : 4194304, 
    "Parts" :  
    [ { 
      "RangeInBytes" : "0-4194303", 
      "SHA256TreeHash" : "01d34dabf7be316472c93b1ef80721f5d4" 
      }, 
      { 
      "RangeInBytes" : "4194304-8388607", 
      "SHA256TreeHash" : "0195875365afda349fc21c84c099987164" 
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      }], 
    "VaultARN" : "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/demo1-vault"
} 

例: マルチパートアップロードのパートのリスト (マーカーとリクエスト制限のパ
ラメータを指定)
以下の例は、ページ分割を使用して結果の取得数を制限する方法を示しています。この例では、進行中
のマルチパートアップロードに対する特定のマルチパートアップロード ID の URI に HTTP GET リクエ
ストを送信し、その結果、1 パートが返されます。開始 marker パラメータは、パートリストを開始する
パーツを指定します。パートリストに対する以前のリクエストで得られたレスポンスから、marker 値を
取得できます。さらにこの例では、limit パラメータが 1 に設定されるため、1 つのパートが返されま
す。Marker フィールドが null ではないことに注目してください。取得できるパートが少なくともあと 
1 つはあることを示しています。

リクエストの例

GET /-/vaults/examplevault/multipart-uploads/
OW2fM5iVylEpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHaPjUJddQ5OxSHVXjYtrN47NBZ-
khxOjyEXAMPLE?marker=1001&limit=1 HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

レスポンスの例

レスポンスでは、S3 Glacier が指定された進行中のマルチパートアップロード ID に関連するアップロード
済みパートのリストを返します。

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: text/json
Content-Length: 412 
       
{ 
    "ArchiveDescription" : "archive description 1", 
    "CreationDate" : "2012-03-20T17:03:43.221Z", 
    "Marker": "MfgsKHVjbQ6EldVl72bn3_n5h2TaGZQUO-Qb3B9j3TITf7WajQ", 
    "MultipartUploadId" : 
 "OW2fM5iVylEpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHaPjUJddQ5OxSHVXjYtrN47NBZ-
khxOjyEXAMPLE", 
    "PartSizeInBytes" : 4194304, 
    "Parts" :  
    [ { 
      "RangeInBytes" : "4194304-8388607", 
      "SHA256TreeHash" : "01d34dabf7be316472c93b1ef80721f5d4" 
      }], 
    "VaultARN" : "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/demo1-vault"
} 

関連するセクション

• マルチパートアップロードの開始 (POST multipart-uploads) (p. 294)
• パートのアップロード (PUT uploadID) (p. 308)
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• マルチパートアップロードの完了 (POST uploadID) (p. 291)
• マルチパートアップロードの中止 (DELETE uploadID) (p. 289)
• マルチパートアップロードのリスト (GET multipart-uploads) (p. 303)
• パート単位での大きなアーカイブのアップロード (マルチパートアップロード) (p. 83)
• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)

マルチパートアップロードのリスト (GET multipart-
uploads)
説明
このマルチパートアップロードオペレーションでは、指定されたボールトの進行中のマルチパートアップ
ロードのリストを表示します。進行中のマルチパートアップロードとは、マルチパートアップロードの開
始 (POST multipart-uploads) (p. 294) リクエストによって開始されているものの、まだ完了または中止さ
れていないマルチパートアップロードです。マルチパートアップロードのリストのレスポンスで返される
リストの順序は保証されていません。

マルチパートアップロードのリストオペレーションでは、ページ分割をサポートしています。このオペ
レーションによってレスポンスに返されるマルチパートアップロードは、デフォルトで最大 50 個です。
レスポンス本文の marker フィールドに、リストの続きを表示するためのマーカーが含まれているかどう
かを常に確認する必要があります。項目がそれ以上存在しない場合、 marker フィールドは null です。

marker が null でない場合に、マルチパートアップロードの次のセットを取得するには、前のマルチパー
トアップロードのリストのリクエストの結果として返されたマーカー値 Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) 
を リクエストパラメータに設定した別のマルチパートアップロードのリストのリクエストを送信します。

このオペレーションと パートのリスト (GET uploadID) (p. 298) オペレーションの違いに注意してくだ
さい。マルチパートアップロードのリストオペレーションでは、ボールトのすべてのマルチパートアップ
ロードのリストを表示します。パートのリストオペレーションでは、アップロード ID によって識別される
特定のマルチパートアップロードのパートが返されます。

マルチパートアップロードの詳細については、「パート単位での大きなアーカイブのアップロード (マル
チパートアップロード) (p. 83)」を参照してください。

リクエスト
構文

マルチパートアップロードのリストを表示するには、ボールトの GET サブリソースの URI に
multipart-uploads リクエストを送信します。オプションで marker パラメータと limit パラメータ
を指定できます。

GET /AccountId/vaults/VaultName/multipart-uploads HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 

API バージョン 2012-06-01
303



Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
マルチパートアップロードのリスト

ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。

リクエストパラメータ

名前 説明 必須

limit レスポンス本文に返されるアップロードの最大数を指定します。指
定しない場合、アップロードのリストオペレーションでは、最大で 
50 個のアップロードが返されます。

型: 文字列

制約: 最小の整数値は 1 です。最大の整数値は 50 です。

いいえ

marker ページ分割に使用する不透明な文字列。marker には、アップロー
ドのリストを開始するアップロードを指定します。marker 値は、
前回のアップロードのリストのレスポンスから取得します。前回の
アップロードのリストのリクエストで開始された結果のページ分割
を継続する場合のみ、marker を指定する必要があります。

型: 文字列

制約: なし

いいえ

リクエストヘッダー

この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

リクエスト本文

この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
構文

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: Length

{ 
  "Marker": String, 
  "UploadsList" : [  
    { 
      "ArchiveDescription": String, 
      "CreationDate": String, 
      "MultipartUploadId": String, 
      "PartSizeInBytes": Number, 
      "VaultARN": String
    },  
   ... 
  ]
} 
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レスポンスヘッダー

この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文

レスポンス本文には次の JSON フィールドが含まれています。

ArchiveDescription

マルチパートアップロードの開始リクエストに指定されたアーカイブの説明。マルチパートアップ
ロードの開始オペレーションでアーカイブの説明が指定されていなければ、このフィールドは null
です。

タイプ: 文字列
CreationDate

マルチパートアップロードが開始された UTC 時間。

型: 文字列 たとえば、ISO 8601 の日付形式の文字列表現。2013-03-20T17:03:43.221Z。
Marker

結果のページ分割をどこから継続するかを表す不透明な文字列。リストに含まれるアップロードをさ
らに取得するには、マルチパートアップロードのリストの新規リクエストで marker を使用します。
アップロードがそれ以上存在しない場合、この値は null です。

タイプ: 文字列
PartSizeInBytes

マルチパートアップロードの開始 (POST multipart-uploads) (p. 294) リクエストで指定されたパート
サイズ。これは、アップロードのすべてのパートのサイズです。ただし、最後のパートは、このサイ
ズより小さくなる場合があります。

タイプ: 数値
MultipartUploadId

マルチパートアップロードの ID。

タイプ: 文字列
UploadsList

マルチパートアップロードのオブジェクトに関するメタデータのリス
ト。ArchiveDescription、CreationDate、MultipartUploadId、PartSizeInBytes、VaultARN
など、対応するアップロードの名前と値のペアのセットを含むリスト内の各項目。

型: 配列
VaultARN

アーカイブを含むボールトの Amazon リソースネーム（ARN）。

タイプ: 文字列

エラー

Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。
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例
例: すべてのマルチパートアップロードのリスト

次の例では、ボールトの進行中のすべてのマルチパートアップロードのリストを表示します。この例で
は、指定されたボールトの GET サブリソースの URI に対する HTTP multipart-uploads リクエストを
示しています。リクエストでは、marker および limit パラメータが指定されていないため、最大 1,000 
個の進行中のマルチパートアップロードが返されます。

リクエストの例

GET /-/vaults/examplevault/multipart-uploads HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

レスポンスの例

レスポンスでは、S3 Glacier により、指定されたボールトの進行中のすべてのマルチパートアップロード
のリストが返されます。marker フィールドは null です。これは、これ以上表示するアップロードがな
いことを示しています。

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 1054 
       
{ 
  "Marker": null,  
  "UploadsList": [  
    { 
      "ArchiveDescription": "archive 1", 
      "CreationDate": "2012-03-19T23:20:59.130Z", 
      "MultipartUploadId": 
 "xsQdFIRsfJr20CW2AbZBKpRZAFTZSJIMtL2hYf8mvp8dM0m4RUzlaqoEye6g3h3ecqB_zqwB7zLDMeSWhwo65re4C4Ev", 
      "PartSizeInBytes": 4194304, 
      "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault" 
    },  
    { 
      "ArchiveDescription": "archive 2", 
      "CreationDate": "2012-04-01T15:00:00.000Z", 
      "MultipartUploadId": "nPyGOnyFcx67qqX7E-0tSGiRi88hHMOwOxR-
_jNyM6RjVMFfV29lFqZ3rNsSaWBugg6OP92pRtufeHdQH7ClIpSF6uJc", 
      "PartSizeInBytes": 4194304, 
      "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault" 
    }, 
    { 
      "ArchiveDescription": "archive 3", 
      "CreationDate": "2012-03-20T17:03:43.221Z", 
      "MultipartUploadId": "qt-RBst_7yO8gVIonIBsAxr2t-db0pE4s8MNeGjKjGdNpuU-
cdSAcqG62guwV9r5jh5mLyFPzFEitTpNE7iQfHiu1XoV", 
      "PartSizeInBytes": 4194304, 
      "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault" 
    }  
  ]
}     
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例: マルチパートアップロードの部分的なリスト

以下の例は、ページ分割を使用して結果の取得数を制限する方法を示しています。この例では、指定され
たボールトの GET サブリソースの URI に対する HTTP multipart-uploads リクエストを示していま
す。この例では、limit パラメータが 1 に設定されています。そのため、リストに返されるアップロード
は 1 つのみで、marker パラメータには返されたリストが開始するマルチパートアップロード ID が示され
ます。

リクエストの例

GET /-/vaults/examplevault/multipart-uploads?
limit=1&marker=xsQdFIRsfJr20CW2AbZBKpRZAFTZSJIMtL2hYf8mvp8dM0m4RUzlaqoEye6g3h3ecqB_zqwB7zLDMeSWhwo65re4C4Ev 
 HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

レスポンスの例

レスポンスでは、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) により、指定されたボールトの進行中のマルチパート
アップロードのリストが 2 つまで返されます。指定されたマーカーから開始し、2 つの結果が返されま
す。

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 470

{ 
  "Marker": "qt-RBst_7yO8gVIonIBsAxr2t-db0pE4s8MNeGjKjGdNpuU-
cdSAcqG62guwV9r5jh5mLyFPzFEitTpNE7iQfHiu1XoV", 
  "UploadsList" : [  
    { 
      "ArchiveDescription": "archive 2", 
      "CreationDate": "2012-04-01T15:00:00.000Z", 
      "MultipartUploadId": "nPyGOnyFcx67qqX7E-0tSGiRi88hHMOwOxR-
_jNyM6RjVMFfV29lFqZ3rNsSaWBugg6OP92pRtufeHdQH7ClIpSF6uJc", 
      "PartSizeInBytes": 4194304, 
      "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault" 
    } 
  ]
}    

関連するセクション

• マルチパートアップロードの開始 (POST multipart-uploads) (p. 294)
• パートのアップロード (PUT uploadID) (p. 308)
• マルチパートアップロードの完了 (POST uploadID) (p. 291)
• マルチパートアップロードの中止 (DELETE uploadID) (p. 289)
• パートのリスト (GET uploadID) (p. 298)
• パート単位での大きなアーカイブのアップロード (マルチパートアップロード) (p. 83)
• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)
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パートのアップロード (PUT uploadID)
説明
このマルチパートアップロードオペレーションでは、アーカイブのパートをアップロードします。パート
のアップロードのリクエストでは、アセンブル済みのアーカイブの中からこのパートでアップロードする
バイト範囲を指定することになるため、任意の順序でアーカイブのパートをアップロードできます。この
ほか、複数のパートを並行してアップロードすることもできます。マルチパートアップロードでは、最大 
10,000 パートをアップロードできます。

マルチパートアップロードの詳細については、「パート単位での大きなアーカイブのアップロード (マル
チパートアップロード) (p. 83)」を参照してください。

Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) では、以下の条件のいずれかが true のときは、パートのアップロードの
リクエストが拒否されます。

• SHA256 木構造ハッシュが一致しない- 送信中にパートデータが破損していないことを確認するため、
パートの SHA256 木構造ハッシュを計算し、リクエストに含める必要があります。パートデータを受
け取った時点で、S3 Glacier でも SHA256 木構造ハッシュを計算します。この 2 つのハッシュ値が一
致しない場合、オペレーションは失敗となります。SHA256 木構造ハッシュの計算の詳細については、
「チェックサムの計算 (p. 225)」を参照してください。

• SHA256 の線形ハッシュが一致しない-認可のため、アップロードされるペイロード全体の SHA256 線
形ハッシュを計算し、リクエストに含める必要があります。SHA256 線形ハッシュの計算については、
「チェックサムの計算 (p. 225)」を参照してください。

• パートのサイズが一致しない-(最後のパートを除く) 各パートのサイズは、対応する マルチパートアップ
ロードの開始 (POST multipart-uploads) (p. 294) リクエストで指定されているサイズに一致している必
要があります。最後のパートのサイズは、指定されたサイズ以下になっていることが必要です。

Note

マルチパートアップロードの開始リクエストで指定したサイズよりも小さなサイズのパートを
アップロードし、そのパートが最後のパートでない場合でも、パートのアップロードのリクエ
ストは成功します。ただし、次のマルチパートアップロードの完了リクエストは失敗します。

• 範囲が一致しない-リクエストのバイト範囲の値が、対応する開始リクエストで指定されているパートサ
イズと一致しない場合です。たとえば、パートサイズを 4194304 バイト (4 MB) に指定した場合であれ
ば、0-4194303 バイト (4 MB-1) および 4194304 (4 MB) -8388607 (8 MB-1) が有効なパート範囲になり
ます。これに対して、範囲の値を 2 MB～6 MB に設定した場合には、範囲がパートのサイズに一致しな
いため、アップロードが失敗します。

このオペレーションはべき等です。同じパートを複数回アップロードすると、最新のリクエストに含まれ
るデータによって、既にアップロードされたデータが上書きされます。

リクエスト
PUTリクエストは、マルチパートアップロードの開始リクエストによって返されるアップロード ID の URI 
に送信されます。S3 Glacier では、アップロード ID を使用してパートアップロードを特定のマルチパー
トアップロードに関連付けます。リクエストには、パートデータの SHA256 木構造ハッシュ (x-amz-
SHA256-tree-hash ヘッダー)、ペイロード全体の SHA256 線形ハッシュ (x-amz-content-sha256
ヘッダー)、バイト範囲 (Content-Range ヘッダー)、およびパートの長さのバイト数 (Content-Length
ヘッダー) を含める必要があります。

構文

PUT /AccountId/vaults/VaultName/multipart-uploads/uploadID HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
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Date: Date
Authorization: SignatureValue
Content-Range: ContentRange
Content-Length: PayloadSize
Content-Type: application/octet-stream
x-amz-sha256-tree-hash: Checksum of the part
x-amz-content-sha256: Checksum of the entire payload   
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 
ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。

リクエストパラメータ
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー
この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーに加えて、次のリクエストヘッダーを使用しま
す。共通のリクエストヘッダーの詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照して
ください。

名前 説明 必須

Content-Length パートの長さをバイト単位で特定します。

型: 文字列

デフォルト: なし

制約: なし

いいえ

Content-Range このパートでアップロードされるアセンブル済みアー
カイブのバイト範囲を識別します。S3 Glacier では、
この情報を使用してアーカイブを適切な順序でアセ
ンブルします。このヘッダーの形式は、RFC 2616 に
準拠しています。ヘッダーはたとえば、Content-
Range:bytes 0-4194303/* のようになります。

型: 文字列

デフォルト: なし

制約事項: この範囲は、マルチパートアップロードを開
始するときに指定したパートサイズよりも大きくする
ことはできません。

はい

x-amz-content-
sha256

アップロードされるペイロードの SHA256 チェックサ
ム (線形ハッシュ)。この値は、x-amz-sha256-tree-
hash ヘッダーで指定する値とは異なります。

型: 文字列

デフォルト: なし

制約: なし

はい
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名前 説明 必須

x-amz-sha256-
tree-hash

アップロードするデータの SHA256 木構造ハッシュを
指定します。SHA256 木構造ハッシュの計算の詳細に
ついては、「チェックサムの計算 (p. 225)」を参照し
てください。

型: 文字列

デフォルト: なし

制約: なし

はい

リクエスト本文
リクエストボディには、アップロードするデータを含めます。

レスポンス
S3 Glacier は、パートのアップロードが正常に終了すると、204 No Content レスポンスを返します。

構文

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
x-amz-sha256-tree-hash: ChecksumComputedByAmazonGlacier 

レスポンスヘッダー
成功したレスポンスには、すべての操作に共通のレスポンスヘッダーに加えて、次のレスポンスヘッダー
が含まれます。共通のレスポンスヘッダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を
参照してください。

名前 説明

x-amz-sha256-
tree-hash

アップロードされたパートについて S3 Glacier が計算した SHA256 木構造
ハッシュ。

型: 文字列

レスポンス本文
このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

例
以下に示すリクエストでは、4 MB のパートをアップロードします。このリクエストでは、このパートを
アーカイブの最初のパートにするようにバイト範囲を設定しています。

リクエストの例

この例では、4 MB のパートをアップロードする HTTP PUT リクエストを送信します。リクエストは、
マルチパートアップロードの開始リクエストによって返されるアップロード ID の URI に送信されま
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す。Content-Range ヘッダーでは、このパートがアーカイブの最初の 4 MB のデータに相当するもので
あることを指定しています。

PUT /-/vaults/examplevault/multipart-uploads/
OW2fM5iVylEpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHaPjUJddQ5OxSHVXjYtrN47NBZ-
khxOjyEXAMPLE HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Range:bytes 0-4194303/*
x-amz-sha256-tree-hash:c06f7cd4baacb087002a99a5f48bf953
x-amz-content-sha256:726e392cb4d09924dbad1cc0ba3b00c3643d03d14cb4b823e2f041cff612a628
Content-Length: 4194304
Authorization: Authorization=AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
glacier-version,Signature=16b9a9e220a37e32f2e7be196b4ebb87120ca7974038210199ac5982e792cace

次のパートをアップロードする手順も、これと同じです。ただし、アップロードするパートの新しい 
SHA256 木構造ハッシュを計算するとともに、新しいバイト範囲を指定し、そのパートが最後のアセンブ
リで置かれる場所を示す必要があります。次のリクエストは、同じアップロード ID を使用して別のパート
をアップロードするものです。このリクエストでは、アーカイブのうち、前回のリクエスト以降の 4 MB 
分の範囲と、4 MB というパートサイズを指定しています。

PUT /-/vaults/examplevault/multipart-uploads/
OW2fM5iVylEpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHaPjUJddQ5OxSHVXjYtrN47NBZ-
khxOjyEXAMPLE HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Range:bytes 4194304-8388607/*
Content-Length: 4194304
x-amz-sha256-tree-hash:f10e02544d651e2c3ce90a4307427493
x-amz-content-sha256:726e392cb4d09924dbad1cc0ba3b00c3643d03d14cb4b823e2f041cff612a628
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: Authorization=AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20120525/
us-west-2/glacier/aws4_request, SignedHeaders=host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-
glacier-version, Signature=16b9a9e220a37e32f2e7be196b4ebb87120ca7974038210199ac5982e792cace

パートは、任意の順序でアップロードできます。S3 Glacier では、各パートの範囲として指定された値を
使用して、アセンブルする順序を決定します。

レスポンスの例

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
x-amz-sha256-tree-hash: c06f7cd4baacb087002a99a5f48bf953
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT

関連するセクション

• マルチパートアップロードの開始 (POST multipart-uploads) (p. 294)
• パートのアップロード (PUT uploadID) (p. 308)
• マルチパートアップロードの完了 (POST uploadID) (p. 291)
• マルチパートアップロードの中止 (DELETE uploadID) (p. 289)
• マルチパートアップロードのリスト (GET multipart-uploads) (p. 303)
• パートのリスト (GET uploadID) (p. 298)
• パート単位での大きなアーカイブのアップロード (マルチパートアップロード) (p. 83)
• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)
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ジョブのオペレーション
以下は、S3 Glacier で使用できるジョブオペレーションです。

トピック
• ジョブの説明 (GET JobID) (p. 312)
• ジョブの出力の取得 (GET output) (p. 319)
• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)
• ジョブのリスト表示 (GET jobs) (p. 333)

ジョブの説明 (GET JobID)
説明
このオペレーションでは、以前に開始したジョブに関する情報 (ジョブの開始日、ジョブを開始したユー
ザー、ジョブのステータスコード、ジョブのステータスメッセージ)、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) が
ジョブの完了後に通知する Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックなどが返されま
す。ジョブの開始の詳細については、「ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)」を参照してください。

Note

このオペレーションにより、ジョブのステータスを確認することができます。ただし、S3 Glacier 
がジョブの完了後に Amazon SNS トピックに通知できるように、トピックを設定してジョブの開
始リクエストでそのトピックを指定することを強くお勧めします。

ジョブ ID は、S3 Glacier がジョブを完了してから少なくとも 24 時間は有効です。

リクエスト
構文
ジョブに関する情報を取得するには、HTTP GET メソッドを使用し、特定のジョブをリクエストの範囲と
して指定します。相対 URI パスは、ジョブを開始したときに S3 Glacier によって返されたパスと同じであ
ることに注意してください。

GET /AccountID/vaults/VaultName/jobs/JobID HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: date
Authorization: signatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 
ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。

Note

リクエストで JobID を指定しなかった場合、レスポンスでは、指定したボールトのすべてのアク
ティブなジョブのリストが返されます。ジョブのリストの詳細については、「ジョブのリスト表
示 (GET jobs) (p. 333)」を参照してください。
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リクエストパラメータ

このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー

この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文

この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
構文

HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: Length

{ 
    "Action": "string", 
    "ArchiveId": "string", 
    "ArchiveSHA256TreeHash": "string", 
    "ArchiveSizeInBytes": number, 
    "Completed": boolean, 
    "CompletionDate": "string", 
    "CreationDate": "string", 
    "InventoryRetrievalParameters": { 
        "EndDate": "string", 
        "Format": "string", 
        "Limit": "string", 
        "Marker": "string", 
        "StartDate": "string" 
    }, 
    "InventorySizeInBytes": number, 
    "JobDescription": "string", 
    "JobId": "string", 
    "JobOutputPath": "string", 
    "OutputLocation": { 
        "S3": { 
            "AccessControlList": [ 
                { 
                    "Grantee": { 
                        "DisplayName": "string", 
                        "EmailAddress": "string", 
                        "ID": "string", 
                        "Type": "string", 
                        "URI": "string" 
                    }, 
                    "Permission": "string" 
                } 
            ], 
            "BucketName": "string", 
            "CannedACL": "string", 
            "Encryption": { 
                "EncryptionType": "string", 
                "KMSContext": "string", 
                "KMSKeyId": "string" 
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            }, 
            "Prefix": "string", 
            "StorageClass": "string", 
            "Tagging": { 
                "string": "string" 
            }, 
            "UserMetadata": { 
                "string": "string" 
            } 
        } 
    }, 
    "RetrievalByteRange": "string", 
    "SelectParameters": { 
        "Expression": "string", 
        "ExpressionType": "string", 
        "InputSerialization": { 
            "csv": { 
                "Comments": "string", 
                "FieldDelimiter": "string", 
                "FileHeaderInfo": "string", 
                "QuoteCharacter": "string", 
                "QuoteEscapeCharacter": "string", 
                "RecordDelimiter": "string" 
            } 
        }, 
        "OutputSerialization": { 
            "csv": { 
                "FieldDelimiter": "string", 
                "QuoteCharacter": "string", 
                "QuoteEscapeCharacter": "string", 
                "QuoteFields": "string", 
                "RecordDelimiter": "string" 
            } 
        } 
    }, 
    "SHA256TreeHash": "string", 
    "SNSTopic": "string", 
    "StatusCode": "string", 
    "StatusMessage": "string", 
    "Tier": "string", 
    "VaultARN": "string"
}

レスポンスヘッダー
この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文
レスポンス本文には次の JSON フィールドが含まれています。

[Action] (アクション)

ジョブのタイプ。ArchiveRetrieval、InventoryRetrieval、または Select です。

タイプ: 文字列
ArchiveId

選択ジョブまたはアーカイブの取得ジョブにリクエストされたアーカイブ ID。それ以外の場合、この
フィールドは null です。

タイプ: 文字列
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SHA256アーカイブTreeHash

アーカイブの取得ジョブを行うアーカイブ全体の SHA256 木構造ハッシュ。インベントリの取得ジョ
ブの場合、このフィールドは null です。

タイプ: 文字列
ArchiveSizeInBytes

ArchiveRetrieval ジョブの場合、これはダウンロードに必要なアーカイブのサイズ (バイト単位) 
です。InventoryRetrieval ジョブの場合、この値は null です。

タイプ: 数値
Completed

ジョブのステータス。アーカイブの取得ジョブまたはインベントリの取得ジョブが完了したら、ジョ
ブの出力の取得 (GET output) (p. 319) を使用してジョブの出力を取得します。

型: ブール
CompletionDate

ジョブリクエストが完了した協定世界時 (UTC) 時間。ジョブが進行中の場合、値は null です。

タイプ: 文字列
CreationDate

ジョブが作成された UTC 時間。

タイプ: ISO 8601 の日付形式の文字列表現。たとえば2013-03-20T17:03:43.221Z。
InventoryRetrievalParameters

インベントリの取得の範囲に使用される入力パラメータ。

タイプ: InventoryRetrievalJobInput (p. 347) オブジェクト
InventorySizeInBytes

InventoryRetrieval ジョブの場合、これはダウンロードに必要なインベントリのサイズ (バイト
単位) です。ArchiveRetrieval または Select ジョブの場合、値は null です。

タイプ: 数値
JobDescription

ジョブを開始したときに指定したジョブの説明。

タイプ: 文字列
JobId

でジョブを識別する ID。

タイプ: 文字列
JobOutputPath

ジョブの出力場所が含まれます。

タイプ: 文字列
OutputLocation

選択ジョブの結果とエラーが保存されている場所についての情報を含むオブジェクト。

タイプ: OutputLocation (p. 350) オブジェクト
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RetrievalByteRange

アーカイブ取得ジョブの取得バイト範囲は「StartByteValue-」EndByteValueの形式です。アー
カイブの取得で範囲を指定しない場合、アーカイブ全体が取得されます。StartByteValueこの値も 0 
で、アーカイブのサイズから 1 EndByteValueを引いた値になります。インベントリの取得ジョブまた
は選択ジョブの場合、このフィールドは null です。

タイプ: 文字列
SelectParameters

選択に使用されるパラメータに関する情報を含むオブジェクト。

タイプ: SelectParameters (p. 352) オブジェクト
SHA256TreeHash

アーカイブのリクエストされた範囲の SHA256 木構造ハッシュ値。アーカイブのジョブの開始 (ジョ
ブの POST) (p. 326)リクエストで木構造ハッシュ可能な範囲を指定した場合、このフィールドに値
が返されます。アーカイブの範囲取得で木構造ハッシュを可能にするための調整の詳細については、
「データをダウンロードするときのチェックサムの受信 (p. 233)」を参照してください。

アーカイブ全体を取得する特別な場合は、この値は ArchiveSHA256TreeHash の値と同じです。

次の場合、このフィールドは null です。
• 木構造ハッシュ可能ではない範囲を指定したアーカイブの取得ジョブ。
• アーカイブ全体を範囲に指定したアーカイブのジョブで、ジョブのステータスが InProgress の場

合。
• インベントリジョブ。
• 選択ジョブ。

タイプ: 文字列
SNSTopic

通知を受け取る Amazon SNS トピック。

タイプ: 文字列
StatusCode

ジョブのステータスを示すコード。

有効な値: InProgress | Succeeded | Failed

タイプ: 文字列
StatusMessage

ジョブのステータスを説明するわかりやすいメッセージ。

タイプ: 文字列
階層

選択またはアーカイブの取得に使用するデータアクセス層。

有効な値: Bulk | Expedited | Standard

タイプ: 文字列
VaultARN

ジョブがサブリソースとなるボールトの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
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エラー
Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
以下の例は、アーカイブの取得ジョブのリクエストを示しています。

リクエストの例: ジョブの説明を取得する

GET /-/vaults/examplevault/jobs/HkF9p6o7yjhFx-
K3CGl6fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

レスポンスの例
レスポンス本文には指定したジョブを説明する JSON が含まれます。インベントリの取得ジョブおよび
アーカイブの取得ジョブの場合、JSON フィールドはどちらも同じであることに注意してください。ただ
し、ジョブのタイプに適用されないフィールドの値は null です。以下は、アーカイブの取得ジョブに対
するレスポンスの例です。次の点に注意してください。

• Action フィールドの値は ArchiveRetrieval です。
• ArchiveSizeInBytes フィールドは、アーカイブの取得ジョブでリクエストされたアーカイブのサイ

ズを示しています。
• ArchiveSHA256TreeHash フィールドは、アーカイブ全体の SHA256 木構造ハッシュを示していま

す。
• RetrievalByteRange フィールドは、ジョブの開始リクエストでリクエストされた範囲を示していま

す。この例では、アーカイブ全体をリクエストしています。
• SHA256TreeHash フィールドは、ジョブの開始リクエストでリクエストされた範囲の SHA256 木構造

ハッシュを示しています。この例では、ArchiveSHA256TreeHash フィールドと同じ値になっていま
す。これは、アーカイブ全体がリクエストされたことを意味します。

• InventorySizeInBytes フィールド値は null です。このフィールドは、アーカイブの取得ジョブに
は適用されないためです。

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 419
{ 
  "Action": "ArchiveRetrieval", 
  "ArchiveId": "NkbByEejwEggmBz2fTHgJrg0XBoDfjP4q6iu87-
TjhqG6eGoOY9Z8i1_AUyUsuhPAdTqLHy8pTl5nfCFJmDl2yEZONi5L26Omw12vcs01MNGntHEQL8MBfGlqrEXAMPLEArchiveId", 
  "ArchiveSizeInBytes": 16777216, 
  "ArchiveSHA256TreeHash": 
 "beb0fe31a1c7ca8c6c04d574ea906e3f97b31fdca7571defb5b44dca89b5af60", 
  "Completed": false, 
  "CompletionDate": null, 
  "CreationDate": "2012-05-15T17:21:39.339Z", 
  "InventorySizeInBytes": null, 
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  "JobDescription": "My ArchiveRetrieval Job", 
  "JobId": "HkF9p6o7yjhFx-
K3CGl6fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID", 
  "RetrievalByteRange": "0-16777215", 
  "SHA256TreeHash": "beb0fe31a1c7ca8c6c04d574ea906e3f97b31fdca7571defb5b44dca89b5af60", 
  "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:012345678901:mytopic", 
  "StatusCode": "InProgress", 
  "StatusMessage": "Operation in progress.", 
  "Tier": "Bulk", 
  "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault"
} 

以下は、インベントリの取得ジョブに対するレスポンスの例です。次の点に注意してください。

• Action フィールドの値は InventoryRetrieval です。
• ArchiveSizeInBytes フィールド、ArchiveSHA256TreeHash フィールド、および
RetrievalByteRange フィールドの値は null です。これらのフィールドはインベントリの取得ジョブ
に適用されないためです。

• InventorySizeInBytes フィールドの値は null です。ジョブが進行中であり、インベントリをダウ
ンロードする準備が完了していないためです。ジョブの説明リクエストの前にジョブが完了していた場
合、このフィールドには出力のサイズが示されることになります。

{ 
   "Action": "InventoryRetrieval", 
   "ArchiveId": null, 
   "ArchiveSizeInBytes": null, 
   "ArchiveSHA256TreeHash": null, 
   "Completed": false, 
   "CompletionDate": null, 
   "CreationDate": "2012-05-15T23:18:13.224Z", 
   "InventorySizeInBytes": null, 
   "JobDescription": "Inventory Description", 
   "JobId": "HkF9p6o7yjhFx-
K3CGl6fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID", 
   "RetrievalByteRange": null, 
   "SHA256TreeHash": null, 
   "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:012345678901:mytopic", 
   "StatusCode": "InProgress", 
   "StatusMessage": "Operation in progress.", 
   "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault"
}

以下は、完了したインベントリ取得ジョブのレスポンスの例です。ボールトインベントリの取得のページ
分割を継続する場合に使用するマーカーが含まれています。

{  
    "Action": "InventoryRetrieval",  
    "ArchiveId": null,  
    "ArchiveSHA256TreeHash": null,  
    "ArchiveSizeInBytes": null,  
    "Completed": true,  
    "CompletionDate": "2013-12-05T21:51:13.591Z",  
    "CreationDate": "2013-12-05T21:51:12.281Z",  
    "InventorySizeInBytes": 777062,  
    "JobDescription": null,  
    "JobId": "sCC2RZNBF2nildYD_roe0J9bHRdPQUbDRkmTdg-mXi2u3lc49uW6TcEhDF2D9pB2phx-
BN30JaBru7PMyOlfXHdStzu8",  
    "NextInventoryRetrievalMarker": null,  
    "RetrievalByteRange": null,  
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    "SHA256TreeHash": null,  
    "SNSTopic": null,  
    "StatusCode": "Succeeded",  
    "StatusMessage": "Succeeded",  
    "Tier": "Bulk", 
    "VaultARN": "arn:aws:glacier-devo:us-west-2:836579025725:vaults/inventory-icecube-2",  
    "InventoryRetrievalParameters": { 
        "StartDate": "2013-11-12T13:43:12Z", 
        "EndDate": "2013-11-20T08:12:45Z",  
        "Limit": "120000", 
        "Format": "JSON", 
        "Marker": 
 "vyS0t2jHQe5qbcDggIeD50chS1SXwYMrkVKo0KHiTUjEYxBGCqRLKaiySzdN7QXGVVV5XZpNVG67pCZ_uykQXFMLaxOSu2hO_-5C0AtWMDrfo7LgVOyfnveDRuOSecUo3Ueq7K0" 
    },    
}

関連するセクション

• ジョブの出力の取得 (GET output) (p. 319)
• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)

ジョブの出力の取得 (GET output)
説明
このオペレーションでは、ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326) を使用して開始したジョブの出力結
果をダウンロードします。出力は、ジョブの開始時に指定したジョブタイプに応じて、アーカイブのコン
テンツとボールトインベントリのいずれかとなります。

すべてのジョブの出力をダウンロードすることも、バイト範囲を指定して出力の一部をダウンロードする
こともできます。アーカイブの取得ジョブでもインベントリの取得ジョブでも、ジョブの出力の取得レス
ポンスのヘッダーで返されたサイズとダウンロードされたサイズを比較して確認する必要があります。

アーカイブの取得ジョブでは、ダウンロードされたサイズが予期されたサイズであることも確認する必
要があります。出力の一部をダウンロードする場合は、指定したバイト範囲が予期されるサイズとなりま
す。たとえば、bytes=0-1048575 の範囲を指定した場合、ダウンロードサイズが 1,048,576 バイトであ
ることを確認する必要があります。アーカイブ全体をダウンロードする場合は、Amazon S3 Glacier (S3 
Glacier) にアップロードした際のアーカイブのサイズが予期されるサイズになります。予期されるサイズ
は、ジョブの出力の取得レスポンスのヘッダーでも返されます。

アーカイブを取得するジョブの場合、指定したバイト範囲に応じて、S3 Glacier によってデータの一部の
チェックサムが返されます。ダウンロードしたデータが正しい部分であることを確認するには、クライア
ント側でチェックサムを計算し、値が一致していること、および予期されたサイズがダウンロードされて
いることを確認します。

ジョブ ID は、S3 Glacier がジョブを完了してから少なくとも 24 時間は有効です。つまり、S3 Glacier が
ジョブを完了してから 24 時間以内であれば、ジョブの出力をダウンロードできます。

リクエスト
構文

ジョブの出力を取得するには、特定のジョブの GET の URI に HTTP output リクエストを送信します。

GET /AccountId/vaults/VaultName/jobs/JobID/output HTTP/1.1
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Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
Range: ByteRangeToRetrieve
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 
ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。

リクエストパラメータ

このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー

この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーに加えて、次のリクエストヘッダーを使用しま
す。共通のリクエストヘッダーの詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照して
ください。

名前 説明 必須

Range 出力から取得するバイト範囲。たとえば、最初の 1,048,576 バイト
をダウンロードする場合は、範囲を「bytes=0-1048575」と指定
します。詳細については、「Range ヘッダーフィールドの定義」
を参照してください。範囲は、ジョブの開始リクエストで指定され
た範囲に応じて決まります。このオペレーションではデフォルト
で、出力全体をダウンロードするようになっています。

ジョブの出力が大きい場合には、Range リクエストヘッダーを使
用して出力の一部を取得することができます。このようにすると、
出力全体を小さなバイトから成るチャンクに分けてダウンロード
できます。たとえば、ダウンロードしようとしているジョブの出力
が 1 GB であるため、ジョブの出力の取得リクエストを計 8 回送信
して、1 回につき 128 MB ずつダウンロードするとします。この場
合、ジョブの出力のダウンロードのプロセスは以下のようになりま
す。

1. Range ヘッダーを使用し、適切なバイト範囲を指定して 128 
MB 分の出力のチャンクをダウンロードします。128 MB のデー
タがすべて受信されたことを確認します。

2. レスポンスには、データのほかに、ペイロードのチェックサム
が含まれています。クライアント側でペイロードのチェックサ
ムを計算したうえで、レスポンスで受信したチェックサムと比
較し、必要なデータがすべて受信できたことを確認します。

3. 出力データを 128 MB に分けたチャンク 8 つ全部について、ス
テップ 1 と 2 を繰り返します。バイト範囲は、毎回適切なもの
を指定します。

4. ジョブの出力をすべてダウンロードしたら、チェックサムの値 
8 つをリストにまとめたものができあがります。その 8 つの値
の木構造ハッシュを計算して、出力全体のチェックサムを導き
出します。ジョブの説明 (GET JobID) (p. 312) オペレーショ
ンを使用して、出力を提供したジョブのジョブ情報を取得しま

いいえ
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名前 説明 必須
す。レスポンスには、S3 Glacier に保存されているアーカイブ
全体のチェックサムが含まれます。計算したチェックサムとこ
の値を比較して、アーカイブのコンテンツ全体がエラーもなく
ダウンロードできたことを確認します。

型: 文字列

デフォルト: なし

制約: なし

リクエスト本文

この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
構文

取得リクエストがジョブデータをすべて返す場合には、ジョブの出力レスポンスによってレスポンスコー
ド 200 OK が返されます。リクエストで Range ヘッダーを指定するなど、コンテンツの一部をリクエス
トした場合には、レスポンスコード 206 Partial Content が返されます。

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: ContentType
Content-Length: Length
x-amz-sha256-tree-hash: ChecksumComputedByAmazonGlacier

[Body containing job output.]

レスポンスヘッダー

[Header] (ヘッダー) 説明

Content-Range S3 Glacier によって返されたバイト範囲。出力の一部のみをダウンロードす
る場合、レスポンスには S3 Glacier によって返されたバイト範囲が示されま
す。

たとえば、bytes 0-1048575/8388608 であれば最初の 1 MB～8 MB が返
されます。

Content-Range ヘッダーの詳細については、「Content-Range ヘッダー
フィールドの定義」を参照してください。

型: 文字列

Content-Type Content-Type は、ジョブの出力がアーカイブであるかボールトインベントリ
であるかによって異なります。

• アーカイブデータであれば、Content-Type は application/octet-
stream になります。
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[Header] (ヘッダー) 説明
• ボールトインベントリであれば、ジョブの開始時に CSV 形式をリクエ

ストした場合には、Content-Type は text/csv になります。それ以外
の場合には、ボールトインベントリはデフォルトで JSON として返さ
れ、Content-Type は application/json となります。

型: 文字列

x-amz-sha256-tree-
hash

レスポンスのデータのチェックサム。このヘッダーは、アーカイブの取得
ジョブの出力を取得するときにのみ返されます。さらに、このヘッダーは、
ジョブの開始リクエストで指定して取得したデータ範囲と、ジョブの出力の
取得でダウンロードするデータ範囲のどちらも木構造ハッシュ可能になって
いる場合にも表示されます。木構造ハッシュ可能な範囲の詳細については、
「データをダウンロードするときのチェックサムの受信 (p. 233)」を参照し
てください。

たとえば、ジョブの開始リクエストで木構造ハッシュ可能になっている 
(アーカイブ全体が含まれる) 範囲を取得対象に指定した場合には、以下の条
件に該当すると、ダウンロードするデータのチェックサムを受け取ることに
なります。

• 取得対象のデータの全範囲を取得した。
• 取得対象としたデータのバイト範囲が、1 メガバイト (1024 KB) に 2 のべ

き乗の数を乗じたサイズであり、始点および終点がリクエストした範囲の
サイズの倍数である。たとえば、取得するデータが 3.1 MB であり、始点
が 1 MB、終点が 2 MB の範囲が返されるように指定した場合には、レスポ
ンスヘッダーとして x-amz-sha256-tree-hash が返されます。

• 取得対象となるデータの返される範囲がデータの終わりまでであり、その
範囲の始点が、取得対象となる範囲のサイズの倍数で、切り上げると次の 
2 のべき乗の値になるものの、1 メガバイト (1024 KB) 未満ではない。た
とえば、取得するデータが 3.1 MB であり、始点が 2 MB、終点が 3.1 MB 
(データの終わり) の範囲を指定した場合には、レスポンスヘッダーとして
x-amz-sha256-tree-hash が返されます。

型: 文字列

レスポンス本文
S3 Glacier は、レスポンス本文にジョブの出力を返します。出力は、ジョブのタイプに応じて、アーカイ
ブのコンテンツとボールトインベントリのいずれかになります。ボールトインベントリの場合、デフォル
トでは、インベントリのリストが以下の JSON 本文として返されます。

{ 
 "VaultARN": String, 
 "InventoryDate": String, 
 "ArchiveList": [ 
      {"ArchiveId": String, 
       "ArchiveDescription": String, 
       "CreationDate": String, 
       "Size": Number, 
       "SHA256TreeHash": String
      }, 
      ... 
    ]
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}

ボールトインベントリジョブの開始時に出力形式としてカンマ区切り値 (CSV) をリクエストし
た場合には、本文でボールトインベントリが CSV 形式で返されます。CSV 形式には、対応する 
JSONArchiveDescription フィールドと同じ定義の「」、」CreationDate「、」「」、「」「」、「サイ
ズ」、「SHA256TreeHash」の 5 つの列があります。ArchiveId

Note

CSV 形式では、フィールド全体が二重引用符で囲まれた状態で返されることがあります。フィー
ルドにカンマまたは二重引用符が含まれる場合には、常に二重引用句で囲まれた状態で返されま
す。たとえば、my archive description,1 は "my archive description,1" として返
されます。二重引用符で囲まれたフィールドが返される場合に、そのフィールドに二重引用符が
あるときは、バックスラッシュ文字を前に置くことによってエスケープします。たとえば、my 
archive description,1"2 であれば "my archive description,1\"2"、my archive 
description,1\"2 であれば "my archive description,1\\"2" という形式で返されま
す。バックスラッシュ文字は、エスケープされません。

JSON レスポンス本文には次の JSON フィールドが含まれています。

ArchiveDescription

アーカイブの説明。

タイプ: 文字列
ArchiveId

アーカイブの ID。

タイプ: 文字列
ArchiveList

アーカイブのメタデータの配列。配列内の各オブジェクトは、ボールトに含まれる 1 つのアーカイブ
のメタデータを表しています。

型: 配列
CreationDate

アーカイブが作成された日時（UTC）。

タイプ: ISO 8601 の日付形式の文字列表現。たとえば2013-03-20T17:03:43.221Z。
InventoryDate

対象となるボールトが変更されてから作成が完了した最新のボールトインベントリの日時
（UTC）。S3 Glacier では 1 日に 1 回ボールトインベントリを作成するものの、インベントリの日付
は、最後のインベントリ以降にボールトに対してアーカイブの追加または削除があった場合にのみ更
新されます。

タイプ: ISO 8601 の日付形式の文字列表現。たとえば2013-03-20T17:03:43.221Z。
SHA256TreeHash

アーカイブの木構造ハッシュ。

タイプ: 文字列
[Size] (サイズ)

アーカイブのサイズのバイト数。
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タイプ: 数値
VaultARN

アーカイブ取得がリクエストされた Amazon リソース ネーム（ARN）のリソース。

タイプ: 文字列

エラー

Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
以下の例は、アーカイブの取得ジョブのリクエストを示しています。

例 1: ダウンロードの出力

この例では、アーカイブの取得開始ジョブのリクエストに対するレスポンスとして S3 Glacier によって作
成されるデータを取得します。

リクエストの例

GET /-/vaults/examplevault/jobs/HkF9p6o7yjhFx-
K3CGl6fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID/output 
 HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

レスポンスの例

以下は、アーカイブの取得ジョブに対するレスポンスの例です。Content-Type ヘッダーが
application/octet-stream になっており、レスポンスに x-amz-sha256-tree-hash ヘッダーが含
まれていることに注目してください。これは、ジョブデータがすべて返されることを示すものです。

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
x-amz-sha256-tree-hash: beb0fe31a1c7ca8c6c04d574ea906e3f97b31fdca7571defb5b44dca89b5af60
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: 1048576

[Archive data.]

以下は、インベントリの取得ジョブに対するレスポンスの例です。Content-Type ヘッダーが
application/json であることに注目してください。また、レスポンスには x-amz-sha256-tree-
hash ヘッダーがありません。

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
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Content-Length: 906

{ 
 "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault", 
 "InventoryDate": "2011-12-12T14:19:01Z", 
 "ArchiveList": [ 
   { 
     "ArchiveId": "DMTmICA2n5Tdqq5BV2z7og-
A20xnpAPKt3UXwWxdWsn_D6auTUrW6kwy5Qyj9xd1MCE1mBYvMQ63LWaT8yTMzMaCxB_9VBWrW4Jw4zsvg5kehAPDVKcppUD1X7b24JukOr4mMAq-
oA", 
     "ArchiveDescription": "my archive1", 
     "CreationDate": "2012-05-15T17:19:46.700Z", 
     "Size": 2140123, 
     "SHA256TreeHash": "6b9d4cf8697bd3af6aa1b590a0b27b337da5b18988dbcc619a3e608a554a1e62" 
   }, 
   { 
     "ArchiveId": "2lHzwhKhgF2JHyvCS-
ZRuF08IQLuyB4265Hs3AXj9MoAIhz7tbXAvcFeHusgU_hViO1WeCBe0N5lsYYHRyZ7rrmRkNRuYrXUs_sjl2K8ume_7mKO_0i7C-
uHE1oHqaW9d37pabXrSA", 
     "ArchiveDescription": "my archive2", 
     "CreationDate": "2012-05-15T17:21:39.339Z", 
     "Size": 2140123, 
     "SHA256TreeHash": "7f2fe580edb35154041fa3d4b41dd6d3adaef0c85d2ff6309f1d4b520eeecda3" 
   } 
  ]
}

例 2: 出力の一部のみダウンロード

この例は、アーカイブの取得開始ジョブのリクエストに対するレスポンスとして S3 Glacier が作成する
アーカイブの一部のみを取得するものです。このリクエストでは、オプションの Range ヘッダーを使用し
て最初の 1,024 バイトのみを取得しています。

リクエストの例

GET /-/vaults/examplevault/jobs/HkF9p6o7yjhFx-
K3CGl6fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID/output 
 HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Range: bytes=0-1023  
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

レスポンスの例

以下の正常なレスポンスは、206 Partial Content レスポンスを示しています。この例では、レスポ
ンスにはほかにも、S3 Glacier によって返されるバイト範囲を指定する Content-Range ヘッダーが含ま
れています。

HTTP/1.1 206 Partial Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Range: bytes 0-1023/8388608
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: 1024

[Archive data.]
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関連するセクション

• ジョブの説明 (GET JobID) (p. 312)
• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)
• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)

ジョブの開始 (ジョブの POST)
この操作では、次のタイプの Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) ジョブを開始します。

• archive-retrieval- アーカイブを取得
• inventory-retrieval- ボールトのインベントリ

トピック
• アーカイブまたはボールトインベントリ取得ジョブの初期化  (p. 326)
• リクエスト (p. 328)
• レスポンス (p. 330)
• 例 (p. 331)
• 関連するセクション (p. 333)

アーカイブまたはボールトインベントリ取得ジョブの初期化
アーカイブの取得やボールトインベントリの取得は、ユーザーがジョブを開始する必要がある非同期オペ
レーションです。一度開始したジョブはキャンセルできません。取得は、2 ステップのプロセスです。

1. ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326) オペレーションを使用して、取得ジョブを開始します。

Important

データ取り出しポリシーにより、PolicyEnforcedException が発生して、取り
出しジョブの開始リクエストが失敗することがあります。データ取り出しポリシー
の詳細については、「S3 Glacier データ取得ポリシー (p. 209)」を参照してくださ
い。PolicyEnforcedException 例外の詳細については、「エラーレスポンス (p. 235)」
を参照してください。

2. ジョブが完了したら、ジョブの出力の取得 (GET output) (p. 319) オペレーションを使用してバイトを
ダウンロードします。

取得のリクエストは非同期的に実行されます。取得ジョブを開始すると、S3 Glacier はジョブを作成し、
レスポンスでジョブ ID を返します。S3 Glacier がジョブを完了すると、ジョブの出力 (アーカイブデー
タまたはインベントリデータ) を取得できます。ジョブの出力の取得については、「ジョブの出力の取得 
(GET output) (p. 319)」を参照してください。

出力を取得する前にジョブが完了している必要があります。次のオプションを使用してジョブの完了を確
認できます。

• Amazon SNS 通知を使用する-ジョブの完了後に S3 Glacier が通知を送信する トピックを指定できま
す。ジョブのリクエストごとに SNS トピックを指定できます。S3 Glacier がジョブを完了した後にの
み、通知が送信されます。ジョブのリクエストごとに SNS トピックを指定することに加え、すべての取
得に対してジョブの通知が送信されるように、ボールトにボールト通知を設定することもできます。詳
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細については、「ボールトの通知設定の指定 (PUT notification-configuration) (p. 280)」を参照してくだ
さい。

• ジョブの詳細を取得する-ジョブの進行中に ジョブの説明 (GET JobID) (p. 312) リクエストを実
行して、ジョブのステータス情報を取得することができます。ただし、ジョブの完了を確認するに
は、Amazon SNS 通知を使用する方が効率的です。

Note

通知により取得する情報は、ジョブの説明 (GET JobID) (p. 312) を呼び出して取得する情報と
同じです。

特定のイベントに対して、ボールトの通知設定を追加し、さらに、ジョブの開始リクエストで SNS トピッ
クを指定した場合、S3 Glacier は両方の通知を送信します。詳細については、「ボールトの通知設定の指
定 (PUT notification-configuration) (p. 280)」を参照してください。

ボールトインベントリ
S3 Glacier はボールトインベントリを約 1 日 1 回のペースで更新します。この更新は、アーカイブがボー
ルトに最初にアップロードされた日から開始します。最後のインベントリ以降に、ボールトに対してアー
カイブの追加や削除が行われていない場合、インベントリの日付は更新されません。ボールトインベント
リに対してジョブを開始すると、S3 Glacier により最後に生成されたインベントリが返されます。 point-
in-time そのインベントリはスナップショットであり、リアルタイムのデータではありません。

S3 Glacier によりボールトに対して最初に作成されるインベントリは、取得できるようになるまで、通常
半日から最大 1 日かかります。

アーカイブをアップロードするごとにボールトインベントリを取得することは、あまり便利には感じられ
ないかもしれません。しかし、S3 Glacier にアップロードしたアーカイブに関するメタデータに関連付け
られたデータベースをクライアント側で管理する場合を考えてみてください。そのような場合には、実際
のボールトインベントリとデータベース内の情報とを必要に応じて照合できるため、ボールトインベント
リの利便性が実感できるものと思われます。インベントリジョブの出力で返されるデータフィールドの詳
細については、「レスポンス本文 (p. 322)」を参照してください。

インベントリの取得の範囲
アーカイブの作成日でフィルタするか、制限を設定することによって、取得されるインベントリの項目数
を制限できます。

アーカイブの作成日によるフィルタリング

次の間に作成されたアーカイブのインベントリアイテムを取得できます。StartDateそしてEndDateこれ
らのパラメータの値をジョブの開始リクエスト. StartDate 以降から EndDate までに作成されたアーカ
イブが返されます。StartDate を指定せずに、EndDate のみを指定した場合、StartDate 以降に作成
されたすべてのアーカイブのインベントリを取得します。EndDate を指定せずに、StartDate のみを指
定した場合、EndDate までに作成されたすべてのアーカイブのインベントリを取得します。

インベントリ項目の取得ごとの制限

以下を設定することによって、返品されるインベントリの項目数を制限できます。Limitパラメータ
のジョブの開始リクエスト. インベントリジョブの出力には、Limit に指定した最大数のインベントリ項
目が含まれます。利用可能なインベントリ項目がまだ存在する場合、結果がページ分割されます。ジョ
ブの完了後、ジョブの説明 (GET JobID) (p. 312) オペレーションを使用して、次のジョブ開始リクエス
トで使用するマーカーを取得することができます。マーカーは、次に取得するインベントリ項目のセット
の開始点を示します。繰り返し作成することで、インベントリ全体をページスルーできます。ジョブの開
始前のマーカーを使用したリクエストジョブの説明出力。インベントリ項目がこれ以上存在しないことを
示す、ジョブの説明のマーカーに null が返されるまでこれを行います。

Limit パラメータは日付範囲のパラメータとともに使用できます。
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アーカイブの取得範囲

アーカイブ全体またはアーカイブの特定の範囲に対して、アーカイブの取得を開始することができます。
アーカイブの取得範囲を指定する場合、返されるバイト範囲か、アーカイブ全体を指定できます。指定
する範囲は、メガバイト (MB) 単位に調整されている必要があります。つまり、範囲の開始値は 1 MB で
割り切れる値で、範囲の終了値は 1 を足すと 1 MB で割り切れる値またはアーカイブの終了値と同じで
ある必要があります。アーカイブの取得範囲がメガバイト単位に調整されていない場合、このオペレー
ションではレスポンスで 400 が返されます。さらに、ジョブの出力の取得 (ジョブの出力の取得 (GET 
output) (p. 319)) を使用して、ダウンロードするデータのチェックサムの値を取得するには、指定する
範囲が木構造ハッシュ可能になっている必要があります。木構造ハッシュ可能な範囲の詳細については、
「データをダウンロードするときのチェックサムの受信 (p. 233)」を参照してください。

迅速、標準、および大容量階層

アーカイブ取得ジョブを開始するときに、Tierリクエスト本文のフィールドに次のオプションのいずれか
を指定できます。

• ExpeditedExpedited-迅速では、アーカイブの緊急リクエストが必要になった場合にデータにすばやく
アクセスできます。最大規模のアーカイブ (250 MB 以上) を除くすべてのアーカイブについては、迅速
階層でアクセスしたデータは通常 1–5 分以内で使用可能になります。

• Standard - 標準では、数時間以内にすべてのアーカイブにアクセスできます。標準階層を使用してア
クセスしたデータは、通常 3-5 時間以内に利用できるようになります。このオプションは、階層オプ
ションを指定しないでジョブリクエストを行った場合のデフォルトです。

• Bulk - バルクはS3 Glacierの最低コスト層であり、1日で大量のデータ（ペタバイト）を安価に取得でき
るようにします。大容量階層を使用してアクセスしたデータは、通常 5-12 時間以内に利用できるように
なります。

迅速取り出しと大容量取り出しの詳細については、「AWSコンソールを使用したS3 Glacier アーカイブの
アーカイブ (p. 96)」を参照してください。

リクエスト
ジョブを開始するには、HTTP POST メソッドを使用し、ボールトの jobs サブリソースをリクエストの範
囲として指定します。リクエストの JSON ドキュメントでジョブのリクエストの詳細を指定します。ジョ
ブのタイプは Type フィールドで指定します。S3 Glacier がジョブの完了後に通知を送信する Amazon 
SNS トピックを指定する SNSTopic フィールドをオプションで指定できます。

Note

Amazon SNS に通知を送信するには、トピックが存在しない場合は新しくトピックを作成する必
要があります。 ではトピックを自動的に作成しません。S3 Glacier はトピックを作成しません。
トピックには、S3 Glacier ボールトからパブリケーションを受け取るためのアクセス許可が必要
です。S3 Glacier では、トピックへのパブリッシュのアクセス許可がボールトにあるかどうかは
確認しません。アクセス許可が適切に設定されていない場合、ジョブが完了しても、通知が送信
されない可能性があります。

構文

以下に示しているのは、ジョブの開始に対するリクエスト構文です。

POST /AccountId/vaults/VaultName/jobs HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
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{ 
   "jobParameters": {  
      "ArchiveId": "string", 
      "Description": "string", 
      "Format": "string", 
      "InventoryRetrievalParameters": {  
         "EndDate": "string", 
         "Limit": "string", 
         "Marker": "string", 
         "StartDate": "string" 
      }, 
      "OutputLocation": {  
         "S3": {  
            "AccessControlList": [  
               {  
                  "Grantee": {  
                     "DisplayName": "string", 
                     "EmailAddress": "string", 
                     "ID": "string", 
                     "Type": "string", 
                     "URI": "string" 
                  }, 
                  "Permission": "string" 
               } 
            ], 
            "BucketName": "string", 
            "CannedACL": "string", 
            "Encryption": {  
               "EncryptionType": "string", 
               "KMSContext": "string", 
               "KMSKeyId": "string" 
            }, 
            "Prefix": "string", 
            "StorageClass": "string", 
            "Tagging": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "UserMetadata": {  
               "string" : "string"  
            } 
         } 
      }, 
      "RetrievalByteRange": "string", 
      "SelectParameters": {  
         "Expression": "string", 
         "ExpressionType": "string", 
         "InputSerialization": {  
            "csv": {  
               "Comments": "string", 
               "FieldDelimiter": "string", 
               "FileHeaderInfo": "string", 
               "QuoteCharacter": "string", 
               "QuoteEscapeCharacter": "string", 
               "RecordDelimiter": "string" 
            } 
         }, 
         "OutputSerialization": {  
            "csv": {  
               "FieldDelimiter": "string", 
               "QuoteCharacter": "string", 
               "QuoteEscapeCharacter": "string", 
               "QuoteFields": "string", 
               "RecordDelimiter": "string" 
            } 
         } 
      }, 
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      "SNSTopic": "string", 
      "Tier": "string", 
      "Type": "string" 
   }
} 
    

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 
ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。

リクエスト本文

リクエストは、リクエストの本文にある JSON 形式で以下のデータを受け入れます。

jobParameters

ジョブ情報を指定するためのオプションを提供します。

タイプ: jobParameters (p. 348) オブジェクト

必須: はい

レスポンス
S3 Glacier がジョブを作成します。レスポンスでは、ジョブの URI が返されます。

構文

HTTP/1.1 202 Accepted
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Location: location
x-amz-job-id: jobId
x-amz-job-output-path: jobOutputPath

レスポンスヘッダー

[Header] (ヘッダー) 説明

Location ジョブの相対 URI パス。この URI パスを使用して、ジョブのステータスを確認す
ることができます。詳細については、「ジョブの説明 (GET JobID) (p. 312)」を
参照してください。

型: 文字列

デフォルト: なし

x-amz-job-id ジョブの ID。この値も Location ヘッダーの一部として含まれます。

型: 文字列

デフォルト: なし
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[Header] (ヘッダー) 説明

x-amz-job-
output-path

Select の結果が保存されている場所へのパス。

型: 文字列

デフォルト: なし

レスポンス本文
このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

エラー
この操作には、すべての Amazon S3 Glacier オペレーションに共通する可能性のあるエラーに加えて、次
のエラーが含まれます。Amazon S3 Glacier のエラーとエラーコードのリストについては、「」を参照し
てください。エラーレスポンス (p. 235)。

コード 説明 HTTP ステータ
スコード

タイプ

InsufficientCapacityExceptionこの迅速リクエストを処理する容量
が足りない場合に返されます。この
エラーは、迅速取り出しにのみ該当
し、標準取り出しまたは大容量取り
出しには該当しません。

503 Service 
Unavailable

サー
バー

例
リクエストの例: アーカイブ取得ジョブを開始する

POST /-/vaults/examplevault/jobs HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

{ 
  "Type": "archive-retrieval", 
  "ArchiveId": "NkbByEejwEggmBz2fTHgJrg0XBoDfjP4q6iu87-
TjhqG6eGoOY9Z8i1_AUyUsuhPAdTqLHy8pTl5nfCFJmDl2yEZONi5L26Omw12vcs01MNGntHEQL8MBfGlqrEXAMPLEArchiveId", 
  "Description": "My archive description", 
  "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:111111111111:Glacier-ArchiveRetrieval-topic-Example", 
  "Tier" : "Bulk"
}

以下は、RetrievalByteRange フィールドを使用して、取得するアーカイブの範囲を指定するリクエス
トの本文の例です。

{ 
  "Type": "archive-retrieval", 
  "ArchiveId": "NkbByEejwEggmBz2fTHgJrg0XBoDfjP4q6iu87-
TjhqG6eGoOY9Z8i1_AUyUsuhPAdTqLHy8pTl5nfCFJmDl2yEZONi5L26Omw12vcs01MNGntHEQL8MBfGlqrEXAMPLEArchiveId", 
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  "Description": "My archive description", 
  "RetrievalByteRange": "2097152-4194303", 
  "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:111111111111:Glacier-ArchiveRetrieval-topic-Example", 
  "Tier" : "Bulk"
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 202 Accepted
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Location: /111122223333/vaults/examplevault/jobs/HkF9p6o7yjhFx-
K3CGl6fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID
x-amz-job-id: HkF9p6o7yjhFx-
K3CGl6fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID

リクエストの例: インベントリ取得ジョブを開始する
以下のリクエストでは、インベントリ取得ジョブを開始して、examplevault ボールトからアーカイブの
リストを取得します。リクエストボディで Format が CSV に設定されています。これは、インベントリが 
CSV 形式で返されることを示しています。

POST /-/vaults/examplevault/jobs HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

{ 
  "Type": "inventory-retrieval", 
  "Description": "My inventory job", 
  "Format": "CSV",   
  "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:111111111111:Glacier-InventoryRetrieval-topic-Example"
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 202 Accepted
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT  
Location: /111122223333/vaults/examplevault/jobs/HkF9p6o7yjhFx-
K3CGl6fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID
x-amz-job-id: HkF9p6o7yjhFx-
K3CGl6fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID

リクエストの例: 日付によるフィルタリングを使用し、制限を設定してインベン
トリの取得ジョブを開始し、後続のリクエストでインベントリ項目の次のページ
を取得する。
次のリクエストでは、日付によるフィルタリングを使用し、制限を設定して、ボールトインベントリ取得
ジョブを開始します。

{ 
    "ArchiveId": null,  
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    "Description": null,  
    "Format": "CSV",  
    "RetrievalByteRange": null,  
    "SNSTopic": null,  
    "Type": "inventory-retrieval",  
    "InventoryRetrievalParameters": { 
        "StartDate": "2013-12-04T21:25:42Z", 
        "EndDate": "2013-12-05T21:25:42Z",  
        "Limit" : "10000" 
    },  
}

以下のリクエストは、ジョブの説明 (GET JobID) (p. 312) で取得したマーカーを使用して、インベント
リ項目の次のページを取得する後続のリクエストの例です。

{ 
    "ArchiveId": null,  
    "Description": null,  
    "Format": "CSV",  
    "RetrievalByteRange": null,  
    "SNSTopic": null,  
    "Type": "inventory-retrieval",  
    "InventoryRetrievalParameters": { 
        "StartDate": "2013-12-04T21:25:42Z", 
        "EndDate": "2013-12-05T21:25:42Z",  
        "Limit": "10000", 
        "Marker": 
 "vyS0t2jHQe5qbcDggIeD50chS1SXwYMrkVKo0KHiTUjEYxBGCqRLKaiySzdN7QXGVVV5XZpNVG67pCZ_uykQXFMLaxOSu2hO_-5C0AtWMDrfo7LgVOyfnveDRuOSecUo3Ueq7K0" 
    },  
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 202 Accepted
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT  
Location: /111122223333/vaults/examplevault/jobs/HkF9p6o7yjhFx-
K3CGl6fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID
x-amz-job-id: HkF9p6o7yjhFx-
K3CGl6fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID
x-amz-job-output-path: test/HkF9p6o7yjhFx-
K3CGl6fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID/

関連するセクション

• ジョブの説明 (GET JobID) (p. 312)
• ジョブの出力の取得 (GET output) (p. 319)
• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)

ジョブのリスト表示 (GET jobs)
説明
このオペレーションは、進行中および最近終了したジョブを含む、ボールトに対するジョブを一覧表示し
ます。
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Note

Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) では、最近完了したジョブを削除する前に一定期間保持します
が、最終的には完了したジョブを削除します。完了したジョブの出力を取得できます。ジョブは
完了後に一定期間保持されるため、ジョブの完了通知を見落とした場合や、最初のダウンロード
の試行が失敗した場合に、ジョブの出力を取得できます。たとえば、アーカイブをダウンロード
するために、アーカイブの取得ジョブを開始したとします。ジョブの完了後、そのアーカイブの
ダウンロードを開始しましたが、ネットワークエラーが発生しました。このシナリオでは、ジョ
ブが存在する限り、再試行によりそのアーカイブをダウンロードできます。

List Jobs オペレーションは、ページ分割をサポートしています。常にレスポンスの Marker フィー
ルドを確認する必要があります。それ以上表示するジョブがなくなると、Marker フィールドは null
に設定されます。リストするジョブがまだある場合、Marker フィールドは Null 以外の値に設定され、
これを使用してリストのページ分割を続行できます。特定のジョブで開始されるジョブのリストを返す
には、marker リクエストパラメータを、前の Marker リクエストから取得した、そのジョブの List 
Jobs 値に設定します。

リクエストで limit パラメータを指定して、レスポンスで返されるジョブ数の最大の制限を設定すること
ができます。デフォルトの上限は 50 です。返されるジョブの数は、上限を下回ることはあっても、上限
を上回ることはありません。

さらに、オプションの statuscode パラメータと completed パラメータのいずれかまたは両方を
指定することで、返されるジョブリストをフィルタすることができます。statuscode パラメータで
は、InProgress、Succeeded、Failed のいずれかのステータスと一致するジョブのみを返すように指
定できます。completed パラメータでは、完了済みのジョブ (true) または未完了のジョブ (false) のみ
を返すように指定できます。

リクエスト
構文

各タイプのジョブのリストを返すには、ボールトの GET サブリソースの URI に jobs リクエストを送信し
ます。

GET /AccountId/vaults/VaultName/jobs HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントボールトを所有するアカウントの ID。AWS アカウント ID、
または Amazon S3 Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント 
ID を使用している場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。アカウント ID を使用
する場合は、ID にハイフン ('-') を含めないでください。

リクエストパラメータ

名前 説明 必須

completed 返すジョブの状態。true または false を指定できます。

型: ブール

制約: なし

いいえ
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名前 説明 必須

limit 返されるジョブの最大数。デフォルトの上限は 50 です。返される
ジョブの数は、指定した上限を下回ることはあっても、上限を上回
ることはありません。

型: 文字列

制約: 最小の整数値は 1 です。最大の整数値は 50 です。

いいえ

marker ジョブのリスト表示を開始するジョブを指定する、ページ分割に使
用される不透明な文字列。marker 値は、前の List Jobs レスポ
ンスから取得します。前の marker リクエストで開始された結果の
ページ分割を継続する場合は、List Jobs を含めるだけで構いま
せん。

型: 文字列

制約: なし

いいえ

statuscode 返すジョブのステータスのタイプ。

型: 文字列

制約: InProgress、Succeeded、または Failed のいずれかの
値。

いいえ

リクエストヘッダー

この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

リクエスト本文

この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
構文

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Location: Location 
Content-Type: application/json
Content-Length: Length

{ 
    "JobList": [ 
        { 
            "Action": "string", 
            "ArchiveId": "string", 
            "ArchiveSHA256TreeHash": "string", 
            "ArchiveSizeInBytes": number, 
            "Completed": boolean, 
            "CompletionDate": "string", 
            "CreationDate": "string", 
            "InventoryRetrievalParameters": { 
                "EndDate": "string", 
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                "Format": "string", 
                "Limit": "string", 
                "Marker": "string", 
                "StartDate": "string" 
            }, 
            "InventorySizeInBytes": number, 
            "JobDescription": "string", 
            "JobId": "string", 
            "JobOutputPath": "string", 
            "OutputLocation": { 
                "S3": { 
                    "AccessControlList": [ 
                        { 
                            "Grantee": { 
                                "DisplayName": "string", 
                                "EmailAddress": "string", 
                                "ID": "string", 
                                "Type": "string", 
                                "URI": "string" 
                            }, 
                            "Permission": "string" 
                        } 
                    ], 
                    "BucketName": "string", 
                    "CannedACL": "string", 
                    "Encryption": { 
                        "EncryptionType": "string", 
                        "KMSContext": "string", 
                        "KMSKeyId": "string" 
                    }, 
                    "Prefix": "string", 
                    "StorageClass": "string", 
                    "Tagging": { 
                        "string": "string" 
                    }, 
                    "UserMetadata": { 
                        "string": "string" 
                    } 
                } 
            }, 
            "RetrievalByteRange": "string", 
            "SelectParameters": { 
                "Expression": "string", 
                "ExpressionType": "string", 
                "InputSerialization": { 
                    "csv": { 
                        "Comments": "string", 
                        "FieldDelimiter": "string", 
                        "FileHeaderInfo": "string", 
                        "QuoteCharacter": "string", 
                        "QuoteEscapeCharacter": "string", 
                        "RecordDelimiter": "string" 
                    } 
                }, 
                "OutputSerialization": { 
                    "csv": { 
                        "FieldDelimiter": "string", 
                        "QuoteCharacter": "string", 
                        "QuoteEscapeCharacter": "string", 
                        "QuoteFields": "string", 
                        "RecordDelimiter": "string" 
                    } 
                } 
            }, 
            "SHA256TreeHash": "string", 
            "SNSTopic": "string", 
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            "StatusCode": "string", 
            "StatusMessage": "string", 
            "Tier": "string", 
            "VaultARN": "string" 
        } 
    ], 
    "Marker": "string"
}

レスポンスヘッダー

この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文

レスポンス本文には次の JSON フィールドが含まれています。

JobList

ジョブオブジェクトのリスト。各ジョブオブジェクトには、そのジョブを説明するメタデータが含ま
れます。

タイプ: GlacierJobDescription (p. 343) オブジェクトの配列
Marker

結果のページ分割をどこから継続するかを表す不透明な文字列。リストに含まれるジョブをさらに取
得するには、新しいmarker リクエストで  List Jobs 値を使用します。リスト表示するジョブがそ
れ以上存在しない場合、この値は null です。

タイプ: 文字列

エラー

Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
以下の例は、ボールトジョブに関する情報を返す方法を示しています。最初の例では 2 つのジョブのリス
トを返し、2 番目の例ではジョブのサブセットを返します。

例: すべてのジョブを返す

リクエストの例

次の GET リクエストでは、ボールトのジョブを返します。

GET /-/vaults/examplevault/jobs  HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2   
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レスポンスの例

次のレスポンスには、アーカイブの取得ジョブおよびインベントリの取得ジョブが含まれています。イン
ベントリの取得ジョブには、ボールトインベントリの取得のページ分割を継続する場合に使用するマー
カーが含まれています。レスポンスでは、Marker フィールドが null に設定され、表示するジョブがそ
れ以上ないことを示しています。

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT  
Content-Type: application/json
Content-Length: 1444

{ 
  "JobList": [ 
    { 
      "Action": "ArchiveRetrieval", 
      "ArchiveId": "BDfaUQul0dVzYwAMr8YSa_6_8abbhZq-
i1oT69g8ByClfJyBgAGBkWl2QbF5os851P7Y7KdZDOHWJIn4rh1ZHaOYD3MgFhK_g0oDPesW34uHQoVGwoIqubf6BgUEfQm_wrU4Jlm3cA", 
      "ArchiveSizeInBytes": 1048576, 
      "ArchiveSHA256TreeHash": 
 "25499381569ab2f85e1fd0eb93c5406a178ab77c5933056eb5d6e7d4adda609b", 
      "Completed": true, 
      "CompletionDate": "2012-05-01T00:00:09.304Z", 
      "CreationDate": "2012-05-01T00:00:06.663Z", 
      "InventorySizeInBytes": null, 
      "JobDescription": null, 
      "JobId": "hDe9t9DTHXqFw8sBGpLQQOmIM0-
JrGtu1O_YFKLnzQ64548qJc667BRWTwBLZC76Ygy1jHYruqXkdcAhRsh0hYv4eVRU", 
      "RetrievalByteRange": "0-1048575", 
      "SHA256TreeHash": "25499381569ab2f85e1fd0eb93c5406a178ab77c5933056eb5d6e7d4adda609b", 
      "SNSTopic": null, 
      "StatusCode": "Succeeded", 
      "StatusMessage": "Succeeded", 
      "Tier": "Bulk", 
      "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault" 
    }, 
    { 
      "Action": "InventoryRetrieval", 
      "ArchiveId": null, 
      "ArchiveSizeInBytes": null, 
      "ArchiveSHA256TreeHash": null, 
      "Completed": true, 
      "CompletionDate": "2013-05-11T00:25:18.831Z", 
      "CreationDate": "2013-05-11T00:25:14.981Z", 
      "InventorySizeInBytes": 1988, 
      "JobDescription": null, 
      "JobId": 
 "2cvVOnBL36btzyP3pobwIceiaJebM1bx9vZOOUtmNAr0KaVZ4WkWgVjiPldJ73VU7imlm0pnZriBVBebnqaAcirZq_C5", 
      "RetrievalByteRange": null, 
      "SHA256TreeHash": null, 
      "SNSTopic": null, 
      "StatusCode": "Succeeded", 
      "StatusMessage": "Succeeded", 
      "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault" 
      "InventoryRetrievalParameters": { 
          "StartDate": "2013-11-12T13:43:12Z", 
          "EndDate": "2013-11-20T08:12:45Z",  
          "Limit": "120000", 
          "Format": "JSON", 
          "Marker": 
 "vyS0t2jHQe5qbcDggIeD50chS1SXwYMrkVKo0KHiTUjEYxBGCqRLKaiySzdN7QXGVVV5XZpNVG67pCZ_uykQXFMLaxOSu2hO_-5C0AtWMDrfo7LgVOyfnveDRuOSecUo3Ueq7K0" 
    } 
  ], 
  "Marker": null   
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}

例: ジョブの部分的なリストを返す

リクエストの例

次の GET リクエストでは、marker パラメータで指定されたジョブを返します。limit パラメータを に
設定すると、最大 2 個のジョブを返すように指定されます。2

GET /-/vaults/examplevault/jobs?marker=HkF9p6o7yjhFx-
K3CGl6fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID&limit=2  
 HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

レスポンスの例

次のレスポンスは、返される 2 つのジョブと、ジョブリストのページ分割を続行するために使用できる 
Null 以外の値に設定された Marker フィールドを示しています。

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT  
Content-Type: application/json
Content-Length: 1744

{ 
  "JobList": [ 
    { 
      "Action": "ArchiveRetrieval", 
      "ArchiveId": "58-3KpZfcMPUznvMZNPaKyJx9wODCsWTnqcjtx2CjKZ6b-
XgxEuA8yvZOYTPQfd7gWR4GRm2XR08gcnWbLV4VPV_kDWtZJKi0TFhKKVPzwrZnA4-
FXuIBfViYUIVveeiBE51FO4bvg", 
      "ArchiveSizeInBytes": 8388608, 
      "ArchiveSHA256TreeHash": 
 "106086b256ddf0fedf3d9e72f461d5983a2566247ebe7e1949246bc61359b4f4", 
      "Completed": true, 
      "CompletionDate": "2012-05-01T00:25:20.043Z", 
      "CreationDate": "2012-05-01T00:25:16.344Z", 
      "InventorySizeInBytes": null, 
      "JobDescription": "aaabbbccc", 
      "JobId": "s4MvaNHIh6mOa1f8iY4ioG2921SDPihXxh3Kv0FBX-
JbNPctpRvE4c2_BifuhdGLqEhGBNGeB6Ub-JMunR9JoVa8y1hQ", 
      "RetrievalByteRange": "0-8388607", 
      "SHA256TreeHash": "106086b256ddf0fedf3d9e72f461d5983a2566247ebe7e1949246bc61359b4f4", 
      "SNSTopic": null, 
      "StatusCode": "Succeeded", 
      "StatusMessage": "Succeeded", 
      "Tier": "Bulk", 
      "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault" 
    }, 
    { 
      "Action": "ArchiveRetrieval", 
      "ArchiveId": "2NVGpf83U6qB9M2u-
Ihh61yoFLRDEoh7YLZWKBn80A2i1xG8uieBwGjAr4RkzOHA0E07ZjtI267R03Z-6Hxd8pyGQkBdciCSH1-
Lw63Kx9qKpZbPCdU0uTW_WAdwF6lR6w8iSyKdvw", 
      "ArchiveSizeInBytes": 1048576, 
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      "ArchiveSHA256TreeHash": 
 "3d2ae052b2978727e0c51c0a5e32961c6a56650d1f2e4ceccab6472a5ed4a0", 
      "Completed": true, 
      "CompletionDate": "2012-05-01T16:59:48.444Z", 
      "CreationDate": "2012-05-01T16:59:42.977Z", 
      "InventorySizeInBytes": null, 
      "JobDescription": "aaabbbccc", 
      "JobId": 
 "CQ_tf6fOR4jrJCL61Mfk6VM03oY8lmnWK93KK4gLig1UPAbZiN3UV4G_5nq4AfmJHQ_dOMLOX5k8ItFv0wCPN0oaz5dG", 
      "RetrievalByteRange": "0-1048575", 
      "SHA256TreeHash": "3d2ae052b2978727e0c51c0a5e32961c6a56650d1f2e4ceccab6472a5ed4a0", 
      "SNSTopic": null, 
      "StatusCode": "Succeeded", 
      "StatusMessage": "Succeeded", 
      "Tier": "Standard", 
      "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault" 
    } 
  ], 
  "Marker": 
 "CQ_tf6fOR4jrJCL61Mfk6VM03oY8lmnWK93KK4gLig1UPAbZiN3UV4G_5nq4AfmJHQ_dOMLOX5k8ItFv0wCPN0oaz5dG"
}   

関連するセクション

• ジョブの説明 (GET JobID) (p. 312)
• Amazon S3 Glacier のIdentity and Access Management (p. 179)

ジョブオペレーションで使用されるデータ型
以下は、S3 Glacier のジョブオペレーションと使用できるデータ型です。

トピック
• CSVInput (p. 340)
• CSVOutput (p. 341)
• [Encryption] (暗号化) (p. 342)
• GlacierJobDescription (p. 343)
• 許可 (p. 345)
• 被付与者 (p. 346)
• InputSerialization (p. 347)
• InventoryRetrievalJobInput (p. 347)
• jobParameters (p. 348)
• OutputLocation (p. 350)
• OutputSerialization (p. 351)
• S3 の場所 (p. 351)
• SelectParameters (p. 352)

CSVInput
カンマ区切り値 (CSV) ファイルについての情報が含まれています。
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CSVOutput

内容
コメント

この文字が行の冒頭にある場合、その行を無視する必要があることを示すのに使用される 1 文字。

Type: 文字列

必須: いいえ
FieldDelimiter

レコード内で個々のフィールドを区切るために使用される 1 文字。その文字は、\n、\r、または 
32-126 の範囲の ASCII 文字である必要があります。デフォルトではカンマ (,) を使用します。

Type: 文字列

デフォルト:

必須: いいえ
FileHeaderInfo

入力の 1 行目の処理方法を説明する値。

Type: 文字列

有効な値: Use | Ignore | None

必須: いいえ
QuoteCharacter

フィールド区切り文字が値の一部であるエスケープ文字として使用される 1 文字。

Type: 文字列

必須: いいえ
QuoteEscapeCharacter

既にエスケープされた値内で引用符文字をエスケープするために使用される 1 文字。

Type: 文字列

必須: いいえ
RecordDelimiter

個々のレコードを区切るために使用される 1 文字。

Type: 文字列

必須: いいえ

詳細

• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)

CSVOutput
ジョブ結果が保存されているカンマ区切り値 (CSV) 形式についての情報が含まれています。
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[Encryption] (暗号化)

内容
FieldDelimiter

レコード内で個々のフィールドを区切るために使用される 1 文字。

Type: 文字列

必須: いいえ
QuoteCharacter

フィールド区切り文字が値の一部であるエスケープ文字として使用される 1 文字。

Type: 文字列

必須: いいえ
QuoteEscapeCharacter

既にエスケープされた値内で引用符文字をエスケープするために使用される 1 文字。

Type: 文字列

必須: いいえ
QuoteFields

すべての出力フィールドが引用符内に含まれる必要があるかどうかを示す値。

有効な値: ALWAYS | ASNEEDED

Type: 文字列

必須: いいえ
RecordDelimiter

個々のレコードを区切るために使用される 1 文字。

Type: 文字列

必須: いいえ

詳細

• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)

[Encryption] (暗号化)
Amazon S3 にジョブ結果を保存するのに使用された暗号化に関する情報が含まれます。

内容
[Encryption] (暗号化)

Amazon S3 へのジョブ結果の保存時に使用されるサーバー側の暗号化アルゴリズム。デフォルトでは
暗号化しません。

Type: 文字列
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GlacierJobDescription

有効な値: aws:kms | AES256

必須: いいえ
KMSContext

(オプション)。暗号化タイプが aws:kms, である場合、この値を使用してジョブ結果の暗号化コンテ
キストを指定できます。

Type: 文字列

必須: いいえ
KMSKeyId

オブジェクトの暗号化に使用する AWS Key Management Service (AWS KMS) キー ID。

Type: 文字列

必須: いいえ

詳細

• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)

GlacierJobDescription
Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) ジョブの説明が含まれます。

内容
アクション

ジョブのタイプ。ArchiveRetrieval、InventoryRetrieval、または Select です。

Type: 文字列
ArchiveId

選択ジョブまたはアーカイブの取得ジョブにリクエストされたアーカイブ ID。それ以外の場合、この
フィールドは null です。

Type: 文字列
ArchiveSHA256TreeHash

アーカイブの取得を行うアーカイブ全体の SHA256 木構造ハッシュ。インベントリの取得ジョブの場
合、このフィールドは null です。

Type: 文字列
ArchiveSizeInBytes

ArchiveRetrieval ジョブの場合、これはダウンロードに必要なアーカイブのサイズ (バイト単位) 
です。InventoryRetrieval ジョブの場合、この値は null です。

Type: 数値
Completed

ジョブが完了済みの場合は true、それ以外の場合は false。
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GlacierJobDescription

Type: [Boolean] (ブール値)
CompletionDate

ジョブが完了した日付。

ジョブリクエストが完了した協定世界時 (UTC) 時間。ジョブが進行中の場合、値は null です。

Type: たとえば、ISO 8601 の日付形式の文字列表現。2013-03-20T17:03:43.221Z。
CreationDate

ジョブを開始した協定世界時 (UTC) の日付。

Type: たとえば、ISO 8601 の日付形式の文字列表現。2013-03-20T17:03:43.221Z。
InventoryRetrievalParameters

インベントリの取得の範囲に使用される入力パラメータ。

タイプ: InventoryRetrievalJobInput (p. 347) オブジェクト
InventorySizeInBytes

InventoryRetrieval ジョブの場合、これはダウンロードに必要なインベントリのサイズ (バイト
単位) です。ArchiveRetrieval または Select ジョブの場合、値は null です。

Type: 数値
JobDescription

ジョブを開始したときに指定したジョブの説明。

Type: 文字列
JobId

でジョブを識別する ID。

Type: 文字列
JobOutputPath

ジョブの出力場所が含まれます。

Type: 文字列
OutputLocation

選択ジョブの結果とエラーが保存されている場所についての情報を含むオブジェクト。

タイプ: OutputLocation (p. 350) オブジェクト
RetrievalByteRange

"StartByteValue-EndByteValue" という形式で示される、アーカイブの取得ジョブで取得
したバイト範囲。アーカイブの取得で範囲を指定しなかった場合は、アーカイブ全体が取得さ
れ、StartByteValue は 0、EndByteValue はアーカイブのサイズから 1 を引いた値になります。インベ
ントリの取得ジョブの場合、このフィールドは null です。

Type: 文字列
SelectParameters

選択に使用されるパラメータに関する情報を含むオブジェクト。

タイプ: SelectParameters (p. 352) オブジェクト
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許可

SHA256TreeHash

アーカイブのリクエストされた範囲の SHA256 木構造ハッシュ値。アーカイブのジョブの開始 (ジョ
ブの POST) (p. 326)リクエストで木構造ハッシュ可能な範囲を指定した場合、このフィールドに値
が返されます。アーカイブの範囲取得で木構造ハッシュを可能にするための調整の詳細については、
「データをダウンロードするときのチェックサムの受信 (p. 233)」を参照してください。

アーカイブ全体を取得する特別な場合は、この値は ArchiveSHA256TreeHash の値と同じです。

次の場合、このフィールドは null です。
• 木構造ハッシュ可能ではない範囲を指定したアーカイブの取得ジョブ。
• アーカイブ全体を範囲に指定したアーカイブのジョブで、ジョブのステータスが InProgress の場

合。
• インベントリジョブ。
• 選択ジョブ。

Type: 文字列
SNSTopic

ジョブの開始 (ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)) で通知を設定した場合に、ジョブの完了ま
たは失敗の通知が送信される Amazon SNS トピックを表す Amazon リソースネーム (ARN)。

Type: 文字列
StatusCode

ジョブのステータスを示すコード。

有効な値: InProgress | Succeeded | Failed

Type: 文字列
StatusMessage

ジョブのステータスメッセージ。

Type: 文字列
階層

選択またはアーカイブの取得に使用するデータアクセス層。

有効な値: Expedited | Standard | Bulk

Type: 文字列
VaultARN

ジョブがサブリソースとなるボールトの ARN。

Type: 文字列

詳細
• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)

許可
許可についての情報が含まれています。
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被付与者

内容
被付与者

被付与者。

タイプ: 被付与者 (p. 346) オブジェクト

必須: いいえ
アクセス権限

被付与者に与えられるアクセス許可。

Type: 文字列

有効な値: FULL_CONTROL | WRITE | WRITE_ACP | READ | READ_ACP

必須: いいえ

詳細

• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)

被付与者
被付与者についての情報が含まれています。

内容
DisplayName

被付与者のスクリーンネーム。

Type: 文字列

必須: いいえ
EmailAddress

被付与者の E メールアドレス。

Type: 文字列

必須: いいえ
[ID]

被付与者の正規ユーザー ID。

Type: 文字列

必須: いいえ
[Type] (タイプ)

被付与者のタイプ。

Type: 文字列
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InputSerialization

有効な値: AmazonCustomerByEmail | CanonicalUser | Group

必須: いいえ
URI

被付与者グループの URI。

Type: 文字列

必須: いいえ

詳細

• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)

InputSerialization
アーカイブがシリアル化される方法について記述します。

内容
CSV

CSV でエンコードされたオブジェクトのシリアル化を記述するオブジェクト。

タイプ: CSVInput (p. 340) オブジェクト

必須: いいえ

詳細

• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)

InventoryRetrievalJobInput
インベントリの取得の範囲ジョブを指定するためのオプションを提供します。

内容
EndDate

ボールトインベントリを取得した日付範囲の終了時 (UTC 時間)。この日付よりも前に作成されたアー
カイブが含まれます。

有効な  の値: ISO 8601 日付形式の文字列表現 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD)、
例:2013-03-20T17:03:43Z。

Type: 文字列。ISO 8601 日付形式の文字列表現 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD)、
例:2013-03-20T17:03:43Z。

必須: いいえ
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jobParameters

形式

ボールトインベントリのリストの出力形式。ボールトインベントリを取得するジョブを開始するとき
に、ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326) リクエストによって設定されます。

有効な値: CSV | JSON

必須: いいえ

Type: 文字列
制限

ボールトインベントリの取得リクエストごとに返すことができるインベントリ項目の最大数。

有効な  の値: 1 以上の整数値。

Type: 文字列

必須: いいえ
Marker

ボールトインベントリの取得結果のページ分割をどこから継続するかを表す不透明な文字列。イン
ベントリ項目を追加で取得するには、新しい Initiate Job リクエストでこのマーカーを使用しま
す。インベントリ項目がそれ以上存在しない場合、この値は null です。

Type: 文字列

必須: いいえ
StartDate

ボールトインベントリを取得した日付範囲の開始日 (UTC 時間)。この日付以降に作成されたアーカイ
ブが含まれます。

有効な  の値: ISO 8601 日付形式の文字列表現 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD)、
例:2013-03-20T17:03:43Z。

Type: 文字列。ISO 8601 日付形式の文字列表現 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD)、
例:2013-03-20T17:03:43Z。

必須: いいえ

詳細
• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)

jobParameters
ジョブを定義するためのオプションを提供します。

内容
ArchiveId

必要なアーカイブの ID。このフィールドは、Type フィールドが select または archive-
retrieval に設定されている場合に必要です。インベントリ取得ジョブのリクエストでこのフィー
ルドを指定すると、エラーが発生します。
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jobParameters

有効な  の値: Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) に対する以前のリクエストで取得した有効なアーカイブ 
ID である必要があります。

Type: 文字列

必須: はいTypeは、 に設定されます。selectまたはarchive-retrieval。
説明

ジョブの任意の説明。

有効な  の値: 説明は 1,024 バイト以下である必要があります。使用可能な文字は、制御コードを除く 
7 ビット ASCII コードです。具体的には、32-126 (10 進) または 0x20-0x7E (16 進) の ASCII 値です。

Type: 文字列

必須: いいえ
形式

(オプション) ボールトインベントリを取得するジョブを開始する場合の出力形式。インベントリジョ
ブを開始する際に、Format フィールドを指定しなかった場合、デフォルトの形式は JSON です。

有効な値: CSV | JSON

Type: 文字列

必須: いいえ
InventoryRetrievalParameters

インベントリの取得の範囲に使用される入力パラメータ。

タイプ: InventoryRetrievalJobInput (p. 347) オブジェクト

必須: いいえ
OutputLocation

選択ジョブの結果が保存されている場所についての情報を含むオブジェクト。

タイプ: OutputLocation (p. 350) オブジェクト

必須: はい、selectジョブ。
RetrievalByteRange

取得するバイト範囲archive-retrieval、という形式にしま
す。StartByteValue-EndByteValue「。このフィールドが指定されていない場合、アーカイ
ブ全体が取得されます。このフィールドを指定する場合、バイト範囲はメガバイト単位 (1024 x 
1024) に調整されている必要があります。メガバイト単位に調整するとは、StartByteValue は 1 
MB で割り切れる値、EndByteValue は 1 を足すと 1 MB で割り切れる値またはアーカイブの終了
値 (アーカイブのバイトサイズの値から 1 を引いた値) に等しい値である必要があるということで
す。RetrievalByteRange がメガバイト単位に調整されていない場合、このオペレーションではレスポ
ンスで 400 が返されます。

inventory-retrieval または select ジョブのリクエストでこのフィールドを指定すると、エ
ラーが発生します。

Type: 文字列

必須: いいえ
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OutputLocation

SelectParameters

選択に使用されるパラメータに関する情報を含むオブジェクト。

タイプ: SelectParameters (p. 352) オブジェクト

必須: いいえ
SNSTopic

ジョブが完了し、出力をダウンロードする準備ができたときに S3 Glacier が通知を送信する Amazon 
SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN)。指定したトピックから受信者に通知が発行されま
す。

SNS トピックは存在している必要があります。存在しない場合、S3 Glacier が自動的にトピックを作
成することはありません。さらに、SNS トピックには、ジョブを作成したアカウントでトピックに
メッセージを発行することを許可するポリシーが必要です。SNS トピック名については、を参照して
ください。CreateTopicのAmazon Simple Notification Service API リファレンス。

Type: 文字列

必須: いいえ
階層

選択またはアーカイブの取得ジョブに使用する層。 Standard は使用されるデフォルト値です。

有効な値: Expedited | Standard | Bulk

Type: 文字列

必須: いいえ
[Type] (タイプ)

ジョブのタイプ。アーカイブに SELECT クエリを実行し、アーカイブを取得し、ボールトインベント
リを取得する ジョブを開始することができます。

有効な値: select | archive-retrieval | inventory-retrieval

Type: 文字列

必須: はい

詳細
• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)

OutputLocation
ジョブ結果およびエラーが保存される場所に関する情報が含まれます。

内容
S3

復元リクエストの結果を受け取る Amazon S3 の場所を記述するオブジェクト。

タイプ: S3 の場所 (p. 351)
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OutputSerialization

必須: はい

詳細
• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)

OutputSerialization
出力がシリアル化される方法について記述します。

内容
CSV

カンマ区切り値 (CSV) でエンコードされたクエリ結果のシリアル化を記述するオブジェクト。

タイプ: CSVOutput (p. 341) オブジェクト

必須: いいえ

詳細

• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)

S3 の場所
Amazon S3 内の、ジョブ結果が保存される場所に関する情報が含まれます。

内容
AccessControlList

保存した結果へのアクセスを制御する、許可のリスト。

Type: 配列の許可 (p. 345)オブジェクト

必須: いいえ
BucketName

ジョブ結果が保存されている Amazon S3 バケットの名前。バケットは、入力アーカイブオブジェク
トを含むボールトと同じ AWS リージョンにある必要があります。

Type: 文字列

必須: はい
CannedACL

ジョブ結果に適用する、既定アクセスコントロールリスト (ACL)。

Type: 文字列

有効な値: private | public-read | public-read-write | aws-exec-read | authenticated-
read | bucket-owner-read | bucket-owner-full-control
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SelectParameters

必須: いいえ
[Encryption] (暗号化)

Amazon S3 にジョブ結果を保存するのに使用された、暗号化に関する情報を含むオブジェクト。

タイプ: [Encryption] (暗号化) (p. 342) オブジェクト

必須: いいえ
[Prefix] (プレフィックス)

このリクエストの結果に付加されるプレフィックス。プレフィックスの最大長は、512 バイトです。

Type: 文字列

必須: はい
StorageClass

ジョブ結果を保存するために使用される、ストレージのクラス。

Type: 文字列

有効な値: STANDARD | REDUCED_REDUNDANCY | STANDARD_IA

必須: いいえ
タグ付け

ジョブ結果に適用されるタグセット。

Type: 文字列から文字列へのマッピング

必須: いいえ
UserMetadata

ジョブ結果とともに Amazon S3 に保存されるメタデータのマップ。

Type: 文字列から文字列へのマッピング

必須: いいえ

詳細

• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)

SelectParameters
選択に使用されるパラメータに関する情報を含みます。

内容
式

オブジェクトの選択に使用される式。式は、128,000 文字のクォータを超えることはできません。

Type: 文字列
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必須: はい
ExpressionType

提供される式のタイプ (たとえば、SQL)。

有効な値: SQL

Type: 文字列

必須: はい
InputSerialization

選択されたオブジェクトのシリアル化形式について記述します。

タイプ: InputSerialization (p. 347) オブジェクト

必須: いいえ
OutputSerialization

選択ジョブの結果がシリアル化される方法について記述します。

必須: いいえ

タイプ: OutputSerialization (p. 351) オブジェクト

詳細

• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)

データ取り出しオペレーション
S3 Glacier で使用できるデータ取得関連のオペレーションを次に示します。

トピック
• データ取り出しポリシーの取得 (ポリシーの GET) (p. 353)
• プロビジョニングされた容量を表示する (GET provisioned-capacity) (p. 356)
• プロビジョニングされた容量の購入 (POST provisioned-capacity) (p. 358)
• データ取り出しポリシーの設定 (ポリシーの PUT) (p. 361)

データ取り出しポリシーの取得 (ポリシーの GET)
説明
GET リクエストで指定されたAWS アカウントとAWSリージョンの現在のデータ取り出しポリシーを返し
ます。データ取り出しポリシーの詳細については、「S3 Glacier データ取得ポリシー (p. 209)」を参照し
てください。

リクエスト
現在のデータ取り出しポリシーを返すには、以下の構文例に示しているように、データ取り出しポリシー
の URI に HTTP GET リクエストを送信します。
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構文

GET /AccountId/policies/data-retrieval HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントID。この値はリクエストの署名に使用した認証情報に関連
する AWS アカウント ID と一致する必要があります。AWS アカウント ID、または Amazon S3 
Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント ID を使用している
場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。お客様のアカウント ID を指定する場合
は、ハイフン(`-`)を含めないでください。

リクエストパラメータ
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー
この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文
この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
構文

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{ 
  "Policy": 
    { 
      "Rules":[ 
         { 
            "BytesPerHour": Number, 
            "Strategy": String  
         } 
       ] 
    }
}

レスポンスヘッダー
この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文
レスポンス本文には次の JSON フィールドが含まれています。
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BytesPerHour

1 時間あたりに取り出すことのできるデータの最大サイズ（バイト）。

このフィールドが present になるのは、Strategy フィールドの値が BytesPerHour に設定されている
場合のみです。

Type: 数値
ルール

ポリシールール。これは列挙型ですが、現在は 1 つのルールのみを設定します。Strategy フィールド
と必要に応じて BytesPerHour フィールドを含みます。

Type: 配列
方針

データ取り出しポリシーのタイプです。

Type: 文字列

有効な値: BytesPerHour|FreeTier|None。BytesPerHour は、コンソールで  最大取得率 を選択
することに相当します。FreeTier は、コンソールで  無料利用枠のみ を選択することに相当しま
す。None は、コンソールで No Retrieval Policy (取り出しポリシーなし) を選択することに相当しま
す。コンソールでのデータ取り出しポリシーの選択の詳細については、「S3 Glacier データ取得ポリ
シー (p. 209)」を参照してください。

エラー
Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
以下の例では、データ取り出しポリシーの取得方法を示しています。

リクエストの例
この例では、GET リクエストをデータ取り出しポリシーの URI に送信しています。

GET /-/policies/data-retrieval HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

レスポンスの例
正常なレスポンスでは、レスポンス本文に JSON 形式でデータ取り出しポリシーが示されます。

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 85 
  
{ 
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  "Policy": 
    { 
      "Rules":[ 
         { 
           "BytesPerHour":10737418240, 
           "Strategy":"BytesPerHour" 
          } 
       ] 
    }
}

関連するセクション

• データ取り出しポリシーの設定 (ポリシーの PUT) (p. 361)

• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)

プロビジョニングされた容量を表示する (GET 
provisioned-capacity)
このオペレーションでは、指定された AWS アカウント のプロビジョニングされた容量を表示します。プ
ロビジョンドキャパシティーの詳細については、「アーカイブの取り出しオプション (p. 97)」を参照して
ください。

プロビジョニングされた容量単位は、購入日時 (開始日) から 1 か月間有効です。単位に有効期限に失効し
ます。これは開始日から正確に 1 か月後であり、1 秒単位で四捨五入されます。

開始日が 31 日の場合、有効期限は翌月の最終日となります。たとえば、開始日が 8 月 31 日の場合、有効
期限は 9 月 30 日です。開始日が 1 月 31 日の場合、有効期限は 2 月 28 日です。この機能は「レスポンス
の例 (p. 358)」で確認できます。

リクエストの構文
アカウントのプロビジョニングされた取得容量を表示するには、以下の構文例に示すように、provisioned-
capacity URI に HTTP GET リクエストを送信します。

GET /AccountId/provisioned-capacity HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントID。この値はリクエストの署名に使用した認証情報に関連
する AWS アカウント ID と一致する必要があります。AWS アカウント ID、または Amazon S3 
Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント ID を使用している
場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。お客様のアカウント ID を指定する場合
は、ハイフン(`-`)を含めないでください。

リクエストパラメータ
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。
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リクエストヘッダー
この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文
この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
オペレーションが成功した場合、サービスは HTTP レスポンス 200 OK を返します。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: Length
{ 
   "ProvisionedCapacityList":  
      { 
         "CapacityId" : "string", 
         "StartDate" : "string" 
         "ExpirationDate" : "string" 
      }
}

レスポンスヘッダー
この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文
レスポンス本文には次の JSON フィールドが含まれています。

CapacityId

プロビジョニングされた容量単位を識別する ID。

Type: 文字列。
StartDate

プロビジョニングされた容量単位を購入した協定世界時 (UTC) の日付。

Type: 文字列。たとえば、ISO 8601 の日付形式の文字列表現。2013-03-20T17:03:43.221Z。
ExpirationDate

プロビジョニングされた容量単位が期限切れになった協定世界時 (UTC) の日付。

Type: 文字列。たとえば、ISO 8601 の日付形式の文字列表現。2013-03-20T17:03:43.221Z。

エラー
Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。
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例
次の例は、アカウントのプロビジョニングされた容量単位を示します。

リクエストの例

この例では、GET リクエストを送信して、指定されたアカウントのプロビジョニングされた容量単位のリ
ストを取得しています。

GET /123456789012/priority-capacity HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

レスポンスの例

リクエストが成功すると、次の例に示すように Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) からアカウントのプロビ
ジョニングされた容量単位とともに HTTP 200 OK が返されます。

最初にリストされているプロビジョニングされた容量単位は、開始日が 2017 年 1 月 31 日であり有効期限
が 2017 年 2 月 28 日である単位の例です。前述のとおり、開始日が 31 日の場合、有効期限は翌月の最終
日となります。

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: length

{ 
   "ProvisionedCapacityList", 
      { 
         "CapacityId": "zSaq7NzHFQDANTfQkDen4V7z", 
         "StartDate": "2017-01-31T14:26:33.031Z", 
         "ExpirationDate": "2017-02-28T14:26:33.000Z", 
      }, 
      { 
         "CapacityId": "yXaq7NzHFQNADTfQkDen4V7z", 
         "StartDate": "2016-12-13T20:11:51.095Z"", 
         "ExpirationDate": "2017-01-13T20:11:51.000Z" ", 
      }, 
      ...
}

関連するセクション

• プロビジョニングされた容量の購入 (POST provisioned-capacity) (p. 358)

プロビジョニングされた容量の購入 (POST 
provisioned-capacity)
このオペレーションでは、のプロビジョニングされた容量単位を購入します。AWS アカウント。

API バージョン 2012-06-01
358



Amazon S3 Glacier デベロッパーガイド
プロビジョニングされた容量の購入

プロビジョニングされた容量単位は、購入日時 (開始日) から 1 か月間有効です。単位に有効期限に失効し
ます。これは開始日から正確に 1 か月後であり、1 秒単位で四捨五入されます。

開始日が 31 日の場合、有効期限は翌月の最終日となります。たとえば、開始日が 8 月 31 日の場合、有効
期限は 9 月 30 日です。開始日が 1 月 31 日の場合、有効期限は 2 月 28 日です。

プロビジョンドキャパシティーは、迅速取り出しの取得容量を必要なときに利用できることを保証しま
す。容量の各単位について 5 分ごとに 3 回以上の迅速取り出しを保証し、最大 150 MB/秒の取り出しス
ループットを提供します。プロビジョンドキャパシティーの詳細については、「アーカイブの取り出しオ
プション (p. 97)」を参照してください。

Note

プロビジョニングされたキャパシティユニットは、1 つにつき 2 つの制限があります。AWS アカ
ウント。

リクエスト
AWS アカウントのプロビジョニングされた容量単位を購入するには、provisioned-capacity URI に HTTP
POST リクエストを送信します。

構文

POST /AccountId/provisioned-capacity HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
Content-Length: Length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントID。この値はリクエストの署名に使用した認証情報に関連
する AWS アカウント ID と一致する必要があります。AWS アカウント ID、または Amazon S3 
Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント ID を使用している
場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。お客様のアカウント ID を指定する場合
は、ハイフン(`-`)を含めないでください。

リクエストパラメータ

リクエストヘッダー

この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文

この操作にリクエストボディはありません。

レスポンス
オペレーションリクエストが成功した場合、サービスは HTTP 応答 201 Created を返します。

構文

HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
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x-amz-capacity-id: CapacityId

レスポンスヘッダー
成功したレスポンスには、すべての操作に共通のレスポンスヘッダーに加えて、次のレスポンスヘッダー
が含まれます。共通のレスポンスヘッダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を
参照してください。

[Name] (名前) 説明

x-amz-capacity-id プロビジョニングされた容量単位を識別する ID。

Type: 文字列

レスポンス本文
このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

エラー
この操作には、すべての Amazon S3 Glacier オペレーションに共通する可能性のあるエラーに加えて、次
のエラーが含まれます。Amazon S3 Glacier のエラーとエラーコードのリストについては、「」を参照し
てください。エラーレスポンス (p. 235)。

コード 説明 HTTP ステータ
スコード

[Type] 
(タイ
プ)

LimitExceededException リクエストした容量が、アカウント
でプロビジョニングされた容量単位
に設定している上限を超えると、返
されます。

400 Bad 
Request

クライ
アント

例
次の例では、アカウントのプロビジョニングされた容量を購入します。

リクエストの例
次の例では、HTTP POST リクエストを送信して、プロビジョニングされた容量単位を購入します。

POST /123456789012/provisioned-capacity HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
Content-Length: length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

レスポンスの例
リクエストが成功した場合、次の例に示すように、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) は HTTP 201 
Created レスポンスを返します。
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HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
x-amz-capacity-id: zSaq7NzHFQDANTfQkDen4V7z

関連するセクション

• プロビジョニングされた容量を表示する (GET provisioned-capacity) (p. 356)

データ取り出しポリシーの設定 (ポリシーの PUT)
説明
このオペレーションは、PUT リクエストで指定されたAWS リージョンのデータ取り出しポリシーを設定
して有効にします。AWSリージョンごとに 1 つのポリシーを設定できますAWS アカウント。ポリシーは
PUT オペレーションが成功してから数分以内に有効になります。

ポリシーの設定オペレーションは、ポリシーが有効になる前に進行中だった取り出しジョブには影響を与
えません。データ取り出しポリシーの詳細については、「S3 Glacier データ取得ポリシー (p. 209)」を参
照してください。

リクエスト
構文

データ取り出しポリシーを設定するには、以下の構文例に示しているように、データ取り出しポリシーの 
URI に HTTP PUT リクエストを送信します。

PUT /AccountId/policies/data-retrieval HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
Content-Length: Length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01 
    
{ 
  "Policy": 
    { 
      "Rules":[ 
         { 
             "Strategy": String, 
             "BytesPerHour": Number          
         } 
       ] 
    }
}

Note

-AccountIdvalueAWS アカウントID。この値はリクエストの署名に使用した認証情報に関連
する AWS アカウント ID と一致する必要があります。AWS アカウント ID、または Amazon S3 
Glacier がリクエストの署名に使用した認証情報に関連する AWS アカウント ID を使用している
場合はオプションで`-`「-」のどちらかを指定できます。お客様のアカウント ID を指定する場合
は、ハイフン(`-`)を含めないでください。
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リクエストパラメータ

このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストヘッダー

この操作では、すべての操作で共通のリクエストヘッダーのみ使用します。共通のリクエストヘッダーの
詳細については、「一般的なリクエストヘッダー (p. 218)」を参照してください。

リクエスト本文

リクエストボディ には、次の JSON フィールドが含まれます。

BytesPerHour

1 時間あたりに取り出すことのできるデータの最大サイズ（バイト）。

このフィールドは、Strategy フィールドの値が BytesPerHour に設定されている場合にのみ必要で
す。Strategy フィールドが BytesPerHour に設定されていない場合にこのフィールドを設定する
と、PUT オペレーションは拒否されます。

Type: 数値

必須: Strategy フィールドがに設定されている場合は Yes です。BytesPerHour。それ以外の場合は 
No です。

有効な  の値: 最小の整数値は 1 です。最大の整数値は 2 の 63 乗 - 1 までです。
ルール

ポリシールール。これは列挙型ですが、現在は 1 つのルールのみを設定します。Strategy フィールド
と必要に応じて BytesPerHour フィールドを含みます。

Type: 配列

必須: はい
方針

設定するデータ取り出しポリシーのタイプです。

Type: 文字列

必須: はい

有効な値: BytesPerHour|FreeTier|None。BytesPerHour は、コンソールで  最大取得率 を選択
することに相当します。FreeTier は、コンソールで  無料利用枠のみ を選択することに相当しま
す。None は、コンソールで No Retrieval Policy (取り出しポリシーなし) を選択することに相当しま
す。コンソールでのデータ取り出しポリシーの選択の詳細については、「S3 Glacier データ取得ポリ
シー (p. 209)」を参照してください。

レスポンス
構文

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
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レスポンスヘッダー

この操作はほとんどのレスポンスに共通のレスポンスヘッダーのみを使用します。共通のレスポンスヘッ
ダーの詳細については、「共通のレスポンスヘッダー (p. 221)」を参照してください。

レスポンス本文

このオペレーションでは、レスポンス本文は返しません。

エラー

Amazon S3 Glacier の例外とエラーメッセージについては、「エラーレスポンス (p. 235)」を参照してく
ださい。

例
リクエストの例

以下の例では、Strategy フィールドを BytesPerHour に設定する HTTP PUT リクエストを送信していま
す。

PUT /-/policies/data-retrieval HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2 
    
{ 
  "Policy": 
    { 
      "Rules":[ 
         { 
             "Strategy":"BytesPerHour", 
             "BytesPerHour":10737418240        
          } 
       ] 
    }
}

以下の例では、Strategy フィールドを FreeTier に設定する HTTP PUT リクエストを送信しています。

PUT /-/policies/data-retrieval HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2 
    
{ 
  "Policy": 
    { 
      "Rules":[ 
         { 
             "Strategy":"FreeTier"    
          } 
       ] 
    }
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}

以下の例では、Strategy フィールドを None に設定する HTTP PUT リクエストを送信しています。

PUT /-/policies/data-retrieval HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2 
    
{ 
  "Policy": 
    { 
      "Rules":[ 
         { 
             "Strategy":"None"    
          } 
       ] 
    }
}

レスポンスの例

リクエストが成功した場合、次の例に示しているように、Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) はポリシーを設
定し、HTTP 204 No Content を返します。

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT

関連するセクション

• データ取り出しポリシーの取得 (ポリシーの GET) (p. 353)

• ジョブの開始 (ジョブの POST) (p. 326)
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ドキュメント履歴
• 文書の最終更新: 2018 年 11 月 20 日
• 現行製品バージョン: 2012-06-01

2018 年 7 月 5 日以降の Amazon S3 Glacier 開発者ガイドの各リリースにおける重要な変更点を以下の表
に示します。このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードでサブスクライブできま
す。

変更 説明 日付

Amazon S3 は、S3 Glacier 
Flexible Retrieval と S3 Glacier 
Deep Archive の復元リクエスト
レートを高くサポートしていま
す (p. 365)

Amazon S3 は、S3 Glacier 
Flexible Retrieval および S3 
Glacier Deep Archive ストレージ
クラスで 1AWS アカウント 秒あ
たり最大 1,000 トランザクショ
ンの復元リクエストをサポートし
ます。

2021 年 11 月 15 日

Amazon Glacier 名の変
更 (p. 365)

Amazon Glacier は Amazon S3 
との Glacier の統合をより適切に
反映し、Amazon S3 Glacier と名
前を変えました。

2018 年 11 月 20 日

更新を RSS で今すぐ入手可
能 (p. 365)

RSS フィードにサブスクライブ
すると、Amazon S3 Glacier デベ
ロッパー ガイドの更新に関する
通知を受け取れるようになりまし
た。

2018 年 7 月 5 日

以前の更新
2018 年 7 月 5 日より前の Amazon S3 Glacier 開発者 Guideの各リリースにおける重要な変更点を以下の
表に示します。

変更 説明 リリース日

データの迅速取り出
しと大容量取り出し

S3 Glacier では、標準取り出しに加えて迅速取り出しと大
容量取り出しがサポートされるようになりました。詳細に
ついては、「アーカイブの取り出しオプション (p. 97)」を
参照してください。

2016 年 11 月 21 日

Vault Lock S3 Glacier では、ボールトロックがサポートされるように
なりました。ボールトロックでは、ボールトロックポリ
シーを使用して、S3 Glacier の各ボールトに対するコンプ
ライアンスコントロールを簡単にデプロイして適用するこ
とができます。詳細については、S3 Glacier ボールトロッ
ク (p. 68) および ボールトロックポリシー (p. 196) を参照
してください。

2015 年 7 月 8 日

ボールトのタグ付け S3 Glacier では、リソースとコストの管理を簡単にするた
め、S3 Glacier ボールトにタグ付けできるようになりまし

2015 年 6 月 22 日
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変更 説明 リリース日
た。タグはユーザーが定義し、ボールトに関連付けること
ができるラベルです。タグを使用すると、AWS コストレ
ポートなどのオペレーションにフィルタリング機能が追加
されます。詳細については、Amazon S3 Glacier リソース
のタグ付け (p. 212) および S3 Glacier ボールトにタグを付
ける (p. 66) を参照してください。

ボールトアクセスポ
リシー

S3 Glacier は、ボールトアクセスポリシーを使用して、個
別の S3 Glacier ボールトへのアクセスの管理をサポート
するようになりました。ボールトで直接アクセスポリシー
を定義し、組織に対して内部的に、および外部のビジネス
パートナーに対して、ユーザーとビジネスグループにボー
ルトアクセスを簡単に付与できるようになりました。詳細
については、「ボールトアクセスポリシー (p. 194)」を参
照してください。

2015 年 4 月 27 日

データ取り出しポリ
シーおよび監査ログ
記録

S3 Glacier では、データ取り出しポリシーと監査ログ記録
がサポートされるようになりました。データ取り出しポ
リシーを使用することで、データ取り出し制限を簡単に
設定して、データ取り出しコストの管理を簡素化できま
す。AWS Management Consoleまたは S3 Glacier API を
使用して、数回のクリックで、独自のデータ取り出し制限
を定義できます。詳細については、「S3 Glacier データ取
得ポリシー (p. 209)」を参照してください。

さらに S3 Glacier では、AWS CloudTrail による監査ログ
記録がサポートされるようになりました。アカウントで行
われた S3 Glacier API 呼び出しをログに記録し、指定した 
Amazon S3 バケットにログファイルを渡します。詳細に
ついては、「を使用した Amazon S3 Glacier API コールの
ログ記録AWS CloudTrail (p. 214)」を参照してください。

2014 年 12 月 11 日

Java のサンプルの
更新

このガイドの Java コード例でを使用するように更新しま
したAWS SDK for Java。

2014 年 6 月 27 日

ボールトインベント
リの取得制限

アーカイブの作成日でフィルタリングするか、制限を設
定することによって、取得されるボールトインベントリ
の項目数を制限できるようになりました。インベントリ
の取得の制限の詳細については、「インベントリの取得
の範囲 (p. 327)」トピックの「ジョブの開始 (ジョブの 
POST) (p. 326)」を参照してください。

2013 年 12 月 31 日

古い URL の削除 コード例から古いセキュリティ認証情報のページの URL 
を削除しました。

2013 年 7 月 26 日
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変更 説明 リリース日

範囲取得のサポート S3 Glacier が、アーカイブの特定の範囲の取得をサポート
するようになりました。S3 Glacier に対してアーカイブ全
体またはアーカイブの一部をダウンロードするための準備
をリクエストするジョブを開始できます。アーカイブが非
常に大きい場合には、アーカイブの準備を複数のシーケン
シャルジョブに分けて開始すると、すぐれた費用対効果が
得られることがあります。

詳細については、「S3 Glacier でのアーカイブのダウン
ロード (p. 95)」を参照してください。

料金情報については、「S3 Glacier の詳細ページ」を参照
してください。

2012 年 11 月 13 日

新規ガイド Amazon S3 Glacier 開発者ガイドの初回リリース。 2012 年 8 月 20 日
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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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