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サポート対象の AWS リソースと

サードパーティーアプリケーション

AWS Backup とは?
AWS Backup はフルマネージド型のバックアップサービスであり、AWS のサービス、クラウド内、およ
びオンプレミス間で簡単に一元化およびデータ保護を自動化できます。このサービスを使用すると、1 つ
の場所でバックアップポリシーを設定し、AWS リソースのアクティビティを監視できます。これにより、
以前に実行したバックアップタスクは自動化および統合されるためservice-by-service、カスタムスクリプ
トや手動プロセスを作成する必要がなくなります。AWS Backup コンソールでの数回のクリックで、デー
タ保護ポリシーとスケジュールを自動化できます。

AWS Backup は AWS Backup 以外の AWS 環境で取るバックアップを管理しません。したがって、ビジネ
スおよび法規制のコンプライアンス要件に対応する、一元化されたエンドツーエンドのソリューションが
必要な場合は、今すぐ AWS Backup の使用を開始してください。

サポート対象の AWS リソースとサードパーティー
アプリケーション

AWS Backup を使用してバックアップおよび復元できる AWS リソースおよびサードパーティーアプリ
ケーションは以下のとおりです。

サポートされているリソー
ス

サポートされているリソースタイプ

Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2)

Amazon EC2 インスタンス (ストアバックされた AMI を除く) インスタン
ス (ストアバックされた AMI を除く) インスタンス

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3)

Amazon S3 データ S3 データ

Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS)

Amazon EBS ボリューム

Amazon DynamoDB Amazon DynamoDB テーブル

Amazon Relational 
Database Service (Amazon 
RDS)

Amazon RDS データベースインスタンス (すべてのデータベースエンジン
を含む)、マルチアベイラビリティーゾーンクラスター、マルチアベイラ
ビリティーゾーンクラスター、マルチアベ

Amazon Aurora Aurora クラスター

Amazon Elastic File System 
(Amazon EFS)

Amazon EFS ファイルシステム

FSx for Lustre FSx for Lustre ファイルシステム

FSx for Windows File 
Server

FSx for Windows File Server ファイルシステム

NetAppONTAP 向けアマゾ
ン FSx

FSx for ONTAP ファイルシステム

1

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/creating-an-ami-instance-store.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AmazonEBS.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AmazonEBS.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/gettingstartedguide/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/
https://docs.aws.amazon.com/fsx
https://docs.aws.amazon.com/fsx
https://docs.aws.amazon.com/fsx
https://docs.aws.amazon.com/fsx
https://docs.aws.amazon.com/fsx


AWS Backup デベロッパーガイド
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サポートされているリソー
ス

サポートされているリソースタイプ

Amazon FSx OpenZFS FS 
FS FSx ZFS ZFS FS

FSx OpenZFS ファイルシステム FSx ZFS ファイルシステム ZFS ファイ
ルシステム

AWS Storage Gateway (ボ
リュームゲートウェイ)

AWS Storage Gateway ボリューム

Amazon DocumentDB Amazon DocumentDB クラスター

Amazon Neptune Amazon Neptune クラスター

Amazon Redshift Amazon Redshift クラスター

Amazon Timestream Amazon Timestream Timestream クラスター

ヴイエムウェア・クラウド
™ オンAWS

上の VMware クラウド™ 仮想マシンAWS

ヴイエムウェア・クラウド
™ オンAWS Outposts

上の VMware クラウド™ 仮想マシンAWS Outposts

AWS CloudFormation AWS CloudFormation スタック

SAP HANA データベース Amazon EC2 インスタンスでの AWS HANA HANA HANA HANA

すべてのサポートされているリソースで使用できる
機能

AWS Backup機能を使用するには、サポートされているリソースとで提供されている必要がありますAWS 
リージョン。次のセクションと表を使用して、機能の可用性を判断します。

AWS Backup は、サポートされている AWS サービスおよびサードパーティーアプリケーションに以下の
機能を提供しています。

• バックアップスケジュールと保存管理の自動化
• バックアップモニタリングの一元化
• DynamoDB、Aurora、DocumentDB、Neptune を除く  増分バックアップ。
• AWS KMS 統合バックアップ暗号化
• AWS Organizations によるアカウント間管理
• AWS Backup Audit Manager によるバックアップ監査とレポートの自動化
• AWS Backup Vault Lock による書き込み 1 回、読み取り多数 (WORM)

リソース別の機能の可用性
AWS BackupAWS特定の地域でサポートされているサービスで使用するには、そのサービスが地域内
で利用可能である必要があります。リージョン内のサービスの可用性を確認するには、AWSGeneral 
Reference でサービスのエンドポイントを確認してください。
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AWS 
Backup 
サポート

リージョ
ン間の
バック
アップ

アカウ
ント間
のバック
アップ

AWS 
Backup 
Audit 
Manager

増分バッ
クアップ

point-in-
time継続
的なバッ
クアップ
とリスト
ア (PITR)

フル 
AWS 
Backup 
管
理 (p. 9)

コールド
ストレー
ジへのラ
イフサイ
クル

項目レベ
ルの復元
‡

EC2 ✓ ✓ ✓ ✓        

S3 ✓^ ✓^ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓

EBS ✓ ✓ ✓ ✓        

RDS 単
一インス
タンスイ
ンスタン
スインス
タンス

✓* ✓* ✓** ✓ ✓      

RDS ク
ラスター 
RDSS

✓* ✓* ✓** ✓        

Aurora ✓* ✓* ✓          

EFS ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓

FSx for 
Lustre

✓ ✓ ✓ ✓        

FSx for 
Windows 
File 
Server

✓ ✓ ✓ ✓        

FSx for 
ONTAP

    ✓† ✓        

FSx 
OpenZFS 
FSx 
OpenZFS 
ZFS FS

✓ ✓ ✓ ✓        

Storage 
Gateway

✓ ✓ ✓ ✓        

DocumentDB✓* ✓* ✓          

Neptune ✓* ✓* ✓          

Amazon 
Redshift

              ✓

Amazon 
Timestream

✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓

Windows 
VSS

✓ ✓ ✓ ✓        
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AWS 
Backup 
サポート

リージョ
ン間の
バック
アップ

アカウ
ント間
のバック
アップ

AWS 
Backup 
Audit 
Manager

増分バッ
クアップ

point-in-
time継続
的なバッ
クアップ
とリスト
ア (PITR)

フル 
AWS 
Backup 
管
理 (p. 9)

コールド
ストレー
ジへのラ
イフサイ
クル

項目レベ
ルの復元
‡

仮想マシ
ン

✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓

AWS 
CloudFormation

✓ ✓ ✓ ✓     ✓ ✓

AWS 
Backup 
高度な機
能なしの 
DynamoDB

    ✓          

AWS 
Backup 
高度な機
能ありの 
DynamoDB

✓ ✓ ✓     ✓ ✓  

Amazon 
EC2 イ
ンスタ
ンスで
の AWS 
HANA 
HANA 
HANA 
HANA

      ✓ ✓ ✓ ✓  

^ PITR を使用する S3 バケットと RDS データベースからの宛先コピーは、ポイントインタイムリストア 
(PITR) できません。

* RDS、Aurora、DocumentDB、および Neptune は、リージョン間バックアップとアカウント間バック
アップの両方を実行する単一のコピーアクションをサポートしていません。どちらかを選択することがで
きます。また、AWS Lambda スクリプトを使用して、最初のコピーの完了をリッスンし、2 番目のコピー
を実行し、最初のコピーを削除することもできます。RDS マルチアベイラビリティゾーン (マルチ AZ) 
データベースインスタンスはコピーできますが、マルチ AZ クラスターは現在、クロスリージョンまたは
クロスアカウントコピーをサポートしていません。

** Backup Audit Manager のサポートが利用できるリージョンについては、RDS マルチアベイラビリ
ティーゾーンのバックアップを参照してください。

†AWS Backup Audit Manager は、クロスアカウントコピーとクロスリージョンコピーを除くすべてのコン
トロールでこのリソースをサポートします。

‡ 項目レベルの復元の「項目」は、サポートされているリソースによって異なります。たとえば、ファイ
ルシステム項目はファイルまたはディレクトリであり、S3 項目は S3 オブジェクトです。VMware アイテ
ムはディスクです。詳細については、サポートされているリソースの「バックアップの復元 (p. 131)」セ
クションを参照してください。
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AWS リージョン ごとの機能の可用性
AWS Backup は、次の AWS リージョン のすべてで使用できます。次の表で特に記載がない限り、これら
のすべてのリージョンで AWS Backup 機能を使用できます。

AWS Backup サ
ポート

リージョン間の
バックアップ

アカウント間管理 アカウント間バッ
クアップ

AWS Backup Audit 
Manager

南米 (サンパウロ) 
リージョン

✓ ✓ ✓ ✓

アジアパシフィッ
ク (シドニー) リー
ジョン

✓ ✓ ✓ ✓

アジアパシフィッ
ク (東京) リージョ
ン

✓ ✓ ✓ ✓

欧州 (アイルラン
ド) リージョン

✓ ✓ ✓ ✓

米国東部 (オハイ
オ) リージョン

✓ ✓ ✓ ✓

欧州 (ロンドン) 
リージョン

✓ ✓ ✓ ✓

米国西部 (オレゴ
ン) リージョン

✓ ✓ ✓ ✓

US West (N. 
California) リー
ジョン

✓ ✓ ✓ ✓

アジアパシフィッ
ク (ムンバイ) リー
ジョン

✓ ✓ ✓ ✓

欧州 (パリ) リー
ジョン

✓ ✓ ✓ ✓

欧州 (ストックホ
ルム) リージョン

✓ ✓ ✓ ✓

アジアパシフィッ
ク (シンガポール) 
リージョン

✓ ✓ ✓ ✓

カナダ (中部) リー
ジョン

✓ ✓ ✓ ✓

アジアパシフィッ
ク (ソウル) リー
ジョン

✓ ✓ ✓ ✓

米国東部 (バージ
ニア北部) リー
ジョン

✓ ✓ ✓ ✓
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AWS Backup サ
ポート

リージョン間の
バックアップ

アカウント間管理 アカウント間バッ
クアップ

AWS Backup Audit 
Manager

欧州 (フランクフ
ルト) リージョン

✓ ✓ ✓ ✓

アジアパシフィッ
ク (ジャカルタ) 
リージョン

✓      

中国 (北京) リー
ジョン

✓      

中国 (寧夏) リー
ジョン

✓      

中東 (バーレーン) 
リージョン

✓     ✓

アジアパシフィッ
ク (香港) リージョ
ン

✓     ✓

アフリカ（ケープ
タウン）リージョ
ン

✓     ✓

欧州（ミラノ）
リージョン

✓     ✓

アジアパシフィッ
ク（大阪）リー
ジョン

✓ ✓    

中東 (アラブ首長
国連邦) リージョ
ン

       

欧州 (スペイン) 
リージョン

✓      

欧州 (チューリッ
ヒ) リージョン

✓      

アジアパシフィッ
ク (ハイデラバー
ド) リージョン

✓      

アジアパシフィッ
ク (メルボルン) 
リージョン

✓      

AWSGovCloud(米
国西部) リージョ
ン

✓   ✓  

AWSGovCloud(米
国東部) リージョ
ン

✓   ✓  
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AWS BackupAmazon S3 のサポートは、中国 (寧夏)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ)、アジアパシ
フィック (チューリッヒ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン) の各
リージョンを除く、サポートされているすべてのリージョン

AWS BackupWindows ファイルサーバーと Lustre 用 Amazon FSx のサポートは、アジアパシフィック 
(ジャカルタ) を除くすべてのリージョンでご利用いただけます。 AWS BackupFSx ONTAP のサポート
は、米国西部 (北カリフォルニア)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、北京 (ジャカルタ)、北京 (寧夏)、
アジアパシフィック (大阪) を除くサポートされているすべてのリージョンで、利用可能になりました。 
AWS BackupFSx OpenZFS のサポートは、アジアパシフィック (シドニー)、アジアパシフィック (東京)、
欧州 (アイルランド)、欧州 (ロンドン)、米国東部 (オハイオ)、米国西部 (オレゴン)、アジアパシフィック 
(オレゴン)、アジアパシフィック (オレゴン)、アジアパシフィック (オレゴン)、アジアパシフィック (オ
レゴン)、アジアパシフィック (オレゴン)、アジアパシフィック (オレゴン)、アジアパシフィック (オレゴ
ン)、アジアパシフィック (オレゴン)、アジアパシフィック (北部)、アジアパシフィック (北部)、欧州 (

AWS BackupStorage Gateway のサポートは、アジアパシフィック (大阪) を除くすべての地域でご利用い
ただけます。

AWS BackupVMware のサポートは、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中国 (北京)、中国 (寧夏)、中国 
(寧夏)、中国 (寧夏)、中国 (寧夏)、中国 (寧夏)、中国 (寧夏)、中国

AWS BackupAmazon Timestream のサポートは、米国東部 (バージニア北部)、米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、欧州 (アイルランド)、欧州 (アイルランド)、欧州 (フランクフルト)、アジアパシフィッ
ク (シドニー)、およびアジアパシフィック (東京) の各リージョンで利用可能になりました。

AWS BackupAmazon EC2 インスタンスでの Amazon EC2 インスタンスでの SAP HANA データベースの
サポートは、アジアパシフィック (ジャカルタ)、AWSGovCloud (米国東部)、中国AWSGovCloud (北京)、
中国 (寧夏)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシ
フィック (メルボルン) の各リージョンではサポートされていません。

機能の概要
AWS Backup には、次のような多くの機能と機能があります。

一元化されたバックアップ管理
AWS Backup には、アプリケーションによって使用される AWS のサービス全体のバックアップを管理
するための、一元化されたバックアップコンソール、一連のバックアップ API、AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) が用意されています。AWS Backup では、バックアップ要件を満たすバックアップポ
リシーを一元管理できます。そのため、AWS のサービス全体の AWS リソースにそれらのポリシーを適用
して、整合性とコンプライアンスを確保しながらアプリケーションデータをバックアップできます。AWS 
Backup の一元化されたバックアップコンソールでは、バックアップとバックアップアクティビティログ
が一括で表示されるため、バックアップの監査とコンプライアンスの確認が容易です。

ポリシーベースのバックアップ
AWS Backup では、バックアッププランと呼ばれるバックアップポリシーを作成できます。これらのバッ
クアップ計画を使用してバックアップ要件を定義し、使用する AWS のサービス全体で保護する AWS リ
ソースにそれらの計画を適用します。特定のビジネスおよび規制関連のコンプライアンス要件を満たす
個別のバックアップ計画を作成できます。これにより、確実に各 AWS リソースがお客様の要件に従って
バックアップされるようになります。バックアップ計画を使用すると、スケーラブルな方法で、組織全体
およびアプリケーション全体にバックアップ戦略を簡単に適用できます。

バックアッププランのすべての設定オプションについては、「バックアッププランのオプションと設
定 (p. 38)」を参照してください。
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タグベースのバックアップポリシー
AWS Backup を使用して、AWS リソースにバックアッププランを適用するにはタグ付けなど、さまざま
な方法があります。タグ付けにより、すべてのアプリケーションへのバックアップ戦略の実装、すべての 
AWS リソースの確実なバックアップと保護が容易になります。AWS タグは、AWS リソースを整理し、
分類するのに最適な方法です。AWS タグと統合されているため、 AWSリソースのグループにバックアッ
プ計画を迅速に適用し、整合性とコンプライアンスを確保しながらバックアップできます。

リソースをバックアッププランに割り当てるすべての方法については、「バックアッププランへのリソー
スの割り当て (p. 44)」を参照してください。

ライフサイクル管理ポリシー
AWS Backupバックアップを低コストのコールドストレージ階層に保存することで、コンプライアンス要
件を満たしながらバックアップストレージのコストを最小限に抑えることができます (コールドストレー
ジへのバックアップはフルバックアップです)。また、定義したスケジュールに従ってウォームストレー
ジからコールドストレージにバックアップを自動的に移行させる、ライフサイクルポリシーを設定できま
す。

コールドストレージへのティアリングをサポートするリソースについては、「Availability SANA 
Availability」を参照してくださいリソース別の機能の可用性 (p. 2)。他のバックアップでは、コールド
ストレージ式は無視されます。

リージョン間のバックアップ
AWS Backup を使用すると、バックアップを複数の異なる AWS リージョン にオンデマンドでコピーする
ことも、スケジュールされたバックアッププランの一部として自動的にコピーすることもできます。リー
ジョン間のバックアップは、本番稼働用データから最小限の距離だけ離してバックアップを保存するビジ
ネス継続性またはコンプライアンス要件がある場合に特に役立ちます。詳細については、「AWS リージョ
ン 全体のバックアップのコピーの作成」を参照してください。

アカウント間管理およびアカウント間バックアップ
AWS Backup を使用して、AWS Organizations 構造内のすべての AWS アカウント 全体のバックアップを
管理できます。アカウント間管理では、バックアップポリシーを自動的に使用して、組織内の AWS アカ
ウント 全体にバックアッププランを適用できます。これにより、コンプライアンスとデータ保護が大規模
に効率化され、運用上のオーバーヘッドが削減されます。また、個々のアカウント間でバックアッププラ
ンを手動で複製する必要がなくなります。詳細については、「複数の AWS アカウント にまたがる AWS 
Backup リソースの管理」を参照してください。

また、バックアップをAWS Organizations 管理構造内の複数の異なる AWS アカウント にコピーすること
もできます。この方法で、単一のリポジトリアカウントにバックアップを「ファンイン」し、復元力を高
めるために「ファンアウト」バックアップを実行できます。AWS アカウント 全体のバックアップコピー
の作成。

アカウント間管理とアカウント間バックアップ機能を使用する前に、AWS Organizations で既存の組織構
造を設定しておく必要があります。組織単位 (OU) は、単一のエンティティとして管理できるアカウント
のグループです。AWS Organizations は、組織単位にグループ化し、単一のエンティティとして管理でき
るアカウントの一覧です。

AWS Backup Audit Manager での監査とレポート作成
AWS BackupAudit Manager は、AWS 全体のバックアップのデータガバナンスとコンプライアンス管理を
シンプル化するのに役立ちます。AWS BackupAudit Manager には、組織の要件に合わせてカスタマイズ
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可能な組み込みのコントロールが用意されています。これらのコントロールを使用して、バックアップア
クティビティとリソースを自動的に追跡することもできます。

AWS Backup Audit Manager は、定義したコントロールにまだ準拠していない特定のアクティビティやリ
ソースを見つけるのに役立ちます。また、日次レポートが生成され、経時的にコントロールが遵守されて
いる証拠を示すために使用できます。

バックアップコンプライアンスを全体的なコンプライアンス体制に含めため、AWS Backup Audit 
Manager の検出結果を AWS Audit Manager に自動的にインポートできます。

増分バックアップ
AWS Backup は定期的なバックアップを効率的にインクリメンタルに保存します。AWS リソースの最初
のバックアップは、データの完全なコピーをバックアップします。連続する増分バックアップごとに、変
更のみが AWS リソースにバックアップされます。増分バックアップにより、頻繁なバックアップのデー
タ保護とストレージコストを最小限に抑えることができます (コールドストレージへのバックアップはフ
ルバックアップ)。

増分バックアップをサポートするリソースのリストについては、「リソース別の機能の可用性 (p. 2)」
を参照してください。。

フル AWS Backup 管理
一部のリソースタイプはフル AWS Backup 管理をサポートしています。フル AWS Backup 管理のメリッ
トには以下が含まれます。

• 独立した暗号化。AWS Backup は送信元リソースと同じ暗号化キーを使用する代わりに、AWS Backup 
保管庫の KMS キーでバックアップを自動的に暗号化します。これにより、防衛のレイヤーが増加しま
す。詳細については、「AWS Backup でのバックアップの暗号化 (p. 224)」を参照してください。

• awsbackup Amazon リソースネーム (ARN) Backup ARN は arn:aws:source-resource の代わりに
arn:aws:backup で始まります。これにより、送信元リソースではなく、バックアップに特に適用さ
れるアクセスポリシーを作成できます。詳細については、「アクセスコントロール (p. 237)」を参照し
てください。

• 一元化されたバックアップ請求および Cost Explorer のコスト配分タグ。。AWS Backup (ストレー
ジ、データ転送、リストア、早期削除を含む) の料金は、サポートされている各リソースの下ではな
く、Amazon Web Services 請求の「Backup」の下に表示されます。Cost Explorer のコスト配分タグを
使用して、バックアップコストを追跡および最適化することもできます。詳細については、「メータリ
ング、コスト、および請求 (p. 18)」を参照してください。

フル AWS Backup 管理に使用できるリソースタイプを確認するには、「リソース別の機能の可用
性 (p. 2)」を参照してください。

バックアップアクティビティモニタリング
AWS Backup のダッシュボードでは、AWS のサービス全体でバックアップおよび復元アクティビティの
監査を簡単に実施できます。AWS Backup コンソールを数回クリックするだけで、最近のバックアップ
ジョブのステータスを表示できます。AWS のサービス全体でジョブを復元して、AWS リソースが適切に
保護されていることを確認することもできます。

AWS BackupCloudWatchEventBridgeアマゾンとアマゾンと統合します。CloudWatchメトリクスを追跡
し、アラームを作成できます。EventBridgeAWS Backupイベントの表示と監視ができます。詳細について
は、「AWS Backupイベントを使ったモニタリング」EventBridge と「AWS Backupメトリクスのモニタリ
ング」を参照してくださいCloudWatch。

AWS Backup は AWS CloudTrail と統合します。CloudTrailバックアップアクティビティログが一元的
に表示され、リソースのバックアップ方法をすばやく簡単に監査できます。 AWS Backupは Amazon 
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Simple Notification Service (Amazon SNS) とも統合されています。そのため、バックアップが成功した
ときや復元が開始されたときなどに、バックアップアクティビティの通知が届きます。詳細については、
「Amazon SNS による AWS BackupAPI 呼び出しのロギング」CloudTrail と「Amazon SNSAWS Backup 
によるイベントの追跡」を参照してください。

バックアップ保管庫のデータの保護
AWS Backup バックアップの各コンテンツは不変です。つまり、誰もそのコンテンツを変更することはで
きません。AWS Backup はさらに、バックアップボルトのバックアップを保護し、送信元インスタンスか
ら安全に分離します。たとえば、ソースの Amazon EC2 インスタンスと Amazon EBS ボリュームを削除
した場合でも、保管庫は、選択したライフサイクルポリシーに従って Amazon EC2 および Amazon EBS 
バックアップを保持します。

バックアップ保管庫にはリソースベースのアクセスポリシーが用意されており、誰がバックアップにア
クセスできるかを定義します。バックアップ保管庫のアクセスポリシーを定義して、そのボールト内の
バックアップに対してアクセス許可を持つユーザーと実行できるアクションを定義できます。それによ
り、AWS のサービス全体のバックアップに対するアクセスをシンプルかつセキュアな方法で管理しま
す。AWS Backup の AWS およびカスタマー管理ポリシーを確認するには「AWS Backup の管理ポリ
シー」を参照してください。

AWS Backup Vault Lock を使って、誰でも (自身を含む) がバックアップを削除したり、保存期間を変更し
たりすることを防ぎます。AWS BackupVault Lock は、write-once-read-many(WORM) モデルを強制し、
さらに防衛の別のレイヤーを追加するのに役立ちます。開始するには、「AWS BackupVault Lock Lock 
Lock Lock Lock Lock

コンプライアンス義務のサポート
AWS Backupグローバルコンプライアンス義務の達成を支援します。AWS Backup は次の AWS コンプラ
イアンスプログラム内にあります。

• フェドランプ高
• GDPR
• SOC 1、2、および 3
• PCI
• HIPAA
• そしてもっとたくさん

はじめに
AWS Backup の詳細については、まず AWS Backup の開始方法 (p. 24) を参照することをお勧めしま
す。
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AWS Backup: 仕組み
AWS Backup はフルマネージド型のバックアップサービスであり、AWS のサービス全体でデータのバッ
クアップを簡単に一元化し自動化します。AWS Backup を使用して、バックアッププランと呼ばれるバッ
クアップポリシーを作成できます。これらのプランを使用して、データのバックアップ頻度やバックアッ
プを保持する期間など、バックアップ要件を定義できます。

AWS Backup では、タグを付けるだけで AWS リソースにバックアッププランを適用できます。AWS 
Backup は、定義したバックアッププランに従って AWS リソースを自動的にバックアップします。

次のセクションでは、AWS Backup の動作方法、実装の詳細、およびセキュリティに関する考慮事項につ
いて説明します。

トピック
• サポート対象の AWS サービスで、AWS Backup を動作させる方法について (p. 11)
• メータリング、コスト、および請求 (p. 18)
• AWS Backup ブログ、動画、チュートリアル、その他のリソース (p. 19)

サポート対象の AWS サービスで、AWS Backup を
動作させる方法について

AWS サービスをサポートする AWS Backup は、独自のスタンドアロンのバックアップ機能を提供しま
す。これらの機能は、AWS Backup を使用するかどうかに関係なく利用できます。　 ただし、他の AWS 
サービスが作成したバックアップは、AWS Backup を通した中央ガバナンスでは利用できません。

サポートされているすべてのサービスのデータ保護を一元管理するために AWS Backup を設定するに
は、AWS Backup でそのサービスの管理にオプトインする必要があります。バックアッププランを使用し
てオンデマンドバックアップを作成するか、バックアッププランを使用してバックアップをスケジュール
し、バックアップボルトにバックアップを保存します。

トピック
• AWS Backup でのサービス管理へのオプトイン (p. 12)
• Amazon S3 データの操作 (p. 12)
• VMware 仮想マシンの操作 (p. 12)
• Amazon DynamoDB の操作 (p. 13)
• Amazon FSx ファイルシステムの操作 (p. 13)
• Amazon EC2 の操作 (p. 14)
• Amazon EFS の操作 (p. 15)
• Amazon EBS の操作 (p. 15)
• Amazon RDS と Aurora の操作 (p. 15)
• との作業AWSBackInt (p. 16)
• AWS Storage Gateway の使用 (p. 16)
• Amazon DocumentDB の操作 (p. 16)
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• Amazon Neptune の操作 (p. 16)
• Amazon Timestream の使用 (p. 17)
• AWS Organizations の使用 (p. 17)
• AWS CloudFormation の使用 (p. 17)
• SAP と SAP HANAAWSBackInt との連携AWS Systems Manager (p. 17)
• AWS サービスが独自のリソースをバックアップする方法 (p. 17)

AWS Backup でのサービス管理へのオプトイン
新しい AWS のサービスが利用可能になったら、それらのサービスを使用できるように AWS Backup を有
効にする必要があります。有効になっていないサービスのリソースを使用して、オンデマンドバックアッ
プまたはバックアッププランを作成しようとすると、エラーメッセージが表示され、プロセスを完了でき
ません。

Note

サービスオプトイン設定はリージョン固有です。使用している AWS リージョン を変更する場合
は、AWS Backup で使用するサービスを再設定する必要があります。

AWS Backup で使用されるサービスを設定するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. [サービスのオプトイン] ページで、[リソースを設定] を選択します。
4. トグルスイッチを使用して、AWS Backup で使用されるサービスを有効または無効にします。

Important

RDS、Aurora、Neptune、DocumentDB は、同じ Amazon リソースネーム (ARN) を共有しま
す。AWS Backupこれらのリソースタイプのいずれかを管理するようにオプトインすると、
バックアッププランに割り当てるときにすべてのリソースタイプがオプトインされます。い
ずれにしても、オプトインのステータスを正確に表すために、すべてオプトインすることを
おすすめします。

5. [Confirm] (確認) を選択します。

Amazon S3 データの操作
AWS BackupAmazon S3 バックアップのフルマネージドバックアップと復元を提供します。詳細について
は、Amazon S3 バックアップの作成 (p. 75) を参照してください。

• リソースのバックアップ方法: AWS Backup の開始方法 (p. 24)
• を使用して Amazon S3 データを復元する方法AWS Backup:S3 データの復元 (p. 132)

S3 データの詳細については、「Amazon S3 ドキュメント」を参照してください。

VMware 仮想マシンの操作
AWS Backup は AWS で、オンプレミスの VMware 仮想マシン (VM) との VMware Cloud™ (VMC) 内にあ
る仮想マシンの一元管理、および自動データ保護をサポートします。オンプレミスおよび VMC 仮想マシ
ンから AWS Backup へバックアップできます。次に、AWS Backup からオンプレミスまたは VMC のいず
れかに復元を行うことができます。
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Backup ゲートウェイは、VMware VM を AWS Backup に接続するために VMware VM にデプロイする 
AWS Backup ソフトウェアをダウンロード可能です。ゲートウェイは VM 管理サーバーに接続して VM 
を検出し、VM を検出し、データを暗号化し、効率的にデータを AWS Backup に転送します。次の図
は、Backup ゲートウェイが VM に接続する方法を示しています。

• リソースのバックアップ方法: 仮想マシンのバックアップの作成 (p. 77)
• VM リソースを復元する方法:仮想マシンの復元 (p. 135)

Amazon DynamoDB の操作
AWS Backupは、Amazon DynamoDB テーブルのバックアップおよび復元をサポートしていま
す。DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスであり、高速で予測可能なパフォーマ
ンスとシームレスな拡張性を特長とするフルマネージド NoSQL データベースサービスです。

AWS Backup発売以来、常に DynamoDB をサポートしてきました。2021 年 11 月から、DynamoDBAWS 
Backup バックアップの高度な機能も導入されました。これらの高度な機能には、AWS リージョンバック
アップをアカウント間でコピーしたり、バックアップをコールドストレージに階層化したり、権限やコス
ト管理にタグを使用したりすることが含まれます。

2021 年 11AWS Backup 月以降にオンボーディングする新規のお客様には、高度な DynamoDB バック
アップ機能がデフォルトで有効になります。

既存のAWS Backup のすべてのお客様に DynamoDB の高度な機能を有効にすることを推奨します。
ウォームバックアップストレージの料金は、高度な機能を有効にしても変わりません。バックアップを
コールドストレージに階層化することでコストを節約し、コスト配分タグを使用してコストを最適化でき
ます。

すべての高度な機能のリストと、それを有効にする方法については、「」を参照してくださいアドバンス
ト DynamoDB バックアップ (p. 102)。

• リソースのバックアップ方法: AWS Backup の開始方法 (p. 24)
• DynamoDB リソースを復元する方法: Amazon DynamoDB テーブルの復元 (p. 147)

DynamoDB の詳細については、Amazon DynamoDB 開発者ガイドの「Amazon DynamoDB とは」を参照
してください。

Amazon FSx ファイルシステムの操作
AWS Backup は、Amazon FSx ファイルシステムのバックアップと復元をサポートしています。Amazon 
FSx は、ワークロードのネイティブ互換性と機能セットを備えたフルマネージドサードパーティファイル
システムを提供します。AWS Backup は Amazon FSx の組み込みバックアップ機能を使用します。した
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がって、AWS Backup コンソールで取得されるバックアップには、Amazon FSx コンソールで取得される
バックアップと同じレベルのファイルシステムの一貫性およびパフォーマンス、復元オプションがありま
す。

AWS Backup を使用してこれらのバックアップを管理するには、無制限の保存オプションや、1 時間ごと
にスケジュールバックアップを作成する機能などの追加機能を利用できます。また、AWS Backup は、
ソースファイルシステムが削除された後でも、バックアップを保持します。これにより、偶発的または悪
意のある削除から保護されます。

バックアップポリシーを設定し、他の AWS Backup のサービスのためにサポートを拡張する中央バック
アップコンソールからバックアップタスクをモニタリングする場合に、AWS を使用してAmazon FSx ファ
イルシステムを保護します。

• リソースのバックアップ方法: AWS Backup の開始方法 (p. 24)
• Amazon FSx リソースを復元する方法: FSx ファイルシステムの復元 (p. 138)

Amazon FSx ファイルシステムの詳細については、「Amazon FSx ドキュメント」を参照してください。

Amazon EC2 の操作
AWS Backup を使用すると、EC2 インスタンス全体と Amazon EC2 で動作する Windows アプリケーショ
ン、関連する設定データを含むオンデマンドバックアップジョブをスケジュールまたは実行できます。こ
れにより、ストレージ (Amazon EBS) ボリュームを使用した対話の必要性が制限されます。同様に、1 つ
の復旧ポイントから Amazon EC2 インスタンス全体を復元できます。バックアップジョブには、リソース
を 1 つだけ持つことができます。そのため、EC2 インスタンスをバックアップするジョブがあり、ルート
ボリューム、すべてのデータボリューム、および関連するインスタンス設定をバックアップできます。

AWS Backup は EC2 インスタンスをいつでも再起動しません。

Amazon EC2 リソースのバックアップ

Amazon EC2 インスタンスをバックアップする場合、AWS Backup はルート Amazon EBS ストレージボ
リューム、起動設定、および関連するすべての EBS ボリュームのスナップショットを作成します。AWS 
Backup には、インスタンスタイプ、セキュリティグループ、Amazon VPC、モニタリング設定、タグな
ど、EC2 インスタンスの特定の設定パラメータが保存されます。バックアップデータは、Amazon EBS ボ
リュームバックアップされた Amazon マシンイメージ (AMI) として保存されます。

VSS 対応の Microsoft Windows アプリケーションをバックアップおよび復元することもできます。オンデ
マンドバックアップまたはスケジュールバックアップ計画の一部として、アプリケーション整合性バック
アップのスケジュール設定、ライフサイクルポリシーの定義、整合性のとれたリストアを実行できます。
詳細については、「Windows VSS バックアップの作成 (p. 115)」を参照してください。

AWS Backup では以下をバックアップしません。

• Elastic Inference アクセラレーターの構成 (インスタンスにアタッチされている場合)。
• インスタンスが作成されたときに使用されるユーザーデータ。

Note

すべてのインスタンスタイプで、Amazon EBS でバックアップされた EC2 インスタンスのみが
サポートされます。エフェメラルストレージインスタンス (つまり、Instance store-Backed イン
スタンス) はサポートされていません。

AWS Backup管理対象の Amazon EC2 AMI (Amazon マシンイメージ) または Amazon EBSAWS Backup 
スナップショットが経由で削除され、Amazon EC2 ごみ箱が設定されている場合、そのイメージまたは
スナップショットには Amazon EC2 ごみ箱ポリシーに従って料金が発生する可能性があります。Amazon 
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EC2 ごみ箱のスナップショットとイメージは、AWS Backupごみ箱から復元するとポリシーで管理されな
くなり、ポリシーによって管理されなくなります。AWS Backup

AWS Backup では、 Amazon EC2 バックアップに関連付けられた EBS スナップショットを暗号化できま
す。これは、EBS スナップショットを暗号化する方法と似ています。AWS Backup では、Amazon EC2 
AMI のスナップショットの作成時に基になる EBS ボリュームに適用された暗号化と同じものを使用し、元
のインスタンスの設定パラメータは復元メタデータに保持されます。

スナップショットは、定義したとおりにボリュームから暗号化を派生させ、対応するスナップショット
にも同じ暗号化が適用されます。コピーされた AMI の EBS スナップショットは常に暗号化されます。
コピー中に KMS キーを使用すると、キーが適用されます。KMS キーを使用しない場合は、既定の KMS 
キーが適用されます。

• リソースのバックアップ方法: AWS Backup の開始方法 (p. 24)
• Amazon EC2 リソースを復元する方法: Amazon EC2 インスタンスを復元する (p. 152)

Amazon EC2 の詳細については、Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon 
EC2 とは」を参照してください。

Amazon EFS の操作
AWS Backup では、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) がサポートされています。

• リソースのバックアップ方法: AWS Backup の開始方法 (p. 24)
• Amazon EFS リソースを復元する方法: Amazon EFS ファイルシステムの復元 (p. 144)

Amazon EFS ファイルシステムの詳細については、Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の
「Amazon Elastic File System とは」を参照してください。

Amazon EBS の操作
AWS Backup は、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームをサポートします。

• リソースのバックアップ方法: AWS Backup の開始方法 (p. 24)
• Amazon EBS ボリュームを復元する方法: Amazon EBS ボリュームの復元 (p. 143)

Amazon EBS ボリュームの詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの
「Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) とは」を参照してください。

詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EBS ボリュームの作
成」を参照してください。

Amazon RDS と Aurora の操作
AWS Backup は、Amazon RDS データベースエンジンと Aurora クラスターをサポートします。

• リソースのバックアップ方法: AWS Backup の開始方法 (p. 24)
• Amazon RDS リソースを復元する方法: RDS データベースの復元 (p. 149)
• Aurora クラスターを復元する方法: Amazon Aurora クラスターの復元 (p. 150)

Amazon RDS の詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「Amazon Relational Database Service 
とは」を参照してください。
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との作業AWSBackInt

Aurora の詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Amazon Aurora とは」を参照してくださ
い。

Note

Amazon RDS コンソールからバックアップジョブを開始すると、Aurora クラスターのバックアッ
プジョブと競合し、Backup ジョブが完了する前に期限切れになるエラーが発生する可能性があり
ます。この問題が発生した場合は、AWS Backup で長いバックアップウィンドウを構成します。

Note

は、RDS Custom for SQL Server および RDS Custom for Oracle および RDS Custom for Oracle 
は、現在サポートされていませんAWS Backup。

Note

AWSAurora が自動バックアップを有効にしていて、Aurora 自動バックアップの保持期間が 
Aurora スナップショットの保持期間を超えている限り、バックアップ保管庫内に保存された 
Aurora スナップショットには課金されません。バックアップ保管庫内のスナップショットは、ス
ナップショットのデータベースが削除された場合に課金されます (削除は誤って行われるか、ブ
ルー/グリーンデプロイ中に発生する可能性があります)。
削除されたデータベースから大きなスナップショットを作成したり、頻繁にバックアップした
りすると、多額のストレージ料金が発生する可能性があります。AWS Backup電卓にアクセスし
て、AWS Backup潜在的な請求額を見積もってください。

との作業AWSBackInt
AWS BackupはAWS Backint と連携して、Amazon EC2 インスタンスでの SAP HANA データベースの
バックアップと復元のプレビューをサポートします。

• SAP HANA リソースのバックアップと復元の手順:SAP HANA のパブリックプレビュー Amazon EC2 イ
ンスタンスのバックアップと復元

• AWSBackint Agent セットアップ:SAP HANAAWS 用Backint Agent

AWS Storage Gateway の使用
AWS Backup は、Storage Gateway ボリュームゲートウェイをサポートします。Amazon EBS スナップ
ショットを Storage Gateway ボリュームとして復元することもできます。

• リソースのバックアップ方法: AWS Backup の開始方法 (p. 24)
• Storage Gateway のリソースを復元する方法: Storage Gateway ボリュームの復元 (p. 154)

Amazon DocumentDB の操作
AWS Backup は、Amazon DocumentDB クラスターをサポートします。

• リソースのバックアップ方法: AWS Backup の開始方法 (p. 24)
• Storage Gateway のリソースを復元する方法: DocumentDB クラスターの復元 (p. 165)

Amazon Neptune の操作
AWS Backup は、Amazon Neptune クラスターをサポートします。

• リソースのバックアップ方法: AWS Backup の開始方法 (p. 24)
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• Amazon Neptune クラスターを復元する方法: Neptune クラスターの復元 (p. 166)

Amazon Timestream の使用
AWS BackupAmazon Timestream テーブルをサポートします。

• タイムストリームテーブルをバックアップする方法。
• タイムストリームテーブルを復元する方法。

AWS Organizations の使用
AWS BackupAWS Organizationsと連動して、クロスアカウントの監視と管理を簡素化します

• Organizations で管理アカウントを作成します。
• クロスアカウント管理を有効にします。
• 委任管理者アカウントと委任ポリシーを指定します。

AWS CloudFormation の使用
AWS BackupAWS CloudFormationサポートテンプレートとアプリケーションスタック

• AWS CloudFormationスタックのバックアップ

SAP と SAP HANAAWSBackInt との連携AWS 
Systems Manager
AWS BackupSSM for SAPAWSBackInt と連携して SAP HANA のバックアップおよびリストア機能をサ
ポートします。

• Amazon EC2 インスタンス上の SAP HANA データベースのバックアップ
• SAP 向けの SSM を使い始める
• SAP HANAAWS 用Backint Agent を使ってみる

AWS サービスが独自のリソースをバックアップする
方法
特定の AWS サービスのバックアップと復元プロセス。特にリストア中に、その AWS サービスの新しい
インスタンスを構成する必要がある場合は、技術ドキュメントを参照してください。以下は、ドキュメン
トのリストです。

• Amazon EC2 関連サービス
• Amazon EFS で AWS Backup を使用する
• DynamoDB のオンデマンドBackup および復元
• Amazon EBS スナップショット
• Amazon RDS DB インスタンスのバックアップと復元

• DB クラスターのバックアップと復元の概要
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メータリング、コスト、および請求

• FSx for Windows File Server で AWS Backup を使用する
• FSx for Lustre で AWS Backup を使用する
• AWS Storage Gateway のボリュームのバックアップ
• Amazon DocumentDB でのバックアップと復元
• Amazon Neptune クラスターのバックアップと復元

メータリング、コスト、および請求
AWS Backup の料金
AWS Backup現在の価格は、AWS Backup価格設定でご覧いただけます。

Important

追加料金を回避するには、ウォームストレージ期間を「少なくとも 1 週間」に設定して、リテン
ションポリシーを構成します。
たとえば、毎日のバックアップを取って 1 日保持するとします。さらに、保護されているリソー
スが非常に大きいため、バックアップを完了するのに 1 日かかると仮定します。 AWS Backup
には 1 日の保存期間が設定され、バックアップジョブが完了するとウォームストレージからバッ
クアップが削除されます。翌日、は、ウォームストレージにバックアップがないため、AWS 
Backup増分バックアップを作成できません。この保存期間はベストプラクティスに従わなかった
ため、毎日フルバックアップを作成するリスクとコストがかかります。
ユースケースに関するガイダンスについては、テクニカルアカウントマネージャーまたはソ
リューションアーキテクトに問い合わせてください。

AWS Backup請求
AWS Backupリソースタイプがフル管理をサポートしている場合、AWS Backupアクティビティの料金 (ス
トレージ、リストア、早期削除を含む) の料金は、Amazon Web Services請求の「Backup」セクションに
表示されます。AWS Backup完全管理をサポートするサービスのリストについては、リソース別の機能の
可用性 (p. 2)表の「AWS Backup完全管理」セクションを参照してください。

AWS Backupリソースタイプが完全管理をサポートしていない場合、バックアップのストレージコストな
ど、AWS BackupAWSアクティビティの一部がそれぞれのサービスから請求されることがあります。

コピージョブの失敗

対象のデータ保管庫に復旧ポイントが作成された後にのみ請求されます。コピージョブが失敗し、リカバ
リポイントが作成されない場合は料金は発生しません。

コスト配分タグ
コスト配分タグを使用すると、AWS Backupコストを詳細レベルで追跡および最適化し、を使用してこれ
らのタグを表示およびフィルタリングできますAWS Cost Explorer (この機能は現在、DynamoDB ではサ
ポートされていません)。

コスト配分タグを使用するには、「コスト配分タグを使用して Amazon EFSAWS Backup のバックアップ
を自動化し、バックアップコストを最適化する」を参照してください。

AWS BackupAudit Manager の計測
AWS Backup Audit Manager は、制御評価の数に基づいて使用料金を課金します。制御評価は、1 つのコ
ントロールに対する 1 つのリソースの評価です。管理評価料金は、AWS Backup の請求書に表示されま
す。現在の管理評価料金については、「AWS Backup 料金」を参照してください。
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ブログ、動画、チュートリアル、その他のリソース

AWS Backup Audit Manager コントロールを使用するには、AWS Config を記録して、バックアップアク
ティビティの追跡を有効にする必要があります。AWS Config は、記録された各構成項目の料金を請求
し、これらの料金は、AWS Config の請求書に表示されます。現在の構成項目の記録された価格について
は、AWS Config 料金を参照してください。

AWS Backup ブログ、動画、チュートリアル、そ
の他のリソース

AWS Backup の詳細については、以下を参照してください。

• を使用してオンプレミスの VMware 仮想マシンをBackupAWS Backup および復元します。オルムイ
ワ・コヤとエゼキエル・オイリンデと (2022年6月)。

• Amazon AuroraAWS Backup データベースを保護するために使用しています。クリス・ヘンドン、ブラ
ンドン・ルバドゥ、トーマス・リドルと (2022年5月)。

• 暗号化された Amazon RDS インスタンスは、クロスアカウントおよびクロスリージョンバックアップを
使用して暗号化された Amazon RDS インスタンスを保護します。エヴァン・ペックとサビス・ベンキタ
チャラパシーと (2022年5月)。

• AWS BackupAWS PrivateLinkおよびを使用してセキュリティ体制を自動化および改善します。ビラル・
アラムと (2022年4月)。

• AWS Backupクロスアカウントのマルチリージョンの日次集計レポートを入手できます。ワリ・アクバ
リとサビス・ベンキタチャラパシーと（2022年2月）。

• AWS Backupおよびを使用して、AWS Security Hubバックアップ結果の可視性を自動化します。カニ
シュク・マハジャンと（2022年1月）。

• AWSでバックアップを保護するためのセキュリティ上のベストプラクティスのトップ10 いぶくんおえ
ゆみと (2022年1月)

• FSx for Lustre によるAWS SAS グリッドの最適化 (およびを使用したディザスタリカバリの最適化AWS 
Backup) マット・セイガーとシェイ・ラットンと（2022年1月）。

• Amazon Neptune で AWS Backup を使用してデータ保護とコンプライアンスを一元化する。ブライア
ン・オキーフと (2021 年 11 月)。

• AWS Backup で (MongoDB 互換で) Amazon DocumentDB のバックアップと復元を管理する。カルティ
ク・ヴィジェイラガバンと (2021 年 11 月)。

• AWS Backup Audit Manager でデータ保護ポリシーの監査を簡素化する。ジョーダン・ビョークマン、
ハルシサ・プッタと (2021 年 11 月)。

• AWS Backup Vault Lock でバックアップのセキュリティ体制を強化する。ロランド・ミラーと (2021 年 
10 月)。

• AWS Backup 復元のジョブでリソースタグを保持する方法。イブクン・オエウミ、アミー・シャー、サ
ビス・Venkitachalapathy と (2021 年 9 月)。

• AWS Backup でサービスコントロールポリシーを使用したバックアップへのアクセスの管理。サビス・ 
Venkitachalapathy、イブクン・オエウミと (2021 年 8 月)。

• AWS Backup を使用する AWS サービスで、大規模で一元的なバックアップを自動化する。イブクン・
オエウミ、サビス・ Venkitachalapathyと (2021 年 7 月)。

• ブログ: AWS Backup と VSS を使用して Microsoft SQL Server バックアップを簡素化する方法。シアー
ヴァシュ・イラニ、セファー・サミエイと (2021 年 7 月)。

• AWS Backup でデータリカバリの検証を自動化する。マハンス・ジャヤデヴァと (2021 年 6 月)。
• AWS Backup ジョブをモニタリングする通知の設定。ヴァージル・エンネスと (2021 年 6 月)。
• AWS Backup を使用して Amazon EFS のバックアップを自動化し、バックアップコストを最適化する。

プラチ・グプタ、ロヒット・ヴェルマと (2021 年 6 月)。
• Amazon EFS バックアップコストを管理する: コスト配分タグの AWS Backup サポート。アディティ

ヤ・マルヴァーダと (2021 年 5 月)。
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ブログ、動画、チュートリアル、その他のリソース

• AWS Backup を使用して、アカウントとリージョン間で暗号化されたバックアップを作成して共有す
る。プラチ・グプタと (2021 年 5 月)。

• AWS Backup は、現在、FedRAMP High はコンプライアンスおよびデータ保護のニーズに対して承認さ
れる。アンディ・グライムズと (2021 年 5 月)。

• AWS Backup で、ZS アソシエイツがバックアップの効率を向上させる。ミテシュ・ナイク、ヒラナン
ド・ムルチャンダニ、スシャント・ジャドハブと (2021 年 5 月)。

• チュートリアル: AWS Backup を使用した Amazon EBS のバックアップと復元。ファティマ・カマルと 
(2021 年 4 月)。

• ビデオチュートリアル: バックアップのクロスリージョンコピーの管理。デビッドとDeLuca (2021 年 4 
月)。

• AWSTools forAWS Backup を使用して複数のリカバリポイントを削除しますPowerShell。シェリフ・タ
ラートと (2021 年 4 月)。

• AWS Backup を使用した Amazon FSx のクロスリージョンバックアップとクロスアカウントバックアッ
プ。アダム・ハンター、ファティマ・カマルと (2021 年 4 月)。

• の AmazonCloudWatch イベントとメトリクスAWS Backup. ロランド・ミラーと (2021 年 3 月)。
• チュートリアル: Amazon Relational Database Service (RDS) のバックアップと復元AWS Backup。ファ

ティマ・カマルと (2021 年 3 月)。
• oint-in-timeでのリカバリと Amazon RDS の継続的なバックアップAWS Backup。ケリー・グリフィンと 

(2021 年 3 月)。
• AWS Service Catalog で AWS Backup を自動化する。ジョン・ヒューズモラーと (2021 年 1 月)。
• AWS Backup を使用したクロスアカウントバックアップとクロスリージョンコピーでデータリカバリを

保護する。シェール・サイモンと (2021 年 1 月)。
• AWSre: Invent の要約:を使用したデータ保護とコンプライアンスAWS Backup。ナンシー・ワンと 

(2020 年 12 月)。
• AWS Backup が AWS リソース全体にわたって一元的なデータ保護を提供する。ナンシー・ワンと 

(2020 年 11 月)。
• Tech Talk: AWS Backup での大規模なデータ保護。カリーム・ビヘイリーと (2020 年 9 月)。
• AWS Backup を使用したクロスリージョンコピーによる一元的なクロスアカウント管理。シェール・サ

イモンと (2020 年 9 月)。
• ビデオチュートリアル: AWS Backup を使用して AWS Organizations でバックアップを大規模に管理す

る。イルダル・シャラフェエフと (2020 年 7 月)。
• AWS Backup を使用して AWS Organizations で大規模にバックアップを管理する。ナンシー・ワン、ア

ビ・ドラブキン、ガネーシュ・スンダレサン、ヴィカス・シャーと (2020 年 6 月)。
• AWS Backup でAmazon EFS のファイルとフォルダをリカバリする。エイブラール・フセイン、グルダ

ス・パイと (2020 年 5 月)。
• Amazon EFS と AWS Backup を使用して自動バックアップをスケジュールする。ロブ・バーンズと 

(2019 年 12 月)。
• re:Invent Recording: AWSre:Invent 2019: Deep dive on AWS Backup フィート Rackspace。ナンシー・

ワン、ジェイソン・パバオと (2019 年 12 月)。
• AWS Backup でデータを保護する。アンソニー・フィオーレと (2019 年 7 月)。
• マーケティングビデオ: AWS Backup の紹介。2019 年 1 月。
• ビデオ: AWS Backup の概要 AWS トレーニングと認定
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AWS にサインアップする

AWS を初めてセットアップする
AWS Backup を初めて使用する場合は、事前に以下のタスクをすべて実行してください。

1. AWS にサインアップする (p. 21)
2. IAM ユーザーを作成する (p. 21)
3. IAM ロールの作成 (p. 22)

AWS にサインアップする
Amazon Web Services (AWS) にサインアップすると、、AWS Backup を含む、AWS 内のすべてのサービ
スの AWS アカウント が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。

AWS Backupの使用料の詳細については、AWS Backupの使用料を参照してください。

AWS アカウント が既にある場合は、次のタスクに進んでください。AWS アカウントをお持ちでない場合
は、以下の手順に従ってアカウントを作成してください。

AWS アカウント を作成するには

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

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

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー 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。

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

IAM ユーザーを作成する
AWS のサービス (AWS Backup など) の場合は、サービスにアクセスする際に認証情報を指定する必要が
あります。これにより、サービスのリソースへアクセスするための権限を持っているかどうかがサービス
によって判定されます。AWS はリクエストに AWS アカウント ルートユーザーを使用しないことをお勧
めします。代わりに、IAM ユーザーを作成し、そのユーザーにフルアクセスを許可します。このような
ユーザーを管理者ユーザーと呼びます。AWS アカウント のルートユーザーの認証情報ではなく、管理者
ユーザーの認証情報を使用して AWSを操作し、バケットの作成、ユーザーの作成、およびアクセス許可の
付与などのタスクを実行できます。詳細については、AWS 全般のリファレンスの「AWS アカウント ルー
トユーザーの認証情報と IAM ユーザーの認証情報」、および IAM ユーザーガイドの「IAM でのベストプ
ラクティス」を参照してください。

AWS にサインアップしても、自分用の IAM ユーザーをまだ作成していない場合は、IAM コンソールを使
用して作成できます。

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。
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IAM ロールの作成

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)

短期認証情報を使用して 
AWS にアクセスする。

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。

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。

この新しい IAM ユーザーとしてサインインするには、AWS Management Console からサインアウトしま
す。その後、以下の URL を使用します。このとき、your_aws_account_id はハイフンを除いた AWS アカ
ウント 番号です (たとえば AWS アカウント 番号が 1234-5678-9012 であれば、AWS アカウント ID は
123456789012 です)。

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

作成した IAM ユーザー名とパスワードを入力します。サインインすると、ナビゲーションバーに
your_user_name@your_aws_account_id と表示されます。

サインページの URL に AWS アカウント ID を含めない場合は、アカウントのエイリアスを作成しま
す。IAM ダッシュボードで [アカウントの別名を作成] をクリックし、エイリアス (会社名など) を入力しま
す。アカウントエイリアスを作成した後、サインインするには、次の URL を使用します。

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

アカウントの IAM ユーザーのためのサインイン用リンクを確認するには、IAM コンソールを開き、ダッ
シュボードの [AWS アカウント エイリアス] を確認します。

IAM ロールの作成
IAM コンソールを使用して、サポートされているリソースにアクセスするための AWS Backup 権限を許可
する IAM ロールを作成できます。IAM ロールを作成したら、ポリシーを作成して、このロールにアタッチ
します。

コンソールで IAM ロールを作成するには

1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、IAM コンソールを開きます。
2. IAM コンソールで、[Roles] ナビゲーションペイン、[Create Role (ロールを作成)] の順に選択します。
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IAM ロールの作成

3. [AWSサービスロール] を選択し、[選択対象] を選択しますAWS Backup。[Next: Permissions] (次のス
テップ: アクセス許可) を選択します。

4. [権限ポリシーの添付] ページ
でAWSBackupServiceRolePolicyForBackup、AWSBackupServiceRolePolicyForRestoresと
の両方をチェックします。これらの AWS 管理ポリシーは、サポートされている AWS リソースのす
べてをバックアップおよび復元する AWS Backup 権限を付与します。管理ポリシーの詳細と例につい
ては、「管理ポリシー」を参照してください。

その後 [次へ: タグ] を選択します。
5. [Next: Review] (次のステップ: レビュー) を選択します。
6. [Role Name] (ロール名) に、ロールの目的がわかるような名前を入力します。ロール名は AWS アカ

ウント アカウント内で一意である必要があります。ロールは多くのエンティティにより参照されるた
め、作成後にロール名を変更することはできません。

[ロールの作成] を選択します。
7. [Roles] (ロール) ページで、作成したロールを選択し、詳細ページを開きます。
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前提条件

AWS Backup の開始方法
このチュートリアルでは、AWS Backup 機能を使用するための一般的な手順について説明します。この技
術マニュアルの他の部分と同様に、もう 1 つのウィンドウの AWS マネジメントコンソールに従う必要が
あります。

次のチュートリアルを読むことで、特定のサービスで AWS Backup を使用する方法を学ぶこともできま
す。

• AWS Backup を使用した Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) バックアップと復元
• チュートリアル: AWS Backup を使用した Amazon EBS のバックアップと復元

トピック
• 前提条件 (p. 24)
• 開始方法 1: サービスオプトイン (p. 25)
• 開始方法 2: オンデマンドバックアップの作成 (p. 25)
• 開始方法 3: スケジュールされたバックアップの作成 (p. 27)
• 開始方法 4: Amazon EFS 自動バックアップの作成 (p. 29)
• 開始方法 5: バックアップジョブと復旧ポイントの表示 (p. 30)
• 開始方法 6: バックアップの復元 (p. 31)
• 開始方法 7: 監査レポートの作成 (p. 33)
• 開始方法 8: リソースのクリーンアップ (p. 35)

前提条件
作業を開始する前に、次の項目が揃っていることを確認してください。

• AWS アカウント。詳細については、「AWS を初めてセットアップする (p. 21)」を参照してください。
• AWS Backup がサポートしているリソースが 1 つ以上あります。
• バックアップする AWS サービスとリソースに精通している必要があります。「サポートされている 

AWS リソースとサードパーティーアプリケーションのリスト」を参照してください。

新しい AWS のサービスが利用可能になったら、AWS Backup がそれらのサービスを使用できるように
します。

AWS で使用される AWS Backup サービスを設定するには

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

2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. [サービスのオプトイン] ページで、[リソースを設定] を選択します。
4. [リソースを設定] ページで、トグルスイッチを使用して、AWS Backup で使用されるサービスを有

効または無効にします。サービスを設定したら、[確認] を選択します。オプトインしている AWS 
サービスが AWS リージョン で利用可能であることを確認してください。サポートされているリー
ジョンについては、AWS 全般的なリファレンスの「サービスエンドポイントとクォータ」を参照し
てください。

Note

AWS Backup のAmazon EFS を有効にした後に自動バックアップを設定した場合、AWS 
Backup の Amazon EFS をオプトアウトまたは無効にしても、自動バックアップは
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継続されます。詳細については、「開始方法 4: Amazon EFS 自動バックアップの作
成 (p. 29)」を参照してください。自動バックアップを無効にするには、Amazon EFS 
コンソールまたは API を使用します。

• バックアップするリソースがすべて同じ AWS リージョン にあることを確認します。

このチュートリアルを完了するには、AWS アカウント のルートユーザーを使用して AWS Management 
Console にサインインします。ただし、AWS Identity and Access Management (IAM) では、AWS アカウ
ント のルートユーザーを使用しないことを推奨しています。代わりに、アカウントに管理者を作成し、そ
れらの認証情報を使用してアカウントのリソースを管理します。詳細については、「AWS を初めてセット
アップする (p. 21)」を参照してください。

AWS Backup のコンソールには、リソースをバックアップするためのさまざまなオプションがあります。
オンデマンドでバックアップを作成したり、リソースのバックアップ方法をスケジュールして設定した
り、リソースの作成時に自動的にバックアップするようにリソースを設定したりできます。

開始方法 1: サービスオプトイン
AWS Backup を使用して一部の AWS サービスを保護するには、積極的にオプトインする必要がありま
す。たとえば、AWS Backup がAmazon EC2 AMI と Amazon EBS スナップショットを管理するようにオ
プトインする必要があります。オプトインの選択肢は特定のアカウントや AWS リージョン に適用され、
同じアカウントを使用して複数のリージョンへのオプトインが必要になる場合があります。

AWS Backup は、ますます多くの AWS サービスおよびサードパーティアプリケーションをサポートして
いるため、新しくサポートされたリソースにオプトインするには、このステップを再確認する必要があり
ます。

オプトインしない場合、AWS Backup は AWS 以外の AWS Backup 環境で取得するバックアップを管理し
ません。

サポートされているすべてのリソースタイプを保護するために、AWS Backup を使用してオプト
インするには

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

2. 左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。
3. サービスオプトインで、[リソースの設定] を選択します。
4. すべてのトグルを右に移動して、AWS Backup でサポートされるすべてのリソースにオプトインしま

す。
5. [Confirm] を選択します。

次のステップ
AWS Backup を使用してリソースのオンデマンドバックアップを作成するには、「開始方法 2: オンデマン
ドバックアップの作成 (p. 25)」に進みます。

開始方法 2: オンデマンドバックアップの作成
AWS Backup コンソールの [Protected resources (保護されたリソース)] に、AWS Backup によって 1 回以
上バックアップされたリソースがリストされます。AWS Backup を初めて使用している場合、このページ
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に Amazon EBS ボリュームや Amazon RDS データベースなどのリソースは表示されません。リソースが
バックアッププランに割り当てられていても、バックアップがスケジュールされたバックアップジョブを 
1 回も実行したことがない場合も同様です。

この最初のステップでは、リソースのいずれかのオンデマンドバックアップを作成します。そうすること
で、そのリソースが [Protected resources (保護されたリソース)] ページにリストされます。

オンデマンドバックアップを作成するには

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

2. ナビゲーションペインを使用して、[保護されたリソース]、[オンデマンドバックアップの作成] の順に
選択します。

3. [オンデマンドバックアップを作成] ページで、バックアップするリソースタイプを選択します。たと
えば、Amazon DynamoDB テーブルの [DynamoDB] を選択します。

4. 保護するリソースの名前または ID を選択します。選択したリソースが、必要なリソースであることを
確認します。

Note

Amazon FSx for Lustre では、永続的なデプロイタイプがサポートされています。
5. [Create backup now (今すぐバックアップを作成)] が選択されていることを確認します。これにより、

すぐにバックアップが開始され、保存されたリソースが早く [Protected resources (保護されたリソー
ス)] ページに表示されます。

6. コールドストレージへの移行の値 (該当する場合) および有効期限の値を指定します。

Note

• コールドストレージに移行できるリソースのリストについては、リソース別の機能の可用
性 (p. 2)表の「コールドストレージへのライフサイクル」セクションを参照してください。
他のすべてのリソースタイプはウォームストレージに保存され、コールドストレージ表現
への移行は無視されます。[Expire (有効期限)] 値はすべてのリソースタイプに対して有効で
す。

• バックアップの有効期限が切れ、ライフサイクルポリシーの一部として削除のマークが付
けられると、AWS Backup は次の 8 時間にわたってランダムに選択された時点でバック
アップを削除します。このウィンドウは、一貫したパフォーマンスを確保するのに役立ち
ます。

7. 既存のバックアップボールトを選択します。[Create new backup vault (新しいバックアップボール
トを作成)] を選択すると、ボールトを作成する新しいページが開きます。完了すると、[Create on-
demand backup (オンデマンドバックアップを作成)] ページに戻ります。

8. [IAM role (IAM ロール)] では、[Default role (デフォルトロール)] を選択します。

Note

AWS Backup のデフォルトロールがアカウントに存在しない場合は、適切なアクセス権限を
持つロールが作成されます。

9. オンデマンドバックアップに 1 つ以上のタグを割り当てる場合は、[key (キー)] とオプションの [value 
(値)] を入力して、[Add tag (タグを追加)] を選択します。

Note

• Amazon EC2 リソースの場合、AWS Backup はこのバックアップに追加したタグに加え
て、既存のグループおよび個々のリソースタグを自動的にコピーします。詳細について
は、「バックアップへのタグのコピー (p. 117)」を参照してください。

• タグベースのバックアッププランを作成する際に、[デフォルトのロール] 以外のロールを
選択した場合、すべてのタグ付きリソースをバックアップするために必要なアクセス権限
がそのロールに割り当てられていることを確認してください。AWS Backup は、選択した
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タグを持つすべてのリソースを処理しようとします。アクセス権限のないリソースが検出
されると、バックアッププランは失敗します。

10. [Create on-demand backup (オンデマンドバックアップを作成)] を選択します。これを行うと [Jobs 
(ジョブ)] ページに移動し、ジョブのリストが表示されます。

11. リソースタイプが EC2 の場合、[バックアップの詳細設定] セクションが表示されます。EC2 インスタ
ンスが Microsoft Windows を実行している場合は、[Windows VSS] を選択します。これにより、アプ
リケーション整合性のある Windows VSS バックアップを取ることができます。

Note

AWS Backup は現在、Amazon EC2 でのみ実行されているリソースのアプリケーション整合
性のあるバックアップをサポートしています。Windows VSS バックアップでは、すべてのイ
ンスタンスタイプまたはアプリケーションがサポートされているわけではありません。詳細
については、「Windows VSS バックアップの作成 (p. 115)」を参照してください。

12. バックアップするリソースの [バックアップジョブ ID] を選択すると、そのジョブの詳細が表示されま
す。

次のステップ
バックアップアクティビティを自動化するには、開始方法 3: スケジュールされたバックアップの作
成 (p. 27) に進みます。

開始方法 3: スケジュールされたバックアップの作
成

この AWS Backup チュートリアルのステップでは、バックアッププランを作成し、そこにリソースを割り
当て、バックアップボールトを作成します。

作業を開始する前に、前提条件が揃っていることを確認してください。詳細については、「AWS Backup 
の開始方法 (p. 24)」を参照してください。

トピック
• ステップ 1: バックアッププランを既存のものから作成する (p. 27)
• ステップ 2: バックアッププランにリソースを割り当てる (p. 28)
• ステップ 3: バックアップボールトの作成 (p. 29)
• 次のステップ (p. 29)

ステップ 1: バックアッププランを既存のものから作
成する
バックアッププランは、Amazon DynamoDB テーブルや Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファ
イルシステムなどの AWS リソースをいつどのようにバックアップするかを定義するポリシー式です。
バックアッププランにリソースを割り当てます。その場合、AWS Backup はバックアッププランに従っ
てそれらのリソースを自動的にバックアップし、バックアップを保持します。詳細については、「バック
アッププランを使用したバックアップの管理 (p. 37)」を参照してください。

新しいバックアップ計画を作成するには、2 つの方法があります。1 つを最初から作成することも、既存
のバックアップ計画に基づいて作成することもできます。この例では、AWS Backup コンソールを使用し
て、既存のバックアッププランを変更してバックアッププランを作成します。
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既存のものからバックアッププランを作成するには

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

2. ダッシュボードから、[バックアッププランを管理] を選択します。または、ナビゲーションペインを
使用して、[バックアッププラン] を選択してから、[バックアッププランの作成] を選択します。

3. [テンプレートから開始] を選択し、リストからプラン (例えば、Daily-Monthly-1yr-Retention
など) を選択して、[バックアッププラン名] ボックスに名前を入力します。

Note

既存のプランと同じバックアッププランを作成しようとする
と、AlreadyExistsException エラーが発生します。

4. プランの概要ページで、必要なバックアップルールを選択し、[編集] を選択します。
5. ルールに使用する値を見直して選択します。たとえば、[Monthly (月)] ルールのバックアップの保持

期間を 1 年ではなく 3 年に延長できます。プランに Amazon EFS バックアップが含まれている場合
は、定義したスケジュールに従ってウォームストレージからコールドストレージに、これらのバック
アップを自動的に移行させるライフサイクルポリシーを設定できます。

6. バックアップボールトでは、[デフォルト] または [新しいバックアップボールトの作成] を選択して新
しいボールトを作成します。

7. (オプション)- [送信先リージョン] のリストから AWS リージョン を選択して、バックアップを別の
リージョンにコピーします。さらにリージョンを追加するには、[コピーを追加] を選択します。

8. ルールの編集が完了したら、[バックアップルールの保存] を選択します。

[概要] ページで、[リソースを割り当てる] を選択して、次のセクションの準備をします。

ステップ 2: バックアッププランにリソースを割り当
てる
バックアッププランを作成したら、バックアッププランに AWS リソースを割り当てる必要があります。
リソース割り当ての詳細については、「バックアッププランへのリソースの割り当て (p. 44)」を参照し
てください。

バックアッププランに割り当てる既存の AWS リソースをまだお持ちでない場合は、この演習で使用する
新しいリソースを作成してください。サポートされている AWS リソースとサードパーティーアプリケー
ションを使用して 1 つまたは 2 つのリソースを作成します。

バックアッププランにリソースを割り当てるには

1. 前のステップで、[リソースの割り当て] ページに移動するはずです。
2. [リソースの割り当て名] を入力します。
3. [IAM ロール] で、[デフォルトロール] を選択します。別のロールを選択する場合は、割り当てるすべ

てのリソースをバックアップするアクセス権限が必要です。
4. [リソースの割り当て] セクションで、[すべてのリソースタイプを含める] を選択します。リソースタ

イプは、AWS Backup でサポートされている AWS サービスまたはサードパーティアプリケーション
です。このバックアッププランでは、AWS Backup を使用して保護するようにオプトインしたすべて
のリソースタイプが保護されるようになりました。

5. [リソースの割り当て] を選択します。

バックアッププランの要約ページに戻ります。[バックアッププランの作成] を選択して、最初のバック
アッププランをデプロイしてください！
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ステップ 3: バックアップボールトの作成
AWS Backup コンソールで自動的に作成されるデフォルトのバックアップボールトを使用する代わりに、
特定のバックアップボールトを作成して、同じボールト内のバックアップのグループを保存および整理で
きます。

バックアップボールトの詳細については、「バックアップボールトの操作 (p. 56)」を参照してくださ
い。

バックアップボールトを作成するには

1. AWS Backup コンソールのナビゲーションペインで、[Backup vaults (バックアップボールト)] を選択
します。

Note

左側にナビゲーションペインが表示されない場合は、AWS Backup コンソールの左上にある
メニューアイコンを選択して開くことができます。

2. [Create backup vault (バックアップボールトを作成)] を選択します。
3. バックアップボールトの名前を入力します。中に保存するものがわかるような名前や、必要なバック

アップを検索しやすい名前をボールトを付けることができます。たとえば、FinancialBackups の
ような名前を付けます。

4. AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを選択します。作成済みのキーを使用またはデフォ
ルトの AWS Backup KMS キーを選択することもできます。

Note

AWS KMSここで指定するキーは、AWS Backup独立暗号化をサポートするサービスのバック
アップにのみ適用されます。AWS Backup独立暗号化をサポートするリソースタイプのリス
トを表示するには、リソース別の機能の可用性 (p. 2)テーブルの「フルAWS Backup管理」セ
クションを参照してください。

5. 必要に応じて、バックアップボールトを検索および識別するタグを追加します。たとえ
ば、BackupType:Financial というタグを追加できます。

6. [バックアップボールトを作成] を選択します。
7. ナビゲーションペインで [Backup vaults (バックアップボールト)] を選択して、バックアップボールト

が追加されていることを確認します。

Note

バックアッププランの 1 つでバックアップルールを編集して、そのルールによって作成された
バックアップを、作成したバックアップボールトに保存できるようになりました。

次のステップ
Amazon EFS ファイルシステムを具体的にバックアップするには、開始方法 4: Amazon EFS 自動バック
アップの作成 (p. 29) に進みます。

開始方法 4: Amazon EFS 自動バックアップの作成
Amazon EFS コンソールを使用して Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイルシステムを作成
すると、デフォルトで自動バックアップがオンになります。既存の Amazon EFS ファイルシステムを自動
的にバックアップする場合は、Amazon EFS コンソール、API、または CLI を使用してバックアップでき
ます。
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コンソールを使用して既存の Amazon EFS ファイルシステムを自動的にバックアップするには

1. https://console.aws.amazon.com/efs で Amazon EFS コンソールを開きます。
2. [ファイルシステム] ページで、自動バックアップをオンにするファイルシステムを選択します。
3. 一般設定パネルの [編集] を選択します。
4. 自動バックアップを有効にするには、[自動バックアップの有効化] を選択します。

デフォルトのバックアッププラン設定は daily backups, 35-day retention です。デフォルトの
バックアップウィンドウ (バックアップが実行される時間枠) は、午前 5 時 (協定世界時) に開始に設定さ
れ、8 時間続きます。

Note

Amazon EFS 自動バックアップボールト aws/efs/automatic-backup-vault は、それらの
自動バックアップのみで予約されています。他のバックアッププランの宛先として使用すると、
「権限が不十分です」というエラーが表示されます。

AWS Backup は、ユーザーに代わってサービスにリンクされたロールをアカウントに作成します。この
ロールには、Amazon EFS バックアップを実行するために必要なアクセス権限が付与されています。サー
ビスにリンクされたロールの詳細情報については、「AWS Backup のサービスにリンクされたロールの使
用 (p. 336)」を参照してください。

Amazon EFS コンソール、API、または CLI を使用して自動バックアップをオンまたはオフにするステッ
プについては step-by-step 、Amazon Elastic File System ユーザーガイドの「自動バックアップ」を参照
してください。

次のステップ
作成したバックアップを表示するには、開始方法 5: バックアップジョブと復旧ポイントの表示 (p. 30)
に進みます。

開始方法 5: バックアップジョブと復旧ポイントの
表示

AWS Backup では、使用している AWS サービス全体の、バックアップや復元アクティビティのステータ
スやその他の詳細を表示できます。

AWS Backup ダッシュボードで、バックアッププランの管理、オンデマンドバックアップの作成、バック
アップの復元、バックアップジョブと復元ジョブのステータスの確認を実行できます。

トピック
• バックアップジョブのステータスを表示する (p. 30)
• ボールト内のすべてのバックアップの表示 (p. 31)
• 保護されたリソースの詳細の表示 (p. 31)
• 次のステップ (p. 31)

バックアップジョブのステータスを表示する
AWS Backup ダッシュボードを使用して、バックアップおよび復元アクティビティのステータスをすばや
く確認できます。
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バックアップジョブのステータスを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[ダッシュボード] を選択します。
3. バックアップジョブのステータスを表示するには、[Backup jobs details (バックアップジョブの詳細)] 

を選択します。これにより [バックアップジョブ] ページに移動します。ここでバックアップジョブと
復元ジョブを含むテーブルを確認できます。

4. 時系列で表示されるジョブをフィルタリングできます。たとえば、過去 24 時間、過去 1 週間、過去 
30 日間に作成されたジョブなどです。また、歯車アイコンを選択して、各ページに表示するジョブ数
を設定することもできます。

ボールト内のすべてのバックアップの表示
AWS Backup の指定されたボールト内に作成されたバックアップを表示するには、次のステップに従いま
す。

ボールト内のすべてのバックアップを表示するには

1. AWS Backup コンソールのナビゲーションペインで、[Backup vaults (バックアップボールト)] を選択
します。

2. オンデマンドまたはスケジュールされたバックアップを作成するときに使用したボールトを選択し
て、このボールト内に作成されたすべてのバックアップを表示します。

Note

各バックアップにはステータスがあり、通常は完了です。何らかの理由で、AWS Backup がライ
フサイクル設定に従ってバックアップを削除できない場合、このバックアップを有効期限切れと
してマークします。期限切れのバックアップが消費するストレージに対して課金されるため、削
除する必要があります。

保護されたリソースの詳細の表示
[Protected resources (保護されたリソース)] ページで、AWS Backup でバックアップされたリソースの詳
細を詳しく見ることができます。

保護されたリソースを表示するには

1. AWS Backup コンソールのナビゲーションペインで、[Protected resources (保護されたリソース)] を
選択します。

2. バックアップされている AWS リソースを表示します。リストでリソースを選択し、そのリソースの
バックアップを調べます。

次のステップ
表示した復旧ポイントを復元するには、開始方法 6: バックアップの復元 (p. 31) に進みます。

開始方法 6: バックアップの復元
リソースが少なくとも 1 回バックアップされると、そのリソースは保護され AWS Backup を使用して復元
できるとみなされます。AWS Backup コンソールを使用してリソースを復元するには、次のステップに従
います。
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開始方法 6: バックアップの復元

特定のサービスの復元パラメータ、または AWS CLI や AWS Backup API を使用したバックアップの復元
については、「バックアップの復元」を参照してください。

リソースを復元するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[保護されたリソース] を選択し、復元するリソース ID を選択します。
3. リソースタイプを含む復旧ポイントのリストが、[リソース ID] に表示されます。リソースを選択し

て、[リソースの詳細] ページを開きます。
4. リソースを復元するには、[バックアップ] ペインで、リソースの復旧ポイント ID の横にあるラジオボ

タンをクリックします。ペインの右上隅にある [復元] を選択します。
5. 復元パラメータを指定します。表示される復元パラメータは、選択したリソースタイプに固有です。

Note

バックアップを 1 つだけ保持している場合、復元できるのは、そのバックアップを実行した
時点のファイルシステムの状態に限られます。以前の増分バックアップに復元することはで
きません。

特定のリソースを復元する方法については、「バックアップの復元」を参照してください。
6. [ロールを復元] で [デフォルトのロール] を選択します。

Note

AWS Backup のデフォルトロールがアカウントに存在しない場合は、適切なアクセス権限を
持つロールが作成されます。

7. [Restore backup] (バックアップの復元) を選択します。

[ジョブを復元] ペインが表示されます。ページ上部のメッセージには、復元ジョブに関する情報が表
示されます。

Note

Amazon EFS インスタンス内の特定の項目を復元するために復元を実行すると、それらの項目を
新規または既存のファイルシステムに復元できます。項目を既存のファイルシステムに復元する
と、AWS Backup によってルートディレクトリから新しい Amazon EFS ディレクトリが作成さ
れ、項目が格納されます。復元ディレクトリには、指定した項目の完全な階層構造が保持されま
す。たとえば、ディレクトリ A にサブディレクトリとして B、C、D が含まれている場合、AWS 
Backup は A、B、C、D の階層構造を保持して復元します。
Amazon EFS の部分的な復元を既存のファイルシステムに、または新しいファイルシステムに
対して実行するかに関係なく、復元の試行ごとにルートディレクトリから復元されたファイルが
含まれる新しい復旧ディレクトリが作成されます。同じパスで複数の復元を試みると、復元先の
ディレクトリが複数になる場合があります。

Amazon EFS インスタンスを復元するには

Amazon EFS インスタンスを復元する場合、[完全な復元] でファイルシステム全体の復元を実行できま
す。または、アイテムレベルの復元を使用して特定のファイルやディレクトリを復元できます (アイテム
レベルの復元には制限があります)。 詳細については、「EFS ファイルシステムの復元」を参照してくだ
さい)。他のタイプでのリソース復元の詳細については、「バックアップの復元」を参照してください。

Note

Amazon EFS インスタンスを復元するには、backup:startrestorejob を「許可」する必要が
あります。

バックアップの復元の詳細については、「バックアップの復元 (p. 131)」を参照してください。
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次のステップ
AWS Backup Audit Manager では、バックアップアクティビティとリソースを監査できます。また、バッ
クアップ、復元、およびコピージョブの証拠として使用できるレポートを作成することもできます。レ
ポートを作成するには、「開始方法 7: 監査レポートの作成 (p. 33)」を参照してください。

開始方法 7: 監査レポートの作成
開始方法 5: バックアップジョブと復旧ポイントの表示 (p. 30) では、AWS Backup ダッシュボー
ド、バックアップボールト、および保護されたリソースビューでバックアップアクティビティを確認し
ました。ただし、これらのビューは動的であり、いつアクセスしたかに応じて更新されます。これらの
ビューは、組織のデータ保護要件と統制を長期間にわたって継続的に遵守していることを示す最良の証拠
であるとは限りません。

このステップでは、AWS Backup Audit Manager を使用してオンデマンドバックアップジョブレポートを
作成します。

AWS Backup Audit Manager は、CSV、JSON、またはその両方の形式で毎日あるいはオンデマンドでさ
まざまな監査レポートを Amazon S3 バケットに配信します。多くのカスタマイズ可能なコントロールに
対して、バックアップアクティビティとリソースのコンプライアンスを監査できます。バックアップ、コ
ピー、および復元ジョブに関するレポートを受け取ることができます。バックアップジョブレポートは、
バックアップジョブが実行されたことを示す証拠です。

以下は、バックアップ計画の例です。

{ 
  "reportItems": [ 
    { 
      "reportTimePeriod": "2021-07-14T00:00:00Z - 2021-07-15T00:00:00Z", 
      "accountId": "112233445566", 
      "region": "us-west-2", 
      "backupJobId": "FCCB040A-9426-2A49-2EA9-5EAFFAC00000", 
      "jobStatus": "COMPLETED", 
      "resourceType": "EC2", 
      "resourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:112233445566:instance/i-0bc877aee77800000", 
      "backupPlanArn": "arn:aws:backup:us-west-2:112233445566:backup-plan:349f2247-
b489-4301-83ac-4b7dd7200000", 
      "backupRuleId": "ab88bbf8-ff4e-4f1b-92e7-e13d3e6abcde", 
      "creationDate": "2021-07-14T23:53:47.229Z", 
      "completionDate": "2021-07-15T00:16:07.282Z", 
      "recoveryPointArn": "arn:aws:ec2:us-west-2::image/ami-030cafb98e5aabcde", 
      "jobRunTime": "00:22:20", 
      "backupSizeInBytes": 8589934592, 
      "backupVaultName": "Default", 
      "backupVaultArn": "arn:aws:backup:us-west-2:112233445566:backup-vault:Default", 
      "iamRoleArn": "arn:aws:iam::112233445566:role/service-role/
AWSBackupDefaultServiceRole" 
    } 
  ]
}

バックアップレポート (オンデマンドバックアップレポートを含む) を作成するには、まずレポートを自動
化して Amazon S3 バケットに配信するレポートプランを作成します。

レポートプランでは、レポートを受け取る Amazon S3 バケットが必要です。新しい S3 バケットを設定す
る手順については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「ステップ 1: 最初の S3 バケット
の作成」を参照してください。
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レポートプランを作成するには

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

2. 左のナビゲーションペインの [レポート] を選択します。
3. [レポートプランの作成] を選択します。
4. ドロップダウンリストから、[バックアップジョブレポート] を選択します。
5. [レポートプラン名] に TestBackupJobReport を入力します。
6. [ファイル形式] では、[CSV] と [JSON] の両方を選択します。
7. [S3 バケット名] で、ドロップダウンリストからレポートの送信先を選択します。
8. [レポートプランの作成] を選択します。

次に、S3 バケットが AWS Backup からのレポートを受信できるようにする必要があります。AWS 
BackupAudit Manager は S3 アクセスポリシーを自動的に生成します。

このアクセスポリシーを表示して適用するには

1. 左のナビゲーションペインの [レポート] を選択します。
2. [レポートプラン名] で、レポートプランの名前を選択します (TestBackupJobReport)。
3. [編集] を選択します。
4. [S3 バケットのアクセスポリシーの表示] を選択します。
5. [アクセス権限のコピー] を選択します。
6. [バケットポリシーの編集] を選択して送信先 S3 バケットのポリシーを編集し、バックアップジョブレ

ポートを受信できるようにします。
7. 送信先 S3 バケットポリシーにアクセス権限をコピーまたは追加します。

次に、最初のバックアップジョブレポートを作成します。

オンデマンドバックアップレポートを作成するには

1. 左のナビゲーションペインの [レポート] を選択します。
2. [レポートプラン名] で、レポートプランの名前を選択します (TestBackupJobReport)。
3. [オンデマンドレポートの作成] を選択します。

最後に、レポートを表示します。

レポートを表示するには

1. 左のナビゲーションペインの [レポート] を選択します。
2. [レポートプラン名] で、レポートプランの名前を選択します (TestBackupJobReport)。
3. [レポートジョブ] セクションで、[S3 リンク] を選択します。これにより、送信先 S3 バケットに移動

します。
4. [ダウンロード] を選択します。
5. CSV ファイルまたは JSON ファイルの操作に使用するプログラムを使用してレポートを開きます。

次のステップ
はじめにリソースをクリーンアップし、不要な課金を回避するには 開始方法 8: リソースのクリーンアッ
プ (p. 35) に進みます。
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開始方法 8: リソースのクリーンアップ

開始方法 8: リソースのクリーンアップ
「AWS Backup の開始方法 (p. 24)」のすべてのタスクを実行した後は、作成した内容をクリーンアッ
プして、不要な課金が発生しないようにします。

トピック
• ステップ 1: 復元された AWS リソースの削除 (p. 35)
• ステップ 2: バックアッププランの削除 (p. 35)
• ステップ 3: 復旧ポイントの削除 (p. 35)
• ステップ 4: バックアップボールトの削除 (p. 36)
• ステップ 5: レポートプランの削除 (p. 36)
• ステップ 6: レポートの削除 (p. 36)

ステップ 1: 復元された AWS リソースの削除
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームや Amazon DynamoDB テーブルなどの復旧ポ
イントから復元した AWS リソースを削除するには、そのサービスのコンソールを使用します。たとえ
ば、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイルシステムを削除するには、[Amazon EFS コン
ソール] を使用します。

Note

この情報は、バックアップボールトに保存されている復旧ポイントではなく、復元されたリソー
スを指します。

ステップ 2: バックアッププランの削除
スケジュールされたバックアップを作成しない場合は、バックアッププランを削除する必要があります。
バックアッププランを削除する前に、そのバックアッププランに対するリソース割り当てをすべて削除す
る必要があります。

バックアッププランを削除するには、以下のステップを実行します。

バックアッププランを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Backup plans (バックアッププラン)] を選択します。
3. [Backup plans (バックアッププラン)] ページで、削除するバックアッププランを選択します。その

バックアップの詳細ページが表示されます。
4. プランのリソース割り当てを削除するには、割り当て名の横にあるラジオボタンを選択し、[Delete 

(削除)] を選択します。
5. バックアッププランを削除するには、ページの右上隅にある [Delete (削除)] を選択します。
6. 確認ページで、プラン名を入力して [Delete (削除)] を選択します。

ステップ 3: 復旧ポイントの削除
次に、バックアップボールトにあるバックアップ復旧ポイントを削除できます。

復旧ポイントの削除

1. AWS Backup コンソールのナビゲーションペインで、[Backup vaults (バックアップボールト)] を選択
します。
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ステップ 4: バックアップボールトの削除

2. [Backup vaults (バックアップボールト)] ページで、バックアップを保存したバックアップボールトを
選択します。

3. 復旧ポイントを確認し、[削除] を選択します。
4. 複数の復旧ポイントを削除する場合、次の手順を実行します。

a. リストに連続バックアップが含まれている場合は、継続バックアップデータを保持するか削除す
るかを選択します。

b. リストされているすべての復旧ポイントを削除するには、delete を入力してから、[復旧ポイン
トの削除] を選択します。

ページの上部に、緑色の成功バナーが表示されるまで、ブラウザのタブを開いたままにします。
このタブを早期に閉じると、削除プロセスが終了して削除したい復旧ポイントの一部が残ること
があります。詳細については、「バックアップの削除」を参照してください。

ステップ 4: バックアップボールトの削除
AWS Backup のデフォルトのバックアップボールトを削除することはできません。ただし、別のバック
アップボールトを作成した場合は、バックアップを削除してバックアップボールと空にします。その後、
バックアップボールトを選択して、[Delete (削除)] を選択します。

ステップ 5: レポートプランの削除
レポートプランでは、毎日新しいレポートが自動的に送信されます。これを防ぐには、レポートプランを
削除します。

レポートプランを削除するには

1. AWS Backup コンソールのナビゲーションペインで、[レポート] を選択します。
2. [レポートプラン名] で、レポートプランの名前を選択します。
3. [Delete] (削除) を選択します。
4. レポートプラン名を入力し、[レポートプランの削除] を選択します。

ステップ 6: レポートの削除
レポートごとに、[単一オブジェクトの削除] の手順に従ってレポートを削除できます。送信先 S3 バケッ
トが不要になった場合は、バケットからすべてのオブジェクトを削除した後、[バケットの削除] の手順に
従ってバケットを削除できます。
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バックアッププランを使用したバッ
クアップの管理

AWS Backup で、バックアッププランは、Amazon DynamoDB テーブルや Amazon Elastic File System 
(Amazon EFS) ファイルシステムなどの AWS リソースをいつどのようにバックアップするかを定義する
ポリシー式です。バックアッププランにリソースを割り当てると、AWS Backup はバックアッププランに
従って、それらのリソースを自動的にバックアップし、そのバックアップを維持します。さまざまなバッ
クアップ要件を持つワークロードがある場合は、複数のバックアッププランを作成できます。

AWS Backup は定期的なバックアップを効率的にインクリメンタルに保存します。AWS リソースの最初
のバックアップは、データの完全なコピーをバックアップします。連続する増分バックアップごとに、変
更のみが AWS リソースにバックアップされます。増分バックアップにより、頻繁なバックアップのデー
タ保護とストレージコストを最小限に抑えることができます。

AWS Backupまた、バックアップチェーンをシームレスに管理できるため、いつでも復元できます。これ
には、定義した保持期間を超えたために、バックアッププランのライフサイクルによって唯一のフルバッ
クアップが自動的に削除された後も含まれます。

以下のセクションでは、AWS Backup のバックアップ戦略を管理する基本について説明します。

トピック
• バックアッププランの作成 (p. 37)
• バックアッププランへのリソースの割り当て (p. 44)
• バックアッププランの削除 (p. 55)
• バックアッププランの更新 (p. 55)

バックアッププランの作成
バックアッププランは、AWS Backup コンソール、API、CLI、SDK、または AWS CloudFormation テンプ
レートを使用して作成できます。

トピック
• AWS Backup コンソールを使用したバックアッププランの作成 (p. 37)
• JSON ドキュメントおよび AWS Backup CLI を使用して、バックアッププランを作成する (p. 38)
• バックアッププランのオプションと設定 (p. 38)
• AWS CloudFormation バックアッププランのテンプレート (p. 42)

AWS Backup コンソールを使用したバックアッププラ
ンの作成
AWS Backup では、AWS Backup コンソールを使用したさまざまな開始方法が用意されています。
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• 既存のプランから作成する — 既存のプランの設定に基づいて、新しいバックアッププランを作成できま
す。AWS Backup によって提供された既存のプランは、ベストプラクティスと一般的なバックアップポ
リシー設定に基づいています。既存のバックアッププランを開始点として選択すると、そのバックアッ
ププランの設定が、新しいバックアッププランに自動的に入力されます。次に、バックアップ要件に応
じてこれらの任意の設定を変更することができます。

step-by-step手順については、「ステップ 1: バックアッププランを既存のものから作成する (p. 27)はじ
めに」セクションのを参照してください。

• 新しいプランをゼロから構築する — 以下のセクションで説明されているように、バックアップ設定の詳
細をそれぞれ指定して、新しいバックアッププランを作成できます。推奨されるデフォルト設定から選
択できます。

既存のプランと同じバックアッププランを作成しようとすると、AlreadyExistsException エラーが
発生します。

JSON ドキュメントおよび AWS Backup CLI を使用し
て、バックアッププランを作成する
また、JSON ドキュメントでバックアッププランを定義し、AWS Backup コンソールまたは AWS CLI を
使用して提供することもできます。次の JSON ドキュメントには、毎時バックアップを作成するサンプル
バックアッププランが含まれています。バックアップを 1 年間保持した後、自動的に削除されます。

{ 
  "BackupPlan":{ 
    "BackupPlanName":"test-plan", 
    "Rules":[ 
      { 
        "RuleName":"test-rule", 
        "TargetBackupVaultName":"test-vault", 
        "ScheduleExpression":"cron(15 * ? * * *)", 
        "StartWindowMinutes":60, 
        "CompletionWindowMinutes":600, 
        "Lifecycle":{ 
          "DeleteAfterDays":365 
        } 
      } 
    ] 
  }
}

前の JSON ドキュメントを test-backup-plan.json として保存すると仮定した場合、次の CLI コマン
ドを使用して AWS Backup に作成できます。

aws backup create-backup-plan --cli-input-json file:///PATH-TO-FILE/test-backup-plan.json

バックアッププランのオプションと設定
AWS Backup コンソールでバックアッププランを定義する場合は、以下のオプションを設定します。

バックアッププラン名
一意のバックアッププラン名を指定する必要があります。

既存のプラン名と同じ名前を選択すると、エラーメッセージが返されます。
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バックアップルール
バックアッププランは、1 つ以上のバックアップルールで構成されます。バックアッププランにバック
アップルールを追加するか、バックアッププラン内の既存ルールを編集するには、次の手順を実行しま
す。

1. AWS Backup コンソール左側のナビゲーションペインで、[バックアッププラン] を選択します。
2. [バックアッププラン名] で、バックアッププランを選択します。
3. [バックアップルール] セクションで、

• バックアップルールを追加するには、[バックアップルールの追加] を選択します。
• 既存のバックアップルールを編集するには、ルールを選択し [編集] を選択します。

Note

2 つのルールの時間枠が重複しているときに、複数のルールを持つバックアッププランがある場
合、AWS Backup は、バックアップを最適化し保持時間の長いルールのバックアップを作成しま
す。最適化では、毎日のバックアップが行われるときだけでなく、フルスタートウィンドウも考
慮されます。

各バックアップルールは以下の要素で構成されています。

バックアップルール名

バックアップルール名では大文字と小文字が区別されます。1 ～ 50 文字の英数字またはハイフンを含める
必要があります。

Backup frequency

バックアップ頻度は、AWS Backup がスナップショットのバックアップを作成する頻度を決定します。頻
度はコンソールを使用して、12 時間、毎日、毎週または毎月から選択できます。また、スナップショット
のバックアップを 1 時間ごとに作成する cron 式を作成することもできます。AWS Backup CLI を使用し
て、スナップショットのバックアップを時間単位でスケジュールできます。

毎週を選択する場合は、バックアップする曜日を指定できます。毎月を選択する場合は、月の特定の日を
選択できます。

また、サポートされているリソースの継続的なバックアップを有効にするチェックボックスをオンにし
て、point-in-time復元 (PITR) 対応の継続バックアップルールを作成します。スナップショットのバック
アップとは異なり、連続バックアップでは、point-in-time復元を実行できます。継続バックアップの詳細に
ついては、「ポイントインタイムリカバリ」を参照してください。

バックアップウィンドウ

バックアップウィンドウは、そのバックアップウィンドウの開始時刻と、ウィンドウの期間 (時間単位) で
構成されます。バックアップジョブは、このウィンドウ内で開始されます。使用するバックアップウィン
ドウがわからない場合は、AWS Backup が推奨するデフォルトのバックアップウィンドウの使用を選択で
きます。デフォルトのバックアップウィンドウは、午前 5 時 (協定世界時) に開始に設定され、8 時間続き
ます。

Note

cron 式を使用して、バックアップ頻度とバックアップウィンドウの開始時刻をカスタマイズでき
ます。AWScron 式の 6 つのフィールドの詳細については、AmazonCloudWatch Events ユーザー
ガイドの「ルールのスケジュール式」を参照してください。AWS cron 式の 2 つの例は、15 * ? 
* * * (毎時 15 分にバックアップを取る) と 0 12 * * ? * (UTC 正午に毎日バックアップを取
る) です。例の表については、前のリンクをクリックしてページを下にスクロールします。
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AWS Backup は、00:00 ～ 23:59 UTC 間の cron 式を評価します。「12 時間ごと」のバックアッ
プルールを作成し、11:59 より後の開始時刻を指定すると、1 日に 1 回のみ実行されます。

Note

一般的に、AWSデータベースサービスでは、メンテナンスウィンドウの 1 時間前またはその間
に、データベースサービスによるバックアップウィンドウの 1 時間前またはその間に、バック
アップバックアップ、バックアップバックアップバックアップバックアップバックアップウィン
ドウの 4 時間前またはその間に、データベースサービスをバックアップします (Amazon Aurora 
は、このメンテナンスウィンドウの 1 時間前またはその間に、バックアップします)。その間にス
ケジュールされたスナップショットバックアップは失敗します。1 つの例外: AWS Backup を使用
して、サポートされているサービスのスナップショットバックアップと継続バックアップの両方
にオプトインする場合、AWS Backup がスケジュールしてくれるため、これらのウィンドウにつ
いて心配する必要はありません。サポートされているサービスのリストと、AWS Backup を使用
して継続的なバックアップを取る方法については「ポイントインタイムリカバリ」を参照してく
ださい。

バックアップルールの重複

場合によっては、バックアッププランに複数の重複するルールが含まれている場合があります。異なる
ルールの開始ウィンドウが重複すると、AWS Backup はルールに基づき保持期間がより長いバックアップ
を保持します。たとえば、次の 2 つのルールを持つバックアッププランを考えてみましょう。

1. 1 時間のスタートウィンドウを使用して、毎時バックアップし、1 日保持します。
2. 8 時間のスタートウィンドウを使用して、12 時間ごとにバックアップし、1 週間保持します。

24 時間後、2 番目のルールでは 2 つのバックアップを作成します (保持期間が長いため)。最初のルール
では 8 つのバックアップを作成します (2 番目のルールの 8 時間のスタートウィンドウでは、時間単位の
バックアップの実行が妨げられるため)。具体的には次のとおりです。

このスタートウィンドウ中 このルールではバックアップを 1 つ作成します。

午前 0 時 ～ 午前 8 時 12 時間

8 ～ 9 時間単価

9 ～ 10 時間単価

10 ～ 11 時間単価

11 ～ 正午 時間単価

正午 ～ 午後8時 12 時間

8 ～ 9 時間単価

9 ～ 10 時間単価

10 ～ 11 時間単価

11 ～ 午前 0 時 時間単価

開始ウィンドウの間、バックアップジョブのステータスは、正常に開始されるまで、または開始ウィン
ドウの時間がなくなるまで、CREATEDステータスのままになります。AWS Backup開始時間内にジョブ
を再試行できるエラーを受け取った場合は、バックアップが正常に開始されるまで (ジョブのステータス
がに変わるまで)、またはジョブのステータスがに変わるまで (開始ウィンドウ時間が過ぎると予想され
るRUNNING)、少なくとも 10 分ごとにジョブの開始を自動的に再試行します。AWS BackupEXPIRED
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Lifecycle
ライフサイクルにより、バックアップがいつコールドストレージに移行するか、およびいつ期限切れにな
るかが定義されます。AWS Backup は、お客様が定義するライフサイクルに従って自動的にバックアップ
を移行し、期限切れにします。

AWS Backupバックアップを保存する期間を指定できます。ストレージコストを節約するために、AWS 
Backupこの期間の終了時にバックアップが自動的に削除されます。スナップショットの保存期間は 1 日
から 100 年 (入力しない場合は無期限) の範囲で、連続バックアップの保持期間は 1 日から 35 日の範囲で
す。

増分バックアップにする場合、少なくとも 1 つのウォームバックアップが必要です。コールドストレージ
への各バックアップはフルバックアップであるため、AWS Backup は少なくとも 8 日以上経過するまで、
バックアップをコールドストレージに移動しないようにライフサイクル設定を行うことをお勧めします。

ライフサイクルを 1 日後にコールドストレージにバックアップするように設定した場合、それらの各バッ
クアップはフルバックアップになります。これは、コールドストレージへの定期的な転送よりもコスト効
率が低い可能性があります。

コールドストレージに移行されたバックアップは、そこに最低 90 日保存される必要があります。そのた
め、コンソールでは、「リテンション」設定は「数日後にコールドモードへの移行」設定よりも 90 日長
くする必要があります。バックアップがコールドに移行された後に、「コールドへの移行 (日数)」設定を
変更することはできません。

Note

• コールドストレージに移行できるリソースのリストについては、リソース別の機能の可用
性 (p. 2)表の「コールドストレージへのライフサイクル」セクションを参照してください。他の
リソースでは、コールドストレージ式は無視されます。

• バックアップがライフサイクルの終わりに達し、ライフサイクルポリシーの一部として削除の
マークが付けられると、AWS Backup は次の 8 時間にわたりランダムに選択された時点でバッ
クアップを削除します。この 8 時間ウィンドウは、削除のパフォーマンスの一貫性を確保する
のに役立ちます。

バックアップ保管庫
バックアップボールトは、バックアップを整理するコンテナです。バックアップルールによって作成され
たバックアップは、バックアップルールで指定されたバックアップボールトに整理されます。バックアッ
プボールトを使用すると、バックアップボールトでバックアップを暗号化するために使用される AWS Key 
Management Service (AWS KMS) 暗号化キーを設定したり、バックアップボールト内のバックアップへ
のアクセスを制御したりできます。バックアップボールトを整理しやすいように、バックアップボールト
にタグを追加することもできます。デフォルトのボールトを使用しない場合は、独自のものを作成できま
す。step-by-stepバックアップ保管庫を作成する手順については、を参照してくださいステップ 3: バック
アップボールトの作成 (p. 29)。

リージョンにコピー
バックアッププランの一部として、オプションで別の AWS リージョン にバックアップコピーを作成でき
ます。バックアップコピーの詳細については、「全体にわたるバックアップコピーの作成」を参照してく
ださいAWS リージョン。

バックアップコピーを定義するときは、次のオプションを構成します。

送信先リージョン

バックアップコピーの送信先リージョン。

(詳細設定) バックアップボールト

コピーの送信先バックアップボールト。
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(詳細設定) IAM ロール

コピーの作成時に AWS Backup が使用する IAM ロール。ロールには、AWS Backup が信頼されたエン
ティティとして登録されている必要があります。これにより、AWS Backup はロールを引き受けることが
できます。[デフォルト] を選択し、AWS Backup デフォルトのロールがアカウントに存在しない場合、正
しい権限を持つロールが作成されます。

(詳細設定) ライフサイクル

バックアップコピーをコールドストレージに移行するタイミングと、コピーの有効期限 (削除) を指定しま
す。コールドストレージに移行されたバックアップは、そこに最低 90 日保存される必要があります。コ
ピーがコールドストレージに移行された後には、この値を変更できません。

[有効期限切れ] では、コピーが削除される作成後の日数を指定します。これは、[コールドストレージへの
移行] の値から 90 日以上経過している必要があります。

復旧ポイントに追加されるタグ
ここにリストするタグは、バックアップ作成時に自動的に追加されます。

バックアッププランに追加されるタグ
これらのタグは、バックアッププラン自体に関連付けられます。バックアッププランの整理と追跡に便利
です。

バックアップの詳細設定
Amazon EC2 インスタンスで、実行中のサードパーティアプリケーションのアプリケーション整合性のあ
るバックアップを有効にします。現在、AWS Backup は Windows VSS バックアップをサポートしていま
す。AWS Backup は、Windows VSS バックアップから特定の Amazon EC2 インスタンスタイプを除外し
ます。詳細については、「Windows VSS バックアップの作成 (p. 115)」を参照してください。

AWS CloudFormation バックアッププランのテンプ
レート
2 つのサンプル AWS CloudFormation テンプレートを参考として提供します。最初のテンプレートでは、
シンプルなバックアッププランを作成します。2 番目のテンプレートでは、バックアッププランで VSS 
バックアップが有効になります。

Note

デフォルトのサービスロールを使用している場合は、#######を
AWSBackupServiceRolePolicyForBackup に置き換えます。

Description: backup plan template to back up all resources daily at 5am UTC, and tag all 
 recovery points with backup:daily.

Resources: 
  KMSKey: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      Description: "Encryption key for daily" 
      EnableKeyRotation: True 
      Enabled: True 
      KeyPolicy: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
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            Principal: 
              "AWS": { "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root" } 
            Action: 
              - kms:* 
            Resource: "*" 

  BackupVaultWithDailyBackups: 
    Type: "AWS::Backup::BackupVault" 
    Properties: 
      BackupVaultName: "BackupVaultWithDailyBackups" 
      EncryptionKeyArn: !GetAtt KMSKey.Arn 

  BackupPlanWithDailyBackups: 
    Type: "AWS::Backup::BackupPlan" 
    Properties: 
      BackupPlan: 
        BackupPlanName: "BackupPlanWithDailyBackups" 
        BackupPlanRule: 
          - 
            RuleName: "RuleForDailyBackups" 
            TargetBackupVault: !Ref BackupVaultWithDailyBackups 
            ScheduleExpression: "cron(0 5 ? * * *)" 

    DependsOn: BackupVaultWithDailyBackups 
  DDBTableWithDailyBackupTag: 
    Type: "AWS::DynamoDB::Table" 
    Properties: 
      TableName: "TestTable" 
      AttributeDefinitions: 
        - AttributeName: "Album" 
          AttributeType: "S" 
      KeySchema: 
        - AttributeName: "Album" 
          KeyType: "HASH" 
      ProvisionedThroughput: 
        ReadCapacityUnits: "5" 
        WriteCapacityUnits: "5" 
      Tags: 
        - Key: "backup" 
          Value: "daily" 

  BackupRole: 
    Type: "AWS::IAM::Role" 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Effect: "Allow" 
            Principal: 
              Service: 
                - "backup.amazonaws.com" 
            Action: 
              - "sts:AssumeRole" 
      ManagedPolicyArns: 
        - "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/service-role" 

  TagBasedBackupSelection: 
    Type: "AWS::Backup::BackupSelection" 
    Properties: 
      BackupSelection: 
        SelectionName: "TagBasedBackupSelection" 
        IamRoleArn: !GetAtt BackupRole.Arn 
        ListOfTags: 
          - ConditionType: "STRINGEQUALS" 
            ConditionKey: "backup" 
            ConditionValue: "daily" 
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      BackupPlanId: !Ref BackupPlanWithDailyBackups 
    DependsOn: BackupPlanWithDailyBackups

Description: backup plan template to enable Windows VSS and add backup rule to take backup 
 of assigned resources daily at 5am UTC.

Resources: 
  KMSKey: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      Description: "Encryption key for daily" 
      EnableKeyRotation: True 
      Enabled: True 
      KeyPolicy: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              "AWS": { "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root" } 
            Action: 
              - kms:* 
            Resource: "*" 

  BackupVaultWithDailyBackups: 
    Type: "AWS::Backup::BackupVault" 
    Properties: 
      BackupVaultName: "BackupVaultWithDailyBackups" 
      EncryptionKeyArn: !GetAtt KMSKey.Arn 

  BackupPlanWithDailyBackups: 
    Type: "AWS::Backup::BackupPlan" 
    Properties: 
      BackupPlan: 
        BackupPlanName: "BackupPlanWithDailyBackups" 
        AdvancedBackupSettings: 
          - ResourceType: EC2 
            BackupOptions: 
              WindowsVSS: enabled 
        BackupPlanRule: 
          - 
            RuleName: "RuleForDailyBackups" 
            TargetBackupVault: !Ref BackupVaultWithDailyBackups 
            ScheduleExpression: "cron(0 5 ? * * *)" 

    DependsOn: BackupVaultWithDailyBackups

バックアッププランへのリソースの割り当て
リソースの割り当ては、バックアッププランを使用して AWS Backup が保護するリソースを指定しま
す。AWS Backup は、バックアッププランにリソースを割り当てるためのシンプルなデフォルト設定とき
め細かいコントロールの両方を提供します。バックアッププランが実行されるたびに、リソースの割り当
て条件に一致するすべてのリソースを AWS アカウント でスキャンします。このレベルの自動化により、
バックアップ計画とリソースの割り当てを一度だけ定義できます。AWS Backup は、以前に定義したリ
ソース割り当てに適合する新しいリソースを見つけてバックアップする作業を抽象化します。

AWS Backup が管理するようにオプトインした AWS Backup のサポートされるリソースタイプを割り当て
ることができます。AWS Backup のサポートされるその他のリソースタイプにオプトインする方法につい
ては、「開始方法 1: サービスオプトイン」を参照してください。

リソースの割り当てには、リソースタイプとリソースを含める (または除外する) ことができます。
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• リソースタイプは、AWS Backup でサポートされる AWS サービスまたはサードパーティアプリケー
ションの、すべてのインスタンスまたはリソースが含まれています。たとえば、DynamoDB リソースタ
イプはすべての DynamoDB テーブルを指します。

• リソースは、DynamoDB テーブルの 1 つなど、リソースタイプの単一のインスタンスです。一意のリ
ソース ID を使用してリソースを指定できます。

タグと条件演算子を使用して、リソースの割り当てをさらに絞り込むことができます。

トピック
• コンソールを使用したリソースの割り当て (p. 45)
• プログラムによるリソースの割り当て (p. 46)
• AWS CloudFormation を使用したリソースの割り当て (p. 52)
• リソースの割り当てクォータ (p. 55)

コンソールを使用したリソースの割り当て
[リソースの割り当て] ページに移動するには:

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. [バックアッププラン] を選択します。
3. [バックアッププランを作成)] を選択します。
4. [テンプレートの選択] のドロップダウンリストで、任意のテンプレートを選択してから、[プランの作

成] を選択します。
5. バックアッププラン名を入力します。
6. [プランの作成] を選択します。
7. [リソースの割り当て] を選択します。

リソースの割り当てを開始するには、[General] セクションに追加します。

1. リソースの割り当て名を入力します。
2. [既定のロール] または [IAM ロールを選択] を選択します。

Note

IAM ロールを選択した場合は、割り当てるすべてのリソースをバックアップする権限がある
ことを確認します。ロールがバックアップ権限のないリソースに遭遇すると、バックアップ
プランは失敗します。

リソースを割り当てるには、リソースの割り当てセクションの [リソース選択の定義] で 2 つのオプション
のいずれかを選択します。

• すべてのリソースタイプを含める。このオプションは、バックアッププランに割り当てられている現在
および将来の AWS Backup サポートリソースすべてを保護するように、バックアッププランを構成しま
す。このオプションを使用すると、データ資産をすばやく簡単に保護できます。

このオプションを選択すると、オプションで次のステップとしてタグを使用して選択範囲を絞り込むこ
とができます。

• 特定のリソースタイプを含める。このオプションを選択する場合は、次のステップで特定のリソースタ
イプを選択する必要があります。
1. [リソースタイプの選択] ドロップダウンメニューを使用して、1 つ以上のリソースタイプを割り当て

ます。
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Important

RDS、Aurora、Neptune、および DocumentDB は、同じ Amazon リソースネーム (ARN) を
使用します。AWS Backupこれらのリソースタイプのいずれかを管理するようにオプトイン
すると、バックアッププランに割り当てるときにすべてのリソースタイプがオプトインされ
ます。選択範囲を絞り込むには、タグと条件演算子を使用します。

終了したら、AWS Backup は選択したリソースタイプのリストと、選択したリソースタイプごとにす
べてのリソースを保護するデフォルト設定が表示されます。

2. 必要に応じて、選択したリソースタイプから特定のリソースを除外する場合は、次の手順を実行しま
す。

1. [リソースの選択] ドロップダウンメニューを使用して、デフォルトオプションの選択を解除しま
す。

2. バックアッププランに割り当てる特定のリソースを選択します。
3. オプションで、選択したリソースタイプから特定のリソース ID を除外することができます。このオ

プションは、前のステップで多くのリソースを選択するよりも高速になる可能性があるため、多数の
リソースのうち 1 つまたは少数のリソースを除外する場合に使用します。そのリソースタイプからリ
ソースを除外する前に、リソースタイプを含める必要があります。次の手順でリソース ID を除外し
ます。

1. [選択したリソースタイプから特定のリソース ID を除外する] で、リソースタイプの選択を使用し
て含めたリソースタイプを 1 つ以上選択します。

2. リソースタイプごとに、[リソースの選択] ドロップダウンメニューを使用して、除外する 1 つ以
上のリソースを選択します。

以前の選択肢に加えて、オプションのタグを使用して選択範囲を絞り込む機能を使用して、さらに詳細な
選択を行うことができます。この機能を使用すると、タグを使用してリソースのサブセットを含めるよう
に現在の選択を絞り込むことができます。

タグは、リソースの特定、整理、およびフィルタリングに役立つ特定のリソースに割り当てることができ
るキーと値のペアです。タグでは、大文字と小文字が区別されます。詳細については、AWS 全般リファレ
ンスの「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。

2 つ以上のタグを使用して選択範囲を絞り込むと、効果は AND 条件になります。たとえば、2 つのタグを
使用して選択範囲を絞り込むと、env: prod および role: application では、両方のタグを持つリ
ソースのみをバックアッププランに割り当てます。

タグを使用して選択を絞り込むには:

1. [タグを使用して選択範囲を絞り込む] で、ドロップダウンリストから [キー] を選択します。
2. ドロップダウンリストから [値の条件] を選択します。

• 値は、次の入力、つまりキーと値のペア値を指します。
• 条件は Equals、Contains、Begins with または Ends with、またその逆は Does not 
equal、Does not contain、Does not begin with または Does not end with です。

3. ドロップダウンリストから [値] を選択します。
4. 別のタグを使用してさらに絞り込むには、[タグの追加] を選択します。

プログラムによるリソースの割り当て
JSON ドキュメントでリソースの割り当てを定義できます。このサンプルリソース割り当ては、すべての 
Amazon EC2 インスタンスをバックアッププラン BACKUP-PLAN-ID に割り当てます。

46

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_tagging.html


AWS Backup デベロッパーガイド
プログラムによるリソースの割り当て

{ 
  "BackupPlanId":"BACKUP-PLAN-ID", 
  "BackupSelection":{ 
    "SelectionName":"resources-list-selection",  
    "IamRoleArn":"arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:role/IAM-ROLE-ARN", 
    "Resources":[ 
      "arn:aws:ec2:*:*:instance/*" 
    ] 
  }
}

この JSON が backup-selection.json として保存されていると仮定すると、次の CLI コマンドを使用
して、これらのリソースをバックアッププランに割り当てることができます。

aws backup create-backup-selection --cli-input-json file:///PATH-TO-FILE/backup-
selection.json

次の表に、AWS Backup API、CLI、または SDK を使用して割り当てを実行し、対応する JSON ドキュ
メントとともに、いくつかのリソース割り当ての例を示します。このテーブルを読みやすくするために、
例ではフィールド "BackupPlanId"、"SelectionName"、および "IamRoleArn" を省略していま
す。*ワイルドカードは、空白以外の文字を 0 個以上表します。

リソースの割り当て JSON

マイアカウント内のすべてのリソースを選択しま
す。 { 

  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "*" 
    ] 
  }
}

アカウント内のすべてのリソースを選択します
が、EBS ボリュームは除外します。 { 

  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "*" 
    ], 
    "NotResources":[ 
      "arn:aws:ec2:*:*:volume/*" 
    ] 
  }
}

マイアカウントの "backup":"true" でタグ付け
されたすべてのリソースを選択しますが、EBS ボ
リュームは除外します。

{ 
  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "*" 
    ], 
    "NotResources":[ 
      "arn:aws:ec2:*:*:volume/*" 
    ], 
    "Conditions":{ 
      "StringEquals":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
backup", 
          "ConditionValue":"true" 
        } 
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リソースの割り当て JSON
      ] 
    } 
  }
}

"backup":"true"との両方のタグが付いたすべ
ての EBS ボリュームと RDS DB インスタンスを
選択します"stage":"prod"。

{ 
  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "arn:aws:ec2:*:*:volume/*", 
      "arn:aws:rds:*:*:db:*" 
    ], 
    "Conditions":{ 
      "StringEquals":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
backup", 
          "ConditionValue":"true" 
        }, 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
stage", 
          "ConditionValue":"prod" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

Note

ブール演算は IAM ポリシーの場合と同様
であり、"Resources"組み合わせてブー
ル値 OR を使用して組み合わせ、ブール
値 AND"Conditions" を使用して組み合
わせます。

Note

対応する Aurora、Neptune、また
は DocumentDB リソースがないた
め、"Resources"この式では RDS 
DB"arn:aws:rds:*:*:db:*" インスタ
ンスのみが選択されます。
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リソースの割り当て JSON

"backup":"true"タグが付いているがタグ付け
されていない EBS ボリュームと RDS インスタン
スをすべて選択します"stage":"test"。

{ 
  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "arn:aws:ec2:*:*:volume/*", 
      "arn:aws:rds:*:*:db:*" 
    ], 
    "Conditions":{ 
      "StringEquals":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
backup", 
          "ConditionValue":"true" 
        } 
      ], 
      "StringNotEquals":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
stage", 
          "ConditionValue":"test" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

"key1" でタグ付けされたすべてのリソース
と、"include" で始まり "key2" ではない値、お
よび "exclude" を含む値を選択します。

{ 
  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "*" 
    ], 
    "Conditions":{ 
      "StringLike":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
key1", 
          "ConditionValue":"include*" 
        } 
      ], 
      "StringNotLike":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
key2", 
          "ConditionValue":"*exclude*" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

ワイルドカード文字は、文字列の先頭、最後、お
よび中央に使用できます。上の例で、ワイルド
カード文字 (*) を使用することに注意してくださ
い。include**exclude*前の例で示したよう
に、文字列の途中にワイルドカード文字を使用す
ることもできますarn:aws:rds:*:*:db:*。
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リソースの割り当て JSON

FSx ファイルシステムと 
RDS、Aurora、Neptune、DocumentDB"backup":"true"
リソース以外のタグが付いたすべてのリソースを
選択します。

{ 
  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "*" 
    ], 
    "NotResources":[ 
      "arn:aws:fsx:*", 
      "arn:aws:rds:*" 
    ], 
    "Conditions":{ 
      "StringEquals":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
backup", 
          "ConditionValue":"true" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

NotResources の項目は、ブール値 OR を使用し
て結合されます。

"backup" のタグおよび任意の値でタグ付けされ
たすべてのリソースを選択する { 

  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "*" 
    ], 
    "Conditions":{ 
      "StringLike":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
backup", 
          "ConditionValue":"*" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}
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リソースの割り当て JSON

すべての FSx ファイルシステム、Aurora クラス
タ"my-aurora-cluster"、およびタグ付けさ
れたすべてのリソース ("backup":"true"タ
グ付けされたリソースを除く) を選択しま
す"stage":"test"。

{ 
  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "arn:aws:fsx:*", 
      "arn:aws:rds:*:*:cluster:my-aurora-
cluster" 
    ], 
    "ListOfTags":[ 
      { 
        "ConditionType":"StringEquals", 
        "ConditionKey":"backup", 
        "ConditionValue":"true" 
      } 
    ], 
    "Conditions":{ 
      "StringNotEquals":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
stage", 
          "ConditionValue":"test" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}
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リソースの割り当て JSON

タグが付けられた EBS"backup":"true" ボ
リューム以外の、タグが付けられたすべてのリ
ソースを選択します"stage":"test"。

2 つの CLI コマンドを使用して、このリソースグ
ループを選択するための 2 つの選択項目を作成
します。最初の選択は、EBS ボリュームを除く
すべてのリソースに適用されます。2 番目の選択
は、EBS ボリュームに適用されます。

{ 
  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "*" 
    ], 
    "NotResources":[ 
      "arn:aws:ec2:*:*:volume/*" 
    ], 
    "Conditions":{ 
      "StringEquals":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
backup", 
          "ConditionValue":"true" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

{ 
  "BackupSelection":{ 
    "Resources":[ 
      "arn:aws:ec2:*:*:volume/*" 
    ], 
    "Conditions":{ 
      "StringEquals":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
backup", 
          "ConditionValue":"true" 
        } 
      ], 
      "StringNotEquals":[ 
        { 
          "ConditionKey":"aws:ResourceTag/
stage", 
          "ConditionValue":"test" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

AWS CloudFormation を使用したリソースの割り当て
エンドツーエンドの AWS CloudFormation テンプレートは、リソース割り当て、バックアッププラン、お
よび送信先のバックアップボールトを作成します。

• CloudFormationTestBackupVaultという名前のバックアップボールトです。
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• という名前のバックアッププランCloudFormationTestBackupPlan。このプランでは 2 つのバック
アップルールが含まれており、どちらも毎日正午 12 時 (UTC) にバックアップを行い、それらを 210 日
間保持します。

• という名前のリソースセレクションBackupSelectionName。
• • リソース割り当ては、次のリソースをバックアップします。

• キーバリューのペア backupplan:dsi-sandbox-daily でタグ付けされた任意のリソース。
• prod または prod/ で始まる値でタグ付けされたリソース。

• リソースの割り当てでは、次のリソースはバックアップされません。
• RDS、Aurora、Neptune、または DocumentDB のすべてのクラスター。
• test または test/ で始まる値でタグ付けされたリソース。

Description: "Template that creates Backup Selection and its dependencies"
Parameters: 
  BackupVaultName: 
    Type: String 
    Default: "CloudFormationTestBackupVault" 
  BackupPlanName: 
    Type: String 
    Default: "CloudFormationTestBackupPlan" 
  BackupSelectionName:  
    Type: String 
    Default: "CloudFormationTestBackupSelection" 
  BackupPlanTagValue: 
    Type: String 
    Default: "test-value-1" 
  RuleName1: 
    Type: String 
    Default: "TestRule1" 
  RuleName2: 
    Type: String 
    Default: "TestRule2" 
  ScheduleExpression: 
    Type: String 
    Default: "cron(0 12 * * ? *)" 
  StartWindowMinutes: 
    Type: Number 
    Default: 60 
  CompletionWindowMinutes: 
    Type: Number 
    Default: 120 
  RecoveryPointTagValue: 
    Type: String 
    Default: "test-recovery-point-value" 
  MoveToColdStorageAfterDays: 
    Type: Number 
    Default: 120 
  DeleteAfterDays: 
    Type: Number 
    Default: 210
Resources: 
  CloudFormationTestBackupVault: 
    Type: "AWS::Backup::BackupVault" 
    Properties: 
      BackupVaultName: !Ref BackupVaultName 
  BasicBackupPlan: 
    Type: "AWS::Backup::BackupPlan" 
    Properties: 
      BackupPlan: 
        BackupPlanName: !Ref BackupPlanName 
        BackupPlanRule: 
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          - RuleName: !Ref RuleName1 
            TargetBackupVault: !Ref BackupVaultName 
            ScheduleExpression: !Ref ScheduleExpression 
            StartWindowMinutes: !Ref StartWindowMinutes 
            CompletionWindowMinutes: !Ref CompletionWindowMinutes 
            RecoveryPointTags: 
              test-recovery-point-key-1: !Ref RecoveryPointTagValue 
            Lifecycle: 
              MoveToColdStorageAfterDays: !Ref MoveToColdStorageAfterDays 
              DeleteAfterDays: !Ref DeleteAfterDays 
          - RuleName: !Ref RuleName2 
            TargetBackupVault: !Ref BackupVaultName 
            ScheduleExpression: !Ref ScheduleExpression 
            StartWindowMinutes: !Ref StartWindowMinutes 
            CompletionWindowMinutes: !Ref CompletionWindowMinutes 
            RecoveryPointTags: 
              test-recovery-point-key-1: !Ref RecoveryPointTagValue 
            Lifecycle: 
              MoveToColdStorageAfterDays: !Ref MoveToColdStorageAfterDays 
              DeleteAfterDays: !Ref DeleteAfterDays 
      BackupPlanTags: 
        test-key-1: !Ref BackupPlanTagValue 
    DependsOn: CloudFormationTestBackupVault 
  
  TestRole: 
    Type: "AWS::IAM::Role" 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Effect: "Allow" 
            Principal: 
              Service: 
                - "backup.amazonaws.com" 
            Action: 
              - "sts:AssumeRole" 
      ManagedPolicyArns: 
        - !Sub "arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-
role/AWSBackupServiceRolePolicyForBackup" 
  BasicBackupSelection: 
    Type: 'AWS::Backup::BackupSelection' 
    Properties: 
      BackupPlanId: !Ref BasicBackupPlan 
      BackupSelection: 
        SelectionName: !Ref BackupSelectionName 
        IamRoleArn: !GetAtt TestRole.Arn 
        ListOfTags: 
          - ConditionType: STRINGEQUALS 
            ConditionKey: backupplan 
            ConditionValue: dsi-sandbox-daily 
        NotResources: 
          - 'arn:aws:rds:*:*:cluster:*' 
        Conditions: 
          StringEquals: 
            - ConditionKey: 'aws:ResourceTag/path' 
              ConditionValue: prod 
          StringNotEquals: 
            - ConditionKey: 'aws:ResourceTag/path' 
              ConditionValue: test 
          StringLike: 
            - ConditionKey: 'aws:ResourceTag/path' 
              ConditionValue: prod/* 
          StringNotLike: 
            - ConditionKey: 'aws:ResourceTag/path' 
              ConditionValue: test/*
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リソースの割り当てクォータ
次のクォータは、単一のリソースの割り当てに適用されます。

• ワイルドカードを含まない 500 Amazon リソースネーム (ARN)
• ワイルドカード表現の 30 ARN
• 30 条件
• リソース割り当てごとに 30 個のタグ (タグあたりのリソース数は無制限)

バックアッププランの削除
バックアッププランは、関連付けられた選択リソースがすべて削除された後に削除できます。バックアッ
ププランを削除すると、そのプランの現在のバージョンが削除されます。現在のバージョンと以前のバー
ジョン (存在する場合) はまだ存在しますが、それらはコンソールの [Backup plans (バックアッププラン)] 
に表示されなくなります。

Note

バックアッププランを削除しても、既存のバックアップは削除されません。既存のバックアップ
を削除するには、バックアップの削除のステップを使用してバックアップボールトから削除しま
す。

AWS Backup コンソールを使用してバックアッププランを削除するには

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

2. 左側にあるナビゲーションペインで、[Backup plans (バックアッププラン)] を選択します。
3. リストで、バックアッププランを選択します。
4. そのバックアッププランに関連付けられているリソース割り当てがあればそれを選択します。
5. [Delete] (削除) を選択します。

バックアッププランの更新
バックアップ計画の作成後に、プランを編集できます。たとえば、タグを追加したり、バックアップルー
ルを追加、編集、削除したりできます。バックアッププランに対する変更は、そのバックアッププランに
よって作成された既存のバックアップには影響しません。変更後に作成されるバックアップのみに適用さ
れます。

たとえば、バックアップルールでバックアップの保持期間を更新しても、更新前に作成されたバックアッ
プの保持期間は変わりません。今後そのルールによって作成されたバックアップには、更新された保持期
間が反映されます。

AWS Backup コンソールを使用してバックアッププランを編集するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Backup plans (バックアッププラン)] を選択します。
3. バックアップルールを選択し、[Edit (編集)] を選択します。
4. バックアップルールで、必要に応じて設定を変更し、[Save (保存)] を選択します。
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バックアップボールトの操作
AWS Backup で、バックアップボールトはバックアップを保存および整理するためのコンテナです。

バックアップボールトを作成するときは、このボールトに配置されたバックアップの一部を暗号化する 
AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化キーを指定する必要があります。他のバックアップの
暗号化は、ソース AWS サービスによって管理されます。暗号化の詳細については、「AWS でのバック
アップの暗号化」チャートを参照してください。

アカウントには、常にデフォルトのバックアップボールトがあります。バックアップグループ別に異なる
暗号化キーやアクセスポリシーが必要な場合は、複数のバックアップボールトを作成できます。

このセクションでは、AWS Backup でバックアップボールトを管理する方法の概要を示します。

トピック
• バックアップボールトの作成 (p. 56)
• バックアップボールトでのアクセスポリシーの設定 (p. 57)
• AWS Backup のボールトロック (p. 60)
• バックアップボールトの削除 (p. 65)

バックアップボールトの作成
バックアッププランを作成するか、バックアップジョブを開始する前に、少なくとも 1 つのボールトを作
成する必要があります。

AWS Backup で AWS リージョン コンソールを初めて使用するとき、コンソールによってデフォルトの
ボールトが自動的に作成されます。

ただし、AWS Backup、AWS CLI SDK、または AWS を通じて AWS CloudFormation を使用する場合、デ
フォルトのボールトは作成されません。独自のボールトを作成する必要があります。

AWS アカウント は、AWS リージョン ごとに最大 100 個のバックアップボールトを作成できます。

バックアップボールトの作成 (コンソール)
step-by-stepAWS Backupコンソールを使用してバックアップボールトを作成する手順については、ステッ
プ 3: バックアップボールトの作成 (p. 29)入門ガイドの「」を参照してください。

バックアップボールトの作成 (プログラムによる)
次の AWS Command Line Interface コマンドでは、バックアップボールトが作成されます。

aws backup create-backup-vault --backup-vault-name test-vault

バックアップボールトに次の設定を指定することもできます。

バックアップボールト名
バックアップボールト名では大文字と小文字が区別されます。2 ～ 50 文字の英数字、ハイフン、またはア
ンダースコアを含める必要があります。
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AWS KMS 暗号化キー
AWS KMS 暗号化キーは、このバックアップボールト内のバックアップを保護します。デフォルトで
は、AWS Backup によってエイリアス aws/backup の KMS キーを作成します。そのキーを選択するか、
アカウント内の他のキーを選択できます（クロスアカウント KMS キーは CLI で使用できます）。

新しい暗号化キーを作成するには、AWS Key Management Service 開発者ガイドの [キーの作成] の手順に
従います。

バックアップボールトを作成して AWS KMS 暗号化キーを設定した後は、そのバックアップボールトの
キーを編集できなくなります。

AWS Backup ボールトで指定された暗号化キーは、特定のリソースタイプのバックアップに適用されま
す。バックアップの暗号化の詳細については、「セキュリティ」セクションの「AWS Backup でのバック
アップの暗号化 (p. 224)」を参照してください。他のすべてのリソースタイプのバックアップは、ソース
リソースの暗号化に使用されたキーを使用してバックアップされます。

バックアップボールトのタグ
これらのタグはバックアップボールトに関連付けられており、バックアップボールトを整理して追跡する
のに役立ちます。

バックアップボールトでのアクセスポリシーの設定
AWS Backup では、バックアップボールトおよびそれらに含まれるリソースにポリシーを割り当てること
ができます。ポリシーを割り当てると、バックアッププランやオンデマンドバックアップを作成するアク
セス権をユーザーに付与するなどの操作が可能になりますが、作成後に復旧ポイントを削除する機能は制
限されます。

ポリシーを使用してリソースへのアクセスを許可または制限する方法については、IAM ユーザーガイドの
「アイデンティティベースおよびリソースベースのポリシー」を参照してください。タグを使用してアク
セスを管理することもできます。

次のサンプルポリシーをガイドとして使用して、AWS Backup ボールトで作業しているときにリソースへ
のアクセスを制限できます。

Note

他の IAM ベースのポリシーとは異なり、AWS Backup アクセスポリシーは Action キーのワイル
ドカードをサポートしていません。

さまざまなリソースタイプの復旧ポイントを識別するために使用できる Amazon リソースネーム (ARN) の
リストについては、「AWS Backup リソース ARN (p. 238)」を参照して、リソース固有の復旧ポイント
の ARN を確認してください。

Note

ボールトアクセスポリシーは、AWS Backup API へのユーザーアクセスのみを管理しま
す。Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) や Amazon Realational Database Service 
(Amazon RDS) スナップショットなど一部のBack upタイプには、これらサービスの API を使用
してもアクセスできます。これらのバックアップタイプへのアクセスを完全に管理するために、
これら API へのアクセスを管理する個別のアクセスポリシーを IAM で作成できます。
AWS Backup ボールトのアクセスポリシーに関係なく、AWS Backup は参照されているリソース
のアカウントとは異なるアカウントからのリクエストを拒否します。
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トピック
• バックアップボールトのリソースタイプへのアクセスを拒否する (p. 58)
• バックアップボールトへのアクセスを拒否する (p. 58)
• バックアップボールトの復旧ポイントを削除するアクセスを拒否する (p. 59)

バックアップボールトのリソースタイプへのアクセス
を拒否する
このポリシーは、バックアップボールト内のすべての Amazon EBS スナップショットに対して、指定され
た API 操作へのアクセスを拒否します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "statement ID", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::Account ID:role/MyRole" 
            }, 
            "Action": [ 
                "backup:UpdateRecoveryPointLifecycle", 
                "backup:DescribeRecoveryPoint", 
                "backup:DeleteRecoveryPoint", 
                "backup:GetRecoveryPointRestoreMetadata", 
                "backup:StartRestoreJob" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:ec2:Region::snapshot/*"] 
        } 
    ]
}

バックアップボールトへのアクセスを拒否する
このポリシーは、バックアップボールトを対象とする、指定された API 操作へのアクセスを拒否します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "statement ID", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::Account ID:role/MyRole" 
            }, 
            "Action": [ 
                "backup:DescribeBackupVault", 
                "backup:DeleteBackupVault", 
                "backup:PutBackupVaultAccessPolicy", 
                "backup:DeleteBackupVaultAccessPolicy", 
                "backup:GetBackupVaultAccessPolicy", 
                "backup:StartBackupJob", 
                "backup:GetBackupVaultNotifications", 
                "backup:PutBackupVaultNotifications", 
                "backup:DeleteBackupVaultNotifications", 
                "backup:ListRecoveryPointsByBackupVault" 
            ], 
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            "Resource": "arn:aws:backup:Region:Account ID:backup-vault:backup vault name" 
        } 
    ]
}

バックアップボールトの復旧ポイントを削除するアク
セスを拒否する
ボールトにアクセスできるかどうか、ボールトに保存されている復旧ポイントを削除できるかは、ユー
ザーに付与するアクセス許可によって決まります。

バックアップボールトに対するリソースベースのアクセスポリシーを作成して、バックアップボールト内
のバックアップの削除を禁止する手順は、以下のとおりです。

バックアップボールトのリソースベースのアクセスポリシーを作成するには

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

2. 左側のナビゲーションペインで、[バックアップボールト] を選択します。
3. リストからバックアップボールトを選択します。
4. [Access policy (アクセスポリシー)] セクションに、以下の JSON の例を貼り付けます。このポリシー

は、プリンシパルでないユーザーがターゲットバックアップコンテナー内の復旧ポイントを削除する
ことを禁止します。####### ID とaws:userId (role/MyRole) は環境に応じた値に置き換えてく
ださい。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "statement ID", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "backup:DeleteRecoveryPoint", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:userId": [ 
                       "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA:", 
                       "BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB", 
                       "112233445566" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

ARN を使用して IAM ID のリストを許可するには、次の例の aws:PrincipalArn グローバル条件
キーを使用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "statement ID", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "backup:DeleteRecoveryPoint", 
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            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ArnNotEquals": { 
                    "aws:PrincipalArn": [ 
                       "arn:aws:iam::112233445566:role/mys3role", 
                       "arn:aws:iam::112233445566:user/shaheer", 
                       "112233445566" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

IAM エンティティの一意の ID の取得については、IAM ユーザーガイドの「一意識別子の取得」を参
照してください。

これを特定のリソースタイプに制限する場合は、"Resource": "*" の代わりに、拒否する復旧ポイ
ントタイプを明示的に含めることができます。たとえば、Amazon EBS スナップショットの場合は、
リソースタイプを次のように変更します。

"Resource": ["arn:aws:ec2:Region::snapshot/*"]

5. [ポリシーのアタッチ] を選択します。

AWS Backup のボールトロック
Note

AWS Backupのボールトロックは、SEC 17a-4、CFTC、および FINRA の各規制に従った環境
での使用について、Cahassets Associates によって評価済みです。AWS Backupのボールト
ロックがこれらの規制にどのように関係しているかの詳細については、「Cahassets Associates 
Compliance Assessment」を参照してください。

AWS Backup保管庫ロックはバックアップ保管庫のオプション機能で、バックアップ保管庫のセキュリ
ティと管理を強化するのに役立ちます。コンプライアンスモードでロックがアクティブになり、猶予期間
が過ぎると、顧客、アカウント/データ所有者、またはがボールト設定を変更または削除できなくなります
AWS。各保管庫には、1 つの保管庫ロックを設定できます。

AWS Backup保存期間が満了するまでバックアップを利用できるようにします。ユーザー (root ユーザーを
含む) がバックアップを削除しようとしたり、AWS Backupロックされたボールトのライフサイクルプロパ
ティを変更しようとしたりすると、操作が拒否されます。

• ガバナンスモードでロックされたボールトは、十分な IAM 権限を持つユーザーがロックを解除できま
す。

• コンプライアンスモードでロックされたボールトは、クーリングオフ期間（「猶予期間」）が過ぎると
削除できません。猶予期間中でも、ボールトロックを解除したり、ロック設定を変更したりできます。

ヴォールト・ロック・モード
保管庫ロックを作成する場合、ガバナンスモードとコンプライアンスモードの 2 つのモードを選択できま
す。ガバナンスモードは、十分な IAM 権限を持つユーザーのみがボールトを管理できるようにすることを
目的としています。ガバナンスモードは、指定された担当者のみがバックアップ保管庫に変更を加えられ
るようにすることで、組織がガバナンス要件を満たすのに役立ちます。コンプライアンスモードは、デー
タ保持期間が終了するまで保管庫 (ひいてはその内容) が削除または変更されないことが想定されるバック
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アップ保管庫を対象としています。コンプライアンスモードのボールトは、いったんロックされると変更
不能になり、ロックを解除できなくなります。

ガバナンスモードでロックされたボールトは、適切な IAM 権限を持つユーザーが管理または削除できま
す。

コンプライアンスモードのボールトロックは、どのユーザーも、またはユーザーが変更または削除するこ
とはできませんAWS。コンプライアンスモードのボールトロックには、ロックされて不変になるまでの猶
予期間が設定されています。

ヴォールトロックのメリット
AWS BackupVault Lockには次のようなメリットがあります。

• バックアップボールトに保存および作成するすべてのバックアップについて、WORM (write-once, read-
many) 構成。

• バックアップボールト内のバックアップ (復旧ポイント) を不注意または悪意のある削除から保護する保
護レイヤーです。

• 保持期間を適用することで、特権ユーザー (AWS アカウントルートユーザーを含む) による早期削除を
防ぎ、組織のデータ保護ポリシーと手順を満たします。

コンソールを使用してバックアップ保管庫をロックす
る
Backup コンソールを使用して VaultAWS Backup にデータ保管庫ロックを追加できます。

バックアップ保管庫に保管庫ロックを追加するには:

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

2. ナビゲーションペインで、Backup ボールトを選択します。Backup 保管庫の下にある「保管庫ロッ
ク」というリンクをクリックします。

3. [データ保管庫ロックの仕組み] または [保管庫ロック] で、[+ 保管庫ロックを作成] をクリックしま
す。

4. 「保管庫ロックの詳細」ペインで、ロックを適用する保管庫を選択します。
5. 「保管庫ロックモード」で、保管庫をロックするモードを選択します。モードの選択について詳しく

は、このページの前述の「Vault ロックモード」を参照してください。
6. 保存期間には、最小保存期間と最大保存期間を選択します (最大保存期間はオプションです)。保存期

間内のバックアップジョブのみが成功します。
7. コンプライアンスモードを選択した場合、「Vault ロック開始日」というセクションが表示されます。

ガバナンスモードを選択した場合、これは表示されないため、このステップはスキップできます。

コンプライアンスモードでは、ヴォールトロックには、ヴォールトロックの作成からヴォールトとそ
のロックが不変で変更不能になるまでのクーリングオフ期間があります。この期間（猶予期間と呼ば
れる）の期間を選択できますが、少なくとも 3 日間（72 時間）でなければなりません。

Important

猶予期間が過ぎると、ボールトとそのロックは変更できなくなります。どのユーザーも、ま
たはユーザーが変更または削除することはできませんAWS。

8. 設定内容に問題がなければ、「保管庫ロックを作成」をクリックします。
9. 選択したモードでこのロックを作成することを確認するには、テキストボックスに入力し、設定が意

図したとおりであることを確認するボックスにチェックを入れます。confirm
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ステップが正常に完了すると、コンソールの上部に「成功」バナーが表示されます。

バックアップボールトのバックアップボールトをプロ
グラムでロック
AWS Backupボールトロックを設定するには、API を使用しま
すPutBackupVaultLockConfiguration。含めるパラメータは、どのヴォールトロックモードにす
るかによって異なります。ガバナンスモードでボールトロックを作成する場合は、含めないでくださ
いChangeableForDays。このパラメータを含めると、ヴォールトロックはコンプライアンスモードで作
成されます。

コンプライアンスモードでのボールトロック作成の CLI 例を次に示します。

aws backup put-backup-vault-lock-configuration \ 
        --backup-vault-name my_vault_to_lock \ 
        --changeable-for-days 3 \ 
        --min-retention-days 7 \ 
        --max-retention-days 30

ガバナンスモードのボールトロック作成の CLI 例を次に示します。

aws backup put-backup-vault-lock-configuration \ 
        --backup-vault-name my_vault_to_lock \ 
        --min-retention-days 7 \ 
        --max-retention-days 30

4 つのオプションを設定できます。

1. BackupVaultName

ロックするボールトの名前。
2. ChangeableForDays(コンプライアンスモードのみ含む)

このパラメータは、AWS Backupコンプライアンスモードでボールトロックを作成するように指示しま
す。ガバナンスモードでロックを作成する場合は、このパラメータを省略してください。

この値は日数で表されます。3 以上36,500 以下の数字でなければなりません。それ以外の場合は、エ
ラーが返されます。

このボールトロックの作成から指定した日付の期限が切れるまで、を使用してボールトロックをボール
トから削除できますDeleteBackupVaultLockConfiguration。または、この間にを使用して設定を
変更することもできますPutBackupVaultLockConfiguration。

このパラメータで指定された日付以降では、バックアップボールトはイミュータブルになり、変更や削
除はできません。

3. MaxRetentionDays(オプション)

これは日数で表される数値です。ボールトが復旧ポイントを保持する最大保持期間です。

選択する最大保存期間は、組織のデータ保持ポリシーに沿ったものでなければなりません。組織が一定
期間データを保持するように指示している場合、この値をその期間 (日数) に設定できます。たとえば、
金融データや銀行データを 7 年間 (うるう年によっては約 2,557 日間) 保管する必要がある場合がありま
す。

指定しない場合、AWS Backup のボールトロックでは最大保持期間が適用されません。指定すると、ラ
イフサイクルの保持期間が最大保持期間よりも長いこのボールトへのバックアップジョブとコピージョ
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Backup Vault Lock 設定を確認する

ブは失敗します。ボールトロックの作成前にすでに保存されている復旧ポイントは影響を受けません。
指定できる最長の最大保存期間は 36500 日 (約 100 年) です。

4. MinRetentionDays(オプション、次の場合は必須CloudFormation)

これは日数で表される数値です。ボールトが復旧ポイントを保持する最小保持期間です。この設定
は、組織がデータを管理するのに必要な時間に設定する必要があります。たとえば、規制や法律で少な
くとも 7 年間データを保持することが義務付けられている場合、うるう年にもよりますが、日数は約 
2,557 日になります。

指定しない場合、AWS Backup のボールトロックでは最小保持期間が適用されません。指定すると、ラ
イフサイクルの保持期間が最小保持期間よりも短いこのボールトへのバックアップジョブとコピージョ
ブは失敗します。AWS Backup のボールトロックの前に、すでにボールトで保存されている復旧ポイン
トは影響されません。指定できる最小保持期間は 1 日です。

バックアップボールトのAWS Backup Vault Lock 設定
を確認する
AWS BackupListBackupVaults保管庫の保管庫ロックの詳細は、DescribeBackupVault電話または 
API を使用していつでも確認できます。

バックアップボールトにロックを適用したかを判断するには、DescribeBackupVaultLockedを呼び
出してプロパティを確認します。"Locked": true の場合は次の例のように、バックアップボールトへ 
AWS Backup のボールトロックを適用します。

{ 
    "BackupVaultName": "my_vault_to_lock", 
    "BackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:555500000000:backup-
vault:my_vault_to_lock", 
    "EncryptionKeyArn": "arn:aws:kms:us-
east-1:555500000000:key/00000000-1111-2222-3333-000000000000", 
    "CreationDate": "2021-09-24T12:25:43.030000-07:00", 
    "CreatorRequestId": "ac6ce255-0456-4f84-bbc4-eec919f50709", 
    "NumberOfRecoveryPoints": 1, 
    "Locked": true, 
    "MinRetentionDays": 7, 
    "MaxRetentionDays": 30, 
    "LockDate": "2021-09-30T10:12:38.089000-07:00"
}

前の出力では、次のオプションが確認できます。

1. Lockedは、このバックアップ保管庫にAWS Backup Vault Lock を適用したかどうかを示すブール値
です。 TrueAWS Backupのボールトロックによってボールトに保存されている復旧ポイントに対し、
削除または更新の操作が失敗することを意味しています (クーリングオフ猶予期間中かどうかに関係な
く)。

2. LockDateクーリングオフ猶予期間が終了する UTC 日時です。この時間が経過すると、このボールトの
ロックは削除または変更することはできません。公開されているタイムコンバータを使用して、この文
字列を現地時間に変換します。

次の例のように"Locked":false、ボールトロックを適用していない (または以前のボールトロックが削
除されている) 場合です。

{ 
    "BackupVaultName": "my_vault_to_lock", 
    "BackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:555500000000:backup-
vault:my_vault_to_lock", 
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    "EncryptionKeyArn": "arn:aws:kms:us-
east-1:555500000000:key/00000000-1111-2222-3333-000000000000", 
    "CreationDate": "2021-09-24T12:25:43.030000-07:00", 
    "CreatorRequestId": "ac6ce255-0456-4f84-bbc4-eec919f50709", 
    "NumberOfRecoveryPoints": 3, 
    "Locked": false
}

猶予期間中のヴォールトロック解除 (コンプライアン
スモード)
AWS Backupコンソールを使用して猶予時間 (データ保管庫をロックしてからロックする前LockDate) に
データ保管庫ロックを削除するには、

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

2. 左側のナビゲーションにある [マイアカウント] の [データ保管庫のBackup] をクリックし、次に [保管
庫のロックをBackup] をクリックします。

3. 削除するデータ保管庫ロックをクリックし、「保管庫ロックの管理」をクリックします。
4. 「保管庫ロックを削除」をクリックします。
5. ボールトロックを削除するかどうかを確認する警告ボックスが表示されます。テキストボックスに入

力し、[確認] をクリックします。confirm

すべての手順が正常に完了すると、コンソール画面の上部に成功バナーが表示されます。

CLIコマンドを使用して猶予期間中にボールトロックを削除するに
は、DeleteBackupVaultLockConfiguration次のCLIの例を使用してください。

aws backup delete-backup-vault-lock-configuration \ 
          --backup-vault-name my_vault_to_lock

AWS アカウントロック付き保管庫付きクロージャー
AWS アカウントバックアップ保管庫を含むファイルを閉じ、AWSバックアップをそのままの状態で 
90AWS Backup 日間アカウントを一時停止した場合。その 90 日間にアカウントを再度開かないと、デー
タ保管庫のロックが設定されていたとしても、AWSAWS Backupバックアップ保管庫の内容が削除されま
す。

セキュリティに関するその他の考慮事項
AWS Backup のボールトロックは、データ保護の防御にセキュリティレイヤーを追加します。保管庫ロッ
クは、次のような他のセキュリティ機能と組み合わせることができます。

• 復旧ポイントの暗号化
• AWS Backupボールトおよび復旧ポイントのアクセスポリシー。ボールトレベルでのアクセス権限を付

与または拒否することができます。
• AWS Backup のサポートされているサービスによって、バックアップおよび復元のアクセス権限を付与

または拒否できる [カスタマー管理ポリシー] のライブラリを含んだ [AWS セキュリティのベストプラク
ティス]、および

• [AWS Backup Audit Manager] で、定義したコントロールのリストに対し、バックアップのコンプライア
ンスチェックを自動化することができます。
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Note

AWS Backupボールトロックは、Amazon S3 とのみ互換性がある S3 Glacier フレキシブル検索
ボールトロックと同じ機能ではありません。

バックアップボールトの削除
Note

2 つのバックアップボールトを削除することはできません。AWS Backup デフォルトのバック
アップボールトと Amazon EFS 自動バックアップボールトです。
バックアップボールトを削除したら、新しいバックアップボールトを参照するようにバックアッ
プ計画を更新します。削除されたバックアップボールトをバックアップ計画が参照していると、
バックアップの作成は失敗します。

偶発的または悪意のある大量削除を防ぐには、バックアップボールトのすべての復旧ポイントを削除 (ま
たはバックアッププランのライフサイクル)AWS Backup した後にのみ、バックアップボールトを削除する
ことができます。すべての復旧ポイントをマニュアルで削除するには、[リソースをクリーンアップする] 
の該当するセクションを参照してください。

AWS Backup コンソールを使用してバックアップボールトを削除するには

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

2. ナビゲーションペインで、[Backup vaults (バックアップボールト)] を選択します。
3. 削除するバックアップボールトを選択します。
4. バックアップボールトに関連付けられているバックアップを選択して削除します。
5. [削除] (右上隅) を選択して、バックアップボールトを削除します。
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バックアップの使用
バックアップまたは復旧ポイントとは、指定された時刻における、Amazon Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームや Amazon DynamoDB テーブルなどのリソースのコンテンツを表したものです。復旧ポ
イントとは一般的には、Amazon EBS スナップショットや DynamoDB バックアップなどの AWS のサー
ビスにおける異なるバックアップを指すために使用される用語です。復旧ポイントという用語とバック
アップという用語は同じ意味で使用されます。

AWS Backup では、復旧ポイントはバックアップボールトに保存されます。これはビジネスニーズに応じ
て整理することができます。たとえば、20 年度の財務情報を含む一連のリソースを保存できます。リソー
スを復元する必要がある場合は、AWS Backup コンソールまたは AWS Command Line Interface (AWS 
CLI) を使用して、必要なリソースを検索して復元できます。

各復旧ポイントには一意の ID があります。一意の ID は、リカバリポイントの Amazon リソースネーム 
(ARN) の末尾にあります。リカバリポイント ARN および一意の ID の例については、リソースおよびオペ
レーション (p. 237) の表を参照してください。

Important

追加料金を回避するには、ウォームストレージ期間を「少なくとも 1 週間」に設定して、リテン
ションポリシーを構成します。詳細については、「メータリング、コスト、および請求 (p. 18)」
を参照してください。

以下のセクションでは、AWS Backup の基本的なバックアップ管理タスクの概要を説明します。

トピック
• バックアップの作成 (p. 66)
• バックアップをコピーする (p. 118)
• バックアップのリストの表示 (p. 128)
• バックアップの編集 (p. 129)
• バックアップの削除 (p. 130)
• バックアップの復元 (p. 131)

バックアップの作成
ではAWS Backup、バックアッププランを使用して自動的にバックアップを作成することも、オンデマン
ドバックアップを開始して手動でバックアップを作成することもできます。

自動バックアップの作成
バックアッププランによって自動的にバックアップが作成される場合は、バックアッププランで定義され
たライフサイクル設定を使用して設定されます。これらは、バックアップ計画で指定されたバックアッ
プボールトに編成されます。また、バックアッププランに一覧表示されているタグも割り当てられます。
バックアッププランの詳細については、「バックアッププランを使用したバックアップの管理 (p. 37)」を
参照してください。

オンデマンドバックアップの作成
オンデマンドバックアップを作成する場合は、作成するバックアップ用にこれらの設定を構成できま
す。自動または手動でバックアップが作成される場合、バックアップジョブが開始されます。オンデ
マンドバックアップの作成方法については、「」を参照してくださいオンデマンドバックアップの作
成 (p. 68)。
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注:オンデマンドバックアップでは、リソースのバックアップがすぐに開始されます。バックアップ計画で
定義されている予定時刻以外の時間にバックアップを作成する場合は、オンデマンドバックアップを選択
できます。オンデマンドバックアップは、たとえばバックアップや機能をいつでもテストするために使用
できます。

point-in-timeオンデマンドバックアップはリストア (PITR) では使用できません。オンデマンドバックアッ
プでは、バックアップが作成されたときの状態のリソースが保持されるのに対し、PITR では一定期間にわ
たる変更を記録する継続的なバックアップを使用します。

Backup ジョブのステータス
各バックアップジョブには、一意の ID があります。例え
ば、D48D8717-0C9D-72DF-1F56-14E703BF2345。

バックアップジョブのステータスは、AWS Backup バックアップコンソールの [ジョブ] ページで確認でき
ます。Backup ジョブのステータスには、保留中、実行中、中止、完了、失敗などがあります。

増分バックアップの仕組み
多くのリソースは、によるインクリメンタルバックアップをサポートしていますAWS Backup。詳細なリ
ストは、リソース別の機能の可用性 (p. 2)表のインクリメンタルバックアップセクションにあります。

最初のバックアップの後の各バックアップは差分 (つまり、前のバックアップからの変更のみをキャプ
チャする) ですが、AWS Backup フル・リストアを実行するために必要な参照データを保持します。これ
は、元の (フル) バックアップがライフサイクルの終了に達して削除された場合にも当てはまります。

たとえば、3 日間のライフサイクルポリシーにより、1 日目 (フル) バックアップが削除された場合、2 日
目と 3 日目のバックアップを使用してフルリストアを実行できます。 AWS Backupそのために必要な参照
データを1日目から管理します。

ソースリソースへのアクセス
AWS Backupそれらをバックアップするには、ソースリソースにアクセスする必要があります。例:

• Amazon EC2 インスタンスをバックアップする場合、runningstoppedインスタンスがまたは状態で
あっても構いませんが、terminated状態は指定できません。これは、runningstoppedまたはインス
タンスは通信できるがAWS Backup、terminatedインスタンスは通信できないためです。

• 仮想マシンをバックアップするには、そのハイパーバイザーがBackup ゲートウェイのステータスに
なっている必要がありますONLINE。詳細については、「ハイパーバイザーのステータスについて」を参
照してください。

• Amazon RDS データベース、Amazon Aurora、または Amazon DocumentDB クラスターをバックアッ
プするには、それらのリソースのステータスが必要ですAVAILABLE。

• Amazon Elastic File System (Amazon EFS lastic File System) をバックアップするには、ステータスが必
要ですAVAILABLE。

• Amazon FSx ファイルシステムをバックアップするには、ステータスが必要ですAVAILABLE。ステータ
スがの場合UPDATING、AVAILABLEバックアップ要求はファイルシステムが次の状態になるまでキュー
に入れられます。

FSx for ONTAP は、DP (データ保護) ボリューム、LS (ロードシェアリング) ボリューム、FlexGroup
ファイルシステム上のフルボリューム、ファイルシステム上のボリュームなど、特定のボリュームタイ
プのバックアップをサポートしていません。詳細については、「FSx for ONTAP バックアップの処理」
を参照してください。

AWS Backupソースリソースの状態に関係なく、ライフサイクルポリシーに従って以前に作成されたバッ
クアップが保持されます。
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トピック
• オンデマンドバックアップの作成 (p. 68)
• ポイントインタイムリカバリ (PITR) を使用して指定された時間に復元する (p. 69)
• Amazon S3 バックアップの作成 (p. 75)
• 仮想マシンのバックアップの作成 (p. 77)
• アドバンスト DynamoDB バックアップ (p. 102)
• Amazon Timestream バックアップ (p. 105)
• Amazon EC2 インスタンス上の SAP HANA データベースのバックアップ (p. 107)
• Amazon Redshift (p. 113)
• Amazon RDS マルチアベイラビリティーゾーンのバックアップ (p. 114)
• Windows VSS バックアップの作成 (p. 115)
• Amazon EBS マルチボリュームのクラッシュコンシステントバックアップの作成 (p. 117)
• バックアップへのタグのコピー (p. 117)
• バックアップジョブの停止 (p. 118)

オンデマンドバックアップの作成
AWS Backup コンソールの [Protected resources (保護されたリソース)] に、AWS Backup によって 1 回
以上バックアップされたリソースがリストされます。AWS Backup を初めて使用している場合、このペー
ジにリソース (Amazon EBS ボリュームや Amazon RDS データベースなど) は表示されません。リソース
がバックアッププランに割り当てられていても、バックアッププランがスケジュールされたバックアップ
ジョブを 1 回も実行したことがない場合も同様です。

注:オンデマンドバックアップでは、リソースのバックアップがすぐに開始されます。バックアップ計画で
定義されている予定時刻以外の時間にバックアップを作成する場合は、オンデマンドバックアップを選択
できます。オンデマンドバックアップは、たとえばバックアップや機能をいつでもテストするために使用
できます。

point-in-timeオンデマンドバックアップはリストア (PITR) では使用できません。オンデマンドバックアッ
プでは、バックアップが作成されたときの状態のリソースが保持されるのに対し、PITR では一定期間にわ
たる変更を記録する継続的なバックアップを使用します。

オンデマンドバックアップを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ダッシュボードで、[オンデマンドバックアップを作成] を選択します。または、ナビゲーションペイ

ンで、[Protected resources (保護されたリソース)]、[Create an on-demand backup (オンデマンドバッ
クアップを作成)] の順に選択します。

3. [オンデマンドバックアップを作成する] ページで、バックアップするリソースタイプを選択します。
たとえば、Amazon DynamoDB テーブルの DynamoDB を選択します。

4. 保護するリソースの名前または ID を選択しますVideoMetadataTable。
5. [Create backup now (今すぐバックアップを作成)] が選択されていることを確認します。これにより、

すぐにバックアップが開始され、保存されたリソースが早く [Protected resources (保護されたリソー
ス)] ページに表示されます。

6. コールドストレージへの移行機能を持つリソースのみが入力値を設定できます。それ以外の場合、リ
ソースタイプをコールドストレージに保存できないため、このフィールドには N/A とマークされま
す。リソースが適格かどうかを判断するには、表の「コールドストレージまでのライフサイクル」列
を参照して、リソース別の機能の可用性を確認してください。

Amazon EFS を使用している場合は、必要な値を選択して、このバックアップをコールドストレージ
に移行するタイミングを指定します。
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7. [Expire (期限切れ)] の値を選択します。

Note

バックアップの有効期限が切れ、ライフサイクルポリシーの一部として削除のマークが付け
られると、AWS Backup は、次の 8 時間にわたってランダムに選択された時点でバックアッ
プを削除します。このウィンドウは、一貫したパフォーマンスを確保するのに役立ちます。

8. 既存の [Backup vault (バックアップボールト)] を選択するか、新しいバックアップボールトを作成し
ます。[Create new Backup vault (新しいバックアップボールトを作成)] を選択すると、ボールトを作
成する新しいページが開きます。完了すると、[Create on-demand backup (オンデマンドバックアッ
プを作成)] ページに戻ります。

9. [IAM ロール] で、[既定のロール] または任意のロールを選択します。

Note

AWS Backup のデフォルトロールがアカウントに存在しない場合は、適切なアクセス許可を
備えたものが自動的に作成されます。

10. オンデマンドバックアップに 1 つ以上のタグを割り当てる場合は、[キー] とオプションの [値] を入力
して、[タグを追加] を選択します。

Note

Amazon EC2 リソースについては、AWS Backup は、この手順でアドインしたタグに加え
て、既存のグループおよび個々のリソースタグを自動的にコピーします。

11. バックアップするリソースが Amazon EC2 インスタンスを実行している場合は、詳細設定セクション
の Windows VSS を選択します。これにより、アプリケーション整合性のある Windows ボリューム
シャドウコピーサービス (VSS) バックアップを作成できます。

Note

AWS Backup は、デフォルトの動作として「再起動なし」を使用した EC2 バックアップを
取ります。AWS Backup は、現在、Amazon EC2 で実行されているリソースをサポートして
おり、特定のインスタンスタイプはサポートされていません。詳細については、「Windows 
VSS バックアップの作成 (p. 115)」を参照してください。

12. [Create on-demand backup (オンデマンドバックアップを作成)] を選択します。これを行うと [Jobs 
(ジョブ)] ページに移動し、ジョブのリストを表示できます。

13. バックアップするように選択したリソースの [Backup job Id (バックアップジョブ ID)] を選択します。
ジョブ詳細ページで、[ステータス] にマウスカーソルを合わせるとジョブステータスの詳細が表示さ
れます。

ポイントインタイムリカバリ (PITR) を使用して指定
された時間に復元する
一部のリソースでは、スナップショット・バックアップに加えて、point-in-time継続的なバックアップとリ
カバリ (PITR)AWS Backup をサポートしています。

継続的なバックアップにより、AWS Backup-サポートされたリソースは、精度の 1 秒 (最大 35 日前) 以内
に、選択した特定の時間に巻き戻すことでリソースをサポートします。継続的なバックアップは、最初に
リソースのフルバックアップを作成し、次にリソースのトランザクションログを常にバックアップするこ
とによって機能します。PITR 復元は、フルバックアップにアクセスし、AWS Backup を回復させたい時
刻にトランザクションログを再生するよう機能します。

または、スナップショットバックアップを 1 時間ごとに実行することもできます。スナップショットバッ
クアップは、最大 100 年間保存できます。スナップショットは、フルバックアップまたはインクリメンタ
ルバックアップ用にコピーできます。
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継続的なバックアップとスナップショットバックアップにはさまざまなメリットがあるため、継続的な
バックアップルールとスナップショットバックアップルールの両方でリソースを保護することをお勧めし
ます。

注:オンデマンドバックアップでは、リソースのバックアップがすぐに開始されます。バックアップ計画で
定義されている予定時刻以外の時間にバックアップを作成する場合は、オンデマンドバックアップを選択
できます。オンデマンドバックアップは、たとえばバックアップや機能をいつでもテストするために使用
できます。

point-in-timeオンデマンドバックアップはリストア (PITR) では使用できません。オンデマンドバックアッ
プでは、バックアップが作成されたときの状態のリソースが保持されるのに対し、PITR では一定期間にわ
たる変更を記録する継続的なバックアップを使用します。

AWS BackupコンソールまたはAWS Backup APIを使用し、でバックアップ計画を作成するときに、サ
ポートされているリソースの継続的なバックアップを選択できます。

コンソールを使用して継続的なバックアップを有効にするには

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

2. ナビゲーションペインで、[バックアッププラン] を選択して、[バックアッププランの作成] を選択し
ます。

3. [バックアップルール]で、[バックアップルールの追加] を選択します。
4. [Backup ルールの設定] セクションで、[サポートされているリソースの継続的なバックアップを有効

にする] を選択します。

ポイントインタイムリカバリ (PITR) でサポートされるサービス
とアプリケーション
AWS Backupは、次のサービスおよびアプリケーションに対して、point-in-time継続的なバックアップとリ
カバリをサポートします。

• Amazon S3
• Amazon RDS シングルインスタンス
• Amazon EC2 インスタンスでの SAP HANA

Amazon S3

S3 バックアップで PITR を有効にするには、継続的なバックアップをバックアップ計画に含める必要があ
ります。

このソースバケットの元のバックアップでは PITR をアクティブにできますが、クロスリージョンまたは
クロスアカウントのコピーには PITR がなく、これらのコピーから復元すると、指定された時点に復元さ
れるのではなく、作成された時点に復元されます (コピーは Snapshot コピーになります)。

Amazon RDS

Amazon RDS は、継続的なバックアップを「自動バックアップ」と呼んでいます。 AWS Backup 
は、Amazon RDS の継続的なバックアップを「継続的なバックアップ」と呼びます。

AWS Backup を Amazon RDS スナップショットと継続的なバックアップの両方で使用した場合、AWS 
Backupは、Amazon RDS のメンテナンスウィンドウとともに、バックアップウィンドウをインテリジェ
ントにスケジュールして、競合を防止します。バックアップウィンドウを他の時間前に手動でスケジュー
ルする必要はなくなりました。
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Amazon RDS 自動バックアップウィンドウを制御することはできません。なぜなら、AWS Backup は、そ
れをインテリジェントにスケジュールしているからです。

PITR の保持期間を変更すると、AWS Backup は ModifyDBInstance を呼び出し、その変更をすぐに適
用します。次のメンテナンスウィンドウが保留中の他の構成更新がある場合は、PITR の保持期間を変更す
ると、それらの構成更新もすぐに適用されます。詳細については、Amazon Relational Database Service 
API リファレンスのを参照してくださいModifyDBInstance。

point-in-timeリカバリを実行するには、AWS Backupまたは Amazon RDS を使用します。AWS Backup コ
ンソールの手順については、「Amazon RDS データベースの復元」を参照してください。Amazon RDS 
の手順については、Amazon RDS ユーザーガイドの「特定の時点への DB インスタンスの復元」を参照し
てください。RDS は、バックアッププランにスナップショットバックアップの頻度が 1 日に 1 回以外に設
定されているかどうかに関係なく、1 日に 1 回スナップショットを作成します。

AWS Backup は現在、Amazon Aurora の継続的なバックアップをサポートしていません。AWS Backup 
は、Aurora スナップショットをサポートしています。

インクリメンタル Snapshot コピージョブは、フルスナップショットコピージョブよりも高速に処理され
ます。新しいコピージョブが完了するまで以前の Snapshot コピーを保存しておくと、コピージョブの所
要時間が短くなる場合があります。RDS データベースインスタンスからスナップショットをコピーする場
合、以前のコピーを先に削除すると、(インクリメンタルコピーではなく) 完全な Snapshot コピーが作成
されることに注意してください。コピーの最適化の詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「イ
ンクリメンタルスナップショットコピー」を参照してください。

Amazon EC2 インスタンスでの SAP HANA

継続的なバックアップを作成して、point-in-time復元（PITR）で使用できます（オンデマンドバックアッ
プでは、リソースが取得された状態で保存されるのに対し、PITR では一定期間にわたる変更を記録する連
続バックアップを使用することに注意してください）。

継続的なバックアップにより、精度の 1 秒 (最大 35 日前) 以内に、選択した特定の時間に巻き戻すことで
データベースをサポートします。継続的なバックアップは、最初にリソースのフルバックアップを作成
し、次にリソースのトランザクションログを常にバックアップすることによって機能します。PITR 復元
は、フルバックアップにアクセスし、AWS Backup を回復させたい時刻にトランザクションログを再生す
るよう機能します。

AWS BackupコンソールまたはAWS Backup APIを使用し、でバックアップ計画を作成するときに、継続
的なバックアップを選択できます。

コンソールを使用して継続的なバックアップを有効にするには

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

2. ナビゲーションペインで、[バックアッププラン] を選択して、[バックアッププランの作成] を選択し
ます。

3. [バックアップルール]で、[バックアップルールの追加] を選択します。
4. [Backup ルールの設定] セクションで、[サポートされているリソースの継続的なバックアップを有効

にする] を選択します。

SAP HANA データベースバックアップの PITR (point-in-time復元) を無効にすると、AWS Backupログは復
旧ポイントの有効期限が切れるまで (ステータスが同じ) 送信され続けますEXPIRED)。SAP HANA の別の
ログバックアップ場所に変更して、へのログの送信を停止できますAWS Backup。

継続的な回復ポイントのステータスは、STOPPED継続的な復旧ポイントが中断されたことを示しま
す。つまり、SAP HANAAWS Backup からその場所に送信されたログには、データベースへの段階的
な変更にギャップがあることが示されます。この時間差内に発生した復旧ポイントのステータスは、で
すSTOPPED。
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継続的バックアップ (リカバリポイント) の復元ジョブ中に発生する可能性のある問題については、このガ
イドの「SAP HANA 復元のトラブルシューティング」セクションを参照してください。

考慮事項:

point-in-timeリカバリを実行するときは、次の点に注意してください。

• 最近のアクティビティの復元 — Amazon RDS アクティビティでは、直近の 5 分間のアクティビティま
で復元できます。Amazon S3 では、直近の 15 分間のアクティビティまで復元できます。

• Amazon RDS 継続的なバックアップのコピーの作成 — Amazon RDS ではトランザクションログのコ
ピーが許可されていないためAWS Backup、Amazon RDS の継続的なバックアップのコピーを作成する
ことはできません。代わりに、AWS Backupスナップショットを作成し、バックアップ計画で指定され
た頻度でコピーします。

Amazon RDS の使用に関する一般的な情報については、「Amazon RDS ユーザーガイド」を参照してく
ださい。

継続的なバックアップ設定の管理

Amazon RDS インスタンスへの AWS Backup 継続的なバックアップルール適用後、Amazon RDS でその
インスタンスに対する継続的なバックアップ設定を作成または変更することはできません。この制限は、
競合を防ぐために存在します。

Amazon RDS で継続的なバックアップを確認するには、Amazon RDS コンソールを開き、左側のメ
ニューで [自動バックアップ] を選択します。

その Amazon RDS インスタンスの継続的なバックアップの制御を Amazon RDS に移行するには、AWS 
Backup コンソール、AWS CLI、または API を使用できます。

AWS Backup コンソールを使用して継続的なバックアップコントロールを Amazon RDS に移行す
るには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Backup plans (バックアッププラン)] を選択します。
3. そのリソースを保護する継続的なバックアップを使用して、すべての Amazon RDS バックアッププラ

ンを削除します。
4. [バックアップボールト] を選択します。バックアップボルトから継続的なバックアップリカバリポイ

ントを削除します。または、保持期間が経過するのを待って、AWS Backup をクリックして、回復ポ
イントを自動的に削除します。

これらのステップが完了したら、AWS Backup リソースの継続的なバックアップ制御を Amazon RDS に
移行します。

AWS Backup API または CLI を使用して継続的なバックアップコントロールを Amazon RDS に移
行するには

• DisassociateRecoveryPoint API オペレーションを呼び出します。

詳細については、DisassociateRecoveryPoint を参照してください。

Amazon RDS の継続的なバックアップに必要な IAM アクセス許可

• AWS Backup を使用して Amazon RDS データベースの継続的なバックアップを設定するには、バック
アッププランの設定で定義された IAM ロールに存在する API アクセス許可 rds:ModifyDBInstance
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があることを確認します。Amazon RDS の継続的なバックアップを復元するには、復元ジョブ用に送信
した IAM ロールにアクセス許可 rds:RestoreDBInstanceToPointInTime を追加する必要がありま
す。AWS Backup default service role を使用して、バックアップとリストアを実行します。

• point-in-timeリカバリーに使用できる時間の範囲を説明するには、AWS Backupを呼び出しま
すrds:DescribeDBInstanceAutomatedBackupsAPI。AWS Backup コンソールでは、AWS Identity 
and Access Management (IAM) 管理ポリシーで rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups
の API アクセス許可がある必要があります。AWSBackupFullAccess または
AWSBackupOperatorAccess 管理ポリシーを使用できます。どちらのポリシーにも、必要なすべての
権限があります。詳細については、「マネージドポリシー」を参照してください。

継続的なバックアップの処理
継続的なバックアップを見つける

AWS Backup コンソールを使用して、継続的なバックアップを見つけることができます。

AWS Backup コンソールを使用して継続的なバックアップを検索するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[バックアップボールト] をクリックし、リストからバックアップボールト

を選択します。
3. [バックアップ] セクションの Backup タイプ列で、Continuous 復旧ポイントをソートします。プレ

フィックスの継続的な復旧ポイント ID を並び替えすることもできます。

継続的なバックアップの復元

AWS Backup コンソールを使用して継続的なバックアップを復元するには

• PITR 復元プロセス中に、復元時間セクションが AWS Backup コンソールに表示されます。このセク
ションでは、以下のいずれか方法があります。
• 復元可能な最新時刻に復元することを選択します。
• 日付および時刻の指定をクリックして、保持期間内に独自の日付と時刻を入力します。

AWS Backup API を使用して継続的なバックアップを復元するには

1. Amazon S3 については、AWS Backup API、CLI、または SDK を使用して S3 リカバリポイントを復
元するを参照してください。

2. Amazon RDS については、「AWS BackupAPI、CLI、または SDK を使用して、Amazon RDS リカバ
リポイントを復元する」を参照してください。

継続的なバックアップの停止

継続的なバックアップを停止する場合は、バックアッププランから継続的なバックアップルールを削除す
る必要があります。1 つ以上のリソースの継続的バックアップを停止したいが、すべてのリソースについ
ては停止したくない場合は、継続的にバックアップしたいリソースについて、継続的バックアップルール
を含む新しいバックアップ計画を作成します。代わりに、バックアップボールトから継続的なバックアッ
プリカバリポイントを削除するだけであっても、バックアッププランでは継続的なバックアップルールが
引き続き実行され、新しいリカバリポイントが作成されます。

ただし、継続的なバックアップルールを削除した後も、AWS Backup は、削除済みのバックアップルール
の保持期間を記憶します。指定した保持期間に基づいて、バックアップ保管庫から継続的なバックアップ
リカバリポイントが自動的に削除されます。
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継続的なバックアップのコピー
継続的なバックアップルールでクロスアカウントまたはクロスリージョンコピーも指定されている場合
は、AWS Backupは、継続的なバックアップのスナップショットを作成し、そのスナップショットをデス
ティネーションボールトにコピーします。アカウントとリージョン間でのリカバリポイントのコピーの詳
細については、「バックアップのコピー」を参照してください。

継続的なバックアップでは、宛先アカウントまたはリージョンのバックアッププランルールで設定された
頻度に従って定期的なバックアップが作成されます。

AWS Backup連続バックアップのオンデマンドコピーはサポートしていません。

保持期間の変更
AWS Backupを使用して、既存の継続的なバックアップルールの保持期間を増減します。最小保持期間は 
1 日です。最大保持期間は 35 日です。

保持期間を長くすると、その効果は即座になります。保持期間を短くすると、AWS Backup は、データ損
失から保護するために変更を適用する前に、十分な時間が経過するまで待機します。たとえば、保持期間
を 35 日から 20 日に短縮すると、AWS Backup は、15 日が経過するまで 35 日間の継続的なバックアップ
を保持し続けます。この設計により、変更を行った時点の過去 15 日間のバックアップが保護されます。

バックアッププランから唯一の継続的なバックアップルールを削除する
継続的なバックアップルールを使用してバックアッププランを作成し、そのルールを削除すると、AWS 
Backup は削除済みルールの保持期間を記憶します。保持期間が経過すると、バックアップ保管庫から継
続的なバックアップが削除されます。

同じリソースで重複する継続的なバックアップ
一般に、各リソースは、複数の継続的なバックアップルールで保護する必要があります。これは、追加の
継続的なバックアップが冗長であるためです。ただし、バックアップ資産をスケールアップすると、複数
のバックアッププラン、ルール、およびボールトが 1 つのリソースで重複する可能性があります。AWS 
Backup は、これらのオーバーラップを次のように処理します。

継続的なバックアップルールを使用して複数のバックアッププランに同じリソースを含めると、AWS 
Backup は、評価した最初のバックアッププランに対してのみ継続的なバックアップを作成します。他の
すべてのバックアッププランのスナップショットバックアップが作成されます。

単一のバックアッププランに複数の継続的なバックアップルールを含める場合は、次の手順を実行しま
す。

• ルールが同じバックアップボールトを指している場合は、AWS Backup は、保持期間が長いルールの継
続的なバックアップのみを作成します。他のすべてのルールを無視します。

• ルールが別のバックアップボルトを指している場合は、AWS Backup はプランが無効として拒否しま
す。

PCoint-in-time リカバリの考慮事項
point-in-timeリカバリについては、次の考慮事項に注意してください。

• スナップショットへの自動フォールバック — AWS Backup が継続的なバックアップを実行できない場
合は、代わりにスナップショットバックアップを実行します。

• オンデマンドの継続的なバックアップはサポートされていません — オンデマンドバックアップがポ
イントインタイムを記録するのに対し、継続的なバックアップは一定期間にわたる変化を記録するた
め、AWS Backup では、オンデマンドの継続的なバックアップはサポートしていません。

• コールドストレージへの移行はサポートされていません — 継続的なバックアップでは最大保持期間 35 
日であるのに対し、コールドストレージへの移行には 90 日間の最小移行期間が必要であるため、コー
ルドストレージへの移行はサポートされません。
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Amazon S3 バックアップの作成
Note

AWS BackupAmazon S3 のサポートは、中国 (北京)、中国 (寧夏) を除く、すべてのリージョンで
利用することができます。

AWS Backupは、S3 にデータを単独で、または他のデータベース、ストレージ、コンピューティングのた
めのAWSサービスと一緒に保存するアプリケーションの集中バックアップと復元をサポートします。S3 
バックアップには、Backup Audit Manager を含む多くの機能を使用できます。

ではAWS Backup、単一のバックアップポリシーを使用して、アプリケーションデータのバックアップの
作成を一元的に自動化できます。 AWS Backupは、バックアップを自動的に整理する異なるAWSサービス
およびサードパーティアプリケーションを 1 つの一元化された場所 (バックアップボールトと呼ばれる) に
配置することで、一元化されたエクスペリエンスを通じてアプリケーション全体のバックアップを管理で
きます。S3 では、継続的なバックアップを作成し、S3 に保存されているアプリケーションデータを復元
し、point-in-timeワンクリックでバックアップを復元できます。

ではAWS Backup、オブジェクトデータ、タグ、アクセス制御リスト (ACL)、ユーザー定義のメタデータ
など、S3 バケットの次のタイプのバックアップを作成できます。

• 継続的なバックアップにより、過去 35 日間の任意の時点に復元できます。S3 バケットの連続バック
アップは、1 つのバックアッププランでのみ設定する必要があります。

サポートされているサービスのリストと、AWS Backup を使って連続バックアップを取る方法について
は「ポイントインタイムリカバリ」を参照してください。

• 定期的なバックアップにより、無限に含む指定した期間、データを保持できます。1 時間、12 時間、1 
日、1 週間、1 か月などの頻度で定期的なバックアップをスケジュールできます。 AWS Backupバック
アップ計画で定義したバックアップウィンドウ中に定期的にバックアップを作成します。

AWS Backupバックアップ計画がリソースにどのように適用されるかを理解するには、「バックアップ
計画の作成」を参照してください。

クロスアカウントコピーとクロスリージョンコピーは S3 バックアップに使用できますが、point-in-time連
続バックアップのコピーには復元機能がありません。

S3 バケットの継続的なバックアップと定期的なバックアップは、両方とも同じバックアップ保管庫にある
必要があります。

どちらのバックアップタイプでも、最初のバックアップはフルバックアップで、後続のバックアップはオ
ブジェクトレベルで増分バックアップです。たとえば、1 GB のオブジェクトに 1 KB の変更があった場
合、その後のバックアップでは、バックアップ保管庫に新しい 1 GB のオブジェクトが作成されます。

Note

Amazon S3AWS Backup で使用するには、S3 バケットの S3 バージョニングを有効にする必要が
あります。では、データ保護のベストプラクティスとして S3 のバージョニングを推奨している
ため、この前提条件を維持しています。AWS
S3 バージョンの場合、ライフサイクルの有効期限を設定することをお勧めします。ライフサイク
ルの有効期限を設定しないと、S3 のコストが増加する可能性があります。AWS Backup は、S3 
データの期限切れでないすべてのバージョンをバックアップして保存します。S3 ライフサイクル
ポリシーの設定の詳細については、このページの指示に従ってください。

サポートされている S3 ストレージクラス

AWS Backupは、以下に保存されているS3 データをバックアップできます。
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• S3 Standard
• S3 標準-アクセス頻度 (IA)
• S3 1 ゾーン - IA
• S3 Glacier インスタント取得
• S3 Intelligent-Tiering (S3 INT)

Glacier インスタント取得を除き、アーカイブされたストレージクラス (S3 INT-Glacier、Glacier フレキシ
ブル取得、Glacier ディープアーカイブを含む) はサポートされていません。

Amazon S3AWS Backup に関する考慮事項

S3 リソースをバックアップするときは、次の点を考慮する必要があります。

• S3 バケットでは、各バケットでバックアップする必要があるオブジェクトは 30 億未満です。
• AWS Backupフォーカスオブジェクトメタデータのサポート:タグ、アクセス制御リスト (ACL)、ユー

ザー定義メタデータ、元の作成日、およびバージョン ID のメタデータをサポートします。元の作成日、
バージョン ID、ストレージクラス、および電子タグを除くバックアップデータとメタデータをすべて復
元することもできます。

• S3 オブジェクトキー名は、ほとんどの UTF-8 エンコード可能な文字列で構成できます。#x9| | | 
| |#xA#xD#x20 to #xD7FF#xE000 to #xFFFD | の Unicode 文字を使用できます#x10000 to 
#x10FFFF。

このリストにない文字を含むオブジェクトキー名は、バックアップから除外される場合があります。詳
細については、文字に関するW3C仕様を参照してください。

• コールドストレージ移行:AWS Backupのライフサイクル管理ポリシーでは、バックアップの有効期限の
タイムラインを定義できますが、S3 バックアップのコールドストレージ移行は現時点ではサポートされ
ていません。

• 同じ秒間に作成された同じオブジェクトの多くのバージョンを含む S3 バケットのバックアップは、現
時点ではサポートされていません。

• 定期的なバックアップでは、AWS Backupオブジェクトメタデータのすべての変更を追跡するように最
善を尽くします。ただし、1 分以内にタグまたは ACL を複数回更新すると、AWS Backupすべての中間
状態がキャプチャされない可能性があります。

• AWS Backupは現在、SSE-C で暗号化されたオブジェクトのバックアップをサポートしていません。 
AWS Backupは、現在、バケットポリシー、設定、名前、アクセスポイントなどのバケット設定のバッ
クアップをサポートしていません。

• S3 Intelligent Tier (INT) オブジェクトのバックアップを作成すると、ソースオブジェクトは現在のスト
レージ階層よりも高価なストレージ階層に移動します。

• AWS Backupでは、現在では S3 のバックアップはサポートされていませんAWS Outposts。

Amazon S3 のバックアップと復元の権限とポリシー
S3 リソースをバックアップ、コピー、復元するには、ロールに正しいポリシーが必要です。これらのポ
リシーを追加するには、AWS管理ポリシーにアクセスしてください。S3AWS Backup バケットのBackup
と復元に使用するロールに、Amazon S3AWS Backup 用バックアップポリシーと Amazon S3 用復元ポリ
シーを追加します。

十分な権限がない場合は、組織の管理者 (管理者) アカウントのマネージャーに、目的のロールにポリシー
を追加するよう依頼してください。

詳細については、IAM AWSユーザーガイドの管理ポリシーを使用したアクセス許可の使用開始を参照して
ください。
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AWS Backupfor S3 は、Amazon 経由で S3EventBridge イベントを受信することに依存しています。S3 バ
ケット通知設定でこの設定を無効にすると、設定がオフになっているバケットの連続バックアップが停止
します。詳細については、「EventBridge の使用」を参照してください。

S3 バックアップの復元
を使用して S3AWS Backup Standardストレージクラスにバックアップした S3 データを復元できま
す。S3 データは、元のバケットを含め、既存のバケットに復元できます。復元中に、復元対象として新
しい S3 バケットを作成することもできます。S3 バックアップは、バックアップが保管されている同じ 
AWS リージョン にのみ復元できます。

S3 バケット全体、またはバケット内のフォルダまたはオブジェクトを復元できます。 AWS Backupオブ
ジェクトの最新バージョンを復元します。

AWS Backup を使用して S3 データを復元するには、「S3 データの復元 (p. 132)」を参照してくださ
い。

仮想マシンのバックアップの作成
AWS Backupは、オンプレミスの VMware 仮想マシン (VM) との VMware Cloud™ (VMC) 内にある仮想マ
シンの一元管理、AWSおよび自動データ保護をサポートしますAWS Outposts。™ オンプレミスおよび 
VMC 仮想マシンからへバックアップできますAWS Backup。その後、AWS Backupからオンプレミスの 
VM、VMC 内の VM、または VMC 上の VMC に復元できますAWS Outposts。

AWS Backup はまた、フルマネージド、AWS-仮想マシンの検出、バックアップスケジューリング、保存
管理、低コストのストレージ層、クロスリージョンおよびクロスアカウントコピーなどのネイティブ VM 
バックアップ管理機能、AWS Backup ボールトロックと AWS Backup Audit Manager、ソースデータから
独立した暗号化、およびバックアップアクセスポリシーも提供します。機能と詳細の完全なリストについ
ては、「リソース別の機能の可用性 (p. 2) テーブル」を参照してください。

AWS Backupを使用して VMware Cloud™ 上の仮想マシンを保護できますAWS Outposts。 AWS Backup
はAWS リージョン、VMware Cloud™AWS Outposts が接続されている場所に仮想マシンのバックアップ
を保存します。VMware Cloud™ を使用している場合は、AWS BackupAWS Outpostsアプリケーション
データに関する低レイテンシとローカルデータ処理のニーズを満たすために、VMware Cloud™ on VMを
保護するために使用できますAWS Backup。データレジデンシーの要件に基づいて、AWS リージョン接
続先の親にアプリケーションデータのバックアップを保存することを選択できますAWS Backup。AWS 
Outposts

サポートされている VM
AWS Backupは、次の仮想マシンをバックアップおよび復元できます:オンプレミスの 
NFS、VMFS、VSAN データストア上で実行されている VMware ESXi 6.7、7.0、および 8.0 仮想マシン
AWS また、は、ソース仮想マシンからオンプレミスの VMwareAWS へデータをコピーするための SCSI 
ホットアドおよびネットワークブロックデバイスセキュアソケットレイヤー (NBDSSL)AWS Backup 
トランスポートモードの両方をサポートします。VMware Cloud on 上の仮想マシンを保護するために
AWS、AWS Backupホットアドモードをサポートしています。

AWS Backupは、vSphere 8 を含む VMware vCenter によって管理される仮想マシンをサポートします。 
AWS Backupは、1 KiB の倍数の VM 仮想ディスクサイズをサポートします。

AWS Backup は RDM (raw ディスクマッピング) ディスクまたは NVMe コントローラとそのディスクをサ
ポートしていません。

注:独立型永続型ディスクモードと独立型非永続ディスクモードの仮想マシンはサポートされていません。

バックアップの整合性
AWS Backup は、デフォルトでは、仮想マシンの VMware Tools 静止設定を使用して、アプリケーショ
ンの整合性のある仮想マシンのバックアップをキャプチャします。アプリケーションが VMware Tools と
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互換性がある場合、バックアップはアプリケーションの一貫性を保ちます。静止機能が使用できない場合
は、AWS Backup は、クラッシュコンシステントバックアップをキャプチャします。リストアをテストし
て、バックアップが組織のニーズを満たしていることを確認します。

Backup ゲートウェイ
Backup ゲートウェイでは、VMware インフラストラクチャをデプロイして VMware VM を AWS Backup 
に接続するための AWS Backup ソフトウェアをダウンロード可能です。ゲートウェイは VM 管理サーバー
に接続して VM を検出し、VM を検出し、データを暗号化し、効率的にデータを AWS Backup に転送しま
す。次の図は、Backup ゲートウェイが VM に接続する方法を示しています。

Backup ゲートウェイソフトウェアをダウンロードするには、ゲートウェイの使用 (p. 83) の手順に従い
ます。

VPC (仮想プライベートクラウド) エンドポイントの詳細については、「」AWS Backupと「AWS 
PrivateLink接続」を参照してください。

Backup ゲートウェイには別に、AWS Backup API から保持された独自の API が付属しています。Backup 
ゲートウェイ API アクションのリストを表示するには、「Backup ゲートウェイアクション」を参照して
ください。Backup ゲートウェイ API データタイプのリストを表示するには、「Backup ゲートウェイの
データタイプ」を参照してください。

エンドポイント
現在パブリックエンドポイントを使用していて、VPC (Virtual Private Cloud) エンドポイントへの切り替
えを希望する既存のユーザーは、を使用して AWS PrivateLinkVPC エンドポイントで新しいゲートウェイ
を作成し、既存のハイパーバイザーをゲートウェイに関連付けてから、パブリックエンドポイントを含む
ゲートウェイを削除できます。

Backup ゲートウェイを使用するようにインフラストラクチャを
構成する
Backup ゲートウェイでは、仮想マシンをバックアップおよび復元するために、次のネットワーク、ファ
イアウォール、およびハードウェア構成が必要です。

ネットワーク構成

バックアップゲートウェイを操作するには、許可されている特定のポートが必要です。次のポートを許可
します。

1. TCP 443 アウトバウンド
• ソース: Backup ゲートウェイ
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• 送信先: AWS
• 使用: Backup ゲートウェイが AWS と通信できるようにします。

2. TCP 80 インバウンド
• ソース: AWS Management Console に接続するために使用するホスト
• デスティネーション: Backup ゲートウェイ
• 使用: ローカルシステムでバックアップゲートウェイのアクティベーションキーを取得します。ポー

ト 80 は、Backup ゲートウェイのアクティベーション時にのみ使用されます。 AWS Backupポート 
80 をパブリックアクセスが可能なように設定する必要はありません。ポート 80 へのアクセスに必要
なレベルはネットワークの設定によって決まります。AWS Management Console からゲートウェイ
をアクティベートする場合、コンソールに接続するホストにゲートウェイのポート 80 へのアクセス
権限が必要です。

3. UDP 53 アウトバウンド
• ソース: Backup ゲートウェイ
• デスティネーション: ドメインネームサービス (DNS) サーバー
• 使用: Backup ゲートウェイが DNS と通信できるようにします。

4. TCP 22 アウトバウンド
• ソース: Backup ゲートウェイ
• 送信先: AWS Support
• 使用: 問題に対処するために,AWS Support をゲートウェイにアクセスしてください。ゲートウェイの

通常のオペレーションでは、このポートは開いておく必要はありませんが、トラブルシューティング
では開かなくてはなりません。

5. UDP 123 アウトバウンド
• ソース: NTP クライアント
• デスティネーション: NTP サーバー
• 使用: 仮想マシン時間をホスト時間に同期するためにローカルシステムで使用されます。

6. TCP 443 アウトバウンド
• ソース: Backup ゲートウェイ
• デスティネーション:VMware vCenter
• 使用:Backup ゲートウェイが VMware vCenter と通信できるようにします。

7. TCP 443 アウトバウンド
• ソース: Backup ゲートウェイ
• デスティネーション:ESXi ホスト
• 使用:Backup ゲートウェイが ESXi ホストと通信できるようにします。

8. TCP 902 アウトバウンド
• ソース: Backup ゲートウェイ
• デスティネーション:
• 用途:Backup ゲートウェイ経由のデータ転送に使用されます。

ファイアウォールの設定

Backup ゲートウェイでは、Amazon Web Services と通信するために次のサービスエンドポイントにアク
セスする必要があります。ファイアウォールまたはルーターを使用してネットワークトラフィックをフィ
ルタリングまたは制限する場合は、これらのサービスエンドポイントに対し AWS へのアウトバウンド通
信を許可するように、対象のファイアウォールおよびルーターを設定する必要があります。Backup ゲー
トウェイとサービスポイント間の HTTP プロキシの使用はサポートされていません。

proxy-app.backup-gateway.region.amazonaws.com:443
dp-1.backup-gateway.region.amazonaws.com:443
anon-cp.backup-gateway.region.amazonaws.com:443

79



AWS Backup デベロッパーガイド
仮想マシンのバックアップの作成

client-cp.backup-gateway.region.amazonaws.com:443

VMware で複数の NIC に対するゲートウェイの設定
複数の仮想ネットワークインターフェイス接続 (NIC) をゲートウェイに接続し、内部トラフィック (ゲート
ウェイからハイパーバイザー) と外部トラフィック (ゲートウェイへ) を別々に転送することで、内部トラ
フィックと外部トラフィック用に別々のネットワークを維持できます。AWS

デフォルトでは、AWS Backupゲートウェイに接続された仮想マシンには 1 つのネットワークアダプタ 
(eth0) があります。このネットワークには、ハイパーバイザー、仮想マシン、AWS Backupおよびより広
いインターネットと通信するネットワークゲートウェイ (ゲートウェイ) が含まれます。

Note

Backup ゲートウェイは複数の NIC を持つことができます。プライマリ NIC はクラウドトラ
フィック用に、セカンダリ NIC はプライベートネットワーク用に設定する必要があります。プラ
イマリ NIC が内部ネットワークとして構成されている場合、ゲートウェイはアクティブ化されま
せん。

以下は、複数の仮想ネットワークインターフェースを使用したセットアップの例です。

            eth0: 
            - IP: 10.0.3.83 
            - routes: 10.0.3.0/24 
             
            eth1: 
            - IP: 10.0.0.241 
            - routes: 10.0.0.0/24 
            - default gateway: 10.0.0.1

• この例では、IPを持つハイパーバイザーへの接続であり10.0.3.123、eth010.0.3.0/24ゲートウェ
イはハイパーバイザーのIPがブロックの一部であるため使用します

• IP を使用してハイパーバイザーに接続するには10.0.0.234、ゲートウェイはeth1
• ローカルネットワークの外部の IP に接続するには (例: 34.193.121.211）を選択すると、ゲートウェ

イはデフォルトゲートウェイにフォールバックします。10.0.0.0/24デフォルトゲートウェイはブロッ
ク内にあるため、デフォルトゲートウェイを通過します10.0.0.1eth1

ネットワークアダプタを追加する最初のシーケンスは、vSphere クライアントで行われます。

1. VMware vSphere クライアントで、ゲートウェイ仮想マシンのコンテキストメニューを (右クリックし
て) 開き、[設定の編集] を選択します。

2. [仮想マシンのプロパティ] ダイアログボックスの [仮想ハードウェア] タブで、[新しいデバイスの追加] 
メニューを開き、[ネットワークアダプタ] を選択して新しいネットワークアダプタを追加します。

3.
a. 新しいネットワークの詳細を展開して、新しいアダプタを設定します。
b. [パワーオン時にConnect] が選択されていることを確認します。
c. アダプタのタイプについては、ESXi と vCenter Server のドキュメントの「ネットワークアダプ

タのタイプ」を参照してください。
4. 「OK」をクリックして、新しいネットワークアダプタ設定を保存します。

追加のアダプタを設定する次のステップは、AWS Backupゲートウェイコンソールで行われます (AWS
バックアップやその他のサービスが管理される管理コンソールと同じインターフェイスではないことに注
意してください)。

新しい NIC をゲートウェイ VM に追加したら、
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• Command Prompt新しいアダプタに移動して電源を入れます。
• 新しい NIC ごとに固定 IP を設定
• 優先 NIC をデフォルトとして設定

そのためには、以下の操作を行います。

1. VMware vSphere クライアントで、ゲートウェイ仮想マシンを選択し、Web コンソールを起動して
Backup Gateway のローカルコンソールにアクセスします。

• ローカルコンソールへのアクセスの詳細については、「VMware ESXi による Gateway ローカル
コンソールへのアクセス」を参照してください。

2. コマンドプロンプトを終了し、[ネットワーク設定] > [静的IPの設定] に移動し、セットアップ手順に
従ってルーティングテーブルを更新します。

a. ネットワークアダプタのサブネット内に固定 IP を割り当てます。
b. ネットワークマスクを設定します。
c. デフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。これは、ローカルネットワーク外のすべて

のトラフィックに接続するネットワークゲートウェイです。
3. 「Set Default Adapter」を選択し、クラウドに接続するアダプターをデフォルトデバイスとして指定

します。
4. ゲートウェイのすべての IP アドレスは、ローカルコンソールと VMware vSphere の VM 概要ページ

の両方に表示できます。

ハードウェア要件:

Backup ゲートウェイの仮想マシンホスト上で、次の最小リソースを専用できる必要があります。

• 4 つの仮想プロセッサ
• 予約済み RAM 8 GiB

VMware のアクセス許可

このセクションでは、Backup ゲートウェイを使用するために最低限必要な VMware 権限を一覧表示しま
す。これらの権限は、Backup Gateway が仮想マシンを検出、バックアップ、および復元するために必要
です。

Backup ゲートウェイを使用するには、以下の権限を持つ専用ユーザーを作成します。これらは VMware 
の権限階層に基づいて一覧表示されます。

グローバル

• メソッドを無効にする
• メソッドを有効にする
• ライセンス
• [Log event] (ログイベント)
• カスタム属性の管理
• カスタム属性を設定する

vSphere タギング

• vSphere タグの割り当てまたは割り当て解除
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DataStore

• スペースを割り当て
• データストアを参照する
• データストアの設定 (vSAN データストア用)
• 低レベルのファイル操作
• 仮想マシンファイルの更新

ホスト

• 構成
• アドバンスト設定
• ストレージパーティション設定

フォルダ

• フォルダの作成

ネットワーク

• ネットワークを割り当て

DvPort グループ

• 作成
• Delete

リソース

• リソースプールへの仮想マシンの割り当て

仮想マシン

• 設定の変更
• ディスクリースを取得
• 既存のディスクを追加
• 新しいディスクを追加
• 高度な設定
• 設定を変更する
• raw デバイスを設定する
• デバイス設定の変更
• ディスクを削除
• 注釈をセットする
• ディスク変更の追跡の切り替え

• インベントリの編集
• 既存から作成
• 新しく作成する
• 登録
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• [Remove] (削除)
• 登録解除

• インタラクション
• Power オフ
• Power ON

• プロビジョニング
• ディスクアクセスを許可する
• 読み取り専用ディスクアクセスを許可する
• 仮想マシンのダウンロードを許可

• スナップショット管理
• スナップショットの作成
• スナップショットを削除
• スナップショットに戻す

ゲートウェイの使用
AWS Backup を使用して仮想マシン (VM) のバックアップと復元を行うには、最初にBackup ゲートウェイ
をインストールする必要があります。ゲートウェイは、接続する OVF (Open Virtualization Format) テンプ
レートの形式のソフトウェアです。ハイパーバイザーに Amazon Web Services Backup を接続すると、仮
想マシンが自動的に検出され、バックアップと復元が可能になります。

1 つのゲートウェイで一度に最大 4 つのバックアップまたは復元ジョブを実行できます。4 つ以上のジョ
ブを一度に実行するには、さらにゲートウェイを作成し、それらをハイパーバイザーに関連付けます。

ゲートウェイの作成

ゲートウェイを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [外部リソース] セクションで、[ゲートウェイ] をクリックします。
3. [Create gateway (ゲートウェイの作成) ] を選択します。
4. [ゲートウェイの設定] セクションで、次の手順に従って OVF テンプレートをダウンロードしてデプロ

イします。

VMware ソフトウェアのダウンロード

ハイパーバイザーの接続

AWS Backupゲートウェイはハイパーバイザーに接続するため、仮想マシンのバックアップを作成して保
存できます。VMware ESXi でゲートウェイをセットアップするには、OVF テンプレートをダウンロード
します。ダウンロードには約 10 分かかることがあります。

完了したら、次のステップを実行します。

1. VMware vSphere を使用して仮想マシンのハイパーバイザーConnect。
2. 仮想マシンの親オブジェクトを右クリックして、[OVF テンプレートのデプロイ] を選択します。
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3. [ローカルファイル] を選択し、aws-appliance-latestダウンロードした.ova ファイルをアップロードし
ます。
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4. デプロイウィザードの手順に従ってデプロイします。ストレージの選択ページで、仮想ディスク
フォーマットのシックプロビジョンレイジーゼロードを選択します。

5. OVF をデプロイしたら、ゲートウェイを右クリックして [設定の編集] を選択します。
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a. [VM オプション] で、[VM ツール] に移動します。
b. [時刻をホストと同期] で、[起動時と再開時に同期する] が選択されていることを確認します。
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6. [アクション] メニューから [パワーオン] を選択して、仮想マシンをオンにします。
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7. VM の概要から IP アドレスをコピーし、以下に入力します。

VMware ソフトウェアをダウンロードしたら、以下の手順を完了する必要があります。

1. [ゲートウェイの接続] セクションで、ゲートウェイの IP アドレス を入力します。

a. この IP アドレスを確認するには、vSphere クライアントにアクセスします。
b. 「概要」タブでゲートウェイを選択します。
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c. IP アドレスをコピーして、AWS Backupコンソールのテキストバーに貼り付けます。
2. 「ゲートウェイ設定」セクションでは、

a. ゲートウェイ名を入力します。
b. AWSリージョンを確認します。
c. エンドポイントをパブリックにアクセス可能にするか、Virtual Private Cloud (VPC) でホストされ

ているかを選択します。
d. 選択したエンドポイントに応じて、VPC エンドポイント DNS 名を入力します。

詳細については、「VPC エンドポイントの作成」を参照してください。
3. [オプション] ゲートウェイタグセクションでは、キーとオプションの値を入力してタグを割り当てる

ことができます。複数のタグを追加するには、[Add another tag] をクリックします。
4. プロセスを完了するには、[ゲートウェイの作成] をクリックすると、ゲートウェイの詳細ページが表

示されます。

ゲートウェイの編集または削除

ゲートウェイを編集または削除するには

1. 左のナビゲーションペインの [外部リソース] セクションで、[ゲートウェイ] をクリックします。
2. [ゲートウェイ] セクションで、ゲートウェイ名でゲートウェイを選択します。
3. ゲートウェイ名を編集するには、[編集] をクリックします。
4. ゲートウェイを削除するには、[削除] をクリックして [ゲートウェイを削除] を選択します。

削除されたゲートウェイを再アクティブ化することはできません。ハイパーバイザーに再度接続する
場合は、「ゲートウェイの作成 (p. 83)」の手順に従ってください。

5. ハイパーバイザーに接続するには、接続されたハイパーバイザーセクションで、[接続] を選択しま
す。

各ゲートウェイは 1 つのハイパーバイザーに接続します。ただし、複数のゲートウェイを同じハイ
パーバイザーに接続して、最初のゲートウェイの帯域幅を超えてそれらの間の帯域幅を増やすことが
できます。

6. タグを割り当て、編集、または管理するには、[タグ] セクションで、[タグの管理] を選択します。

Backup Gateway 帯域幅スロットリング
Note

この機能は、2022年12月15日以降に導入された新しいゲートウェイで利用できるようになりま
す。既存のゲートウェイの場合、この新機能は 2023 年 1 月 30 日までに自動ソフトウェアアッ
プデートにより利用できるようになります。ゲートウェイを最新バージョンに手動で更新するに
は、AWS CLIコマンドを使用しますUpdateGatewaySoftwareNow。

ゲートウェイからのアップロードスループットを制限して、AWS Backupゲートウェイが使用するネット
ワーク帯域幅の量を制御できます。デフォルトでは、アクティブ化されたゲートウェイにはレート制限が
ありません。

帯域幅レート制限スケジュールは、AWS Backupコンソールを使用するか、AWS 
CLI（PutBandwidthRateLimitSchedule）を介してAPIを使用して設定できます。帯域幅レート制限ス
ケジュールを使用すると、1 日または 1 週間を通して自動的に制限が変更されるように設定できます。

帯域幅レート制限は、アップロードされるすべてのデータのスループットを毎秒平均してバランスをとる
ことによって機能します。アップロードが特定のマイクロ秒またはミリ秒で帯域幅レート制限を一時的に
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超える可能性はありますが、通常、これによって長期間にわたって大きなスパイクが発生することはあり
ません。

最大 20 のインターバルまで追加できます。アップロード速度の最大値は、毎秒 8,000,000 (百万) メガバイ
ト (Mbps) です。

AWS Backupコンソールを使用して、ゲートウェイの帯域幅レート制限スケジュールを表示およ
び編集します。

このセクションでは、ゲートウェイの帯域幅レート制限スケジュールを表示および編集する方法について
説明します。

帯域幅レート制限スケジュールを表示および編集するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインで [ゲートウェイ] を選択します。「ゲートウェイ」ペインには、ゲート

ウェイが名前別に表示されます。管理するゲートウェイ名の横にあるラジオボタンをクリックしま
す。

3. ラジオボタンを選択すると、ドロップダウンメニューの「アクション」をクリックできるようになり
ます。[アクション] をクリックし、[帯域幅レート制限スケジュールの編集] をクリックします。現在
のスケジュールが表示されます。デフォルトでは、新しいゲートウェイまたは未編集のゲートウェイ
には、帯域幅レート制限が定義されていません。

Note

ゲートウェイの詳細ページで [スケジュールの管理] をクリックして、[帯域幅の編集] ページ
に移動することもできます。

4. （オプション）設定可能な新しい間隔をスケジュールに追加するには、[間隔を追加（Add interval）] 
を選択します。間隔ごとに、次の情報を入力します。

a. 曜日 — 間隔を適用したい繰り返しの日または曜日を選択します。選択すると、ドロップダウンメ
ニューの下に日付が表示されます。削除するには、その日の横にある [X] をクリックします。

b. 開始時間 — HH: MM 24 時間形式を使用して、帯域幅間隔の開始時間を入力します。時間は協定
世界時 (UTC) で表示されます。

注:bandwidth-rate-limitインターバルは、指定された分間の最初から始まります。
c. 終了時間 — HH: MM 24 時間形式を使用して、帯域幅間隔の終了時間を入力します。時間は協定

世界時 (UTC) で表示されます。

Important

bandwidth-rate-limit期間は、指定された分間の最後に終了します。1 時間の終わりに終
了する期間をスケジュールするには、「59」と入力します。連続する期間を続けてスケ
ジュールする際に、1 時間の開始時に移行し、期間の間に中断がないようにするには、
最初の期間の終了時間を「59」分と入力します。後の期間の開始時間は、「00」分と入
力します。

d. アップロードレート — アップロードレート制限をメガビット/秒 (Mbps) 単位で入力します。最小
値は 102 メガバイト/秒 (Mbps) です。

5. （オプション）帯域幅レート制限スケジュールが完了するまで、必要に応じて前の手順を繰り返しま
す。スケジュールから間隔を削除する必要がある場合は、[削除] を選択します。

Important

帯域幅レート制限期間はオーバーラップできません。期間の開始時間は、前の期間の終了時
間より後、かつ、次の区間の開始時間より前である必要があります。その終了時間は、次の
区間の開始時間より前である必要があります。

6. 完了したら、[変更を保存] ボタンをクリックします。
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を使用して、AWS CLIゲートウェイの帯域幅レート制限スケジュールを表示および編集します。

GetBandwidthRateLimitScheduleアクションを使用して、指定されたゲートウェイの帯域幅スロット
ルスケジュールを表示できます。スケジュールが設定されていない場合、スケジュールは空の間隔リスト
になります。次に、AWS CLIを使用してゲートウェイの帯域幅スケジュールを取得する例を示します。

aws backup-gateway get-bandwidth-rate-limit-schedule --gateway-arn "arn:aws:backup-
gateway:region:account-id:gateway/bgw-gw id"

ゲートウェイの帯域幅スロットルスケジュールを編集するには、PutBandwidthRateLimitScheduleア
クションを使用できます。個々の間隔を変更、追加、削除することはできず、ゲートウェイのスケジュー
ル全体を更新することしかできないことに注意してください。このアクションを呼び出すと、ゲートウェ
イの以前の帯域幅スロットルスケジュールが上書きされます。

aws backup-gateway put-bandwidth-rate-limit-schedule --gateway-arn "arn:aws:backup-
gateway:region:account-id:gateway/gw-id" --bandwidth-rate-limit-intervals ...

ハイパーバイザーの操作
ゲートウェイの作成 (p. 83) の終了後は、ハイパーバイザーに接続してAWS Backup を有効にし、ハイ
パーバイザーによって管理される仮想マシンを操作します。たとえば、VMware 仮想マシンのハイパーバ
イザーは VMware vCenter Server です。ハイパーバイザーに、に必要な権限が設定されていることを確認
してくださいAWS Backup。

ハイパーバイザーの追加

ハイパーバイザーを追加するには、次の手順を実行します。

1. 左のナビゲーションペインの [外部リソース] セクションで、[ハイパーバイザー] をクリックします。
2. [ハイパーバイザーの追加] を選択します。
3. [Hypervisor 設定] セクションで、ハイパーバイザー名を入力します。
4. [vCenter サーバーホスト] を選択し、ドロップダウンメニューを使用して、[IP アドレス] または 

[FQDN (完全修飾ドメイン名)] を選択します。対応する値を入力します。
5. AWS Backup でハイパーバイザー上の仮想マシンを検出するには、ハイパーバイザーの ユーザーネー

ム およびパスワードを入力します。
6. パスワードを暗号化します。この暗号化を指定するには、ドロップダウンメニューを使用して特定の

サービス管理の KMS キーまたは顧客管理の KMS キーを選択するか、[KMS キーを作成する] を選択
します。特定のキーを選択しない場合、AWS Backup は、サービス所有のキーを使用してパスワード
を暗号化します。

7. [Connecting gateway] セクションで、ドロップダウンリストを使用して、ハイパーバイザーに接続す
る Gateway を指定します。

8. [Test gateway connection] をクリックして、以前の入力を確認します。
9. オプションで、[Hypervisor タグ] セクションで、[新しいタグを追加] を選択して、ハイパーバイザー

にタグを割り当てることができます。
10. オプションの VMware タグマッピング:仮想マシンで現在使用している VMware タグを最大 10AWS 

個追加してタグを生成できます。
11. ロググループ設定パネルでは、AmazonCloudWatch Logs と統合してハイパーバイザーのログを管理

できます (使用量に応じて標準の CloudWatchLogs 料金が適用されます)。各ハイパーバイザーは、1 
つのロググループに属できます。

a. ロググループをまだ作成していない場合は、「新しいロググループの作成」ラジオボタンを選択
します。編集中のハイパーバイザーは、このロググループに関連付けられます。

b. 以前に別のハイパーバイザーのロググループを作成したことがある場合は、そのロググループを
このハイパーバイザーに使用できます。[既存のロググループを使用する] を選択します。
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c. CloudWatchロギングしたくない場合は、「ロギングを無効にする」を選択します。
12. [ハイパーバイザーの追加] をクリックし、その詳細ページに移動します。

Tip

AmazonCloudWatch Logs (上記のステップ 11 を参照) を使用して、エラーモニタリング、
ゲートウェイとハイパーバイザー間のネットワーク接続、ネットワーク設定情報など、ハ
イパーバイザーに関する情報を取得できます。CloudWatchロググループの詳細について
は、AmazonCloudWatch ユーザーガイドの「ロググループとログストリームの操作」を参照して
ください。

ハイパーバイザーによって管理される仮想マシンの表示
ハイパーバイザー上の仮想マシンを表示するには、次の手順を実行します。

1. 左のナビゲーションペインの [外部リソース] セクションで、[ハイパーバイザー] をクリックします。
2. [ハイパーバイザー] セクションで、ハイパーバイザー名をクリックしてハイパーバイザーを選択し、

その詳細ページに移動します。
3. [ハイパーバイザーの概要] のセクション内で、[仮想マシン] タブを選択します。
4. [接続された仮想マシン] セクションに、仮想マシンのリストが自動的に追加されます。

ハイパーバイザーに接続されたゲートウェイの表示
ハイパーバイザーに接続されているゲートウェイを表示するには、次の手順を実行します。

1. [ゲートウェイ] タブを選択します。
2. [接続されたゲートウェイ] セクションに、ゲートウェイのリストが自動的に追加されます。

ハイパーバイザーを追加のゲートウェイに接続する
バックアップと復元の速度は、ゲートウェイとハイパーバイザー間の接続の帯域幅によって制限される場
合があります。1 つ以上の追加のゲートウェイをハイパーバイザーに接続することで、これらの速度を上
げることができます。[接続されたゲートウェイ] セクションでこれを行うには、次のようになります。

1. [Connect] (接続) を選択します。
2. ドロップダウンメニューを使用して別のゲートウェイを選択します。または、[ゲートウェイの作成] 

をクリックして、新しいゲートウェイを作成します。
3. [Connect] (接続) を選択します。

ハイパーバイザー設定の編集
Test gateway connection 機能を使用しないと、誤ったユーザー名またはパスワードでハイパーバイザーを
追加することがあります。その場合、ハイパーバイザーの接続ステータスを常に Pending にします。ま
たは、ユーザー名またはパスワードをローテーションしてハイパーバイザーにアクセスすることもできま
す。次のプロシージャを使用して、この情報を更新します。

すでに追加されているハイパーバイザーを編集するには、次の手順を実行します。

1. 左のナビゲーションペインの [外部リソース] セクションで、[ハイパーバイザー] をクリックします。
2. [ハイパーバイザー] セクションで、ハイパーバイザー名をクリックしてハイパーバイザーを選択し、

その詳細ページに移動します。
3. [編集] を選択します。
4. 上部パネルには「ハイパーバイザー設定」という名前が付いています。
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a. vCenter Server ホストでは、FQDN (完全修飾ドメイン名) または IP アドレスを編集することもで
きます。

b. オプションで、ハイパーバイザーのユーザー名とパスワードを入力します。
5. ロググループ設定パネルでは、CloudWatchハイパーバイザーのログを管理するためにAmazonと統合

することを選択できます（CloudWatch使用量に応じて標準料金が適用されます）。各ハイパーバイ
ザーは、1 つのロググループに属できます。

a. ロググループをまだ作成していない場合は、「新しいロググループの作成」ラジオボタンを選択
します。編集中のハイパーバイザーは、このロググループに関連付けられます。

b. 以前に別のハイパーバイザーのロググループを作成したことがある場合は、そのロググループを
このハイパーバイザーに使用できます。[既存のロググループを使用する] を選択します。

c. CloudWatchロギングしたくない場合は、「ロギングを無効にする」を選択します。

Tip

AmazonCloudWatch Logs (上記のステップ 11 を参照) を使用して、エラーモニタリング、
ゲートウェイとハイパーバイザー間のネットワーク接続、ネットワーク設定情報など、ハ
イパーバイザーに関する情報を取得できます。CloudWatchロググループの詳細について
は、AmazonCloudWatch ユーザーガイドの「ロググループとログストリームの操作」を参照して
ください。

ハイパーバイザーをプログラムで更新するには、CLI コマンド update-hypervisor と UpdateHypervisorAPI 
呼び出しを使用します。

ハイパーバイザー設定の削除

すでに追加されているハイパーバイザーを削除する必要がある場合は、ハイパーバイザー構成を削除し
て、別のハイパーバイザー構成を追加します。この削除操作は、ハイパーバイザーに接続するための構成
に適用されます。ハイパーバイザーは削除されません。

すでに追加されているハイパーバイザーに接続するための構成を削除するには、次の手順を実行
します。

1. 左のナビゲーションペインの [外部リソース] セクションで、[ハイパーバイザー] をクリックします。
2. [ハイパーバイザー] セクションで、ハイパーバイザー名をクリックしてハイパーバイザーを選択し、

その詳細ページに移動します。
3. [削除]、[ハイパーバイザーの削除] の順に選択します。
4. オプション: ハイパーバイザーの追加 (p. 91) の手順を使用して、削除したハイパーバイザー構成を

置き換えます。

ハイパーバイザーのステータスについて

以下に、考えられるハイパーバイザーの各ステータスと、該当する場合は修復手順について説明しま
す。ONLINEステータスはハイパーバイザーの通常のステータスです。ハイパーバイザーは、そのハイパー
バイザーが管理する仮想マシンのバックアップとリカバリに使用されている間は常に、またはほとんどの
場合、このステータスになっているはずです。

ハイパーバイザーステータス

ステータス 意味と修復

ONLINE ハイパーバイザーを追加しAWS Backup、それと
ゲートウェイを関連付けると、ネットワーク経
由でそのゲートウェイに接続して、ハイパーバイ
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ステータス 意味と修復
ザーが管理する仮想マシンのバックアップとリカ
バリを実行できます。

これらの仮想マシンのオンデマンドバックアップ
とスケジュールバックアップはいつでも実行でき
ます。

PENDING AWS Backupハイパーバイザーを追加しました
が、

• どのゲートウェイにも関連付けられていない、
または

• 1 つ以上のゲートウェイに関連付けられています
が、それらのゲートウェイはすべて削除されて
いるか、それ以外の点ではアクティブになって
いません。

PENDINGハイパーバイザーのステータスをからに
変更するにはONLINE、ゲートウェイを作成し、ハ
イパーバイザーをそのゲートウェイに接続しま
す。

OFFLINE AWS Backupハイパーバイザーを追加してゲート
ウェイに関連付けましたが、ゲートウェイはネッ
トワーク経由でハイパーバイザーに接続できませ
ん。

OFFLINEハイパーバイザーのステータスをからに
変更するにはONLINE、ネットワーク構成が正しい
ことを確認してください。

問題が解決しない場合は、ハイパーバイザーの IP 
アドレスまたは完全修飾ドメイン名が正しいこと
を確認してください。正しくない場合は、正しい
情報を使用してハイパーバイザーを再度追加し、
ゲートウェイ接続をテストします。

ERROR AWS Backupハイパーバイザーを追加してゲート
ウェイに関連付けましたが、ゲートウェイはハイ
パーバイザーと通信できません。

ERRORハイパーバイザーのステータスをからに変
更するにはONLINE、ハイパーバイザーのユーザー
名とパスワードが正しいことを確認します。正し
くない場合は、ハイパーバイザー設定を編集して
ください。

次のステップ

ハイパーバイザーで仮想マシンをバックアップするには、仮想マシンのバックアップ (p. 95) を参照し
てください。
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仮想マシンのバックアップ
Note

AWS BackupVMware のサポートは、アジアパシフィック (ジャカルタ) リージョン、中国 (北京) 
リージョン、および中国 (寧夏) リージョンでは使用できません。

ハイパーバイザーの追加 (p. 91) の後に、Backup ゲートウェイは仮想マシンを自動的に一覧表示しま
す。仮想マシンを表示するには、左側のナビゲーションペインで [ハイパーバイザー] または [仮想マシン] 
のいずれかを選択します。

• [ハイパーバイザー] をクリックして、特定のハイパーバイザーによって管理されている仮想マシンのみ
を表示します。このビューでは、一度に 1 台の仮想マシンを操作できます。

• [仮想マシン] を選択して AWS アカウント に追加したすべてのハイパーバイザーのすべての仮想マシン
を表示します。このビューでは、複数のハイパーバイザーで一部またはすべての仮想マシンを操作でき
ます。

選択したビューに関係なく、特定の仮想マシンでバックアップ操作を実行するには、[VM 名] をクリックし
て、その詳細ページを開きます。仮想マシンの詳細ページは、次の手順の開始点です。

仮想マシンのオンデマンドバックアップの作成
オンデマンドバックアップは、手動で開始するワンタイムフルバックアップです。オンデマンドバック
アップを使用して AWS Backup のバックアップと復元の機能をテストできます。

仮想マシンのオンデマンドバックアップを作成するには、次の手順を実行します。

1. [Create on-demand backup (オンデマンドバックアップを作成)] を選択します。
2. オンデマンドバックアップの設定
3. [Create on-demand backup (オンデマンドバックアップを作成)] を選択します。
4. バックアップジョブのステータス Completed がいつかを確認します。左のナビゲーションペインで 

[ジョブ] をクリックします。
5. [Backup Job ID] を選択して、[Backup サイズ] および、[作成日] と [完了日] 間の経過時間などのバッ

クアップジョブ情報を表示します。

増分VM バックアップ
VMware の新しいバージョンには、変更ブロック追跡と呼ばれる機能が含まれています。この機能では、
仮想マシンのストレージブロックが時間の経過とともに変化するたびに追跡されます。AWS Backupを使
用して仮想マシンをバックアップする場合、CBTAWS Backup データがあればそのデータを使用しようと
します。 AWS BackupCBT データを使用してバックアッププロセスをスピードアップします。CBT デー
タがないと、バックアップジョブが遅くなり、より多くのハイパーバイザーリソースを消費することが
よくあります。CBTデータが有効でない場合や利用できない場合でも、バックアップは正常に完了できま
す。たとえば、仮想マシンまたは ESXi ホストがハードシャットダウンした場合、CBT データが無効に
なったり、使用できなくなったりする可能性があります。

CBTデータが無効または利用できない場合、Successfulバックアップステータスはメッセージとともに
読み取られます。このような場合、メッセージには、CBTデータがない場合に、AWS Backup VMwareの
CBTデータの代わりに独自の変更検出メカニズムを使用してバックアップを完了したことが示されます。
その後のバックアップでは CBT データの使用が再試行され、ほとんどの場合、CBT データは正常に有効
で利用可能になります。問題が解決しない場合は、「VMware トラブルシューティング」で解決手順を確
認してください。

CBT が正しく機能するためには、以下が満たされている必要があります。

• ホストは ESXi 4.0 以降である必要があります
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• ディスクを所有する VM のハードウェアバージョン 7 以降が必要です
• CBT は仮想マシンで有効になっている必要があります (デフォルトでは有効になっています)

仮想ディスクで CBT が有効になっているかどうかを確認するには：

1. vSphere Client を開き、パワーオフ状態の仮想マシンを選択します。
2. 仮想マシンを右クリックして、[設定の編集] > [オプション] > [詳細/一般] > [構成パラメータ] に移動しま

す。
3. ctkEnabledオプションは等しくなければなりませんTrue。

バックアッププランにリソースを割り当てることにより、仮想マシンのバック
アップを自動化させる
バックアップ計画は、ユーザー定義のデータ保護ポリシーで、AWS サービスとサードパーティーアプリ
ケーションで多数のデータ保護を自動化します。まず、バックアップの頻度、保持期間、ライフサイクル
ポリシー、その他多くのオプションを指定して、バックアッププランを作成します。バックアッププラン
を作成するには、「Getting started チュートリアル」を参照してください。

バックアッププランを作成したら、仮想マシンなどそのバックアッププランのAWS Backup-サポート対象
のリソースを割り当てます。AWS Backup は、アカウント内のすべてのリソースの割り当てを含む、特定
の単一のリソースを含む (または除外する)、または、特定のタグを持つリソースを追加する [リソースを割
り当てる多くの方法] を提供します。

既存のリソース割り当て機能に加えて、仮想マシンの AWS Backup サポートでは、仮想マシンをバック
アッププランにすばやく割り当てるのに役立ついくつかの新機能が導入されています。[仮想マシン] ペー
ジでは、複数の仮想マシンにタグを割り当てたり、新しい [計画にリソースを割り当てる] 機能を使用しま
す。これらの機能を使用して、AWS Backup ゲートウェイによってすでに検出された仮想マシンを割り当
てます。

将来追加の仮想マシンを検出して割り当てる予定で、リソース割り当て手順を自動化して将来の仮想マシ
ンを含める場合は、新しい [グループ割り当ての作成] 機能を使用します。

VMware のタグ
Note

この機能は、2022年12月15日以降に導入された新しいゲートウェイで利用できるようになりま
す。既存のゲートウェイの場合、この新機能は 2023 年 1 月 30 日までに自動ソフトウェアアッ
プデートにより利用できるようになります。ゲートウェイを最新バージョンに手動で更新するに
は、AWS CLIコマンドを使用しますUpdateGatewaySoftwareNow。

タグは、リソースの管理、フィルタリング、検索に使用できるキーと値のペアです。

VMware タグは、カテゴリとタグ名で構成されます。VMware タグは仮想マシンをグループ化するために
使用されます。タグ名は、仮想マシンに割り当てられるラベルです。カテゴリはタグ名の集まりです。

AWSタグでは、UTF-8 文字、数字、スペース、特殊文字のいずれかの文字を使用できます+ - = . 
_ : /。

仮想マシンでタグを使用する場合は、一致するタグを最大 10AWS Backup 個追加して整理しやすくなりま
す。最大 10 個の VMwareAWS タグをタグにマップできます。AWS Backupコンソールでは、これらは [組
織] > [仮想マシン] > [AWSタグ] または [VMware タグ] にあります。

VMware タグマッピング

仮想マシンでタグを使用する場合は、一致するタグを最大 10 個追加して、さらにわかりやすく整理でき
ます。AWS Backupマッピングは、ハイパーバイザー上のすべての仮想マシンに適用されます。
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1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. コンソールで、「ハイパーバイザー」を編集します (「外部リソース」、「ハイパーバイザー」、

「ハイパーバイザー」、「ハイパーバイザー」、「マッピングの管理」の順にクリックします)。
3. 最後のペインである VMware タグマッピングには、既存の VMwareAWS タグ情報を対応するタグ

に入力できる 4 つのテキストボックスフィールドがあります。4 つのフィールドは、VMware タグ
カテゴリ、VMware タグ名、AWSタグキー、AWSおよびタグ値です (例:カテゴリ = OS、タグ名 = 
Windows、AWSタグキー = OS-Windows、AWSタグ値 = Windows)。

4. 希望の値を入力したら、[マッピングを追加] をクリックします。エラーが発生した場合は、[削除] を
クリックして入力した情報を削除できます。

5. マッピングを追加したら、AWSこれらのタグを VMware 仮想マシンに適用するために使用する IAM 
ロールを指定します。

AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSyncポリシーには必要
な権限が含まれています。このポリシーは、使用しているロールにアタッチする (または管理者にア
タッチしてもらう) ことも、使用しているロール用のカスタムポリシーを作成することもできます。

6. 最後に、「ハイパーバイザーを追加」または「保存」をクリックします。

VMware タグマッピングを表示する

AWS Backupコンソールで、「外部リソース」をクリックし、「ハイパーバイザー」をクリックし、「ハ
イパーバイザー名」リンクをクリックすると、選択したハイパーバイザーのプロパティが表示されます。
概要ペインの下には 4 つのタブがあり、最後のタブは VMware タグマッピングです。マッピングがまだな
い場合は、「VMware タグマッピングなし」と記載してください。が表示されます。

ここから、ハイパーバイザーによって検出された仮想マシンのメタデータを同期したり、マッピングをハ
イパーバイザーにコピーしたり、VMwareAWS タグにマップされたタグをバックアッププランのバック
アップ選択に追加したり、マッピングを管理したりできます。

コンソールで、選択した仮想マシンにどのタグが適用されているかを確認するには、[仮想マシン] をク
リックし、次に仮想マシン名をクリックし、次に [AWSタグ] または [VMware タグ] をクリックします。こ
の仮想マシンに関連付けられたタグを表示し、さらにタグを管理できます。

VMware タグマッピングを使用して仮想マシンをプランに割り当てる

マップされたタグを使用して仮想マシンをバックアッププランに割り当てるには、次の操作を行います。

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. コンソールで、ハイパーバイザーの詳細ページの VMware タグマッピングに移動します (「外部リ

ソース」をクリックし、「ハイパーバイザー」をクリックして、ハイパーバイザー名をクリックしま
す)。

3. マップされた複数のタグの横にあるチェックボックスをオンにして、それらのタグを同じバックアッ
ププランに割り当てます。

4. [リソース割り当てに追加] をクリックします。
5. ドロップダウンリストから既存のBackup プランを選択します。または、[バックアッププランの作成] 

の順にクリックして、新しいバックアッププランを作成します。
6. 「確認」をクリックします。これにより、値が事前入力されたタグフィールドを使用して選択範囲を

絞り込むことができる [リソースの割り当て] ページが開きます。

を使用する VMware タグAWS CLI

AWS BackupAPI PutHypervisorPropertyMappings呼び出しを使用して、AWSオンプレミスのハイ
パーバイザーエンティティプロパティをのプロパティにマッピングします。

ではAWS CLI、put-hypervisor-property-mappings以下の操作を実行します。
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aws backup-gateway put-hypervisor-property-mappings \
--hypervisor-arn arn:aws:backup-gateway:region:account:hypervisor/hypervisorId \
--vmware-to-aws-tag-mappings list of VMware to AWS tag mappings \
--iam-role-arn arn:aws:iam::account:role/roleName \
--region AWSRegion 
--endpoint-url URL

以下がその例です。

aws backup-gateway put-hypervisor-property-mappings \
--hypervisor-arn arn:aws:backup-gateway:us-east-1:123456789012:hypervisor/hype-12345 \
--vmware-to-aws-tag-mappings VmwareCategory=OS,VmwareTagName=Windows,AwsTagKey=OS-
Windows,AwsTagValue=Windows \
--iam-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/SyncRole \
--region us-east-1

GetHypervisorPropertyMappingsプロパティマッピング情報の支援にも使用できます。ではAWS 
CLI、オペレーションを使用してくださいget-hypervisor-property-mappings。テンプレートの例
を次に示します。

aws backup-gateway get-hypervisor-property-mappings --hypervisor-arn HypervisorARN 
--region AWSRegion

以下がその例です。

aws backup-gateway get-hypervisor-property-mappings \
--hypervisor-arn arn:aws:backup-gateway:us-east-1:123456789012:hypervisor/hype-12345 \
--region us-east-1

API、CLI、または SDKAWS を使用し、ハイパーバイザーにより検出された仮想マシンのメタ
データを同期する

仮想マシンのメタデータを同期できます。これを行うと、マッピングの一部である仮想マシン上に存在
する VMware タグが同期されます。また、AWS仮想マシンに存在する VMware タグにマップされたタグ
は、AWS仮想マシンリソースに適用されます。

AWS BackupAPI StartVirtualMachinesMetadataSync呼び出しを使用して、ハイパーバイザーに
よって検出された仮想マシンのメタデータを同期します。を使用してハイパーバイザーによって検出さ
れた仮想マシンのメタデータを同期するにはAWS CLI、オペレーションを使用しますstart-virtual-
machines-metadata-sync。

テンプレート例

aws backup-gateway start-virtual-machines-metadata-sync \
--hypervisor-arn Hypervisor ARN 
--region AWSRegion

例:

aws backup-gateway start-virtual-machines-metadata-sync \
--hypervisor-arn arn:aws:backup-gateway:us-east-1:123456789012:hypervisor/hype-12345 \
--region us-east-1

また、ホスト、状態、最新のメタデータ同期のステータスなどのハイパーバイザー情報を確認した
りGetHypervisor、最後に成功したメタデータ同期時刻を取得したりすることもできます。ではAWS 
CLI、オペレーションを使用してくださいget-hypervisor。
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テンプレート例

aws backup-gateway get-hypervisor \
--hypervisor-arn Hypervisor ARN 
--region AWSRegion

例:

aws backup-gateway get-hypervisor \
--hypervisor-arn arn:aws:backup-gateway:us-east-1:123456789012:hypervisor/hype-12345 \
--region us-east-1

詳細については、API VmwareTagドキュメントおよびを参照してくださいVmwareToAwsTagMapping。

この機能は、2022年12月15日以降に導入された新しいゲートウェイで利用できるようになります。既存の
ゲートウェイの場合、この新機能は 2023 年 1 月 30 日までに自動ソフトウェアアップデートにより利用で
きるようになります。ゲートウェイを最新バージョンに手動で更新するには、AWS CLIコマンドを使用し
ますUpdateGatewaySoftwareNow。

例:

aws backup-gateway update-gateway-software-now \
--gateway-arn arn:aws:backup-gateway:us-east-1:123456789012:gateway/bgw-12345 \
--region us-east-1

タグを使用した仮想マシンの割り当て
既存のバックアッププランのいずれかにすでに割り当てられているタグの割り当てなど、他の AWS 
Backup リソースとともに AWS Backup によって現在検出されている仮想マシンを割り当てることがで
きます。または、新しいバックアッププランと新しいタグベースのリソースの割り当てを作成できます。
バックアッププランは、バックアップジョブを実行するたびに、新しく割り当てられたリソースをチェッ
クします。

同じタグで複数の仮想マシンにタグを付けるには、次の手順を実行します。

1. 左のナビゲーションペインで、[仮想マシン] を選択します。
2. [VM 名] の横にあるチェックボックスをオンにして、すべての仮想マシンを選択します。または、タグ

付けする仮想マシン名の横にあるチェックボックスをオンにします。
3. [Add tags (タグの追加)] を選択します。
4. [キー] タグを入力します。
5. 推奨: [値] タグを入力してください。
6. [Confirm] (確認) を選択します。

プランへのリソースの割り当て機能を使用した仮想マシンの割り当て
AWS Backup によって現在検出されている仮想マシンは、計画にリソースを割り当てる機能を使用して、
既存または新しいバックアッププランに割り当てることができます。

プランへのリソースの割り当て機能を使用して仮想マシンを割り当てるには、次の手順を実行し
ます。

1. 左のナビゲーションペインで、[仮想マシン] を選択します。
2. [VM 名] の横にあるチェックボックスをオンにして、すべての仮想マシンを選択します。または、複数

の仮想マシン名の横にあるチェックボックスをオンにして、それらを同じバックアッププランに割り
当てます。
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3. [割り当て]、[計画にリソースを割り当てる] の順に選択します。
4. 「リソース割り当て名」を入力します。
5. リソース割り当て [IAM ロール] をクリックして、バックアップを作成し、リカバリーポイントを管理

します。使用する特定の IAM ロールがない場合は、正しいアクセス権限を持つデフォルトロールを推
奨します。

6. [バックアップ計画] セクションで、ドロップダウンリストから既存のバックアップ計画を選択しま
す。または、[バックアッププランの作成] の順にクリックして、新しいバックアッププランを作成し
ます。

7. リソースの割り当てを選択します。
8. オプション: Backup プランの表示を選択して、仮想マシンがバックアッププランに割り当てられてい

ることを確認します。次に、[リソースの割り当て] セクションで、リソースの割り当ての [名前] を選
択します。

グループ割り当ての作成機能を使用した仮想マシンの割り当て

仮想マシンの前述の 2 つのリソース割り当て機能とは異なり、グループ割り当ての作成機能は、AWS 
Backup によって現在検出されている仮想マシンを割り当てるだけでなく、定義したフォルダまたはハイ
パーバイザーで将来検出される仮想マシンも含みます。

また、グループ割り当ての作成機能を使用するためにチェックボックスを選択する必要はありません。

プランへのリソースの割り当て機能を使用して仮想マシンを割り当てるには、次の手順を実行し
ます。

1. 左のナビゲーションペインで、[仮想マシン] を選択します。
2. [割り当て]、[グループ割り当ての作成] の順に選択します。
3. 「リソース割り当て名」を入力します。
4. リソース割り当て [IAM ロール] をクリックして、バックアップを作成し、リカバリーポイントを管理

します。使用する特定の IAM ロールがない場合は、正しいアクセス権限を持つデフォルトロールを推
奨します。

5. [リソースグループ] セクションで、[Group type] ドロップダウンメニューを選択します。選択肢は、
[フォルダ] または [ハイパーバイザー] です。

a. [フォルダ] をクリックして、ハイパーバイザー上のフォルダ内のすべての仮想マシンを割り当て
ます。[datacenter/vm] などの [グループ名] フォルダをクリックし、ドロップダウンメニュー
を使用します。[サブフォルダ] を含めることもできます。

Note

フォルダベースの割り当てを行うには、検出プロセス中に、AWS Backup検出プロセス
中に検出されたフォルダを仮想マシンにタグ付けします。後で仮想マシンを別のフォル
ダに移動しても、AWSタグ付けのベストプラクティスのため、AWS Backupタグを更新
することはできません。この割り当て方法では、割り当てられたフォルダから移動した
仮想マシンのバックアップが引き続き作成される可能性があります。

b. [ハイパーバイザー] をクリックして、ハイパーバイザーによって管理されているすべての仮想マ
シンを割り当てます。ドロップダウンメニューを使用して、ハイパーバイザー ID [グループ名] を
選択します。

6. [バックアップ計画] セクションで、ドロップダウンリストから既存のバックアップ計画を選択しま
す。または、[バックアッププランの作成] の順にクリックして、新しいバックアッププランを作成し
ます。

7. グループ割り当ての作成を選択します。
8. オプション: [Backup プランの表示] を選択して、仮想マシンがバックアッププランに割り当てられて

いることを確認します。[リソースの割り当て] セクションで、リソースの割り当ての [名前] を選択し
ます。
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次のステップ

仮想マシンを復元するには、「仮想マシンの復元 (p. 135)」を参照してください。

Backup ゲートウェイのサードパーティソースコンポーネントに
関する情報
このセクションでは、バックアップゲートウェイ 機能を提供するために依存しているサードパーティー製
のツールとライセンスについて情報を見つけることができます。

バックアップゲートウェイソフトウェアに含まれている、特定のサードパーティーソースソフトウェアコ
ンポーネントのソースコードは、以下の場所からダウンロードできます。

• VMware ESXi にデプロイされたゲートウェイの場合は、 sources.tzg をダウンロードします。

この製品には、OpenSSL ツールキット（http://www.openssl.org/）での使用を前提に OpenSSL プロジェ
クトにより開発されたソフトウェアが含まれています。

この製品には、VMware® vSphere ソフトウェア開発キット (https://www.vmware.com)。

依存するすべてのサードパーティー製ツールの関連ライセンスについては、サードパーティーのライセン
スを参照してください。

AWS アプライアンスのオープンソースコンポーネント

バックアップゲートウェイの機能を提供するために、いくつかのサードパーティ製ツールとライセンスが
使用されます。

AWS Appliance ソフトウェアに含まれている、特定のオープンソースソフトウェアコンポーネントのソー
スコードは、以下のリンクからダウンロードします。

• VMware ESXi にデプロイされたゲートウェイの場合は、sources.tar をダウンロードします。

この製品には、OpenSSL ツールキット（http://www.openssl.org/）での使用を前提に OpenSSL プロジェ
クトにより開発されたソフトウェアが含まれています。依存するすべてのサードパーティー製ツールの関
連ライセンスについては、サードパーティーのライセンスを参照してください。

VM に関する問題のトラブルシューティング
インクリメンタルバックアップ/CBTの問題とメッセージ

失敗メッセージ:"The VMware Change Block Tracking (CBT) data was invalid during 
this backup, but the incremental backup was successfully completed with our 
proprietary change detection mechanism."

このメッセージが続く場合は、VMware の指示に従って CBT をリセットしてください。

メッセージノート CBT が有効になっていないか、使用できなかった:「この仮想マシンでは VMware 
Change Block Tracking (CBT) は利用できませんでしたが、インクリメンタルバックアップは当社独自の変
更メカニズムにより正常に完了しました。」

CBT がオンになっていることを確認します。仮想ディスクで CBT が有効になっているかどうかを確認す
るには：

1. vSphere Client を開き、パワーオフ状態の仮想マシンを選択します。
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2. 仮想マシンを右クリックして、[設定の編集] > [オプション] > [詳細/一般] > [構成パラメータ] に移動しま
す。

3. ctkEnabledオプションは等しくなければなりませんTrue。

オンになっている場合は、up-to-date VMware の機能を使用していることを確認してください。ホストは 
ESXi 4.0 以降で、追跡対象のディスクを所有する仮想マシンはハードウェアバージョン 7 以降である必要
があります。

CBT がオン (有効) で、ソフトウェアとハードウェアが最新の場合は、仮想マシンをオフにしてから再度オ
ンにします。CBT がオンになっていることを確認します。次に、バックアップを再実行します。

アドバンスト DynamoDB バックアップ
AWS Backup は、Amazon DynamoDB データ保護のニーズに対応する追加の高度な機能をサポートしてい
ます。AWS リージョン で AWS Backup の高度な機能を有効にした後は、作成した DynamoDB テーブル
バックアップのすべての新しい機能について、次の機能をロック解除できます。

• コスト削減と最適化:
• 「コールドストレージへのバックアップの階層化」でストレージコストを削減する
• コストエクスプローラーで使用するためのコスト配分タグ付け

• ビジネス継続性
• リージョン間の COPY
• アカウント間のコピー

• のセキュリティ
• 暗号化したAWS Backupボールトでバックアップを保存し、AWS Backupボールトロック、AWS 

Backupポリシー、および暗号化キーを確保できます。
• バックアップはソース DynamoDB テーブルからタグを継承し、これらのタグを使用してパーミッ

ション、サービスコントロールポリシー (SCP) を設定します。

AWS Backup にオンボーディングしている新規のお客様には、2021 年 11 月以降、高度な DynamoDB 
バックアップ機能がデフォルトで有効になります。具体的には、2021 年 11 月 21 日より前にバックアッ
プ保管庫を作成していないお客様には、高度な DynamoDB バックアップ機能がデフォルトで有効になっ
ています。

既存のAWS Backup のすべてのお客様に DynamoDB の高度な機能を有効にすることを推奨します。高度
な機能を有効にした後、ウォームバックアップストレージの価格に違いはありません。バックアップを
コールドストレージに階層化することでコストを節約し、コスト配分タグを使用してコストを最適化でき
ます。また、AWS Backup のビジネス継続性とセキュリティ機能の活用を開始することもできます。

Note

代わりにカスタムロールまたはポリシーを使用する場合、AWS Backup のデフォルトのサービス
ロールの場合は、カスタムロールに次のアクセス権限ポリシーを追加または使用 (またはそれと同
等の権限を追加) する必要があります。

• AWSBackupServiceRolePolicyForBackup は、高度な DynamoDB バックアップを実行し
ます。

• AWSBackupServiceRolePolicyForRestores は、高度な DynamoDB バックアップを復元
します。

AWS-マネージドポリシーおよびカスタマー管理ポリシーの詳細については、AWS Backup 用の
管理ポリシー (p. 244)　 を参照してください。
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トピック
• コンソールを使用した高度な DynamoDB バックアップの有効化 (p. 103)
• 高度な DynamoDB バックアップをプログラムで有効にする (p. 103)
• 高度な DynamoDB バックアップを編集する (p. 104)
• 高度な DynamoDB バックアップを復元する (p. 104)
• 高度な DynamoDB バックアップを削除する (p. 105)
• 高度な DynamoDB バックアップを有効にした場合の、完全な AWS Backup 管理のその他の利

点 (p. 105)

コンソールを使用した高度な DynamoDB バックアップの有効化
AWS Backup は、AWS Backup または DynamoDB コンソールのいずれかを使用した DynamoDB バック
アップの高度な機能を有効にすることができます。

AWS Backup コンソールで高度な DynamoDB バックアップ機能を有効にするには:

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションメニューから、[設定] を選択します。
3. サポートされるサービスセクションで、DynamoDB が [Enabled (有効)] であることを確認します。

そうでない場合は、[オプトイン] を選択し、AWS Backup サポートサービスとして DynamoDB を有
効にします。

4. [DynamoDB バックアップの高度な機能] セクションで、[有効化] を選択します。
5. [Enable features] (機能の有効化) を選択します。

を有効にする方法について説明します。DynamoDB コンソールを使用した AWS Backup の高度な機能に
ついては、Amazon DynamoDB ユーザーガイドの「AWS Backup の機能の有効化」を参照してください。

高度な DynamoDB バックアップをプログラムで有効にする
また、AWS Command Line Interface (CLI) を使用して DynamoDB バックアップの AWS Backup の高度な
機能を有効にできます。DynamoDB の高度なバックアップは、次の値を両方とも true に設定した場合に
有効にします。

DynamoDB バックアップの AWS Backup の高度な機能をプログラムで有効にするには:

1. 次のコマンドを使用して DynamoDB の AWS Backup の高度な機能がすでに有効化しているかどうか
をチェックします。

$ aws backup describe-region-settings

もし "DynamoDB":true が "ResourceTypeManagementPreference" および
"ResourceTypeOptInPreference" 両方の下にある場合、DynamoDB の高度なバックアップはす
でに有効化しています。

次の出力のように、"DynamoDB":false のインスタンスが少なくとも 1 つある場合は、まだ高度な 
DynamoDB バックアップを有効にしていないので、次のステップに進みます。

{ 
  "ResourceTypeManagementPreference":{ 
    "DynamoDB":false, 
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    "EFS":true 
  } 
  "ResourceTypeOptInPreference":{ 
    "Aurora":true, 
    "DocumentDB":false, 
    "DynamoDB":false, 
    "EBS":true, 
    "EC2":true, 
    "EFS":true, 
    "FSx":true, 
    "Neptune":false, 
    "RDS":true, 
    "Storage Gateway":true 
  }
}

2. UpdateRegionSettings以下の操作を使用し
て、"ResourceTypeManagementPreference""ResourceTypeOptInPreference"との両方を
設定します"DynamoDB":true。

aws backup update-region-settings \  
              --resource-type-opt-in-preference DynamoDB=true \ 
              --resource-type-management-preference DynamoDB=true

高度な DynamoDB バックアップを編集する
AWS Backup の高度な機能を有効にした後に DynamoDB バックアップを作成する場合、AWS Backup を
次のように使用できます。

• リージョン間のバックアップのコピー
• アカウント間でバックアップをコピーする
• AWS Backup がコールドストレージへのバックアップを階層化するときの変化
• バックアップにタグを付ける

既存のバックアップでこれらの高度な機能を使用するには、「バックアップの編集」を参照してくださ
い。

DynamoDB の AWS Backup の高度な機能を後で無効にすると、高度な機能を有効にした期間中に作成し
た DynamoDB バックアップに対してこれらの操作を引き続き実行できます。

高度な DynamoDB バックアップを復元する
AWS Backup の高度な機能は、AWS Backup の高度な機能を有効化する前に DynamoDB バックアップ
を復元するのと同じ方法で取得した DynamoDB バックアップを復元できます。リストアは、次の AWS 
Backup または DynamoDB のいずれかを使用して実行できます。

次のオプションを使用して、新しく復元されたテーブルの暗号化方法を指定できます。

• 元のテーブルと同じリージョンで復元する場合、必要に応じて復元されたテーブルの暗号化キーを指定
できます。暗号化キーを指定しなかった場合、AWS Backup は、元のテーブルを暗号化したのと同じ
キーを使用して、復元されたテーブルを自動的に暗号化します。

• 元のテーブルとは異なるリージョンで復元する場合は、暗号化キーを指定する必要があります。

AWS Backup を使用して復元するには「Amazon DynamoDB テーブルの復元 (p. 147)」を参照してくだ
さい。
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DynamoDB を使用して復元するには、Amazon DynamoDB ユーザーガイドの「バックアップからの 
DynamoDB テーブルの復元」を参照してください。

高度な DynamoDB バックアップを削除する
DynamoDB のこれらの高度な機能を使用して作成されたバックアップを削除することはできません。バッ
クアップを削除して AWS 環境全体にわたってグローバルな整合性を維持するには、AWS Backup を使用
する必要があります｡

DynamoDB バックアップを削除するには、バックアップの削除 (p. 130) を参照してください。

高度な DynamoDB バックアップを有効にした場合の、完全な 
AWS Backup 管理のその他の利点
DynamoDB の AWS Backup 高度な機能を有効にすると、DynamoDB バックアップの完全な管理を AWS 
Backup に与えます。そうすることで、次のような追加のメリットが得られます。

暗号化

AWS Backup は、宛先の AWS Backup ボールトの KMS キーを使用してバックアップを自動的に暗号化し
ます。以前は、ソース DynamoDB テーブルと同じ暗号化方法を使用して暗号化されていました。これに
より、データの保護に使用できる防御の数が増えます。詳細については、「AWS Backup でのバックアッ
プの暗号化 (p. 224)」を参照してください。

Amazon リソースネーム (ARN)

各バックアップ ARN のサービス名前空間は awsbackup です。以前は、サービスの名前空間
は dynamodb でした。別の言い方をすれば、各 ARN の始まりが arn:aws:dynamodb から
arn:aws:backup に変わります。詳細については、の AWS 全般のリファレンスARN 形式を参照してく
ださい。

この変更により、ユーザーまたはバックアップ管理者は、高度な機能を有効にした後に作成された 
DynamoDB バックアップに適用される awsbackup サービス名前空間を使用してバックアップのためにア
クセスポリシーを作成できます。awsbackup サービス名前空間を使用して、AWS Backup によって作成
される他のバックアップにポリシーを適用することもできます。詳細については、「アクセスコントロー
ル (p. 237)」を参照してください。

請求明細書の請求場所

Backup の料金 (ストレージ、データ転送、リストア、早期削除を含む) は、AWS 請求書の [バックアップ] 
の下に表示されます。以前は、請求額の「DynamoDB」の下に料金が表示されていました。

この変更により、AWS Backup は、バックアップコストを一元的にモニタリングするための課金を使用で
きます。詳細については、「メータリング、コスト、および請求 (p. 18)」を参照してください。

Amazon Timestream バックアップ
Amazon Timestream はスケーラブルな時系列データベースで、1 日あたり最大で数兆もの時系列データ
ポイントの保存と分析が可能です。Timestreamは、最近のデータをメモリに保持し、過去のデータをポリ
シーに従ってコストが最適化されたストレージ階層に保存することで、コストと時間を節約できるように
最適化されています。

タイムストリームデータベースにはテーブルがあります。これらのテーブルにはレコードが含まれてお
り、各レコードは時系列内の 1 つのデータポイントです。時系列とは、株価、Amazon EC2 インスタン
スのメモリ使用量、温度測定値など、一定期間にわたって記録される一連のレコードです。 AWS Backup
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タイムストリームテーブルを一元的にバックアップおよび復元できます。これらのテーブルバックアップ
は、AWS リージョン同じ組織内の他のアカウントや他の複数のアカウントにコピーできます。

現在、Timestream はネイティブのバックアップおよび復元サービスを提供していないため、AWS Backup
を使用して Timestream テーブルの安全なコピーを作成することで、リソースのセキュリティと回復力を
さらに高めることができます。

Timestream 表をバックアップする
タイムストリームテーブルは、AWS Backupコンソールまたはを使用してバックアップできますAWS 
CLI。

AWS Backupコンソールを使用して Timestream テーブルをバックアップする方法には、オンデマンドで
行う方法と、バックアップ計画の一部として使用する方法の 2 つがあります。

オンデマンドタイムストリームバックアップの作成

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインを使用して、[保護されたリソース]、[オンデマンドバックアップの作成] の順に

選択します。
3. 「オンデマンドバックアップの作成」ページで、「Amazon Timestream」を選択します。
4. [リソースタイプ] を選択し、バックアップするテーブル名を選択します。
5. [Backup] ウィンドウで、[今すぐバックアップを作成] が選択されていることを確認します。これによ

り、バックアップがすぐに開始され、「保護されたリソース」ページでクラスターをより早く確認で
きるようになります。

6. ドロップダウンメニューの「コールドストレージへの移行」で、移行設定を設定できます。
7. 保存期間では、バックアップを保存する期間を選択できます。
8. 既存のバックアップボールトを選択するか、新しいバックアップボールトを作成します。[Create new 

backup vault (新しいバックアップボールトを作成)] を選択すると、ボールトを作成する新しいページ
が開きます。完了すると、[Create on-demand backup (オンデマンドバックアップを作成)] ページに
戻ります。

9. IAM ロールで、デフォルトロールを選択します (AWS Backupのデフォルトロールがアカウントに存在
しない場合は、適切なアクセス権限を持つデフォルトロールが作成されます)。

10. オプションで、タグをリカバリポイントに追加できます。オンデマンドバックアップに 1 つ以上のタ
グを割り当てる場合は、[key (キー)] とオプションの [value (値)] を入力して、[Add tag (タグを追加)] 
を選択します。

11. [Create on-demand backup (オンデマンドバックアップを作成)] を選択します。これを行うと [Jobs 
(ジョブ)] ページに移動し、ジョブのリストが表示されます。

12. クラスターのBackup ジョブ ID を選択すると、そのジョブの詳細が表示されます。、CompletedIn 
Progress、またはのステータスが表示されますFailed。更新ボタンをクリックすると、表示された
ステータスを更新できます。

バックアッププランで Timestream バックアップをスケジュールする

保護されたリソースであれば、スケジュールされたバックアップにタイムストリームテーブルを含めるこ
とができます。Amazon Timestream テーブルの保護を選択するには:

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[保護されたリソース] を選択します。
3. Amazon Timestream を [オン] に切り替えます。
4. Timestream テーブルを既存または新規のプランに含めるには、「コンソールへのリソースの割り当

て」を参照してください。
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「Backup プランの管理」では、バックアッププランを作成してタイムストリームテーブルを含める
か、既存のバックアッププランを更新してタイムストリームテーブルを含めるかを選択できます。リ
ソースタイプ「タイムストリーム」を追加する場合、「すべてのタイムストリームテーブル」を追加する
か、「特定のリソースタイプを選択」 で追加したいテーブルの横にあるチェックボックスをオンにするこ
とができます。

Timestream テーブルの最初のバックアップはフルバックアップになります。以降のバックアップはインク
リメンタルバックアップになります。

Backup プランを作成または変更したら、左側のナビゲーションの [バックアッププラン] に移動します。
指定したバックアッププランでは、[リソース割り当て] にクラスターが表示されるはずです。

プログラムによるバックアップ

操作名を使用できますstart-backup-job。以下のパラメータを含めます。

aws backup start-backup-job \
--backup-vault-name backup-vault-name \
--resource-arn arn:aws:timestream:region:account:database/database-name/table/table-name \
--iam-role-arn arn:aws:iam::account:role/role-name \
--region AWS ##### \
--endpoint-url URL

タイムストリームテーブルのバックアップを表示する
コンソールで Timestream テーブルのバックアップを表示および変更するには:

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. [バックアップボールト] を選択します。次に、タイムストリームテーブルを含むバックアップボール

ト名をクリックします。
3. バックアップ保管庫には、バックアップの概要とリストが表示されます。

a. [リカバリポイント ID] 列のリンクをクリックするか、
b. 回復ポイント ID の左にあるチェックボックスをオンにして [アクション] をクリックすると、不

要になった回復ポイントを削除できます。

タイムストリームテーブルを復元する
タイムストリームテーブルを復元する方法をご覧ください

Amazon EC2 インスタンス上の SAP HANA データ
ベースのバックアップ

Note

AWS BackupAmazon EC2 インスタンスでの SAP HANA データベースのサポートは、アジア
パシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (米国西部)、中国AWSGovCloud (寧夏)、欧州
AWSGovCloud (スペイン)、欧州 (チューリッヒ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジア
パシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メ
ルボルン) です。

AWS BackupAmazon EC2 インスタンス上の SAP HANA データベースのバックアップと復元をサポート
します。
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概要
バックアップを作成してデータベースを復元する機能に加えて、SAP 用 Amazon EC2 Systems 
ManagerAWS Backup との統合により、お客様は SAP HANA データベースを識別してタグ付けすること
ができます。

AWS BackupはAWS Backint Agent と統合され、SAP HANA のバックアップとリストアを実行します。詳
細については、「AWSBackint」を参照してください。

前提条件
バックアップおよび復元アクティビティを実行する前に、いくつかの前提条件を満たす必要があります。
注:これらの手順を実行するには、SAP HANA データベースへの管理者アクセス権と、AWSアカウントに
新しい IAM ロールとポリシーを作成する権限が必要です。

Amazon EC2 Systems Manager でこれらの前提条件を完了してください。

1. SAP HANA データベースを実行している Amazon EC2 インスタンスに必要な権限をセットアップする
2. 認証情報を登録するAWS Secrets Manager
3. AWSBackint と SAPAWS Systems Manager エージェント用のインストール
4. SSM エージェントを確認
5. パラメータを確認
6. SAP HANA データベースの登録

AWS BackupコンソールでのBackup 操作
SAP の前提条件と SSM の設定が完了したら、EC2 データベース上の SAP HANA をバックアップおよび
復元できます。

オプトインして SAP HANA リソースを保護しましょう

を使用して SAP HANAAWS Backup データベースを保護するには、保護対象リソースの 1 つとして SAP 
HANA をオンにする必要があります。オプトインするには、次の操作を行います。

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。
3. [サービスオプトイン] で [リソースの設定] を選択します。
4. Amazon EC2 での SAP HANA にオプトインします。 。
5. 「確認」をクリックします。
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これで、Amazon EC2 での SAP HANA に対するサービスオプトインが有効になります。

スケジュールされたバックアップを作成する

既存のバックアップ計画を編集して SAP HANA リソースを追加することも、SAP HANA リソース専用の
新しいバックアップ計画を作成することもできます。

新しいバックアッププランを作成する場合、次の 3 つのオプションがあります。

1. オプション 1: テンプレートから始める

1. バックアップ計画テンプレートを選択します。
2. バックアッププラン名を指定します。
3. 「プランを作成」をクリックします。

2. オプション 2: 新しい計画を立てる

1. バックアッププラン名を指定します。
2. オプションで、バックアップ計画に追加するタグを指定します。
3. バックアップルール設定を指定します。

a. バックアップルール名を指定します。
b. 既存のボールトを選択するか、新しいバックアップボールトを作成します。バックアップの保

存場所です。
c. バックアップ頻度を指定します。
d. バックアップウィンドウを指定します。

コールドストレージへの移行は現在サポートされていないことに注意してください。
e. 保持期間を指定します。

宛先へのコピーは現在サポートされていません
f. (オプション) リカバリポイントに追加するタグを指定します。

4. 「プランを作成」をクリックします。
3. オプション 3: JSON を使用してプランを定義する

1. 既存のバックアッププランの JSON 式を変更するか、新しい式を作成して、バックアッププランの 
JSON を指定します。

2. バックアッププラン名を指定します。
3. 「JSON を検証」をクリックします。

バックアップ計画が正常に作成されたら、次のステップでバックアップ計画にリソースを割り当てるこ
とができます。

どのプランを使用する場合でも、必ずリソースを割り当ててください。システムデータベースやテナント
データベースを含め、どの SAP HANA データベースを割り当てるかを選択できます。また、特定のリソー
ス ID を除外することもできます。

オンデマンドバックアップを作成する

作成後すぐに実行される完全なオンデマンドバックアップを作成できます。Amazon EC2 インスタンスの 
SAP HANA データベースのオンデマンドバックアップは完全バックアップであり、増分バックアップはサ
ポートされていないことに注意してください。

オンデマンドバックアップが作成されました。指定したリソースのバックアップが開始されます。コン
ソールから [Backup ジョブ] ページに移動し、ジョブの進行状況を確認できます。バックアップジョブの
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ステータスを簡単に確認するために必要になるため、画面上部の青いバナーにあるバックアップジョブ ID 
をメモしておきます。バックアップが完了すると、ステータスはに進みますCompleted。バックアップに
は最大で数時間かかることがあります。

[Backup ジョブ] リストを更新して、状態の変更を確認します。バックアップジョブ ID を検索してクリッ
クすると、詳細なジョブステータスを表示することもできます。

SAP HANA データベースの継続的なバックアップ

継続的なバックアップを作成して、point-in-time復元（PITR）で使用できます（オンデマンドバックアッ
プでは、リソースが取得された状態で保存されるのに対し、PITR では一定期間にわたる変更を記録する連
続バックアップを使用することに注意してください）。

継続的なバックアップにより、精度の 1 秒 (最大 35 日前) 以内に、選択した特定の時間に巻き戻すことで
データベースをサポートします。継続的なバックアップは、最初にリソースのフルバックアップを作成
し、次にリソースのトランザクションログを常にバックアップすることによって機能します。PITR 復元
は、フルバックアップにアクセスし、AWS Backup を回復させたい時刻にトランザクションログを再生す
るよう機能します。

AWS BackupコンソールまたはAWS Backup APIを使用し、でバックアップ計画を作成するときに、継続
的なバックアップを選択できます。

コンソールを使用して継続的なバックアップを有効にするには

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

2. ナビゲーションペインで、[バックアッププラン] を選択して、[バックアッププランの作成] を選択し
ます。

3. [バックアップルール]で、[バックアップルールの追加] を選択します。
4. [Backup ルールの設定] セクションで、[サポートされているリソースの継続的なバックアップを有効

にする] を選択します。

SAP HANA データベースバックアップの PITR (point-in-time復元) を無効にすると、AWS Backupログは復
旧ポイントの有効期限が切れるまで (ステータスが同じ) 送信され続けますEXPIRED)。SAP HANA の別の
ログバックアップ場所に変更して、へのログの送信を停止できますAWS Backup。

継続的な回復ポイントのステータスは、STOPPED継続的な復旧ポイントが中断されたことを示しま
す。つまり、SAP HANAAWS Backup からその場所に送信されたログには、データベースへの段階的
な変更にギャップがあることが示されます。この時間差内に発生した復旧ポイントのステータスは、で
すSTOPPED.。

継続的バックアップ (リカバリポイント) の復元ジョブ中に発生する可能性のある問題については、このガ
イドの「SAP HANA 復元のトラブルシューティング」セクションを参照してください。

バックアップジョブと復旧ポイントを表示する
バックアップジョブと復元ジョブのステータスを表示します。

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。
3. バックアップジョブ、復元ジョブ、またはコピージョブを選択して、ジョブのリストを表示します。
4. ジョブ ID を検索してクリックすると、詳細なジョブステータスが表示されます。

Vault 内のすべてのリカバリポイントを表示:
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1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Backup vaults (バックアップボールト)] を選択します。
3. バックアップ保管庫を検索してクリックすると、保管庫内のすべての復旧ポイントが表示されます。

保護されたリソースの詳細の表示

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Protected resources (保護されたリソース)] を選択します。
3. リソースタイプでフィルタリングして、そのリソースタイプのすべてのバックアップを表示すること

もできます。

API と CLI を使用したBackup 操作
Backup コンソール内の各アクションには、対応する API 呼び出しがあります。

AWS BackupStartBackupJobとそのリソースをプログラムで設定および管理するには、API 呼び出しを
使用して EC2 インスタンス上の SAP HANA データベースをバックアップします。

CLIstart-backup-job コマンドとして使用します。

トラブルシューティング
バックアップ操作中に次のいずれかのエラーが発生した場合は、関連する解決策を参照してください。

• エラー: Encountered an issue with log backups, please check SAP HANA for 
details.

解決策:SAP HANA をチェックして、ログバックアップが SAP HANAAWS Backup から送信されている
ことを確認します。

エラー: One or more log backup attempts failed for recovery point.

解決策:詳細については SAP HANA を確認してください。ログバックアップが SAP HANAAWS Backup 
から送信されていることを確認します。

エラー: Unable to determine the status of log backups for recovery point.

解決策:詳細については SAP HANA を確認してください。ログバックアップが SAP HANAAWS Backup 
から送信されていることを確認します。

エラー: Log backups for recovery point %s were interrupted due to a restore 
operation on the database.

解決策:復元ジョブが完了するまでお待ちください。ログのバックアップを再開する必要があります。

エラー: b’* 447: backup could not be completed: [110507] Backint exited 
with exit code 1 instead of 0. console output: time=2022-08-12T11:03:18Z 
level=info msg=Starting execution. time=2022-08-12T11:03:18Z level=info 
msg=Configuration file not specified in argument, using default location 
time=2022-08-12T11:03:18Z level=info msg=Loading configuration file /opt/
aws-backint-agent/aws-backint-agent-config.yaml time=2022-08-12T11:03:18Z 
level=error msg=Failed to read config file open /opt/aws-backint-
agent/aws-backint-agent-config.yaml: no such file or directory 
time=2022-08-12T11:03:18Z level=error msg=Error reading config file open /
opt/aws-backint-agent/aws-backint-agent-config.yaml: no such file or 
directory. time=2022-08-12T11:03:18Z level=fatal msg=Error occurred during 
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configuration. open /opt/aws-backint-agent/aws-backint-agent-config.yaml: no 
such file or directory. , [110203] Not all data could be written: Expected 
4096 but transferred 0 SQLSTATE: HY000\n’

解決策:BackIntインストールが正常に完了しなかった可能性があります。AWSBackint エージェントと 
Amazon EC2 Systems Manager エージェントを SAP アプリケーションサーバーにインストールするプ
ロセスを再試行してください。

• エラー:Database cannot be backed up while it is stopped。

解決策:バックアップするデータベースがアクティブであることを確認してください。データベースの
データとログは、データベースがオンラインの場合、バックアップできます。

• エラー: Getting backup metadata failed. Check the SSM document execution for 
more details.

解決策:バックアップするデータベースがアクティブであることを確認してください。データベースの
データとログは、データベースがオンラインの場合、バックアップできます。

用語集
データBackup タイプ:SAP HANA は、完全バックアップと INC (インクリメンタル) の 2 種類のデータバッ
クアップをサポートしています。 AWS Backupは、各バックアップ操作でどのタイプを使用するかを最適
化します。

カタログのバックアップ:SAP HANA には、カタログと呼ばれる独自のマニフェストがあります。 AWS 
Backupこのカタログと相互作用します。新しいバックアップを行うたびに、カタログにエントリが作成さ
れます。

継続的なログBackup (トランザクションログ): ポイントインタイムリカバリ (PITR) 機能の場合、SAP 
HANA は最新のバックアップ以降のすべてのトランザクションを追跡します。

システムコピー:復元先のデータベースが、回復ポイントが作成されたソースデータベースと異なる復元
ジョブ。

破壊リストア:破壊リストアは、復元されたデータベースがソースまたは既存のデータベースを削除または
上書きするリストアジョブの一種です。

FULL: 完全バックアップは、データベース全体のバックアップです。

INC: インクリメンタルバックアップは、前回のバックアップ以降に SAP HANA データベースに加えられ
たすべての変更のバックアップです。

詳細については、AWS用語集を参照してください。

リリースノート
現在、特定の機能はサポートされていません。

• クロスリージョンおよびクロスアカウントコピーは、現在サポートされていません。
• Backup Audit Manager とレポート作成は現在サポートされていません。
• SAP HANA クラスター構成では、1 つのインスタンスのみがサポートされます。高可用性構成は現在サ

ポートされていません。
• 現在、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (米国東部)、中国AWSGovCloud (北京)、

中国AWSGovCloud (寧夏)、欧州 (チューリッヒ)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシ
フィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、アジアパシフィック (メルボルン) 
です。

112

https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/glossary.html


AWS Backup デベロッパーガイド
Amazon Redshift

Amazon Redshift
Amazon Redshift は、フルマネージド型のスケーラブルなクラウドデータウェアハウスです。迅速、簡
単、安全な分析により、インサイトを得るまでの時間を短縮できます。を使用すると、AWS Backup変更
不可能なバックアップ、個別のアクセスポリシー、バックアップと復元ジョブの一元的な組織管理によ
り、データウェアハウスを保護できます。

Amazon Redshift データウェアハウスは、ノードと呼ばれるコンピューティングリソースの集合で、クラ
スターと呼ばれるグループに編成されています。 AWS Backupこれらのクラスターをバックアップできま
す。

Amazon Redshift の詳細については、Amazon Redshift 入門ガイド、Amazon Redshift データベース開発
者ガイド、および Amazon Redshift クラスター管理ガイドを参照してください。

Amazon Redshift でプロビジョニングされたクラスターをバック
アップする
Amazon Redshift クラスターは、AWS Backupコンソールを使用して保護することも、API または CLI を
使用してプログラム的に保護することもできます。これらのクラスターは、バックアップ計画の一部とし
て定期的にバックアップすることも、必要に応じてオンデマンドバックアップでバックアップすることも
できます。

1 つのテーブル (アイテムレベルの復元とも呼ばれます) またはクラスター全体を復元できます。テーブル
は単独ではバックアップできないことに注意してください。テーブルは、クラスターがバックアップされ
るときにクラスターの一部としてバックアップされます。

AWS Backupを使用すると、リソースを一元的に表示できます。ただし、使用するリソースが Amazon 
Redshift だけの場合は、Amazon Redshift の自動スナップショットスケジューラーを引き続き使用できま
す。を使用して手動スナップショット設定を管理することを選択した場合は、Amazon Redshift を使用し
て手動スナップショット設定を管理し続けることはできませんAWS Backup。

Amazon Redshift クラスターは、AWS Backupコンソールまたはを使用してバックアップできますAWS 
CLI。

AWS Backupコンソールを使用して Amazon Redshift クラスターをバックアップするには、オンデマンド
で行う方法とバックアップ計画の一部として使用する方法の 2 つがあります。

オンデマンドの Amazon Redshift バックアップを作成する

詳細については、「オンデマンドバックアップタイプの作成ページ」を参照してください。

手動スナップショットを作成するには、Amazon Redshift リソースを含むバックアッププランを作成する
ときに、「継続的バックアップ」チェックボックスをオフのままにします。

バックアッププランで、スケジュールされた Amazon Redshift バックアップを作成する

保護されたリソースであれば、スケジュールされたバックアップに Amazon Redshift クラスターを含める
ことができます。Amazon Redshift テーブルの保護を選択するには:

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[保護されたリソース] を選択します。
3. Amazon Redshift をオンに切り替えます。
4. Amazon Redshift クラスターを既存または新規のプランに含めるには、「コンソールへのリソースの

割り当て」を参照してください。

「Backup プランの管理」では、バックアッププランを作成して Amazon Redshift クラスターを含める
か、既存のバックアッププランを更新して Amazon Redshift クラスターを含めるかを選択できます。リ
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ソースタイプ Amazon Redshift を追加する場合、すべての Amazon Redshift クラスターを追加するか、ク
ラスターの横にあるチェックボックスをオンにするかを選択できます。

プログラムによるバックアップ

また、JSON ドキュメントでバックアッププランを定義し、AWS Backup コンソールまたは AWS CLI を
使用して提供することもできます。プログラムでバックアップ計画を作成する方法については、「JSON 
ドキュメントとAWS Backup CLI を使用したバックアップ計画の作成」を参照してください。

API を使用して以下の操作が行えます。

• バックアップジョブの開始
• バックアップジョブの説明を表示します。
• 復旧ポイントのメタデータの取得
• リカバリポイントをリソース別に一覧表示
• 復旧ポイントのタグを一覧表示する

Amazon Redshift クラスターバックアップの表示

Amazon Redshift テーブルのバックアップをコンソールで表示および変更するには:

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. [バックアップボールト] を選択します。次に、Amazon Redshift クラスターを含むバックアップボー

ルト名をクリックします。
3. バックアップ保管庫には、バックアップの概要とリストが表示されます。[リカバリポイント ID] 列の

リンクをクリックできます。
4. 1 つ以上のリカバリポイントを削除するには、削除するボックスにチェックを入れます。[アクション] 

ボタンの下で、[削除] を選択できます。

Amazon Redshift クラスターを復元する

詳細については、Amazon Redshift クラスターを復元する方法を参照してください。

Amazon RDS マルチアベイラビリティーゾーンのバッ
クアップ
AWS BackupAmazon RDS for MySQL と PostgreSQL マルチ AZ (アベイラビリティーゾーン) デプロイオ
プションを 1 つのプライマリデータベースインスタンスと 2 つの読み取り可能なスタンバイデータベース
インスタンスでバックアップおよびサポートします。

マルチアベイラビリティゾーンのバックアップは、アジアパシフィック (シドニー) リージョン、アジアパ
シフィック (東京) リージョン、欧州 (アイルランド)、米国東部 (オハイオ) リージョン、欧州 (オレゴン)、
欧州 (ストックホルム) リージョン、アジアパシフィック (シンガポール) リージョン、米国東部 (バージニ
ア北部) リージョン、欧州 (フランクフルト) です。

マルチ AZ 配置オプションは書き込みトランザクションを最適化し、ワークロードで読み取り容量を増や
し、書き込みトランザクションのレイテンシーを低く抑え、ネットワークジッター (書き込みトランザク
ションのレイテンシーの一貫性に影響する) からの回復力を高め、可用性と耐久性を高める必要がある場
合に最適です。

マルチ AZ クラスターを作成するには、エンジンタイプとして MySQL または PostgreSQL を選択できま
す。
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AWS Backupコンソールには、次の 3 つのデプロイオプションがあります。

• マルチ AZ DB クラスター:1 つのプライマリ DB インスタンスと 2 つの読み取り可能なスタンバイ DB イ
ンスタンスを含む DB クラスターを作成します。各 DB インスタンスは異なるアベイラビリティーゾー
ンにあります。高可用性とデータ冗長性を提供し、サーバー対応ワークロードの容量を増やします。

• マルチ AZ DB インスタンス:プライマリ DB インスタンスとスタンバイ DB インスタンスが別個のアベ
イラビリティーゾーンに作成されます。これにより、高可用性とデータの冗長性が提供されますが、ス
タンバイ DB インスタンスは読み取りワークロードの接続をサポートしていません。

• シングル DB インスタンス:スタンバイ DB インスタンスのない単一の DB インスタンスを作成します。

Amazon RDS のバックアップを作成するには、「バックアップの作成」を参照してバックアップ計画の一
部としてバックアップをスケジュールするか、オンデマンドバックアップを作成します。

Note

ポイントインタイムリカバリ (PITR) はインスタンスをサポートできますが、クラスターはサポー
トできません。
マルチ AZ DB クラスターのスナップショットのコピーはサポートされません。

マルチ AZ クラスターと RDS インスタンスの違い
1 つのアベイラビリティーゾーンまたは 2 つのアベイラビリティーゾーンのバックアップは RDS インスタ
ンス、3 つ以上のインスタンスを含むデプロイとバックアップはクラスターで、Amazon Aurora、Amazon 
Neptune、Amazon DocumentDB クラスターに似ています。

ARN (Amazon リソースネーム) は、インスタンスとクラスターのどちらを使用するかによってレンダリン
グが異なります。

RDS インスタンス ARN:arn:aws:rds:region: account:db:name

RDS マルチアベイラビリティクラスタ:arn:aws:rds:region:account :cluster:name

詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「マルチ AZ DB クラスター配置」を参照してくださ
い。

マルチ AZ DB クラスターのスナップショットの作成に関する詳細については、Amazon RDS ユーザーガ
イドを参照してください。

Windows VSS バックアップの作成
AWS Backup では、Amazon EC2 インスタンスで実行されている VSS（ボリュームシャドウコピーサービ
ス）対応の Windows アプリケーションをバックアップおよび復元できます。アプリケーションに VSS ラ
イターが Windows VSS に登録されている場合は、AWS Backup は、そのアプリケーションに対して一貫
性のあるスナップショットを作成します。

他の保護に使用されているのと同じマネージドバックアップサービスを使用しながら、整合性のあるリス
トアを実行し、AWS リソースの使用料金を見積もることができます。EC2 でアプリケーション整合性の
高い Windows バックアップを使用すると、従来のバックアップツールと同じ整合性設定とアプリケーショ
ン認識が得られます。

Note

AWS Backup現在、Amazon EC2 で実行されているリソースのアプリケーションと整合性のある
バックアップのみをサポートしています。特に、既存のインスタンスをバックアップから作成さ
れた新しいインスタンスに置き換えることでアプリケーションデータを復元できるバックアップ
シナリオです。Windows VSS バックアップでは、すべてのインスタンスタイプまたはアプリケー
ションがサポートされているわけではありません。
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詳細については、Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Creating a VSS Application-
Consistent Snapshot」を参照してください。

Amazon EC2 を実行する VSS 対応の Windows リソースをバックアップおよび復元するには、次の手順に
従って、必要なタスクを完了します。手順については、Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイドの「始める前に」を参照してください。

1. で SSM エージェントをダウンロード、インストール、設定しますAWS Systems Manager。このステッ
プは必須です。詳細は、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「Run Command を使用した SSM 
エージェント の更新」を参照してください。

2. Windows VSS (ボリュームシャドウコピーサービス) のバックアップを取る前に、IAM ロールに IAM ポ
リシーを追加し、Amazon EC2 インスタンスにロールをアタッチします。手順については、Windows 
インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「VSS 対応スナップショット用の IAM ロールを作成す
る」を参照してください。IAM ポリシーの例については、「マネージドポリシー (p. 244)」を参照し
てください。

3. VSS コンポーネントをダウンロードして Amazon EC2 インスタンスでの Windows にインストールする
4. で VSS を有効にしますAWS Backup。

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ダッシュボードで、オンデマンドバックアップの作成またはバックアッププランの管理から作成す

るバックアップのタイプを選択します。バックアップタイプに必要な情報を入力します。
3. リソースを割り当てる場合は、[EC2] を選択します。Windows VSS バックアップは、現在 EC2 イ

ンスタンスでのみサポートされています。
4. [詳細設定] セクションで、[Windows VSS] を選択します。これにより、アプリケーション整合性の

ある Windows VSS バックアップを作成できます。
5. バックアップを作成します。

ステータスがのバックアップジョブでも VSSCompleted の部分が正常に実行されるとは限りませ
ん。VSS の組み込みはベストエフォート方式で行われます。次の手順を実行して、バックアップがアプリ
ケーションコンシステント、クラッシュコンシステント、失敗のいずれであるかを判断します。

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションにある [マイアカウント] で、[ジョブ] をクリックします。
3. ステータスは、アプリケーションコンシステント (VSS)Completed でジョブが成功したことを示し

ます。

Completed緑色の警告サインが付いたステータスは、VSS 操作が失敗したことを示します。そのた
め、クラッシュコンシステントなバックアップのみが成功しています。このステータスにはポップ
オーバーメッセージも表示されます"Windows VSS Backup Job Error encountered, trying 
for regular backup"。

バックアップに失敗した場合、ステータスはになりますFailed。
4. バックアップジョブの詳細を表示するには、個々のジョブをクリックします。たとえば、詳細には次

のようなものがありますWindows VSS Backup attempt failed because of timeout on 
VSS enabled snapshot creation。

サポートされていない Amazon EC2 インスタンス
次の Amazon EC2 インスタンスタイプは、小規模なインスタンスであり、バックアップを正常に取得しな
い可能性があるため、VSS 対応の Windows バックアップではサポートされません。

• t3.nano
• t3.micro
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• t3a.nano
• t3a.micro
• t2.nano
• t2.micro

Amazon EBS マルチボリュームのクラッシュコンシス
テントバックアップの作成
デフォルトでは、AWS Backup は、Amazon EC2 インスタンスにアタッチされた Amazon EBS ボリュー
ムのクラッシュコンシステントのあるバックアップを作成します。クラッシュの一貫性は、同じ Amazon 
EC2 インスタンスにアタッチされたすべての Amazon EBS ボリュームのスナップショットがまったく同
じ瞬間に取得されることを意味します。アプリケーションの状態のクラッシュコンシステントを確保する
ために、インスタンスを停止したり、複数の Amazon EBS ボリューム間で調整する必要がなくなりまし
た。

マルチボリュームのクラッシュコンシステントスナップショットがデフォルトの AWS Backup 機能である
ため、この機能の使用に別の操作は必要ありません。Amazon EBS ボリュームは、次のいずれかの手順を
使用してバックアップできます。

• オンデマンドバックアップを作成する
• スケジュールされたバックアップを作成する

Amazon EBS ボリュームを復元するには、「Amazon EBS ボリュームの復元」の手順に従います。

バックアップへのタグのコピー
一般に、AWS Backup は、復旧ポイントに保護するリソースからタグをコピーします。リカバリポイント
から復元リソースにタグをコピーしません。

たとえば Amazon EC2 ボリュームをバックアップすると、AWS Backup は次の内容に従って、グループお
よび個々のリソースタグを結果のスナップショットにコピーします。

• バックアップにメタデータタグを保存するために必要なリソース固有のアクセス権限の一覧について
は、「バックアップにタグを割り当てるのに必要なアクセス権限 (p. 241)」を参照してください。

• 元々リソースに関連付けられたタグおよびバックアップ中に割り当てられたタグは、バックアップボー
ルトに保存された復旧ポイントに最大 50 個割り当てられます (AWS の制限)。バックアップ中に割り当
てられるタグが優先され、両方のタグのセットがアルファベット順にコピーされます。

• DynamoDB は、最初に有効にしない限り、バックアップへのタグの割り当てをサポートしませんアドバ
ンスト DynamoDB バックアップ (p. 102)。

• Amazon EC2 インスタンスにアタッチされている Amazon EBS ボリュームは、ネストされたリソース
です。Amazon EC2 インスタンスにアタッチされた Amazon EBS ボリュームのタグは、ネストされた
タグです。AWS Backupは、ネストされたタグのコピーをベストエフォートで試みますが、失敗した場
合は、タグなしでバックアップを作成し、レポート Status Completed を作成します。

• Amazon EC2 バックアップでイメージリカバリポイントとスナップショットのセットが作成される
と、AWS Backup は、生成される AMI にタグをコピーします。また、AWS Backup は、Amazon EC2 
インスタンスに関連付けられたボリュームから結果のスナップショットにタグをコピーするベストエ
フォートも試みます。

バックアップを別の AWS リージョン にコピーすると、AWS Backup は元のバックアップのすべてのタグ
を送信先 AWS リージョン にコピーします。
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バックアップジョブの停止
AWS Backup でバックアップジョブが開始された後に停止できます。これを行うと、バックアップは作成
されず、バックアップジョブのレコードが [aborted (中止)] のステータスで保持されます。

AWS Backup コンソールを使用してバックアップジョブを停止するには

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

2. 左側のナビゲーションペインで、[Jobs (ジョブ)] を選択します。
3. 停止するバックアップジョブを選択します。
4. バックアップジョブの詳細ペインで、[Stop (停止)] を選択します。

バックアップをコピーする
バックアップは、AWS リージョンオンデマンドで複数のAWS アカウントまたはにコピーすることも、ほ
とんどのリソースタイプでスケジュールされたバックアッププランの一部としてあるいは自動的にコピー
することもできます。この機能は、NetApp ONTAP ボリューム用 Amazon FSx ではまだ使用できません。

Amazon RDS および Aurora を除き、サポートされているほとんどのリソースについて、クロスアカウン
トおよびクロスリージョンコピーのシーケンスを自動化することもできます。Amazon RDS および Aurora 
のスナップショットについては、は、クロスアカウントまたはこれらのサービスが暗号化キーを作成する
方法によるクロスリージョンコピーのどちらかAWS Backupのみについて自動化をサポートしています。

コピーは、特に指定しない限り、作成日や有効期限を含むソース構成を保持します。ソースとコピーの有
効期限は、コピーが作成された日付ではなく、ソースの作成日を示しています。

注:コピーが期限切れにならないように設定されている場合でも、ソース設定はコピーの有効期限設定より
も優先されます。有効期限なしに設定されたコピーは、ソースの有効期限を保持します。

バックアップコピーを期限切れにならないようにするには、ソースバックアップを期限切れにならないよ
うに設定するか、コピーの作成から 100 年後を有効期限に指定します。

トピック
• AWS リージョン でのバックアップコピーの作成 (p. 118)
• AWS アカウントでのバックアップコピーの作成 (p. 120)

AWS リージョン でのバックアップコピーの作成
AWS Backup を使用すると、バックアップを複数の AWS リージョン リージョンにオンデマンドでコピー
することも、スケジュールされたバックアッププランの一部として自動的にコピーすることもできます。
リージョン間のレプリケーションは、本番稼働用データから最小限の距離だけ離してバックアップを保存
するビジネス継続性またはコンプライアンス要件がある場合に特に役立ちます。ビデオチュートリアルに
ついては、「バックアップのクロスリージョンコピーの管理」を参照してください。

バックアップを新しい AWS リージョン リージョンに初めてコピーすると、AWS Backup はバックアッ
プを完全にコピーします。一般に、サービスで増分バックアップがサポートされている場合、そのバック
アップの後続コピーは同じ AWS リージョン でインクリメンタルになります。AWS Backup は、コピー先
の保管庫のカスタマー管理キーを使用してコピーを再暗号化します。

例外は Amazon EBS ですが、どの州か、「コピー操作中にスナップショットの暗号化状態を変更すると、
(増分ではない) 完全コピー」が作成されます。
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AWS Backupサポートされているリソースのほとんどは、クロスリージョンバックアップをサポートして
います。詳細については、リソース別の機能の可用性 (p. 2)表のそのセクションを参照してください。

AWSほとんどのリージョンは、クロスリージョンバックアップをサポートします。詳細については、AWS 
リージョン ごとの機能の可用性 (p. 5)表のそのセクションを参照してください。

オンデマンドのクロスリージョンバックアップの実行
既存のバックアップをオンデマンドでコピーするには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. [バックアップボールト] を選択します。
3. コピーするリカバリポイントが含まれるボールトを選択します。
4. バックアップセクションで、コピーするリカバリポイントを選択します。
5. 「アクション」ドロップダウンボタンを使用して、「コピー」を選択します。
6. 次の値を入力します。

宛先にコピー

送信先の AWS リージョン コピーを選択します。コピーごとに新しいコピールールを新しい送信
先に追加できます。

Backup ボールトの宛先

送信先のバックアップボールトを選択します。
コールドストレージへの移行

バックアップコピーをコールドストレージに移行するタイミングを選択します。コールドスト
レージに移行されたバックアップは、そこに最低 90 日保存される必要があります。この値は、
コピーがコールドストレージに移行された後は変更できません。

コールドストレージに移行できるリソースのリストについては、リソース別の機能の可用
性 (p. 2)表の「コールドストレージへのライフサイクル」セクションを参照してください。他のリ
ソースでは、コールドストレージ式は無視されます。

保持期間

[選択] で、コピーを作成してからコピーを削除するまでの日数を指定します。この値は、[コール
ドストレージへの移行] の値から 90 日以上経過している必要があります。常時保存期間では、コ
ピーは無期限に保持されます。

[IAM role] (IAM ロール)

コピーの作成時に AWS Backup が使用する IAM ロールを選択します。ロールには、AWS 
Backup が信頼されたエンティティとして登録されている必要があります。これにより、AWS 
Backup はロールを引き受けることができます。[デフォルト] を選択し、AWS Backup デフォルト
のロールがアカウントに存在しない場合、正しい権限を持つものが作成されます。

7. [Copy] (コピー) を選択します。

クロスリージョンバックアップのスケジュール
スケジュールバックアッププランを使用して、バックアップを AWS リージョン 間でコピーできます。

スケジュールバックアッププランを使用してバックアップをコピーするには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. マイアカウントで、[バックアッププラン] を選択してから、「バックアッププランを作成する」を選

択します。

119

https://console.aws.amazon.com/backup
https://console.aws.amazon.com/backup


AWS Backup デベロッパーガイド
クロスアカウントバックアップ

3. リポジトリの [バックアッププランの作成] ページで、[新しいプランを構築する] を選択します。
4. [バックアッププラン名] で、バックアッププランの名前を入力します。
5. [バックアップルールの設定] セクションで、バックアップスケジュール、バックアップウィンドウ、

ライフサイクルルールを定義するバックアップルールを追加します。後でバックアップルールを追加
できます。

a. [Backup ルール名] にルールの名前を入力します。
b. [バックアップボールト] で、リストから [ボールト] を選択します。このバックアップのリカバリ

ポイントは、このボールトに保存されます。新しいバックアップボールトを作成します。
c. [Backup の頻度] で、バックアップを実行する頻度を選択します。
d. PITR をサポートするサービスの場合、この機能が必要な場合は、[point-in-timeリカバリのた

めの継続的バックアップを有効にする (PITR)] を選択します。PITR をサポートするサービス
のリストについては、リソース別の機能の可用性 (p. 2)表のそのセクションを参照してくださ
い。Amazon RDS リソースはコピーできません。詳細については、「継続的なバックアップの処
理 (p. 73)」を参照してください。

e. [Backup] ウィンドウで、[バックアップウィンドウのデフォルトを使用 (推奨)] を選択します。
バックアップウィンドウをカスタマイズできます。

f. [宛先にコピー] で、AWS リージョンバックアップコピーの保存先を選択します。バックアップは
このリージョンにコピーされます。コピーごとに新しいコピールールを新しい送信先に追加でき
ます。次に、次の値を入力します。

別のアカウントのボールトにコピーする

このオプションは切り替えないでください。クロスアカウントコピーの詳細については、
「AWS アカウント でのバックアップコピーの作成」を参照してください。

Backup ボールトの宛先

AWS Backup がバックアップをコピーする宛先リージョンで、バックアップボールトを選択
します。

クロスリージョンコピー用の新しいバックアップボールトを作成する場合は、「バックアッ
プボールトの新規作成」を選択します。ウィザードに情報を入力します。続いて、[バック
アップボールトを作成する] を選択します。

6. [プランの作成] を選択します。

AWS アカウントでのバックアップコピーの作成
Note

AWS アカウントで複数のリソースを管理する前にAWS Backup、AWS Organizationsアカウント
がサービス内の同じ組織に属している必要があります。

AWS Backup を使用すると、オンデマンドで複数の AWS アカウント にバックアップをコピーすること
も、スケジュールされたバックアッププランの一部として自動的にコピーすることもできます。バック
アップを運用上またはセキュリティ上の理由から、組織内にある 1 つまたは複数の AWS アカウント に安
全にコピーするには、クロスアカウントバックアップを使用します。元のバックアップが誤って削除され
た場合は、コピー先アカウントからコピー元のアカウントにバックアップをコピーし、復元を開始できま
す。これを行うには、その前に、AWS Organizations サービスの同じ組織に属する 2 つのアカウントを持
つ必要があります。詳細については、Organizations ユーザーガイドの「チュートリアル: 組織の作成と設
定」を参照してください。

コピー先アカウントで、バックアップボールトを作成する必要があります。次に、コピー先アカウントの
バックアップを暗号化するカスタマー管理キーと、許可するリソースベースのアクセスポリシーを割り当
てます。AWS Backupをクリックして、コピーするリソースにアクセスします。ソースアカウントで、リ
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ソースがカスタマー管理キーで暗号化されている場合は、このカスタマー管理キーをコピー先アカウント
と共有する必要があります。その後、バックアッププランを作成し、AWS Organizations で組織単位の一
部であるコピー先アカウントを選択できます。

AWS Backupサポートされているほとんどのリソースは、クロスアカウントバックアップをサポートして
います。詳細については、リソース別の機能の可用性 (p. 2)表のそのセクションを参照してください。

AWSほとんどのリージョンでは、クロスアカウントのバックアップがサポートされます。詳細について
は、AWS リージョン ごとの機能の可用性 (p. 5)表のそのセクションを参照してください。

クロスアカウントバックアップのセットアップ
クロスアカウントバックアップを作成するには何が必要か

• ソースアカウント

ソースアカウントは、本番環境のアカウントです。AWS リソースとプライマリバックアップが存在しま
す。

ソースアカウントユーザーがクロスアカウントのバックアップ操作を開始します。ソースアカウント
ユーザーまたはロールには、操作を開始するための適切な API 権限が必要です。適切なアクセス許可
はAWSBackupFullAccess、AWS管理ポリシー (AWS Backupオペレーション) へのフルアクセスが可
能になりますec2:ModifySnapshotAttribute。ポリシーの詳細については、「AWS Backup管理ポ
リシー」を参照してください。

• コピー先アカウント

コピー先アカウントは、バックアップのコピーを保持するアカウントです。アカウントは複数選択でき
ます。コピー先アカウントは、AWS Organizations のソースアカウントと同じ組織にある必要がありま
す。

コピー先バックアップボールトのアクセスポリシー backup:CopyIntoBackupVault を「許可」する
必要があります。このポリシーが存在しない場合、コピー先アカウントへのコピーの試行は拒否されま
す。

• AWS Organizations の管理アカウント

管理アカウントは、AWS アカウント でクロスアカウントバックアップを管理するために使用する AWS 
Organizations によって定義された組織内のプライマリアカウントです。クロスアカウントバックアップ
を使用する場合、必ずしもサービストラストを有効にする必要がない場合があります。コピー先アカウ
ントから、クロスアカウントのバックアップに使用するボールトを選択できます。

• AWS Backup コンソールでクロスアカウントバックアップを有効にする

セキュリティについては、「クロスアカウントバックアップのセキュリティに関する考慮事項 (p. 128)」
を参照してください。

クロスアカウントバックアップを使用するには、クロスアカウントバックアップ機能を有効にする必要が
あります。次に、アクセスポリシー backup:CopyIntoBackupVault をコピー先バックアップボールト
に「許可」する必要があります。

クロスアカウントバックアップを有効にするには

1. AWS Organizations の認証情報を使用して AWS にログインします。クロスアカウントバックアップ
は、これらの認証情報を使用してのみ有効または無効にできます。

2. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
3. [マイアカウント] で、[設定] を選択します。
4. [クロスアカウントバックアップ] で、[有効] を選択します。
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5. [バックアップボールト] で、コピー先ボールトを選択します。
6. [アクセスポリシー] セクションで、backup:CopyIntoBackupVault を [許可] します。たとえば、

[アクセス許可の追加] を選択し、その後、[組織からのバックアップボールトへのアクセスを許可する] 
を選択します。

7. これで、組織内のどのアカウントでも、バックアップ保管庫の内容を組織内の他のアカウントと共有
できるようになりました。詳細については、「バックアップボールトを別の AWS アカウントと共有
する (p. 125)」を参照してください。他のアカウントのバックアップボールトの内容を受信できるア
カウントを制限するには、アカウントをコピー先アカウントとして設定する (p. 126) を参照してく
ださい。

クロスアカウントバックアップのスケジュール
スケジュールバックアッププランを使用して、バックアップを AWS アカウント 間でコピーできます。

スケジュールバックアッププランを使用してバックアップをコピーするには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. マイアカウントで、[バックアッププラン] を選択してから、「バックアッププランを作成する」を選

択します。
3. リポジトリの [バックアッププランの作成] ページで、[新しいプランを構築する] を選択します。
4. [バックアッププラン名] で、バックアッププランの名前を入力します。
5. [バックアップルールの設定] セクションで、バックアップスケジュール、バックアップウィンドウ、

ライフサイクルルールを定義するバックアップルールを追加します。後でバックアップルールを追加
できます。

[ルール名] にルールの名前を入力します。
6. [Frequency (頻度)] の [Schedule (スケジュール)] セクションで、バックアップを実行する頻度を選択

します。
7. バックアップウィンドウで、「バックアップウィンドウのデフォルトを使用する (推奨)」を選択しま

す。バックアップウィンドウをカスタマイズできます。
8. [バックアップボールト] で、リストから [ボールト] を選択します。このバックアップのリカバリポイ

ントは、このボールトに保存されます。新しいバックアップボールトを作成します。
9. コピーの生成-オプションセクションで、次の値を入力します。

送信先リージョン

送信先のバックアップボールトの AWS リージョン を選択します。バックアップはこのリージョ
ンにコピーされます。コピーごとに新しいコピールールを新しい送信先に追加できます。

別のアカウントのボールトにコピーする

このオプションを切り替えて選択します。このオプションを選択すると、青に変わります。外部
ボールト ARN オプションが表示されます。

外部ボールト ARN

コピー先リソースの Amazon リソースネーム (ARN) に入力します。ARN は、アカウント ID とア
カウント ID および AWS リージョン を含む文字列です。AWS Backup 　は、コピー先アカウン
トのボールトにバックアップをコピーします。コピー先リージョンリストは、外部ボールト ARN 
内のリージョンに自動的に更新されます。

バックアップボールトのアクセスを許可するために、[許可] を選択します。次に開いたウィザー
ドで [許可] を選択します。

AWS Backup は、バックアップを指定された値にコピーするために外部アカウントにアクセスす
る権限が必要です。ウィザードには、このアクセスを提供する次のポリシー例が表示されます。
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "Allow account to copy into backup vault", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "backup:CopyIntoBackupVault", 
      "Resource": "*", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::account-id:root" 
      } 
    } 
  ]
}

コールドストレージへの移行

バックアップコピーをコールドストレージに移行するタイミングと、コピーの有効期限 (削除) を
選択します。コールドストレージに移行されたバックアップは、そこに最低 90 日保存される必
要があります。この値は、コピーがコールドストレージに移行された後は変更できません。

コールドストレージに移行できるリソースのリストについては、リソース別の機能の可用
性 (p. 2)表の「コールドストレージへのライフサイクル」セクションを参照してください。他のリ
ソースでは、コールドストレージ式は無視されます。

[有効期限切れ] では、コピーが削除される作成後の日数を指定します。この値は、[コールドスト
レージへの移行] の値から 90 日以上経過している必要があります。

Note

バックアップの有効期限が切れ、ライフサイクルポリシーの一部として削除のマークが
付けられると、AWS Backup は、次の 8 時間にわたってランダムに選択された時点で
バックアップを削除します。このウィンドウは、一貫したパフォーマンスを確保するの
に役立ちます。

10. リカバリポイントに追加されたタグをクリックして、リカバリポイントにタグを追加します。
11. 詳細バックアップ設定で、Windows VSS を選択して、EC2 で実行されている選択したサードパー

ティソフトウェアのアプリケーション対応スナップショットを有効にします。
12. [プランの作成] を選択します。

オンデマンドのクロスアカウントバックアップの実行
オンデマンドでバックアップを別の AWS アカウント にコピーできます。

バックアップをオンデマンドでコピーするには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. マイアカウントで、[バックアップボールト] をクリックして、すべてのバックアップボールトを一覧

表示します。バックアップボールトの名前またはタグでフィルタリングできます。
3. コピーするバックアップの [復旧ポイント ID] を選択します。
4. [Copy] (コピー) を選択します。
5. [バックアップの詳細] を開いて、コピーするリカバリポイントに関する情報を表示します。
6. [設定のコピー] セクションで、[コピー先リージョン] リストからオプションを選択します。
7. [別のアカウントのボールトにコピー] をオンにします。このオプションを選択すると、青に変わりま

す。
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8. コピー先リソースの Amazon リソースネーム (ARN) に入力します。ARN は、アカウント ID とアカウ
ント ID および AWS リージョン を含む文字列です。AWS Backup 　は、コピー先アカウントのボー
ルトにバックアップをコピーします。コピー先リージョンリストは、外部ボールト ARN 内のリー
ジョンに自動的に更新されます。

9. バックアップボールトのアクセスを許可するために、[許可] を選択します。次に開いたウィザードで 
[許可] を選択します。

コピーを作成するには、AWS Backupソースアカウントにアクセスするための権限が必要です。ウィ
ザードには、このアクセスを提供するポリシーの例が表示されます。このポリシーを以下に示しま
す。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "Allow account to copy into backup vault", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "backup:CopyIntoBackupVault", 
      "Resource": "*", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::account-id:root" 
      } 
    } 
  ]
}

10. コールドストレージへの移行では、バックアップコピーをコールドストレージに移行するタイミング
と、コピーを期限切れにする（削除する）タイミングを選択します。コールドストレージに移行され
たバックアップは、そこに最低 90 日保存される必要があります。この値は、コピーがコールドスト
レージに移行された後は変更できません。

コールドストレージに移行できるリソースのリストについては、リソース別の機能の可用性 (p. 2)表
の「コールドストレージへのライフサイクル」セクションを参照してください。他のリソースでは、
コールドストレージ式は無視されます。

[有効期限切れ] では、コピーが削除される作成後の日数を指定します。この値は、[コールドストレー
ジへの移行] の値から 90 日以上経過している必要があります。

11. IAM ロールで、バックアップをコピーできるようにする権限を持つ IAM ロール (デフォルトロールな
ど) を指定します。コピーの行為は、コピー先アカウントのサービスにリンクされたロールによって
実行されます。

12. [Copy] (コピー) を選択します。コピーするリソースのサイズによっては、この処理が完了するまでに
数時間かかる場合があります。コピージョブが完了すると、[ジョブ] メニュー内の [コピージョブ] タ
ブ内にコピーされます。

クロスアカウントバックアップのキーに関する注意事項
クロスアカウントコピーは、AWSマネージドキーではサポートされていません。AWSマネージドキー
のキーポリシーは不変であるため、アカウント間でキーをコピーすることはできません。AWSリソース
が管理キーで暗号化されていて、クロスアカウントコピーを実行する場合は、クロスアカウントコピー
をサポートしているため、暗号化キーをカスタマー管理キーに変更できます。または、「暗号化された 
Amazon RDS インスタンスをクロスアカウントバックアップおよびクロスリージョンバックアップで保護
する」の手順に従って、AWSマネージドキーを引き続き使用できます。

バックアップを 1 つの AWS アカウント から別に復元する
AWS Backup は、1 つの AWS アカウント から別のリソースのリカバリをサポートしていません。ただ
し、あるアカウントから別のアカウントにバックアップをコピーし、そのアカウントで復元することはで
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きます。たとえば、アカウント A からアカウント B にバックアップを復元することはできませんが、アカ
ウント A からアカウント B にバックアップをコピーし、アカウント B で復元できます。

あるアカウントから別のアカウントへのバックアップの復元は、2 つのステップです。

アカウントから別のアカウントにバックアップを復元するには

1. ソース AWS アカウント から復元先のアカウントにバックアップをコピーします。手順について
は、クロスアカウントバックアップのセットアップを参照してください。

2. リソースに適切な指示に従って、バックアップを復元します。

バックアップボールトを別の AWS アカウントと共有する
AWS Backup は、バックアップボールトを 1 つまたは複数のアカウント、または AWS Organizations の組
織全体で共有できます。コピー先のバックアップボールトをソース AWS アカウント、ユーザー、または 
IAM ロールと共有できます。

コピー先のBackup ボールトを共有するには

1. [AWS Backup] を選択してから、[バックアップボールト] を選択します。
2. 共有するバックアップボールトの名前を選択します。
3. [アクセスポリシー] ペインで、[アクセス許可の追加] のドロップダウンを選択します。
4. アカウントレベルのBackup ボールトへのアクセスを許可するを選択します。または、組織レベルま

たはロールレベルのアクセスを許可するかを選択できます。
5. このコピー先バックアップボールトと共有するアカウントのうち、AccountID を入力します。
6. [ポリシーを保存]を選択します。

IAM ポリシーを使用して、バックアップボールトを共有できます。

コピー先のバックアップボールトを AWS アカウント または IAM ロールで共有します。

次のポリシーは、バックアップボールトとアカウント番号の 4444555566666 および SomeRoleアカウン
ト番号 111122223333 の IAM ロールを共有します。

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":{ 
        "AWS":[ 
          "arn:aws:iam::444455556666:root", 
          "arn:aws:iam::111122223333:role/SomeRole" 
        ] 
      }, 
      "Action":"backup:CopyIntoBackupVault", 
      "Resource":"*" 
    } 
  ]
}

AWS Organizations でコピー先バックアップボールトを組織部門で共有する

次のポリシーでは、PrincipalOrgPaths を使用してバックアップボールトを組織部門と共有します。

{ 
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  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":"*", 
      "Action":"backup:CopyIntoBackupVault", 
      "Resource":"*", 
      "Condition":{ 
        "ForAnyValue:StringLike":{ 
          "aws:PrincipalOrgPaths":[ 
            "o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-def0-awsbbbbb/", 
            "o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-def0-awsbbbbb/ou-jkl0-awsddddd/*" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

コピー先バックアップボールトを AWS Organizations 内の組織と共有する

次のポリシーは、バックアップボールトを組織とPrincipalOrgID "o-a1b2c3d4e5"で共有します。

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":"*", 
      "Action":"backup:CopyIntoBackupVault", 
      "Resource":"*", 
      "Condition":{ 
        "StringEquals":{ 
          "aws:PrincipalOrgID":[ 
            "o-a1b2c3d4e5" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

アカウントをコピー先アカウントとして設定する
AWS Organizations の管理アカウントを使用してクロスアカウントバックアップを初めて有効にしたとき
の場合、メンバーアカウントのすべてのユーザーは、自分のアカウントをコピー先アカウントに設定でき
ます。で次のサービスコントロールポリシー (SCP) を 1AWS Organizations つ以上設定し、コピー先アカ
ウントを制限することをお勧めします。AWS Organizationsサービスコントロールポリシーをノードにア
タッチする方法の詳細については、「サービスコントロールポリシーのアタッチとデタッチ」を参照して
ください。

タグを使用してコピー先アカウントを制限する

AWS Organizationsルート、OU、または個人アカウントに接続されている場合、このポリシーは、その
ルート、OU、またはアカウントからのコピー先を、DestinationBackupVaultバックアップ保管庫に
タグ付けしたアカウントのみに制限します。権限は、"backup:CopyIntoBackupVault"バックアップ
ボールトの動作を制御し、この場合はどの宛先バックアップボールトが有効かを制御します。このポリ
シーと、承認された保存先保管庫に適用される対応するタグを使用して、承認されたアカウントとバック
アップ保管庫のみへのクロスアカウントコピーの送信先を制御できます。

{ 
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  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Effect":"Deny", 
      "Action":"backup:CopyIntoBackupVault", 
      "Resource":"*", 
      "Condition":{ 
        "Null":{ 
          "aws:ResourceTag/DestinationBackupVault":"true" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

アカウント番号とボールト名を使用してコピー先アカウントを制限する

このポリシーは、AWS Organizationsルート、OU、または個別のアカウントに接続されている場合、その
ルート、OU、またはアカウントから送信されるコピーを 2 つの宛先アカウントのみに制限します。権限
は、"backup:CopyFromBackupVault"バックアップボールト内の回復ポイントの動作を制御します。
この場合は、その回復ポイントのコピー先を制御します。コピー元保管庫は、1 つ以上の保存先バック
アップ保管庫名がで始まる場合、最初の宛先アカウント (112233445566)cab- へのコピーのみを許可しま
す。コピー元ボールトは、コピー先が指定された単一のバックアップボールトである場合、2 番目の宛先
アカウント (123456789012)fort-knox へのコピーのみを許可します。

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Effect":"Deny", 
      "Action":"backup:CopyFromBackupVault", 
      "Resource":"arn:aws:ec2:*:snapshot/*", 
      "Condition":{ 
        "ForAllValues:ArnNotLike":{ 
          "backup:CopyTargets":[ 
            "arn:aws:backup:*:112233445566:backup-vault:cab-*", 
            "arn:aws:backup:us-west-1:123456789012:backup-vault:fort-knox" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

AWS Organizations で組織単位を使用してコピー先アカウントを制限する

AWS Organizationsソースアカウントを含むルートまたは OU に接続されている場合、またはソースアカ
ウントに接続されている場合、次のポリシーでは、宛先アカウントを指定された 2 つの OU 内のアカウン
トに制限します。

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Effect":"Deny", 
      "Action":"backup:CopyFromBackupVault", 
      "Resource":"*", 
      "Condition":{ 
        "ForAllValues:StringNotLike":{ 
          "backup:CopyTargetOrgPaths":[ 
            "o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-def0-awsbbbbb/", 
            "o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-def0-awsbbbbb/ou-jkl0-awsddddd/*" 
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          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

クロスアカウントバックアップのセキュリティに関する考慮事項
AWS Backup でクロスアカウントバックアップを実行する場合は、次の点に注意してください。

• デスティネーションボールトを既定のボールトにすることはできません。これは、デフォルトのボール
トが他のアカウントと共有できないキーで暗号化されているためです。

• クロスアカウントバックアップを無効にした後も、クロスアカウントバックアップが最大 15 分間実行
されることがあります。これは結果整合性が原因で、クロスアカウントバックアップを無効にした後で
も、クロスアカウントジョブが開始または完了することがあります。

• コピー先アカウントが後で組織を離れる場合、そのアカウントはバックアップを保持します。潜在的
なデータ漏洩を回避するには、コピー先アカウントにアタッチされたサービスコントロールポリシー 
(SCP) 内の organizations:LeaveOrganization アクセス許可を拒否します。SCP の詳細について
は、Organizations ユーザーガイドの「組織からのメンバーアカウントの削除」を参照してください。

• クロスアカウントコピー中にコピージョブのロールを削除すると、AWS Backup はコピージョブの完了
時に、ソースアカウントからスナップショットの共有を解除できません。この場合、バックアップジョ
ブは終了しますが、コピージョブのステータスは「スナップショットの共有解除に失敗しました。」と
表示されます。

バックアップのリストの表示
バックアップのリストは、AWS Backupコンソールを使用して、またはプログラムで表示できます。

トピック
• コンソールで保護されたリソースごとにバックアップをリストする (p. 128)
• コンソールでバックアップボールトごとにバックアップをリストする (p. 129)
• プログラムでバックアップを一覧表示する (p. 129)

コンソールで保護されたリソースごとにバックアップ
をリストする
AWS Backup コンソールで特定のリソースのバックアップのリストを表示するには、次のステップに従い
ます。

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

2. ナビゲーションペインで、[Protected resources (保護されたリソース)] を選択します。
3. リスト内の保護されたリソースを選択して、バックアップのリストを表示します。AWS Backup に

よってバックアップされたリソースのみが、[Protected resources (保護されたリソース)] の下にリス
トされます。

リソースのバックアップを表示できます。このビューから、バックアップを選択して復元することもでき
ます。
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トごとにバックアップをリストする

コンソールでバックアップボールトごとにバックアッ
プをリストする
バックアップボールトに整理されたバックアップのリストを表示するには、以下のステップに従います。

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Backup vaults (バックアップボールト)] を選択します。
3. [Backups (バックアップ)] セクションで、このバックアップボールトに整理されたすべてのバックアッ

プのリストを表示します。このビューでは、バックアップを任意の列ヘッダー (ステータスを含む) で
ソートしたり、バックアップを選択して復元、編集、削除したりできます。

プログラムでバックアップを一覧表示する
ListRecoveryPointAPI オペレーションを使用してプログラムでバックアップを一覧表示できます。

• ListRecoveryPointsByBackupVault

• ListRecoveryPointsByResource

たとえば、次のAWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドは、EXPIREDすべてのバックアップを
ステータスで一覧表示します。

aws backup list-recovery-points-by-backup-vault \ 
  --backup-vault-name sample-vault \ 
  --query 'RecoveryPoints[?Status == `EXPIRED`]'

バックアップの編集
AWS Backup を使用してバックアップを作成した後、バックアップのライフサイクルまたはタグを変更で
きます。ライフサイクルにより、バックアップがいつコールドストレージに移行するか、およびいつ期限
切れになるかが定義されます。AWS Backup は、お客様が定義するライフサイクルに従って自動的にバッ
クアップを移行し、期限切れにします。

コールドストレージに移行できるリソースのリストについては、リソース別の機能の可用性 (p. 2)表の
「コールドストレージへのライフサイクル」セクションを参照してください。他のリソースでは、コール
ドストレージ式は無視されます。

Note

AWS Backupコンソールを使用したバックアップのタグの編集は、Amazon EFS (Amazon EFS) 
ファイルシステムとアドバンスド Amazon DynamoDB のバックアップでのみサポートされていま
す。
他のリソースの作成時にリカバリポイントに追加されたタグは引き続き表示されますが、グレー
表示され編集できません。これらのタグはコンソールでは編集できませんが、AWS Backupサー
ビスのコンソールまたは API を使用して他のサービスのバックアップのタグを編集できます。

コールドストレージに移行されたバックアップは、そこに最低 90 日保存される必要があります。そのた
め、「リテンション」設定は「日数が経過すると低温状態に移行する」設定よりも 90 日長く設定する必
要があります。「コールドへの移行 (日数)」設定を更新する場合、値はバックアップの経過時間 + 1 日以
上にする必要があります。バックアップがコールドに移行された後で、「コールドへの移行 (日数)」設定
を変更することはできません。
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次の例では、バックアップのライフサイクルを更新する方法について説明します。

バックアップのライフサイクルを編集するには

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

2. ナビゲーションペインで、[Backup vaults (バックアップボールト)] を選択します。
3. [Backups (バックアップ)] セクションで、バックアップを選択します。
4. バックアップ詳細ページで、[Edit (編集)] を選択します。
5. ライフサイクル設定を構成して、[Save (保存)] を選択します。

バックアップの削除
AWS Backupを使用して、バックアッププランの作成時にライフサイクルを構成して、不要になったバッ
クアップを自動的に削除することをお勧めします。たとえば、バックアッププランのライフサイクルをリ
カバリポイントを 1 年間保持するように設定した場合、AWS Backup は、2022 年 1 月 1 日、または 2021 
年 1 月 1 日の数時間以内に、作成した復旧ポイントを自動的に削除します。 (AWS Backupは、パフォー
マンスを維持するために、リカバリポイントの有効期限後8時間以内に削除をランダム化します。） ライ
フサイクル保持ポリシーの設定の詳細については、「バックアッププランの作成」を参照してください。

ただし、1 つまたは複数のリカバリポイントを手動で削除することもできます。例:

• EXPIRED 復旧ポイントがあります。これらはリカバリポイントです。バックアッププランの作成に使
用した元の IAM ポリシーを削除または変更したため、AWS Backup は自動的に削除できませんでし
た。AWS Backup を削除しようとしましたが、アクセス権限がありません。

Warning

期限切れの回復ポイントは引き続きアカウントに保存されます。これにより、ストレージコス
トが増加する可能性があります。

2021年8月6日以降、AWS Backup は、ターゲットのリカバリポイントを Expired として、バックアップ
ボールトで示します。バックアップを削除できなかった理由を説明するポップオーバーステータスメッ
セージの赤い [Expired] ステータス上にマウスを置くことができます。[更新] をクリックして、最新の情
報を受信します。

• バックアッププランを設定したとおりに動作させたくありません。バックアッププランの更新は、作成
する将来のリカバリポイントに影響しますが、すでに作成したリカバリポイントには影響しません。詳
細については、「バックアッププランの更新」を参照してください。

• テストやチュートリアルを終えたら、クリーンアップする必要があります。

バックアップを手動で削除する
回復ポイントを手動で削除するには

1. AWS Backup コンソールのナビゲーションペインで、[Backup vaults (バックアップボールト)] を選択
します。

2. [Backup vaults (バックアップボールト)] ページで、バックアップを保存したバックアップボールトを
選択します。

3. リカバリポイントを選択し、[アクション] ドロップダウンで、[削除] を選択します。
4. 1. リストに継続的なバックアップが含まれている場合は、次のいずれかのオプションを選択します。

各継続的バックアップには、1 つのリカバリポイントがあります。
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• バックアップデータを完全に削除するか復旧ポイントを削除します。これらのオプションのいず
れかを選択すると、今後の継続的なバックアップを停止し、既存の継続的なバックアップデータ
も削除します。

• 継続的なバックアップデータを保持するまたは復旧ポイントの関連付けを解除します。これらの
オプションのいずれかを選択すると、今後の継続的バックアップは停止しますが、保持期間の定
義に従って期限が切れるまで、既存の継続的バックアップデータは保持されます。

2. リストされているすべてのリカバリポイントを削除するには、delete と入力し、[リカバリポイント
の削除] を選択します。。

3. AWS Backup がリカバリポイントの削除の送信を開始し、進行状況バーを表示します。ブラウザタ
ブを開いたままにしておき、送信プロセス中はこのページから移動しないでください。

4. 送信プロセスの最後に、AWS Backup はバナーにステータスを示します。このステータスは、
• 正常に送信されました。各リカバリポイントの削除ステータスについて、[進行状況を閲覧する] 

を選択することもできます。
• 送信に失敗しました。各リカバリポイントの削除ステータスについて、[進行状況を閲覧する] ま

たは、[Try again] を選択することもできます。
• 一部のリカバリポイントが正常に送信され、他のリカバリポイントの送信に失敗した混合結果。

5. 「進行状況を閲覧する」を選択すると、バックアップごとに削除ステータスを確認することができ
ます。削除ステータスが [Failed] または [Expired] の場合、そのステータスをクリックして理由を確
認できます。[失敗した削除を再試行する] を選択することもできます。

手動削除のトラブルシューティング
まれな状況では、AWS Backup は削除リクエストを完了しない可能性があります。AWS Backup では、
サービスにリンクされたロールを使用し、AWSServiceRoleForBackup をクリックして削除を実行しま
す。

削除リクエストが失敗した場合は、IAM ロールにサービスにリンクされたロールを作成するアクセス権限
があることを確認します。具体的には、IAM ロールに iam:CreateServiceLinkedRole action がある
ことを確認します。そうでない場合は、AWS Identity and Access Managementユーザーガイドの「サービ
スにリンクされたロールのアクセス許可」の手順に従って、この権限をサービスにリンクされたロールに
追加します。この権限を追加すると、AWS Backup をクリックして、手動で削除を実行します。

IAM ロールに iam:CreateServiceLinkedRole アクションがある場合、リカバリポイントはまだ
DELETING ステータスで、お客様の問題を調査している可能性があります。以下の手順で、手動削除を完
了します。

1. 2-3 日後に戻ってくるリマインダーを設定します。
2. 2-3日後、最初の手動削除操作の結果である最近の EXPIRED 削除ポイントをチェックします。
3. それらの EXPIRED 復旧ポイントを手動で削除します。

バックアップの復元
Note

AWS Backup は、ジョブの復元中にタグをネイティブにコピーしません。リストアジョブ中にタ
グをコピーするイベント駆動型アーキテクチャについては、「AWS Backup リストアジョブのリ
ソースタグを保持する方法」を参照してください。

非破壊リストア
AWS Backupを使用して、バックアップを復元すると、復元するバックアップで新しいリソースが作成さ
れます。これは、復元作業によって既存のリソースが破壊されるのを防ぐためです。
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復元方法
コンソールの復元手順と、AWS Backupサポートされている各リソースタイプのドキュメントへのリンク
については、このページの下部にあるリンクを参照してください。

バックアップをプログラムで復元するには、StartRestoreJob (p. 565) API オペレーションを使用しま
す。

リソースを復元するために必要な構成値 (「メタデータの復元」) は、復元するリソースによっ
て異なります。バックアップの作成に使用した設定メタデータを取得するには、を呼び出しま
すGetRecoveryPointRestoreMetadata (p. 497)。復元メタデータのサンプルは、このページの下部にある
リンクからも参照できます。

コールドストレージからの復元には、通常、ウォームストレージからの復元よりも4時間多くかかります。

復元ごとに、固有のジョブ ID (例: 1323657E-2AA4-1D94-2C48-5D7A423E7394) を持つジョブが作成
されます。

ジョブステータスを復元
復元ジョブのステータスは、AWS Backup コンソールの [ジョブ] ページで確認できます。復元ジョブのス
テータスには、保留中、実行中、完了、中止、失敗などがあります。

トピック
• S3 データの復元 (p. 132)
• 仮想マシンの復元 (p. 135)
• FSx ファイルシステムの復元 (p. 138)
• Amazon EBS ボリュームの復元 (p. 143)
• Amazon EFS ファイルシステムの復元 (p. 144)
• Amazon DynamoDB テーブルの復元 (p. 147)
• RDS データベースの復元 (p. 149)
• Amazon Aurora クラスターの復元 (p. 150)
• Amazon EC2 インスタンスを復元する (p. 152)
• Storage Gateway ボリュームの復元 (p. 154)
• Amazon EC2 インスタンスで SAP HANA データベースを復元する (p. 155)
• Amazon Timestream テーブルを復元する (p. 160)
• Amazon Redshift クラスターを復元する (p. 162)
• DocumentDB クラスターの復元 (p. 165)
• Neptune クラスターの復元 (p. 166)

S3 データの復元
AWS Backup を使用して S3 標準ストレージクラスにバックアップした S3 データを復元できます。バ
ケット内のすべてのオブジェクトまたは特定のオブジェクトを復元できます。既存のバケットまたは新し
いバケットに復元できます。

特定のオブジェクトを復元すると、オブジェクトの現在のバージョンを復元できます。

S3 バックアップはリージョン間でコピーできますが、復元ジョブは元のバックアップまたはコピーがある
のと同じリージョンでのみ実行されます。
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Example

例:米国東部 (バージニア北部) リージョンで作成された S3 バケットは、カナダ (中部) リージョンにコピー
できます。復元ジョブは、米国東部 (バージニア北部) リージョンの元のバケットを使用して開始し、その
リージョンに復元することも、カナダ (中部) リージョンのコピーを使用して復元ジョブを開始し、その
リージョンに復元することもできます。

AWS Backup コンソールを使用して Amazon S3 リカバリポイン
トを復元するには
AWS Backup コンソールを使用した、Amazon S3 データの復元。

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[保護されたリソース] を選択し、復元する Amazon S3 リソース ID を選択

します。
3. リソース詳細ページに、選択したリソース ID のリカバリポイントのリストが表示されます。リソース

を復元するには

a. [バックアップ] ペインで、リソースの復旧ポイント ID を選択します。
b. ペインの右上隅にある [復元] を選択します。

(または、バックアップ保管庫に移動してリカバリポイントを見つけ、[アクション] をクリックし
てから [復元] をクリックすることもできます)。

4. 継続的なバックアップを復元する場合は、[復元時間] ペインで、次のいずれかを選択します。

a. デフォルトをそのまま使用して、復元可能な最新の時刻に復元します。
b. 復元する日付と時刻を指定します。

5. [設定] ペインで、バケット全体を復元するか、項目レベルの復元を実行するかどうかを指定します。

a. アイテムレベルの復元では、S3 バケット内のオブジェクトまたはフォルダを一意に識別する S3 
URI を指定して、復元ジョブごとに最大 5 つのアイテム (S3 オブジェクト) を復元できます。

(S3 バケット URI の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「バ
ケットにアクセスするためのメソッド」を参照してください。

b. [アイテムを追加] をクリックして、復元する別のアイテムを指定します。
6. [復元先] を選択します。ソースバケットに復元する、既存のバケットを使用する、または新しいバ

ケットの作成のいずれかを実行できます。

Note

復元先バケットでバージョニングがオンになっている必要があります。AWS Backup は、選
択したバケットがこの要件を満たしていない場合に通知します。

a. [既存のバケットを使用] を選択した場合は、AWS現在のリージョン内のすべての既存バケットを
表示するドロップダウンメニューから宛先の S3 バケットを選択します。

b. [新しいバケットの作成] を選択すると、[新しいバケット名] が入力されます。新しいバケットは
デフォルトで S3 バージョニングが有効になっています。パブリックアクセスをブロック (BPA) 
設定はデフォルトでオフに切り替えられます。S3 でバケットを作成した後で、これらの設定を変
更できます。

7. 復元されたオブジェクトの暗号化を選択するためのオプションは他にもあります。元の暗号化キー
(デフォルト)、Amazon S3 キー (SSE-S3)、AWS Key Management Serviceまたはキー (SSE-KMS) を
使用してください。

a. 元の暗号化キーを使用する (デフォルト) を選択すると、元のオブジェクトは暗号化されていませ
んでした。復元されたオブジェクトも暗号化されません。
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b. Amazon S3 キー (SSE-S3) を選択した場合は、他のオプションを指定する必要はありません。
c. AWS Key Management Serviceキー (SSE-KMS) を選択した場合は、AWS マネージドキー(aws/

s3)、キーから選択するか、AWS KMSAWS KMSキー ARN を入力するかを選択できます。

i. AWS マネージドキー(aws/s3) を選択した場合は、他のオプションを指定する必要はありませ
ん。

ii. AWS KMS キーから選択する場合、ドロップダウンメニューから [AWS KMS キー] を選択し
ます。または、[キーの作成] を選択します。

iii. AWS KMS キー ARN を入力する場合、テキストボックスに ARN を入力します。または、
[キーの作成] を選択します。

8. [Restore role (ロールの復元)] ペインで、この復元のために AWS Backup が引き受ける IAM ロールを
選択します。

9. [Restore backup] (バックアップの復元) を選択します。[ジョブを復元] ペインが表示されます。ページ
上部のメッセージには、復元ジョブに関する情報が表示されます。

制限事項:

AWS Backupすべての S3 バージョンのバックアップを作成しますが、いつでもバージョンスタックから
最新バージョンのみを復元します。

考慮事項:

宛先バケットでアクセス制御リスト (ACL) を有効にする必要があります。有効でない場合、ジョブは失敗
します。AWS Backupコンソールから作成された S3 バケットは、デフォルトで ACL が無効になっていま
す (Create new bucket オプションを使用して復元すると、ACL が有効化されたバケットが作成されること
に注意してください)。ACL を有効にするには、「ACL の設定」ページの指示に従ってください。

ソースバケットに同じ名前またはバージョン ID のオブジェクトがある場合、オブジェクトの復元はスキッ
プされます。

Amazon S3 リカバリポイントを復元するために、AWS Backup 
API、CLI、または SDK を使用する
StartRestoreJob を使用します。Amazon S3 復元中に、以下のメタデータを指定できます。

// Mandatory metadata:
DestinationBucketName // The destination bucket for your restore.
ItemsToRestore // A list of up to five paths of individual objects to restore. Only 
 required for object-level restore.
NewBucket // Boolean to indicate whether to create a new bucket.
Encrypted // Boolean to indicate whether to encrypt the restored data.
CreationToken // An idempotency token.
EncryptionType // The type of encryption to encrypt your restored objects. Options 
 are original (same encryption as the original object), SSE-S3, or SSE-KMS).
RestoreTime // The restore time (only valid for continuous recovery points where it is 
 required, in format 2021-11-27T03:30:27Z). 
         
// Optional metadata:
KMSKey // Specifies the SSE-KMS key to use. Only needed if encryption is SSE-KMS. 
         

復旧ポイントのステータス
回復ポイントには、その状態を示すステータスが表示されます。

PARTIAL ステータスはバックアップウィンドウを閉じる前に AWS Backup がリカバリポイントを作成で
きなかったことを示します。API を使用してバックアップ計画期間を増やすには、「」を参照してくださ
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いUpdateBackupPlan。コンソールを使用して、バックアッププランを選択、編集して、バックアッププラ
ンのウィンドウを増やすこともできます。

EXPIRED ステータスは、リカバリポイントがその保持期間を超えているが、AWS Backup は許可がない
か、削除できないことを示します。これらのリカバリポイントを手動で削除するには、開始方法のセク
ションのリソースをクリーンアップするのステップ 3: 復旧ポイントの削除を参照してください。

STOPPEDステータスは、ユーザーが何らかのアクションを実行したために継続的バックアップが無効に
なった継続的バックアップで表示されます。これは、権限の削除、バージョニングの無効化、Amazon へ
のイベント送信の停止EventBridge、EventBridgeまたはによって設定されたルールの無効化などが原因と
考えられますAWS Backup。

STOPPEDステータスを解決するには、リクエストされたすべての権限が適用され、S3 バケットでバー
ジョニングが有効になっていることを確認してください。これらの条件が満たされると、バックアップ
ルールの次のインスタンスが実行されると、新しい連続リカバリポイントが作成されます。STOPPED ス
テータスのリカバリポイントは削除する必要はありません。

仮想マシンの復元
AWS Backup コンソールを使用して仮想マシンリカバリポイント
を復元する
AWS Backup コンソールの左側のナビゲーションペインで、複数の場所から仮想マシンを復元できます。

• Hypervisor を選択して、AWS Backup に接続されているハイパーバイザーによって管理されている仮想
マシンのリカバリポイントを表示します。

• 仮想マシンを選択して、AWS Backup に接続されているすべてのハイパーバイザの仮想マシンのリカバ
リポイントを表示します。

• バックアップボールトを選択して、特定の AWS Backup に格納されているリカバリポイントを表示しま
す。

• 保護されたリソースを選択して、すべての保護された AWS Backup リソースでリカバリポイントを表示
します。

Backup ゲートウェイとの接続がなくなった仮想マシンを復元する必要がある場合は、[バックアップボー
ルト] または [保護されたリソース] の順にクリックして、復元ポイントを確認します。

仮想マシンの AWS Backup の復元は非破壊的です。つまり、AWS Backupは、復元中に既存の仮想マシン
を上書きしません。代わりに、新しい仮想マシンをデプロイして復元します。

復元された仮想マシンは、インフラストラクチャでシャットダウンモードで起動します。

仮想マシンを VMware、VMware クラウドオン、VMwareAWS クラウドオンにリストアするには
AWS Outposts:

1. [Hypervisor] ビューまたは [仮想マシン] ビューで、VM 名をクリックして、復元します。[保護された
リソース] ビューで、仮想マシンの表示、選択リソース ID をクリックして、復元します。

2. [復元ポイント ID] の横にある放射状ボタンをクリックして、復元します。
3. [復元] を選択します。
4. 復元タイプを選択します。

a. 完全リストアでは、仮想マシンのすべてのディスクがリストアされます。
b. ディスクレベルのリストアでは、ユーザーが定義した 1 つ以上のディスクを復元します。ドロッ

プダウンメニューを使用して、復元するディスクを選択します。
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5. [復元場所] を選択します。オプションは、ヴイエムウェア、ヴイエムウェアクラウドオンAWS、AWS 
Outpostsヴイエムウェアクラウドオンです。

6. 完全復元を実行する場合は、次のステップに進んでください。ディスクレベルのリストアを実行する
場合、VM ディスクの下にドロップダウンメニューが表示されます。復元するブート可能なボリュー
ムを 1 つまたは複数選択します。

7. ドロップダウンメニューから Hypervisor を選択し、復元された仮想マシンを管理する
8. 復元された仮想マシンについては、組織の仮想マシンのベストプラクティスを使用して、以下を指定

します。

a. 名前
b. パス (/datacenter/vm など)
c. コンピューティングリソース名 (VMHost やクラスタなど)

ホストがクラスタの一部である場合、そのホストにはリストアできず、特定のクラスタにのみリ
ストアできます。

d. データストア
9. ロールの復元を使用する場合、次のいずれかを選択します。デフォルトロール (推奨) またはドロップ

ダウンメニューを使用して、IAM ロールを選択する。
10. [Restore backup] (バックアップの復元) を選択します。
11. オプション: 復元ジョブのステータス Completed がいつあるかを確認します。左のナビゲーションペ

インで [ジョブ] をクリックします。

Amazon EBS に仮想マシンを復元するには

1. [Hypervisor] ビューまたは [仮想マシン] ビューで、VM 名をクリックして、復元します。[保護された
リソース] ビューで、仮想マシンの表示、選択リソース ID をクリックして、復元します。

2. [復元ポイント ID] の横にある放射状ボタンをクリックして、復元します。
3. [復元] を選択します。
4. 復元タイプを選択します。

• ディスクのリストアでは、ユーザーが定義した 1 つのディスクを復元します。ドロップダウンメ
ニューを使用して、復元するディスクを選択します。

5. リストアの場所を Amazon EBS として選択します。
6. VM ディスクドロップダウンメニューで、復元する起動可能なボリュームを選択します。
7. [EBS Volume type] で、ボリュームタイプを選択します。
8. アベイラビリティーゾーンを選択します。
9. 暗号化 (オプション)。EBS ボリュームを暗号化する場合は、このボックスをチェックしてください。
10. ドロップダウンメニューから KMS キーを選択します。
11. ロールの復元を使用する場合、次のいずれかを選択します。デフォルトロール (推奨) またはドロップ

ダウンメニューを使用して、IAM ロールを選択する。
12. [Restore backup] (バックアップの復元) を選択します。
13. オプション:復元ジョブのステータスがいつあるかを確認しますCompleted。左のナビゲーションペ

インで [ジョブ] をクリックします。
14. オプション:Amazon EBS ボリューム全体で LVM 論理ボリュームを作成する方法を教えてくださいの

ページをご覧ください。 マネージドボリュームをマウントする方法と、復元された Amazon EBS ボ
リューム上のデータにアクセスする方法の詳細をご覧ください。
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Amazon EC2 インスタンスに仮想マシンを復元するには

仮想マシンを EC2 に復元 (または移行) するには、ライセンスが必要です。デフォルトでは、AWSにはラ
イセンスが含まれます (有料)。詳細については、Amazon EC2 VM Import ユーザーガイドの「ライセンス
オプション」を参照してください。

1. [Hypervisor] ビューまたは [仮想マシン] ビューで、VM 名をクリックして、復元します。[保護された
リソース] ビューで、仮想マシンの表示、選択リソース ID をクリックして、復元します。

2. [復元ポイント ID] の横にある放射状ボタンをクリックして、復元します。
3. [復元] を選択します。
4. 復元タイプを選択します。

• 完全復元では、ルートレベルのフォルダとファイルを含むファイルシステムが完全に復元されま
す。

5. リストアの場所を Amazon EC2 として選択します。
6. ドロップダウンメニューの [インスタンスタイプ] で、新しいインスタンスに必要なコンピューティン

グとメモリの組み合わせを選択します。
Note

元のマシンと同等かそれ以上のコンピューティングとメモリを備えたインスタンスを選択し
てください。そうしないと、パフォーマンスに影響します。

7. 仮想ネットワーク環境を定義するVirtual Private Cloud (VPC) を選択します。
8. サブネットグループを選択します。これは、個別の Amazon EC2 インスタンスを互いに分離するため

に使用できる仮想プライベートクラウド内の IP アドレスの範囲です。
9. インスタンストラフィックのファイアウォールルールを決定するために使用するセキュリティグルー

プを指定します。
10. ロールの復元を使用する場合、次のいずれかを選択します。デフォルトロール (推奨) またはドロップ

ダウンメニューを使用して、IAM ロールを選択する。
11. [Restore backup] (バックアップの復元) を選択します。

復元ジョブのステータスがいつあるかを確認しますCompleted。左のナビゲーションペインで [ジョブ] を
クリックします。

仮想マシンリカバリポイントを復元するために、AWS Backup 
API、CLI、または SDK を使用する
StartRestoreJob を使用します。

仮想マシン復元中に、以下のメタデータを指定できます。

次の例は、VMware へのフル・リストアを実行する方法を示しています。

'{"RestoreTo":"VMware","HypervisorArn":"arn:aws:backup-gateway:us-
east-1:209870788375:hypervisor/hype-9B1AB1F1","VMName":"name","VMPath":"/Labster/
vm","ComputeResourceName":"Cluster","VMDatastore":"vsanDatastore","DisksToRestore":"[{\"DiskId
\":\"2000\",\"Label\":\"Hard disk 1\"}]","vmId":"vm-101"}'

Amazon EC2 インスタンスに復元するには、"RestoreTo":"EC2Instance"指定する必要があるだけで
す。その他の属性はすべてデフォルトになります。

Note

仮想マシンを EC2 に復元 (または移行) するには、ライセンスが必要です。デフォルトでは
AWS、ライセンスが含まれます (有料)。詳細については、Amazon EC2 VM Import ユーザーガイ
ドの「ライセンスオプション」を参照してください。
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FSx ファイルシステムの復元
AWS Backup の使用時に使用できる復元オプションで Amazon FSx ファイルシステムを復元する方法は、
ネイティブの Amazon FSx バックアップを使用する場合と同じです。バックアップのリカバリポイントを
使用して、新しいファイルシステムを作成し、point-in-time別のファイルシステムのスナップショットを復
元できます。

Amazon FSx ファイルシステムを復元するときは、AWS Backupは新しいファイルシステムを作成し、そ
のファイルシステムにデータを移入します (Amazon FSx forNetApp ONTAP では、既存のファイルシステ
ムにボリュームを復元できます)。これは、ネイティブの Amazon FSx がファイルシステムをバックアップ
および復元する方法に似ています。新しいファイルシステムへのバックアップの復元には、新しいファイ
ルシステムの作成と同じ時間がかかります。バックアップから復元されたデータは、ファイルシステムに
遅延ロードされます。したがって、プロセス中にレイテンシーがわずかに長くなる可能性があります。

Note

既存の Amazon FSx ファイルシステムに復元することはできません。また、個々のファイルや
フォルダを復元することはできません。
FSx for ONTAP は、DP (データ保護) ボリューム、LS (ロードシェアリング) ボリュー
ム、FlexGroupファイルシステム上のフルボリューム、ファイルシステム上のボリュームなど、
特定のボリュームタイプのバックアップをサポートしていません。詳細については、「FSx for 
ONTAP バックアップの処理」 を参照してください。
Amazon FSx ファイルシステムのリカバリポイントを含む AWS Backup ボールトは、AWS 
Backup の他にあります。Amazon FSx を使用してリカバリポイントを復元することはできます
が、削除することはできません。

AWS Backup コンソールから組み込みの Amazon FSx 自動バックアップ機能で作成されたバックアップ
を表示できます。これらのバックアップは、AWS Backup を使用してリカバリすることもできます。ただ
し、AWS Backup を使用してこれらのバックアップを削除したり、Amazon FSx ファイルシステムの自動
バックアップスケジュールを変更したりすることはできません。

AWS Backup によって作成されたバックアップは、AWS Backup コンソール、API、または AWS CLI を使
用して復元できます。このセクションでは、Amazon FSx ファイルシステムを復元する AWS Backup コン
ソールの使い方を示します。

AWS Backup コンソールを使用して Amazon FSx リカバリポイ
ントを復元する
FSx for ONTAP は、米国西部 (カリフォルニア北部) リージョン、中国 (寧夏) リージョン、アジアパシ
フィック (大阪) リージョンではご利用いただけません。

FSx for OpenZFS は、アジアパシフィック (シドニー) リージョン、欧州 (アイルランド) リージョン、欧州 
(ロンドン)、米国東部 (オハイオ) リージョン、米国西部 (オレゴン) リージョン、アジアパシフィック (シ
ンガポール) リージョン、カナダ (中部) リージョン、米国東部 (バージニア北部) リージョン、欧州 (フラ
ンクフルト) です。

FSx for Windows File Server ファイルシステムの削除

FSx for Windows File Server ファイルシステムを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Protected resources (保護されたリソース)] を選択し、復元する Amazon 

FSx リソース ID を選択します。
3. [Resource details (リソースの詳細)] ページには、選択したリソース ID の回復ポイントのリストが表

示されます。リソースのリカバリポイント ID を選択します。
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4. ペインの右上隅にある [復元] をクリックして、バックアップの復元ページを開きます。
5. [ファイルシステムの詳細] セクションで、バックアップの ID は [Backup ID] で示し、ファイルシステ

ムの種類を [ファイルシステムのタイプ] で示します。FSx for Windows File Server と FSx for Lustre 
ファイルシステムの両方を復元できます。

6. (オプション) [Name (名前)] にファイルシステムの名前を入力します。
7. [デプロイタイプ] にデフォルトを入力します。復元中にファイルシステムのデプロイメントタイプを

変更することはできません。
8. [ストレージタイプ] を選択して使用します。ファイルシステムのストレージ容量が 2,000 GiB 未満の

場合は、HDDストレージタイプを使用できません。
9. [スループット容量] で、[推奨スループット容量] を選択して推奨される 16 MB /秒 (MBps) レートを使

用するか、スループット容量の指定を選択して新しいレートを入力します。
10. [Network and Security] セクションで、必要な情報を入力します。
11. FSx for Windows File Server システムを復元する場合は、Windows 認証ファイルシステムへのアクセ

スに使用される情報。新しいファイルを作成することもできます。

Note

バックアップを復元するときに、ファイルシステム上の Active Directory のタイプを変更する
ことはできません。

Microsoft Active Directory の詳細については、Amazon FSx for Windows File Server ユーザーガイド
の「Amazon FSx for Windows File Server でアクティブディレクトリを操作する」を参照してくださ
い。

12. (オプション) [バックアップとメンテナンス] セクションで、バックアップ設定を設定する情報を入力
します。

13. [復元ロール] セクションで IAM ロールを選択し、AWS Backup を使用して、お客様に代わってバッ
クアップを作成および管理します。このデフォルトロールを選択することが推奨されます。デフォル
トロールがアカウントに存在しない場合は、適切なアクセス許可を備えたものが自動的に作成されま
す。独自の IAM ロールを指定することもできます。

14. すべてのエントリを確認し、[バックアップの復元] を選択します。

Amazon FSx for Lustre ファイルシステムの作成

AWS Backup は、永続ストレージデプロイメントタイプを持ち、Amazon S3 などのデータリポジトリにリ
ンクされていない Amazon FSx for Lustre ファイルシステムをサポートしています。

Amazon FSx for Lustre ファイルシステムを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Protected resources (保護されたリソース)] を選択し、復元する Amazon 

FSx リソース ID を選択します。
3. [Resource details (リソースの詳細)] ページには、選択したリソース ID の回復ポイントのリストが表

示されます。リソースのリカバリポイント ID を選択します。
4. ペインの右上隅にある [復元] をクリックして、[Restore backup to new file system] ページを開きま

す。
5. [設定] セクションで、バックアップの ID は [Backup ID] で示し、ファイルシステムの種類を [ファイ

ルシステムのタイプ] で示します。ファイルシステムのタイプは [Lustre] になっている必要がありま
す。

6. (オプション) [Name (名前)] にファイルシステムの名前を入力します。
7. デプロイタイプを選択します。AWS Backup は、永続的なデプロイメントタイプのみをサポートしま

す。復元中にファイルシステムのデプロイメントタイプを変更することはできません。
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永続的なデプロイタイプは、長期保存用です。FSx for Lustre デプロイオプションの詳細について
は、Amazon FSx for Lustre ユーザーガイドの「Amazon FSx for Lustre ファイルシステムで使用可能
なデプロイオプションを使用する」を参照してください。

8. 使用する [ユニットストレージあたりのスループット] を選択します。
9. [ストレージキャパシティ] を指定します。32 GiB から 64,436 GiB の間の容量を入力します。
10. [Network and Security] セクションで、必要な情報を入力します。
11. (オプション) [バックアップとメンテナンス] セクションで、バックアップ設定を設定する情報を入力

します。
12. [復元ロール] セクションで IAM ロールを選択し、AWS Backup を使用して、お客様に代わってバッ

クアップを作成および管理します。このデフォルトロールを選択することが推奨されます。デフォル
トロールがアカウントに存在しない場合は、適切なアクセス許可を備えたものが自動的に作成されま
す。IAM ロールを指定することもできます。

13. すべてのエントリを確認し、[バックアップの復元] を選択します。

Amazon FSx forNetApp ONTAP ボリュームのリストア

Amazon FSx forNetApp ONTAP ボリュームを復元するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Protected resources (保護されたリソース)] を選択し、復元する Amazon 

FSx リソース ID を選択します。
3. [Resource details (リソースの詳細)] ページには、選択したリソース ID の回復ポイントのリストが表

示されます。リソースのリカバリポイント ID を選択します。
4. ペインの右上隅にある [Restore] (復元) をクリックして、[Restore] (復元) ページを開きます。

最初のセクションである [File system details] (ファイルシステムの詳細) には、リカバリポイント ID、
ファイルシステム ID、ファイルシステムタイプが表示されます。

5. [Restore options] (復元オプション) には、複数の選択肢があります。まず、ドロップダウンメニュー
から [File system] (ファイルシステム) を選択します。

6. 次に、ドロップダウンメニューから優先する [Storage virtual machine] (ストレージ仮想マシン) を選択
します。

7. ボリューム名を入力します。
8. ボリュームがマウントされるファイルシステム内の場所である [Junction Path] (ジャンクションパス) 

を指定します。
9. 作成する [Volume size] (ボリュームサイズ) をメガバイト (MB) 単位で指定します。
10. (オプション) チェックボックスをオンにすると、[Enable storage efficiency] (ストレージ効率を有効に

する) を選択できます。これにより、重複排除と圧縮が可能になります。
11. [Capacity pool tiering policy] (容量プールの階層化ポリシー) ドロップダウンメニューで、階層設定を

選択します。
12. [Restore permissions] (復元の許可) で、AWS Backup がバックアップの復元に使用する IAM ロールを

選択します。
13. すべてのエントリを確認し、[バックアップの復元] を選択します。

Amazon FSx for OpenZFS ファイルシステムの作成

FSx for OpenZFS ファイルシステムを復元するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Protected resources (保護されたリソース)] を選択し、復元する Amazon 

FSx リソース ID を選択します。
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3. [Resource details (リソースの詳細)] ページには、選択したリソース ID の回復ポイントのリストが表
示されます。リソースのリカバリポイント ID を選択します。

4. ペインの右上隅にある [復元] をクリックして、バックアップの復元ページを開きます。

[ファイルシステムの詳細] セクションで、バックアップの ID は [Backup ID] で示し、ファイルシステ
ムの種類を [ファイルシステムのタイプ] で示します。OpenZFS のファイルシステムタイプは FSx で
なければなりません。

5. [復元オプション] で、[クイック復元] または [標準復元] を選択できます。クイックリストアは、ソー
スファイルシステムのデフォルト設定を使用します。クイックリストアを実行している場合は、手順 
7 に進んでください。

標準復元を選択した場合は、次の追加構成を指定します。

a. プロビジョンド SSD IOPS: [自動] ラジオボタンを選択するか、可能な場合は [ユーザープロビ
ジョニング] オプションを選択できます。

b. スループット容量:64 MB/秒の推奨スループット容量を選択するか、スループット容量を指定する
かを選択できます。

c. (オプション) VPC セキュリティグループ:ファイルシステムのネットワークインターフェイスに関
連付ける VPC セキュリティグループを指定できます。

d. 暗号化キー:AWS Key Management Service復元された保存中のファイルシステムデータを保護す
るキーを指定します。

e. (オプション) ルートボリューム構成:この構成はデフォルトで折りたたまれています。下向きの
カラット (矢印) をクリックすると拡大できます。バックアップからファイルシステムを作成する
と、新しいファイルシステムが別個のファイルシステムを作成します。

f. (オプション) Backup とメンテナンス:スケジュールされたバックアップを設定するには、下向き
のカラット (矢印) をクリックしてセクションを展開します。バックアップウィンドウ、時間と
分、保存期間、および毎週のメンテナンスウィンドウを選択できます。

6. (オプション) ボリューム名を入力できます。
7. SSD ストレージ容量には、ファイルシステムのストレージ容量が表示されます。
8. ファイルシステムにアクセスできる仮想プライベートクラウド (VPC) を選択します。
9. 「サブネット」ドロップダウンメニューで、ファイルシステムのネットワークインターフェースが存

在するサブネットを選択します。
10. [復元ロール] セクションで IAM ロールを選択し、AWS Backup を使用して、お客様に代わってバッ

クアップを作成および管理します。このデフォルトロールを選択することが推奨されます。デフォル
トロールがアカウントに存在しない場合は、適切なアクセス許可を備えたものが自動的に作成されま
す。IAM ロールを選択することもできます。

11. すべてのエントリを確認し、[バックアップの復元] を選択します。

Amazon FSx リカバリポイントを復元するために、AWS Backup 
API、CLI、または SDK を使用する
API または CLI を使用して Amazon FSx を復元するには、StartRestoreJob を使用します。Amazon 
FSx の復元中に、次のメタデータを指定できます。

FileSystemId
FileSystemType
StorageCapacity
StorageType
VpcId
KmsKeyId
SecurityGroupIds
SubnetIds
DeploymentType
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WeeklyMaintenanceStartTime
DailyAutomaticBackupStartTime
AutomaticBackupRetentionDays
CopyTagsToBackups
WindowsConfiguration
LustreConfiguration
OntapConfiguration
OpenZFSConfiguration

FSx for Windows File Server メタデータの復元

FSx for Windows File Server のリストア中に、次のメタデータを指定できます。

• ThroughputCapacity
• PreferredSubnetId
• ActiveDirectoryId

FSx for Lustre メタデータの復元

PerUnitStorageThroughput以下を指定でき、LustreDriveCacheType のリストア中に FSx を実行中
に指定できます。

FSx for ONTAP メタデータの復元

FSx for ONTAP のリストア中に、次のメタデータを指定できます。

• 作成するボリュームの #name の名前
• OntapConfiguration: # オンタップ設定
• junctionPath
• sizeInMegabytes
• storageEfficiencyEnabled
• storageVirtualMachineId
• tieringPolicy

FSx for OpenZFS メタデータの復元

FSx for OpenZFS のリストア中に、次のメタデータを指定できます。

• ThroughputCapacity
• DesklopsConfiguration
• IOPS を指定する場合は、0 から 160,000 までの値を含める必要がありますが、Mode は含めないでくだ

さい。

CLI 復元コマンドの例

aws backup start-restore-job --recovery-point-arn "arn:aws:fsx:us-west-2:1234:backup/
backup-1234" --iam-role-arn "arn:aws:iam::1234:role/Role" --resource-
type "FSx" --region us-west-2 --metadata 'SubnetIds="[\"subnet-1234\",
\"subnet-5678\"]",StorageType=HDD,SecurityGroupIds="[\"sg-bb5efdc4\",
\"sg-0faa52\"]",WindowsConfiguration="{\"DeploymentType\": \"MULTI_AZ_1\",
\"PreferredSubnetId\": \"subnet-1234\",\"ThroughputCapacity\": \"32\"}"'

メタデータの復元例:
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"restoreMetadata":  "{\"StorageType\":\"SSD\",\"KmsKeyId\":\"arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/123456a-123b-123c-defg-1h2i2345678\",\"StorageCapacity\":\"1200\",
\"VpcId\":\"vpc-0ab0979fa431ad326\",\"FileSystemType\":\"LUSTRE\",\"LustreConfiguration
\":\"{\\\"WeeklyMaintenanceStartTime\\\":\\\"4:10:30\\\",\\\"DeploymentType\\\":\\
\"PERSISTENT_1\\\",\\\"PerUnitStorageThroughput\\\":50,\\\"CopyTagsToBackups\\\":true}\",
\"FileSystemId\":\"fs-0ca11fb3d218a35c2\",\"SubnetIds\":\"[\\\"subnet-0e66e94eb43235351\\
\"]\"}"

Amazon EBS ボリュームの復元
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) のスナップショットを復元すると、AWS Backup は、Amazon 
EC2 インスタンスにアタッチできる新しい Amazon EBS ボリュームを作成します。

スナップショットを EBS ボリュームとして復元するか、AWS Storage Gateway ボリュームとして復元す
るかを選択できます。

AWS Backupコンソールを使用して、Amazon EBS リカバリポイ
ントを復元する
Amazon EBS ボリュームを復元するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Protected resources (保護されたリソース)] を選択し、復元する EBS リ

ソース ID を選択します。
3. [Resource details (リソースの詳細)] ページには、選択したリソース ID の回復ポイントのリストが表

示されます。リソースを復元するには、[バックアップ] ペインで、リソースの復旧ポイント ID の横に
あるラジオボタンをクリックします。ペインの右上隅にある [復元] を選択します。

4. リソースの復元パラメータを指定します。入力する復元パラメータは、選択したリソースタイプに固
有です。

[リソースタイプ] で、このバックアップを復元するときに作成する AWS リソースを選択します。
5. [EBS ボリューム] を選択した場合は、[ボリューム種別]、[サイズ (GiB)] の値を指定し、[アベイラビリ

ティーゾーン] を選択します。

• スループットの後に、オプションで「このボリュームを暗号化する」チェックボックスが表示さ
れます。EBS リカバリポイントが暗号化されている場合、このオプションはアクティブのままで
す。

KMS キーを指定することも、AWS KMSキーを作成することもできます。

Storage Gateway ボリュームを選択すると、到達可能な状態のゲートウェイが選択されます。ま
た、iSCSI ターゲット名も選択してください。

• 保管型ボリュームゲートウェイを使用する場合、ディスク ID を選択してください。
• キャッシュボリュームゲートウェイを使用する場合、少なくとも保護されたリソースと同じ大きさ

の容量を選択します。
6. [Restore role (ロールの復元)] で、この復元のために AWS Backup が引き受ける IAM ロールを選択し

ます。
Note

AWS Backup のデフォルトロールがアカウントに存在しない場合は、適切なアクセス権限を
持つデフォルトロールが作成されます。このデフォルトロールを削除するか、使用不能にす
ることができます。

7. [Restore backup] (バックアップの復元) を選択します。
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[ジョブを復元] ペインが表示されます。ページ上部のメッセージには、復元ジョブに関する情報が表
示されます。

AWS Backup API、CLI、または SDKを使用して、Amazon EBS 
リカバリポイントを復元する
API または CLI を使用して Amazon EBS を復元するには、StartRestoreJob を使用します。Amazon 
EBS の復元中に、次のメタデータを指定できます。

availabilityZone
volumeType
volumeSize
iops
throughput

encrypted // if set to true, encryption will be enabled as volume is restored
kmsKeyId // if included, this key will be used to encrypt the restored volume instead of 
 default KMS Key Id

例:

"restoreMetadata": "{\"encrypted\":\"false\",\"volumeId\":\"vol-04cc95f3490b5ceea\",
\"availabilityZone\":null}"

Amazon EFS ファイルシステムの復元
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) インスタンスを復元する場合、完全な復元または項目レベルの
復元を実行できます。

完全な復元

完全な復元を実行すると、ファイルシステム全体が復元されます。

AWS Backup は Amazon EFS による破壊的な復元をサポートしていません。破壊リストアとは、リストア
されたファイルシステムが、ソースまたは既存のファイルシステムを削除または上書きするときです。代
わりに、AWS Backup ファイルシステムをルートディレクトリの別のリカバリディレクトリにリストアし
ます。

項目レベルの復元

項目レベルの復元を実行すると、AWS Backup は特定のファイルまたはディレクトリを復元します。マ
ウントポイントに関連する相対パスを指定する必要があります。たとえば、ファイルシステムが /user/
home/myname/efs にマウントされていて、ファイルパスが user/home/myname/efs/file1 である場
合は、「/file1」と入力します。パスでは、大文字と小文字が区別されます。ワイルドカード文字はサ
ポートされていません。

コンソールを使用して EFS のリストアを実行するときは、最大 10 個の項目を選択できます。CLIを使用
してリストアする場合、項目の制限はありませんが、渡すことができるリストア・メタデータの長さには
200 KBの制限があります。

これらの項目は、新しいファイルシステムまたは既存のファイルシステムに復元できます。どちらにせ
よ、AWS Backup は、項目を含むルートディレクトリの外に新しい Amazon EFS ディレクトリ (aws-
backup-restore_datetime) を作成します。復元ディレクトリには、指定した項目の完全な階層構
造が保持されます。たとえば、ディレクトリ A にサブディレクトリとして B、C、D が含まれている場
合、AWS Backup は A、B、C、D の階層構造を保持して復元します。Amazon EFS の項目レベルの復元
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を既存のファイルシステムに、または新しいファイルシステムに対して実行するかに関係なく、復元の
試行ごとにルートディレクトリから復元されたファイルが含まれる新しい復旧ディレクトリが作成されま
す。同じパスで複数の復元を試みると、復元先のディレクトリが複数になる場合があります。

Note

毎週バックアップを 1 つだけ保持している場合、復元できるのは、そのバックアップを実行した
時点のファイルシステムの状態に限られます。以前の増分バックアップに復元することはできま
せん。

AWS Backup コンソールを使用して、Amazon EFS リカバリポ
イントを復元する
Amazon EFS ファイルシステムを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. 作成時に、EFS バックアップボールトがアクセスポリシー Deny backup:StartRestoreJob を受

け取ります。バックアップボールトを初めて復元する場合は、次のようにアクセスポリシーを変更す
る必要があります。

a. [バックアップボールト] を選択します。
b. 復元するリカバリポイントを含むバックアップボルトを選択します。
c. アクセスポリシーボールトまで下にスクロールします。
d. 存在する場合は、Statement から backup:StartRestoreJob を削除します。これを実行す

るには [編集] を選択し、backup:StartRestoreJob を削除して、[ポリシーを保存] を選択しま
す。

3. ナビゲーションペインで、[Protected resources (保護されたリソース)] を選択し、復元する EFS ファ
イルシステム ID を選択します。

4. [Resource details (リソースの詳細)] ページには、選択したファイルシステム ID の回復ポイントのリ
ストが表示されます。ファイルシステムを復元するには、[バックアップ] ペインで、ファイルシステ
ムの復旧ポイント ID の横にあるラジオボタンをクリックします。ペインの右上隅にある [復元] を選
択します。

5. ファイルシステムの復元パラメータを指定します。入力する復元パラメータは、選択したリソースタ
イプに固有です。

[Full restore (完全復元)] を実行すると、ファイルシステム全体を復元できます。または、[項目レベル
の復元] を実行して、特定のファイルやディレクトリを復元することもできます。

• [完全な復元] オプションを選択すると、すべてのルートレベルのフォルダとファイルを含むファイ
ルシステム全体が復元されます。

• 特定のファイルまたはディレクトリを復元するには、[項目レベルの復元] オプションを選択しま
す。Amazon EFS 内で最大 5 つの項目を選択して復元できます。

特定のファイルやディレクトリを復元するには、マウントポイントからの相対パスを指定する必要
があります。たとえば、ファイルシステムが /user/home/myname/efs にマウントされていて、
ファイルパスが user/home/myname/efs/file1 である場合は、「/file1」と入力します。パ
スの大文字と小文字は区別されますが、特殊文字、ワイルドカードの文字、正規表現文字列を含め
ることはできません。
1. [項目パス] テキストボックスに、ファイルまたはフォルダのパスを入力します。
2. 追加のファイルまたはディレクトリを追加するには、[項目を追加] を選択します。EFS ファイル

システム内で最大 5 つの項目を選択して復元できます。
6. [復元の場所] の場合

• ソースファイルシステムに復元する場合、[ソースファイルシステムのディレクトリに復元する] を
選択します。
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• 別のファイルシステムに復元する場合、[新しいファイルシステムに復元する] を選択します。
7. ファイルシステムのタイプ

• (推奨) 複数の AWS アベイラビリティーゾーンでファイルシステムを復元する場合、リージョンを
選択します。

• ファイルシステムを単一のアベイラビリティーゾーンに復元する場合、1 ゾーンを選択します。次
に、アベイラビリティーゾーンドロップダウンで、復元先を選択します。

詳細については、Amazon EFS ユーザーガイドの「Amazon EFS ストレージクラスの管理」を参照し
てください。

8. パフォーマンス

• リージョン別復元を実行することを選択した場合、[(推奨) 汎用] または [最大I/O] のいずれかを選択
します。

• 1 ゾーンの復元を実行することを選択した場合、[(推奨) 汎用] を選択する必要があります。1 ゾーン
の復元では最大I/Oはサポートされません。

9. [暗号化の有効化]

• ファイルシステムを暗号化する場合、[暗号化を有効にする] を選択します。KMS キー ID とエイリ
アスは、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソールを使用して作成された後にリスト
に表示されます。

• [KMS キー] テキストボックスで、使用するキーをリストから選択します。
10. [Restore role (ロールの復元)] で、この復元のために AWS Backup が引き受ける IAM ロールを選択し

ます。
Note

AWS Backup のデフォルトロールがアカウントに存在しない場合は、適切なアクセス権限を
持つデフォルトロールが作成されます。このデフォルトロールを削除するか、使用不能にす
ることができます。

11. [Restore backup] (バックアップの復元) を選択します。

[ジョブを復元] ペインが表示されます。ページ上部のメッセージには、復元ジョブに関する情報が表
示されます。

Note

毎週バックアップを 1 つだけ保持している場合、復元できるのは、そのバックアップを実行
した時点のファイルシステムの状態に限られます。以前の増分バックアップに復元すること
はできません。

Amazon EFS リカバリポイントを復元するために、AWS Backup 
API、CLI、または SDK を使用する
StartRestoreJob を使用します。Amazon EFS インスタンスを復元する場合、ファイルシステム全体、
または特定のファイルやディレクトリを復元できます。Amazon EFS リソースを復元するには、次の情報
が必要です。

• file-system-id - AWS Backup によってバックアップされた Amazon EFS ファイルシステムの 
ID。GetRecoveryPointRestoreMetadata で返されます。

• Encrypted - true の場合はファイルシステムの暗号化を指定するブール値。KmsKeyId が指定される場
合、Encrypted は true である必要があります。

• KmsKeyId - 復元されるファイルシステムを暗号化するために使用する AWS KMS キーを指定します。
• PerformanceMode - ファイルシステムのスループットモードを指定します。
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• CreationToken - リクエストの一意性 (べき等性) を確認するユーザー指定の値。
• newFileSystem - true の場合は復旧ポイントが新しい Amazon EFS ファイルシステムに復元されるこ

とを指定するブール値。
• ItemsToRestore  - 最大 5 つの文字列からなる配列。各文字列はファイルパスです。ファイルシステ

ム全体ではなく、特定のファイルまたはディレクトリを復元するために ItemsToRestore を使用しま
す。このパラメータはオプションです。

Amazon EFS 設定値の詳細については、「」を参照してくださいcreate-file-system。

Amazon EFS での自動バックアップの無効化
デフォルトでは、Amazon EFS はデータのバックアップを自動的に作成します。これらのバックアップ
は、ではリカバリポイントとして表示されますAWS Backup。リカバリポイントを削除しようとすると、
アクションを実行するための権限が不十分であることを示すエラーメッセージが表示されます。

この自動バックアップをアクティブにしておくことがベストプラクティスです。特に、誤ってデータを削
除した場合に、このバックアップにより、ファイルシステムの内容を最後に作成されたリカバリポイント
の日付に復元できます。

万が一、これらをオフにしたい場合は、"Effect": "Deny"アクセスポリシーをからに変更する必
要があります"Effect": "Allow"。自動バックアップを有効または無効にする方法の詳細について
は、Amazon EFS ユーザーガイドを参照してください。

Amazon DynamoDB テーブルの復元
AWS Backup コンソールを使用して DynamoDB リカバリポイン
トを復元する
DynamoDB テーブルを復元するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[保護されたリソース] を選択し、復元する DynamoDB リソース ID を選択

します。
3. [Resource details (リソースの詳細)] ページには、選択したリソース ID の回復ポイントのリストが表

示されます。リソースを復元するには、[バックアップ] ペインで、リソースの復旧ポイント ID の横に
あるラジオボタンをクリックします。ペインの右上隅にある [復元] を選択します。

4. [設定] の [New table name (新しいテーブル名)] テキストフィールドに、新しいテーブル名を入力しま
す。

5. [Restore role (ロールの復元)] で、この復元のために AWS Backup が引き受ける IAM ロールを選択し
ます。

6. 暗号化設定の場合:

a. バックアップが DynamoDB (その ARN がで始まるarn:aws:dyanmodb) によって管理されてい
る場合、復元されたテーブルをAWS-ownAWS Backup キーを使用して暗号化します。

復元したテーブルを暗号化するために別のキーを選択するには、AWS BackupStartRestoreJobオ
ペレーションを使用するか、DynamoDB コンソールから復元を実行します。

b. AWS Backupバックアップが完全管理 (ARN がで始まるarn:aws:backup) をサポートしている
場合、復元したテーブルを保護するために次の暗号化オプションのいずれかを選択できます。

• (デフォルト) DynamoDB が所有する KMS キー (暗号化に追加料金はかかりません)
• DynamoDB が管理する KMS キー (KMS 料金が適用されます)
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• 顧客管理の KMS キー (KMS 料金が適用されます)

「DynamoDB が所有する」キーと「DynamoDB が管理する」キーは、それぞれ「AWS所有して
いる」キーと「AWS管理されている」キーと同じです。詳細については、Amazon DynamoDB 開
発者ガイドの「保管時の暗号化:仕組み」を参照してください。

AWS Backup完全管理の詳細については、を参照してくださいアドバンスト DynamoDB バック
アップ (p. 102)。

Note

以下のガイダンスは、コピーしたバックアップを復元し、復元されたテーブルを元のテーブ
ルの暗号化に使用したのと同じキーで暗号化する場合にのみ適用されます。
クロスリージョンバックアップを復元するときに、元のテーブルの暗号化に使用したのと同
じキーを使用して復元したテーブルを暗号化するには、キーがマルチリージョンキーである
必要があります。 AWSAWS-所有キーと管理キーはマルチリージョンキーではありません。
詳細については、AWS Key Management Service開発者ガイドの「マルチリージョンキー」
を参照してください。
クロスアカウントバックアップを復元するときに、元のテーブルの暗号化に使用したのと同
じキーを使用して復元したテーブルを暗号化するには、ソースアカウントのキーを宛先アカ
ウントと共有する必要があります。 AWSAWS-所有鍵と管理鍵をアカウント間で共有するこ
とはできません。詳細については、『AWS Key Management Service開発者ガイド』の「他
のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可する」を参照してください。

7. [Restore backup] (バックアップの復元) を選択します。

[ジョブを復元] ペインが表示されます。ページ上部のメッセージには、復元ジョブに関する情報が表
示されます。

DynamoDB リカバリポイントを復元するために、AWS Backup 
API、CLI、または SDK を使用する
StartRestoreJob を使用します。DynamoDB 復元中に、次のメタデータを指定できます。

originalTableName
backupName
backupArn
primaryPartitionKey
sortKey
encryptionType
kmsMasterKeyArn
autoScaling
stream
secondaryIndicies
indexName
indexType
projectedAttributes
targetTableName

CLIrestoreMetadataStartRestoreJob での操作の引数の例を次に示します。

"restoreMetadata": "{\"autoScaling\":\"Disabled\",\"encryptionType\":\"Default\",
\"kmsMasterKeyArn\":\"Not Applicable\",\"secondaryIndices\":\"[]\",\"backupArn\":
\"arn:aws:dynamodb:us-east-1:234567890123:table/simcher-loadtest-ScenariosTable-
C4B1NQ3B92DU/backup/01616319501023-bc657c53\",\"sortKey\":\"-\",\"stream\":\"Disabled
\",\"targetTableName\":null,\"originalTableName\":\"simcher-loadtest-ScenariosTable-
C4B1NQ3B92DU\",\"backupName\":\"simcher-loadtest-ScenariosTable-C4B1NQ3B92DU-
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AwsBackup-2021-03-21T09.15.00Z-D2A6E00C-F3F8-AD99-A47D-8AA26EA38F01\",\"primaryPartitionKey
\":\"testId\"}"

前述の例では、復元されたテーブルをAWS-own キーを使用して暗号化します。復元メタデータのう
ち、AWS-ownedキーを使用した暗号化を指定する部分は次のとおりです\"encryptionType\":
\"Default\","kmsMasterKeyArn\":\"Not Applicable\"。

AWS-managed キーを使用して復元したテーブルを暗号化するには、次の復元メタデータを指定しま
す"encryptionType\":\"KMS\",\"keyArn\":\"Not Applicable\"。

顧客管理キーを使用して復元したテーブルを暗号化するには、次の復元メタデータを
指定します"encryptionType\":\"KMS\",\"keyArn\":\"arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab\"。

RDS データベースの復元
Amazon RDS データベースを復元するには、複数の復元オプションを指定する必要があります。これらの
オプションの詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「Amazon RDS DB インスタンスのバック
アップと復元」を参照してください。

AWS Backup コンソールを使用して Amazon RDS リカバリポイ
ントを復元する
1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[保護されたリソース] を選択し、復元する Amazon RDS リソース ID を選

択します。
3. [Resource details (リソースの詳細)] ページには、選択したリソース ID の回復ポイントのリストが表

示されます。リソースを復元するには、[バックアップ] ペインで、リソースの復旧ポイント ID の横に
あるラジオボタンをクリックします。ペインの右上隅にある [復元] を選択します。

4. [Instance specifications (インスタンスの仕様)] ペインで、デフォルトを受け入れるか、[DB engine 
(DB エンジン)]、[License Model (ライセンスモデル)]、[DB instance class (DB インスタンスクラ
ス)]、[Multi AZ (マルチ AZ)]、および [Storage type (ストレージ種別)] 設定のオプションを指定しま
す。たとえば、スタンバイデータベースインスタンスを使用する場合は、マルチ AZ を指定します。

5. [設定] ペインで、が現在のリージョンで所有しているすべての DBAWS アカウント インスタンスとク
ラスターにおいて一意の名前を指定します。DB インスタンス識別子は大文字と小文字の区別があり
ませんが、すべて小文字で保存されます (例: 「mydbinstance」)。これは必須のフィールドです。

6. [Network & Security (ネットワークとセキュリティ)] ペインで、デフォルトを受け入れるか、[仮想プラ
イベートクラウド (VPN)]、[Subnet group (サブネットグループ)]、[Public Accessibility (パブリックア
クセシビリティ)] (通常は [はい])、および [Availability zone (アベイラビリティーゾーン)] 設定のオプ
ションを指定します。

7. [Database options (データベースオプション)] ペインで、デフォルトを受け入れるか、[Database 
port (データベースポート)]、[DB parameter group (DB パラメータグループ)]、[Option Group(オプ
ショングループ)]、[Copy tags to snapshots (スナップショットへのタグのコピー)]、および [IAM DB 
Authentication Enabled (IAM DB 認証の有効化)] 設定のオプションを指定します。

8. [Encryption (暗号化)] ペインで、デフォルトを受け入れるか、[Encryption (暗号化)] および [KMS key 
(KMS キー)] 設定のオプションを指定します。

9. [ログエクスポート] ペインで、AmazonCloudWatch Logs に発行するログタイプを選択します。[IAM 
role (IAM ロール)] は既にに定義されています。

10. [Maintenance (メンテナンス)] ペインで、既定値をそのまま使用するか、[Auto minor version upgrade 
(マイナーバージョンの自動アップグレード)] のオプションを指定します。

11. [Restore role (ロールの復元)] ペインで、この復元のために AWS Backup が引き受ける IAM ロールを
選択します。

12. すべての設定を指定したら、[Restore backup (バックアップを復元)] を選択します。
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[ジョブを復元] ペインが表示されます。ページ上部のメッセージには、復元ジョブに関する情報が表
示されます。

Amazon RDS リカバリポイントを復元するために、AWS 
Backup API、CLI、または SDK を使用する
StartRestoreJob を使用します。Amazon RDS 復元中に、以下のメタデータを指定できます。

String dBInstanceIdentifier;
String engine;
String licenseModel;
String dBInstanceClass;
String availabilityZone;
Boolean multiAZ;
Boolean publiclyAccessible;
String storageType;
Integer port;
Integer iops;
Boolean autoMinorVersionUpgrade;
String dBParameterGroupName;
String optionGroupName;
List<String>  vpcSecurityGroupIds;
String dBSubnetGroupName;
Boolean enableIAMDatabaseAuthentication;
Boolean deletionProtection;
String dBName;
String tdeCredentialArn;
String domain;
String domainIAMRoleName;
Boolean copyTagsToSnapshot;
List<String> enableCloudwatchLogsExports;
List<ProcessorFeature> processorFeatures;

例:

"restoreMetadata": "{\"LicenseModel\":\"postgresql-license\",\"StorageType\":
\"gp2\",\"DBInstanceClass\":\"db.t2.small\",\"Port\":\"0\",\"AvailabilityZone\":
\"us-east-1d\",\"OptionGroupName\":\"default:postgres-12\",\"ProcessorFeatures
\":\"[]\",\"AutoMinorVersionUpgrade\":\"true\",\"DBSubnetGroupName\":\"default\",
\"DeletionProtection\":\"false\",\"DBInstanceIdentifier\":\"cryo-instance-ec2-user-
tlrq1\",\"DBParameterGroupName\":\"default.postgres12\",\"VpcSecurityGroupIds\":\"[\\
\"sg-3ba6747b\\\"]\",\"EnableIAMDatabaseAuthentication\":\"false\",\"CopyTagsToSnapshot\":
\"false\",\"PubliclyAccessible\":\"false\",\"MultiAZ\":\"false\",\"Engine\":\"postgres\",
\"EnableCloudwatchLogsExports\":\"[]\"}"

Amazon Aurora クラスターの復元
AWS Backup コンソールを使用して Aurora リカバリポイントを
復元する
AWS Backup は、Aurora クラスターを復元します。クラスターに Amazon RDS インスタンスを作成した
り、アタッチしたりすることはありません。次の手順では、CLI を使用して Amazon RDS インスタンスを
作成して、復元した Aurora クラスターにアタッチします。

Aurora クラスターを復元するには、複数の復元オプションを指定する必要があります。これらのオプショ
ンについては、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Aurora DB クラスターのバックアップと復元の概要」
を参照してください。
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Amazon Aurora クラスターを復元するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Protected resources (保護されたリソース)] を選択し、復元する Aurora リ

ソース ID を選択します。
3. [Resource details (リソースの詳細)] ページには、選択したリソース ID の回復ポイントのリストが表

示されます。リソースを復元するには、[バックアップ] ペインで、リソースの復旧ポイント ID の横に
あるラジオボタンをクリックします。ペインの右上隅にある [復元] を選択します。

4. [Instance specifications (インスタンスの仕様)] ペインで、デフォルトを受け入れるか、[DB engine 
(DB エンジン)]、[DB engine version (DB エンジンのバージョン)]、[Capacity type (容量タイプ)] 設定
のオプションを指定します。

Note

[Serverless (サーバーレス)] キャパシティータイプが選択されている場合は、[Capacity 
settings (キャパシティー設定)] ペインが表示されます。[Minimum Aurora capacity unit (最小
オーロラ容量単位)] と [Maximum Aurora capacity unit (最大オーロラ容量単位)] の設定のオプ
ションを指定するか、[Additional scaling configuration (追加のスケーリング設定)] セクション
から別のオプションを選択します。

5. [設定] ペインで、AWS アカウント が現在のリージョンで所有しているすべての DB クラスターインス
タンスにおいて一意の名前を指定します。DB クラスター識別子は大文字と小文字を区別がありませ
んが、すべて小文字で保存されます (例: 「mydbclusterinstance」)。これは必須のフィールドで
す。

6. [Network & Security (ネットワークとセキュリティ)] ペインで、デフォルトを受け入れるか、[仮想プラ
イベートクラウド (VPC)]、[Subnet group (サブネットグループ)]、および [Availability zone (アベイラ
ビリティーゾーン)] 設定のオプションを指定します。

7. [Database options (データベースオプション)] ペインで、デフォルトを受け入れるか、[Database port 
(データベースポート)]、[DB cluster parameter group (DB クラスターパラメータグループ)]、および 
[IAM DB Authentication Enabled (IAM DB 認証の有効化)] 設定のオプションを指定します。

8. [Backup (バックアップ)] ペインで、デフォルトを受け入れるか、[Copy tags to snapshots (タグをス
ナップショットにコピーする)] 設定のオプションを指定します。

9. [Backtrack (バックトラック)] ペインで、既定値をそのまま使用するか、[Enable Backtrack (バックト
ラックを有効にする)] または [Disable Backtrack (バックトラックを無効にする)] 設定のオプションを
指定します。

10. [Encryption (暗号化)] ペインで、デフォルトを受け入れるか、[Enable encryption (暗号化を有効にす
る)] または [Disable encryption (暗号化を無効にする)] 設定のオプションを指定します。

11. [ログエクスポート] ペインで、AmazonCloudWatch Logs に発行するログタイプを選択します。[IAM 
role (IAM ロール)] は既にに定義されています。

12. [Restore role (ロールの復元)] ペインで、この復元のために AWS Backup が引き受ける IAM ロールを
選択します。

13. すべての設定を指定したら、[Restore backup (バックアップを復元)] を選択します。

[ジョブを復元] ペインが表示されます。ページ上部のメッセージには、復元ジョブに関する情報が表
示されます。

14. 復元が完了したら、復元した Aurora クラスターを Amazon RDS インスタンスにアタッチします。

AWS CLI の使用

• Linux、macOS、Unix の場合:

aws rds create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance \  
              --db-cluster-identifier sample-cluster --engine aurora-mysql --db-
instance-class db.r4.large

• Windows の場合:
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aws rds create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance ^  
              --db-cluster-identifier sample-cluster --engine aurora-mysql --db-
instance-class db.r4.large

Aurora リカバリポイントを復元するために、AWS Backup 
API、CLI、または SDK を使用する
StartRestoreJob を使用します。Aurora 復元中に、以下のメタデータを指定できます。

List<String> availabilityZones;
Long backtrackWindow;
Boolean copyTagsToSnapshot;
String databaseName;
String dbClusterIdentifier;
String dbClusterParameterGroupName;
String dbSubnetGroupName;
List<String> enableCloudwatchLogsExports;
Boolean enableIAMDatabaseAuthentication;
String engine;
String engineMode;
String engineVersion;
String kmsKeyId;
Integer port;
String optionGroupName;
ScalingConfiguration scalingConfiguration;
List<String> vpcSecurityGroupIds;

例:

"restoreMetadata":"{\"EngineVersion\":\"5.6.10a\",\"KmsKeyId\":\"arn:aws:kms:us-
east-1:234567890123:key/45678901-ab23-4567-8cd9-012d345e6f7\",\"EngineMode\":\"serverless
\",\"AvailabilityZones\":\"[\\\"us-east-1b\\\",\\\"us-east-1e\\\",\\\"us-east-1c
\\\"]\",\"Port\":\"3306\",\"DatabaseName\":\"\",\"DBSubnetGroupName\":\"default-
vpc-05a3b07cf6e193e1g\",\"VpcSecurityGroupIds\":\"[\\\"sg-012d52c68c6e88f00\\\"]\",
\"ScalingConfiguration\":\"{\\\"MinCapacity\\\":2,\\\"MaxCapacity\\\":64,\\\"AutoPause\\
\":true,\\\"SecondsUntilAutoPause\\\":300,\\\"TimeoutAction\\\":\\\"RollbackCapacityChange
\\\"}\",\"EnableIAMDatabaseAuthentication\":\"false\",\"DBClusterParameterGroupName
\":\"default.aurora5.6\",\"CopyTagsToSnapshot\":\"true\",\"Engine\":\"aurora\",
\"EnableCloudwatchLogsExports\":\"[]\"}"

Amazon EC2 インスタンスを復元する
コンソールを使用する場合、16 のオプションを使用して復元を実行できます。その他のパラメータを設定
する必要がある場合は、CLI または SDK を使用する必要があります。

Note

AWS BackupAmazon EC2 インスタンスの起動中に使用されるユーザーデータのバックアップと
復元は行いません。

AWS Backup コンソールを使用して Amazon EC2 リカバリポイ
ントを復元する
これが推奨されるオプションです。
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AWS Backup コンソールを使用して Amazon EC2 リソースを復元するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Protected resources (保護されたリソース)] を選択し、復元する Amazon 

EC2 リソース ID を選択します。
3. [Resource details (リソースの詳細)] ページには、選択したリソース ID の回復ポイントのリストが表

示されます。リソースを復元するには、[バックアップ] ペインで、リソースの復旧ポイント ID の横に
あるラジオボタンをクリックします。ペインの右上隅にある [復元] を選択します。

4. [ネットワーク設定] ペインで、デフォルトを受け入れるか、[インスタンスタイプ]、[Virtual Private 
Cloud (VPC)]、[サブネット]、[セキュリティグループ]、および [インスタンス IAM ロール] オプション
を指定します。

5. [復元ロール] ペインで、[デフォルトロール] または [IAM ロールを選択する] を受け入れて、AWS 
Backup がこの復元を前提とする IAM ロールを指定します。

6. [詳細設定] ペインで、デフォルトを受け入れるか、[シャットダウン動作]、[削除保護の有効化]、[配
置グループ]、[T2/T3 無制限]、[テナンシー]、および [ユーザーデータ] 設定をオプションに指定しま
す。このセクションは、シャットダウンと休止の動作、終了保護、プレイスメントグループ、テナン
シー、およびその他の詳細設定をカスタマイズするために使用します。

7. すべての設定を指定したら、[Restore backup (バックアップを復元)] を選択します。

[ジョブを復元] ペインが表示されます。ページ上部のメッセージには、復元ジョブに関する情報が表
示されます。

AWS Backup コンソールでは、カスタマイズできる次のパラメータと設定を使用して Amazon EC2 リカバ
リポイントを復元できます。

• インスタンスタイプ
• Amazon VPC
• サブネット
• セキュリティグループ
• [IAM role] (IAM ロール)
• シャットダウン動作
• 停止 - 休止動作
• 終了保護
• T2/T3 無制限
• プレイスメントグループ名
• EBS 最適化インスタンス
• テナンシー
• RAM ディスク ID
• カーネル ID
• ユーザーデータ
• 終了時に削除

これらのパラメータは、元のバックアップと一致するように事前に入力されています。インスタンスを復
元する前に変更することができます。AWS Backup は、無効な値、または無効な復旧につながる可能性の
ある値を持つパラメータを識別します。
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Amazon EC2 リカバリポイントを復元するために、AWS Backup 
API、CLI、または SDK を使用する
StartRestoreJob を使用します。このオプションは、コンソールでカスタマイズできない 22 個のパ
ラメータを含む 38 個のパラメータをすべて復元することを許可します。Amazon EC2 API リファレン
スは、38 個のパラメータをすべてリストします。これは、38 個のパラメータをすべて必要とし、検証を
行わずにパラメータを復元するのに適しています。次に、Amazon EC2 リカバリポイントを復元するため
に渡すメタデータの例を示します。

"restoreMetadata":
"{\"HibernationOptions\":\"{\\\"Configured\\\":false}\",\"InstanceInitiatedShutdo
wnBehavior\":\"stop\",\"CpuOptions\":\"{\\\"CoreCount\\\":1,\\\"ThreadsPerCo
re\\\":2}\",\"SubnetId\":\"subnet-b35676f9\",\"SecurityGroupIds\":\"[\\\"sg-
09e183a37f21ec0ba\\\"]\",\"EbsOptimized\":\"false\",\"KeyName\":\"ec2Canary
KeyPair\",\"DisableApiTermination\":\"false\",\"VpcId\":\"vpc-
4852ff32\",\"Placement\":\"{\\\"AvailabilityZone\\\":\\\"us-east-
1a\\\",\\\"GroupName\\\":\\\"\\\",\\\"Tenancy\\\":\\\"default\\\"}\",\"Netwo
rkInterfaces\":\"[{\\\"AssociatePublicIpAddress\\\":true,\\\"DeleteOnTerminatio
n\\\":true,\\\"Description\\\":\\\"\\\",\\\"DeviceIndex\\\":0,\\\"Groups\\\":[\
\\"sg-09e183a37f21ec0ba\\\"],\\\"Ipv6AddressCount\\\":0,\\\"Ipv6Addresses\\\":[],\
\\"NetworkInterfaceId\\\":\\\"eni-024f43c22193155e3\\\",\\\"PrivateIpAddress\\\":\\
\"172.31.24.10\\\",\\\"Priv
ateIpAddresses\\\":[{\\\"Primary\\\":true,\\\"PrivateIpAddress\\\":\\\"172.31.2
4.10\\\"}],\\\"SecondaryPrivateIpAddressCount\\\":0,\\\"SubnetId\\\":\\\"subn
et-b35676f9\\\",\\\"InterfaceType\\\":\\\"interface\\\"}]\",\"InstanceType\":\"t3.n
ano\",\"CapacityReservationSpecification\":\"{\\\"CapacityReservationPreference
\\\":\\\"open\\\"}\",\"CreditSpecification\":\"{\\\"CpuCredits\\\":\\\"unlimited
\\\"}\",\"Monitoring\":\"{\\\"State\\\":\\\"disabled\\\"}\"}"

また、保存されたパラメータを含めずに Amazon EC2 インスタンスを復元することもできます。このオプ
ションは、AWS Backup コンソールの [保護されたリソース] タブで利用できます。

Note

AWS Backup は、バックアップ時に使用された SSH キーペアを使用して、復元を自動的に実行
します。
AWS Backup では、インスタンスプロファイルを変更することはできません。これは、特権エス
カレーションを防ぐためです。インスタンスプロファイルを変更する必要がある場合は、Amazon 
EC2 から変更してください。

元のインスタンスプロファイルを使用して復元を正常に実行するには、復元ポリシーを編集する必要があ
ります。復元中にインスタンスプロファイルを適用する場合は、オペレータロールを更新し、基盤とな
るインスタンスプロファイルロールの PassRole アクセス権限を Amazon EC2 に追加する必要がありま
す。そうしないと、Amazon EC2 はインスタンスの作成を承認できず、失敗します。

復元中に、すべての Amazon EC2 クォータと設定制限が適用されます。

Storage Gateway ボリュームの復元
AWS Storage Gateway ボリュームスナップショットを復元する場合、スナップショットを Storage 
Gateway ボリュームとして復元するか、Amazon EBS ボリュームとして復元するかを選択できます。こ
れは、AWS Backup が両方のサービスと統合されており、Storage Gateway スナップショットは Storage 
Gateway ボリュームまたは Amazon EBS ボリュームのどちらにも復元できるためです。

Storage Gateway のボリュームを復元するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[Protected resources (保護されたリソース)] を選択し、復元する Storage 
Gateway リソース ID を選択します。

3. [Resource details (リソースの詳細)] ページには、選択したリソース ID の回復ポイントのリストが表
示されます。リソースを復元するには、[バックアップ] ペインで、リソースの復旧ポイント ID の横に
あるラジオボタンをクリックします。ペインの右上隅にある [復元] を選択します。

4. リソースの復元パラメータを指定します。入力する復元パラメータは、選択したリソースタイプに固
有です。

[リソースタイプ] で、このバックアップを復元するときに作成する AWS リソースを選択します。
5. Storage Gateway ボリュームを選択すると、到達可能な状態のゲートウェイが選択されます。ま

た、iSCSI ターゲット名も選択してください。

1. 「ボリューム保管済み」ゲートウェイの場合は、[ディスク ID] を選択します。
2. 「ボリュームキャッシュ」ゲートウェイの場合は、少なくとも保護されたリソースと同じ容量を選

択します。

[EBS ボリューム] を選択した場合は、[ボリューム種別]、[サイズ (GiB)] の値を指定し、[アベイラビリ
ティーゾーン] を選択します。

6. [Restore role (ロールの復元)] で、この復元のために AWS Backup が引き受ける IAM ロールを選択し
ます。

Note

AWS Backup のデフォルトロールがアカウントに存在しない場合は、適切なアクセス権限を
持つデフォルトロールが作成されます。このデフォルトロールを削除するか、使用不能にす
ることができます。

7. [Restore backup] (バックアップの復元) を選択します。

[ジョブを復元] ペインが表示されます。ページ上部のメッセージには、復元ジョブに関する情報が表
示されます。

AWS Backup を使用して、API、CLI、または SDK でStorage 
Gateway のリカバリポイントを復元する
StartRestoreJob を使用します。

Amazon EC2 インスタンスで SAP HANA データベー
スを復元する
EC2 インスタンス上の SAP HANA データベースは、AWS Backupコンソール、API、またはを使用して復
元できますAWS CLI。

トピック
• コンソールを使用して、AWS Backupコンソールを使用して Amazon EC2 インスタンスデータベース

での SAP HANA を復元する (p. 156)
• StartRestoreJobEC2 上の SAP HANA 用の API (p. 157)
• EC2 での SAP HANA (p. 158)
• トラブルシューティング (p. 159)
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コンソールを使用して、AWS Backupコンソールを使用して 
Amazon EC2 インスタンスデータベースでの SAP HANA を復元
する
同じデータベースに関連するバックアップジョブと復元ジョブは同時に実行できないことに注意してくだ
さい。SAP HANA データベースの復元ジョブを実行しているときに、同じデータベースをバックアップし
ようとすると、「データベースを停止している間はバックアップできません」というエラーが表示される
可能性があります。

1. AWS Backup前提条件の認証情報を使用してコンソールにアクセスします。
2. 「ターゲットリストア場所」ドロップダウンメニューで、リストアに使用しているリカバリポイント

で上書きするデータベースを選択します（リストアターゲットデータベースをホストするインスタン
スには、前提条件の権限も必要であることに注意してください）。

Important

SAP HANA データベースのリストアは破壊的です。データベースを復元すると、指定された
復元先にあるデータベースが上書きされます。

3. この手順は、システムコピーの復元を実行する場合にのみ実行してください。それ以外の場合は、手
順 4 に進んでください。

システムコピーリストアは、リカバリポイントを生成したソースデータベースとは異なるターゲット
データベースにリストアするリストアジョブです。システムコピーの復元については、aws ssm-sap 
put-resource-permissionコンソールに表示されるコマンドを確認してください。このコマンド
は、前提条件を満たしたマシンでコピー、貼り付け、実行する必要があります。コマンドを実行する
ときは、アプリケーションの登録に必要な権限を設定する前提条件にあるロールの認証情報を使用し
てください。

// Example command
aws ssm-sap put-resource-permission \
--region us-east-1 \
--action-type RESTORE \
--source-resource-arn arn:aws:ssm-sap-east-1:112233445566:HANA/Foo/DB/HDB \
--resource-arn arn:aws:ssm-sap:us-east-1:112233445566:HANA/Bar/DB/HDB

4. 復元場所を選択すると、ターゲットデータベースのリソース ID、アプリケーション名、データベース
タイプ、および EC2 インスタンスが表示されます。

5. オプションで、詳細復元設定を開いてカタログ復元オプションを変更することもできます。デフォル
トでは、AWS Backupから最新のカタログを復元するように設定されています。

6. [バックアップを復元] をクリックします。
7. ターゲットの場所はリストア（「破壊的復元」）中に上書きされるため、次のポップアップダイアロ

グボックスでこれを許可するかどうかを確認する必要があります。

a. 続行するには、既存のデータベースが復元しているデータベースによって上書きされることを理
解しておく必要があります。

b. これが理解できたら、既存のデータが上書きされることを確認する必要があります。これを確認
して続行するには、テキスト入力フィールドに「overwrite」と入力します。

8. [バックアップを復元] をクリックします。

手順が成功すると、コンソールの上部に青いバナーが表示されます。これは、復元ジョブが進行中である
ことを示します。自動的にジョブページにリダイレクトされ、復元ジョブのリストに復元ジョブが表示さ
れます。この最新のジョブのステータスはになりますPending。復元ジョブ ID を検索してクリックする
と、各復元ジョブの詳細が表示されます。[更新] ボタンをクリックすると、リストアジョブリストを更新
できます。これにより、リストアジョブのステータスの変更が表示されます。
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StartRestoreJobEC2 上の SAP HANA 用の API
このアクションは、Amazon リソースネーム (ARN) で識別された保存されたリソースを回復します。

リクエストの構文

PUT /restore-jobs HTTP/1.1
Content-type: application/json
{ 
   "IdempotencyToken": "string", 
   "Metadata": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "RecoveryPointArn": "string", 
   "ResourceType": "string"
}

URI リクエストパラメータ:リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエスト本文:リクエストは以下のデータを JSON 形式で受け入れます。

IdempotencyToken別のへの同じコール間を区別するために使用できる顧客が選択した文字
列StartRestoreJob。同じ冪等性トークンで成功したリクエストを再試行すると、アクションは実行さ
れず、成功メッセージが表示されます。

型: 文字列

必須: いいえ

Metadata

メタデータのキーと値のペアのセット。リカバリポイントの復元に必要なリソース (リソース名など) を含
みます。GetRecoveryPointRestoreMetadata を呼び出して、バックアップ時にリソースに関する構
成メタデータを取得できます。ただし、GetRecoveryPointRestoreMetadata によって提供される値
に加えて値リソースの復元が必要になる場合があります。たとえば、元のリソースがすでに存在する場合
は、新しいリソース名を指定する必要があります。

Amazon EC2 インスタンスで SAP HANA を復元するには、特定のメタデータを含める必要がありま
す。SAP HANA StartRestoreJob固有のアイテムのメタデータを参照してください。

関連するメタデータを取得するには、呼び出しを使用できますGetRecoveryPointRestoreMetadata。

標準の SAP HANA データベース復旧ポイントの例:

"RestoreMetadata": { 
        "BackupSize": "1660948480",  
        "DatabaseName": "DATABASENAME", 
        "DatabaseType": "SYSTEM", 
        "HanaBackupEndTime": "1674838362", 
        "HanaBackupId": "1234567890123", 
        "HanaBackupPrefix": "1234567890123_SYSTEMDB_FULL", 
        "HanaBackupStartTime": "1674838349", 
        "HanaVersion": "2.00.040.00.1553674765", 
        "IsCompressedBySap": "FALSE", 
        "IsEncryptedBySap": "FALSE", 
        "SourceDatabaseArn": "arn:aws:ssm-sap:region:accountID:HANA/applicationID/
DB/DATABASENAME", 
        "SystemDatabaseSid": "HDB", 
        "aws:backup:request-id": "46bbtt4q-7unr-2897-m486-yn378k2mrw9c" 
    }

SAP HANA データベースの継続的なリカバリポイントの例:
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"RestoreMetadata": { 
        "AvailableRestoreBases": 
 "[1234567890123,9876543210987,1472583691472,7418529637418,1678942598761]", 
        "BackupSize": "1711284224", 
        "DatabaseName": "DATABASENAME", 
        "DatabaseType": "TENANT", 
        "EarliestRestorablePitrTimestamp": "1674764799789", 
        "HanaBackupEndTime": "1668032687", 
        "HanaBackupId": "1234567890123", 
        "HanaBackupPrefix": "1234567890123_HDB_FULL", 
        "HanaBackupStartTime": "1668032667", 
        "HanaVersion": "2.00.040.00.1553674765", 
        "IsCompressedBySap": "FALSE", 
        "IsEncryptedBySap": "FALSE", 
        "LatestRestorablePitrTimestamp": "1674850299789", 
        "SourceDatabaseArn": "arn:aws:ssm-sap:region:accountID:HANA/applicationID/
DB/SystemDatabaseSid", 
        "SystemDatabaseSid": "HDB", 
        "aws:backup:request-id": "46bbtt4q-7unr-2897-m486-yn378k2mrw9d" 
    }

EC2 での SAP HANA
このコマンドは、Amazon リソースネーム (ARN)start-restore-job で識別された保存されたリソース
を回復します。CLI は上記の API ガイドラインに従います。

概要:

start-restore-job
--recovery-point-arn value
--metadata value
[--idempotency-token value]
[--resource-type value]
[--cli-input-json value]
[--generate-cli-skeleton value]
[--debug]
[--endpoint-url value]
[--no-verify-ssl]
[--no-paginate]
[--output value]
[--query value]
[--profile value]
[--region value]
[--version value]
[--color value]
[--no-sign-request]
[--ca-bundle value]
[--cli-read-timeout value]
[--cli-connect-timeout value]

オプション

--recovery-point-arn(string) は、リカバリポイントを一意に識別する Amazon リソース番
号 (ARN) 形式の文字列です。たとえばarn:aws:backup:region:123456789012:recovery-
point:46bbtt4q-7unr-2897-m486-yn378k2mrw9d

--metadata(map): メタデータのキーと値のペアのセット。リカバリポイントの復元に必要なリソース 
(リソース名など) を含みます。を呼び出して、バックアップ時にリソースに関する構成メタデータを取得
できますGetRecoveryPointRestoreMetadata。ただし、GetRecoveryPointRestoreMetadata に
よって提供される値に加えて値リソースの復元が必要になる場合があります。Amazon EC2 インスタンス
で SAP HANA を復元するには、特定のメタデータを指定する必要があります。
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• aws:backup:request-id: これは等性を表す任意の UUID 文字列です。復元エクスペリエンスはまっ
たく変わりません。

• aws:backup:TargetDatabaseArn: 復元先のデータベースを指定します。これは、Amazon EC2 デー
タベースでの SAP HANA です。

• CatalogRestoreOption: カタログを復元する場所を指定します。のいずれ
かNO_CATALOG、LATEST_CATALOG_FROM_AWS_BACKUP、CATALOG_FROM_LOCAL_PATH

• LocalCatalogPath:CatalogRestoreOption メタデータの値がの場
合CATALOG_FROM_LOCAL_PATH、EC2 インスタンスのローカルカタログへのパスを指定します。これ
は、EC2 インスタンスの有効なファイルパスである必要があります。

• RecoveryType: 現
在、FULL_DATA_BACKUP_RECOVERY、POINT_IN_TIME_RECOVERY、MOST_RECENT_TIME_RECOVERYお
よびリカバリタイプがサポートされています。

キー = (文字列); 値 = (文字列)。短縮構文

KeyName1=string,KeyName2=string

JSON 構文:

{"string": "string" 
  ...}

--idempotency-tokenは、別のへの同じコール間を区別するために使用できるユーザーが選択した文字
列StartRestoreJob。同じ冪等性トークンで成功したリクエストを再試行すると、アクションは実行さ
れず、成功メッセージが表示されます。

--resource-typeは、Amazon EC2 上の SAP HANA 用に、次のいずれかのリソースのリカバリポイン
トを復元するジョブを開始する文字列。SAP HANA on Amazon EC2オプションで、コマンドを使用して 
SAP HANA リソースにタグを付けることができます。aws ssm-sap tag-resource

出力:RestoreJobIdは、リカバリーポイントを復元するジョブを一意に識別する文字列です。

トラブルシューティング
バックアップ操作中に次のいずれかのエラーが発生した場合は、関連する解決策を参照してください。

• エラー:連続バックアップログエラー

継続的なバックアップの復旧ポイントを維持するために、SAP HANA はすべての変更のログを作成
します。ログが利用できない場合、STOPPEDこれらの各継続復旧ポイントのステータスはになりま
す。復元に使用できる最後の実行可能なリカバリポイントは、ステータスがのリカバリポイントで
すAVAILABLE。STOPPEDステータスのあるリカバリポイントとステータスのあるリカバリポイント
の間のログデータが欠落している場合AVAILABLE、これらの時間の復元が成功する保証はありませ
ん。AWS Backupこの範囲内の日付と時刻を入力すると、バックアップを試みますが、復元可能な最
も近い時刻を使用します。このエラーはメッセージに表示されます“Encountered an issue with 
log backups. Please check SAP HANA for details."

解決策:コンソールには、ログに基づいて復元可能な最新の時刻が表示されます。表示されている時
刻よりも新しい時刻を入力できます。ただし、この時間のデータがログから取得できない場合はAWS 
Backup、復元可能な最新の時刻を使用します。

• エラー: Internal error

解決策:コンソールからサポートケースを作成するか、復元ジョブ IDAWS Support などの復元の詳細を
問い合わせてください。
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• エラー: The provided role arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/ServiceLinkedRole cannot 
be assumed by AWS Backup

解決策:リストアを呼び出すときに引き継がれるロールに、サービスにリンクされたロールを作成するた
めに必要な権限があることを確認してください。

• エラー: User: arn:aws:sts::ACCOUNT_ID:assumed-role/ServiceLinkedRole/AWSBackup-
ServiceLinkedRole is not authorized to perform: ssm-sap:GetOperation on 
resource: arn:aws:ssm-sap:us-east-1:ACCOUNT_ID:...

解決策:前提条件に記載されている復元権限を呼び出すときに引き継がれる役割が正しく入力されている
ことを確認してください。

• エラー: b* 449: recovery strategy could not be determined: [111014] The backup 
with backup id '1660627536506' cannot be used for recovery SQLSTATE: HY000\n

解決策:Backint エージェントが正しくインストールされていることを確認してください。すべての前提
条件、特に SAP アプリケーションサーバに AWSBackIntAgent とAWS Systems Manager SAP をインス
トールすることを確認してから、BackIntエージェントのインストールを再試行してください。

• エラー: IllegalArgumentException: Restore job provided is not ready to return 
chunks, current restore job status is: CANCELLED

解決策:復元ジョブがサービスワークフローによってキャンセルされました。復元ジョブを再実行してく
ださい。

• エラー: RequestError: send request failed\ncaused by: read tcp 
10.0.131.4:40482->35.84.99.47:443: read: connection timed out"

解決策:インスタンスで一時的にネットワークが不安定になっています。復元を再試行します。この問題
が頻繁に発生する場合は、ForceRetry: "true"次のエージェント設定ファイルに追加してみてくだ
さい。/hana/shared/aws-backint-agent/aws-backint-agent-config.yaml.

• エラー:

解像度:

その他のAWS Backint Agent 関連の問題については、「SAP HANA 用AWS Backint エージェントのトラブ
ルシューティング」を参照してください。

Amazon Timestream テーブルを復元する
Amazon Timestream テーブルを復元する場合、新しいテーブル名、保存先データベース、ストレージ割り
当て設定 (メモリと磁気ストレージ)、復元ジョブを完了するために使用するロールなど、いくつかのオプ
ションを設定できます。エラーログを保存する Amazon S3 バケットを選択することもできます。磁気ス
トレージへの書き込みは非同期なので、エラーを記録しておくとよいでしょう。

タイムストリームデータストレージには、メモリストアとマグネティックストアの 2 つの階層がありま
す。メモリストアが必要ですが、指定したメモリ時間が経過したら、復元したテーブルを磁気ストレージ
に転送することもできます。メモリストアは、point-in-time高スループットのデータ書き込みと高速クエ
リに最適化されています。マグネティックストアは、スループットの低い遅延データ書き込み、長期間の
データストレージ、および高速分析クエリ向けに最適化されています。

Timestream テーブルを復元するときに、テーブルを各ストレージ階層に残す期間を決定します。コンソー
ルまたは API を使用して、両方のストレージ時間を設定できます。ストレージは線形かつシーケンシャル
であることに注意してください。Timestream は、復元されたテーブルを最初にメモリストレージに保存
し、メモリストレージ時間に達すると自動的に磁気ストレージに移行します。

Note

マグネティックストアの保持期間は、元の保持期間 (コンソールの右上に表示) と同じかそれ以上
でなければなりません。そうしないと、データが失われます。
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例:メモリストアの割り当てをデータを 1 週間保持するように設定し、マグネティックストアの割り当てに
同じデータを 1 年間保持するように設定します。メモリストアのデータが 1 週間経過すると、自動的にマ
グネティックストアに移動されます。その後、マグネットストアに1年間保管されます。その時間が経過す
ると、タイムストリームとタイムストリームから削除されますAWS Backup。

AWS Backupコンソールを使用して Amazon Timestream テーブ
ルを復元するには
AWS Backupによって作成されたタイムストリームテーブルをコンソールで復元できますAWS Backup。

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[保護されたリソース] を選択し、復元する Amazon Timestream リソース 

ID を選択します。
3. [Resource details (リソースの詳細)] ページには、選択したリソース ID の回復ポイントのリストが表

示されます。リソースを復元するには、[バックアップ] ペインで、リソースの復旧ポイント ID の横に
あるラジオボタンをクリックします。ペインの右上隅にある [復元] を選択します。

4. 以下を含む新しいテーブル構成設定を指定します。

a. 2 ～ 256 文字 (文字、数字、ダッシュ、ピリオド、およびアンダースコア) で構成される新しい
テーブル名。

b. ドロップダウンメニューから選択した宛先データベース。
5. ストレージの割り当て:復元されたテーブルが最初にメモリストレージに保存される時間を設定し、復

元されたテーブルがその後磁気ストレージに保存される時間を設定します。メモリストレージは、時
間、日、週、または月に設定できます。磁気ストレージは、日、週、月、または年数に設定できま
す。

6. (オプション) 磁気ストレージへの書き込みを有効にする:磁気ストレージへの書き込みを許可するオプ
ションがあります。このオプションをオンにすると、遅れて到着したデータ、つまりタイムスタンプ
がメモリストレージの保持期間外のデータが、マグネティックストアに直接書き込まれます。

7. (オプション) Amazon S3 エラーログの場所:エラーログを保存する S3 の場所を指定できます。S3 
ファイルを参照するか、S3 ファイルパスをコピーして貼り付けます。

Note

S3 エラーログの場所を指定する場合、この復元に使用するロールには S3 バケットへの書き
込み権限があるか、その権限を持つポリシーが含まれている必要があります。

8. 復元を実行するために渡す IAM ロールを選択します。デフォルトの IAM ロールを使用することも、
別のロールを指定することもできます。

9. [バックアップを復元] をクリックします。

復元ジョブは、保護されたリソースの下に表示されます。更新ボタンまたは CTRL-R をクリックすると、
復元ジョブの現在のステータスを確認できます。

API、CLI、または SDKを使用して、Amazon Timestream テーブ
ルを復元するには
APIStartRestoreJob 経由でタイムストリームテーブルを復元するために使用します。 。

を使用してタイムストリームを復元するにはAWS CLIstart-restore-job.、オペレーションを使用し
て次のメタデータを指定します。

TableName: string;
DestinationDatabase: string;
MemoryStoreRetentionPeriod: value: number unit: 'hours' | 'days' | 'weeks' | 'months'  
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MagneticStoreRetentionPeriod: value: number unit: 'days' | 'weeks' | 'months' | 'years'  
EnableMagneticStoreWrites?: boolean;

テンプレートの例を次に示します。

aws backup start-restore-job \
-\-recovery-point-arn "arn:aws:backup:region:account:snapshot:name
-\-iam-role-arn "arn:aws:iam:account:role/role-name" \
-\-metadata
-\-resource-type Timestream \
-\-region AWS #####
-\-endpoint-url URL

また、DescribeRestoreJob情報を復元する際にも使用できます。

ではAWS CLIdescribe-restore-job、オペレーションを使用して次のメタデータを使用します。

TableName: string;
DestinationDatabase: string;
MemoryStoreRetentionPeriod: value: number unit: 'hours' | 'days' | 'weeks' | 'months'  
MagneticStoreRetentionPeriod: value: number unit: 'days' | 'weeks' | 'months' | 'years'  
EnableMagneticStoreWrites?: boolean;

テンプレートの例を次に示します。

aws backup describe-restore-job —restore-job-id restore job ID
-\-region AWS #####
-\-endpoint-url URL

Amazon Redshift クラスターを復元する
自動スナップショットと手動スナップショットは、AWS Backupコンソールまたは CLI を使用して復元で
きます。

Amazon Redshift クラスターを復元すると、元のクラスター設定がデフォルトでコンソールに入力され
ます。以下の構成には、さまざまな設定を指定できます。テーブルを復元するときは、ソースデータ
ベースとターゲットデータベースを指定する必要があります。これらの設定の詳細については、Amazon 
Redshift 管理ガイドの「スナップショットからのクラスターの復元」を参照してください。

• 単一テーブルまたはクラスタ:クラスタ全体を復元するか、単一のテーブルを復元するかを選択できま
す。1 つのテーブルを復元する場合は、ターゲットクラスタ、スキーマ、および新しいテーブル名に加
えて、ソースデータベース、ソーススキーマ、およびソーステーブル名が必要です。

• ノードタイプ:各 Amazon Redshift クラスターは、1 つのリーダーノードと少なくとも 1 つのコンピュー
ティングノードで構成されます。クラスターを復元するときは、CPU、RAM、ストレージ容量、ドライ
ブタイプの要件を満たすノードタイプを指定する必要があります。

• ノード数:クラスターを復元するときは、必要なノードの数を指定する必要があります。
• 構成の概要
• クラスター権限

AWS Backupコンソールを使用して Amazon Redshift クラスター
またはテーブルを復元するには
1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[設定] を選択し、復元する Amazon Redshift リソース ID を選択します。
3. [Resource details (リソースの詳細)] ページには、選択したリソース ID の回復ポイントのリストが表

示されます。リソースを復元するには、[復旧ポイント] ペインで、リソースの復旧ポイント ID の横に
あるラジオボタンをクリックします。ペインの右上隅にある [復元] を選択します。

4. 復元オプション

a. スナップショットからクラスターを復元するか、
b. スナップショット内の 1 つのテーブルを新しいクラスターに復元します。このオプションを選択

する場合は、次の設定を行う必要があります。

i. 大文字と小文字を区別する名前のオンとオフを切り替えます。
ii. データベース、スキーマ、テーブルを含むソーステーブルの値を入力します。ソーステーブ

ルの情報は Amazon Redshift コンソールにあります。
iii. データベース、スキーマ、新しいテーブル名を含むターゲットテーブル値を入力します。

5. 新しいクラスター構成設定を指定します。

a. クラスターのリストア用:クラスター識別子、ノードタイプ、およびノード数を選択します。
b. アベイラビリティーゾーンとメンテナンスウィンドウを指定します。
c. 「IAM ロールを関連付ける」をクリックすると、他のロールを関連付けることができます。

6. オプション:その他の設定:

a. 「デフォルトを使用」はデフォルトでオンになっています。
b. ドロップダウンメニューを使用して、ネットワークとセキュリティ、VPC セキュリティグルー

プ、クラスターサブネットグループ、アベイラビリティーゾーンの設定を選択します。
c. 拡張 VPC ルーティングのオンとオフを切り替えます。
d. クラスターエンドポイントをパブリックにアクセス可能にするかどうかを決定します。その場

合、VPC 外部のインスタンスとデバイスは、クラスターエンドポイントを介してデータベースに
接続できます。これがオンになっている場合は、Elastic IP アドレスを入力します。

7. オプション:データベース設定。入力を選択できます

a. データベースポート (テキストフィールドへの入力)
b. パラメータグループ

8. メンテナンス：選択できます

a. メンテナンスウィンドウ
b. メンテナンストラック（最新、トレーリング、プレビューのいずれか） これにより、メンテナン

スウィンドウ中にどのクラスターバージョンを適用するかを制御します。
9. 自動スナップショットはデフォルトに設定されています。

a. 自動スナップショットの保持期間。保存期間は 0 ～ 35 日でなければなりません。0 を選択する
と、自動スナップショットは作成されません。

b. 手動スナップショットの保持期間は 1 ～ 3653 日です。
c. クラスターの再配置にはオプションのチェックボックスがあります。これをチェックすると、ク

ラスターを別のアベイラビリティーゾーンに再配置できます。再配置を有効にすると、VPC エン
ドポイントを使用できます。

10. モニタリング:クラスターが復元されたら、CloudWatchまたは Amazon Redshift を使用してモニタリ
ングを設定できます。

11. リストアを実行するために渡す IAM ロールを選択します。デフォルトのロールを使用することも、別
のロールを指定することもできます。

復元ジョブは [ジョブ] に表示されます。更新ボタンまたは CTRL-R をクリックすると、復元ジョブの現在
のステータスを確認できます。
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API、CLI、または SDKを使用して、Amazon Redshift クラス
ターを復元するには
Amazon Redshift StartRestoreJobクラスターを復元するために使用します。

を使用して Amazon Redshift を復元するにはAWS CLIstart-restore-job.、オペレーションを使用し
て次のメタデータを指定します。

RestoreType \ CLUSTER_RESTORE  or TABLE_RESTORE
ClusterIdentifier
Encrypted \ TRUE or FALSE Optional
KmsKeyId \ Optional

テンプレートの例を次に示します。

aws backup start-restore-job \
-\-recovery-point-arn "arn:aws:backup:region:account:snapshot:name
-\-iam-role-arn "arn:aws:iam:account:role/role-name" \
-\-metadata
-\-resource-type Redshift \
-\-region AWS #####
-\-endpoint-url URL

以下がその例です。

aws backup start-restore-job \
-\-recovery-point-arn "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:snapshot:redshift-cluster-1/
awsbackup:job-c40dda3c-fdcc-b1ba-fa56-234d23209a40" \
-\-iam-role-arn "arn:aws:iam::974288443796:role/Backup-Redshift-Role" \
-\-metadata 'RestoreType=CLUSTER_RESTORE,ClusterIdentifier=redshift-cluster-
restore-78,Encrypted=true,KmsKeyId=45e261e4-075a-46c7-9261-dfb91e1c739c' \
-\-resource-type Redshift \
-\-region us-west-2 \

また、DescribeRestoreJob情報を復元する際にも使用できます。

ではAWS CLIdescribe-restore-job、オペレーションを使用して次のメタデータを使用します。

Region

テンプレートの例を次に示します。

aws backup describe-restore-job —restore-job-id restore job ID
-\-region AWS #####

以下がその例です。

aws backup describe-restore-job -\-restore-job-id BEA3B353-576C-22C0-9E99-09632F262620 \
-\-region us-west-2 \
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DocumentDB クラスターの復元
AWS Backup コンソールを使用して Amazon DocumentDB リカ
バリポイントを復元する
Amazon DocumentDB クラスターを復元するには、複数の復元オプションを指定する必要があります。こ
れらのオプションについては、Amazon DocumentDB 開発者ガイドの「クラスタースナップショットから
の復元」を参照してください。

Amazon DocumentDB クラスターを復元するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Protected resources (保護されたリソース)] を選択し、復元する Amazon 

DocumentDB リソース ID を選択します。
3. [Resource details (リソースの詳細)] ページには、選択したリソース ID の回復ポイントのリストが表

示されます。リソースを復元するには、[バックアップ] ペインで、リソースの復旧ポイント ID の横に
あるラジオボタンをクリックします。ペインの右上隅にある [復元] を選択します。

4. [設定] ペインで、デフォルトを受け入れるか、[クラスター識別子]、[エンジンバージョン]、[インスタ
ンスクラス] および [インスタンス数] オプションを指定します。。

• 注:復元時にデフォルト VPC が存在しない場合は、別の VPC のサブネットを指定する必要がありま
す。

5. [ネットワークとセキュリティ] ペインに [設定なし] が表示されます。
6. Encryption-at-rest ペインで、デフォルトをそのまま使用するか、[暗号化を有効にする] または [暗号化

を無効にする] 設定のオプションを指定します。
7. [クラスターオプション] ペインで、[ポート] に入力し、[クラスターパラメータグループ] を選択しま

す。
8. [Backup] ペインで、[point-in-timeリカバリ用継続的なバックアップ]、[スケジュールされたスナップ

ショットバックアップ]、またはその両方を選択します。
9. [ログエクスポート] ペインで、AmazonCloudWatch Logs に発行するログタイプを選択します。[IAM 

role (IAM ロール)] は既にに定義されています。
10. [メンテナンス] ペインで、[メンテナンスウィンドウ] を指定するか、[優先設定なし] を指定します。
11. [タグ] ペインでは、[タグの追加] を選択できます。
12. [削除保護] ペインでは、[削除保護の有効化] を選択できます。
13. すべての設定を指定したら、[Restore backup (バックアップを復元)] を選択します。

[ジョブを復元] ペインが表示されます。ページ上部のメッセージには、復元ジョブに関する情報が表
示されます。

14. 復元が完了したら、復元した Amazon DocumentDB クラスターを Amazon RDS インスタンスにア
タッチします。

AWSCLI の使用方法:

• Linux、macOS、Unix の場合:

aws docdb create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance /  
                  --db-cluster-identifier sample-cluster --engine docdb --db-
instance-class db.r5.large

• Windows の場合:

aws docdb create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance ^  
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                  --db-cluster-identifier sample-cluster --engine docdb --db-
instance-class db.r5.large

Neptune クラスターの復元
AWS Backup コンソールを使用して、Amazon Neptune の回復ポ
イントを復元する
Amazon Neptune データベースを復元するには、複数の復元オプションを指定する必要があります。これ
らのオプションについては、Neptune ユーザーガイドの「DB クラスタースナップショットからの復元」
を参照してください。

Neptune データベースを復元するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Protected resources (保護されたリソース)] を選択し、復元する Neptune 

リソース ID を選択します。
3. [Resource details (リソースの詳細)] ページには、選択したリソース ID の回復ポイントのリストが表

示されます。リソースを復元するには、[バックアップ] ペインで、リソースの復旧ポイント ID の横に
あるラジオボタンをクリックします。ペインの右上隅にある [復元] を選択します。

4. [インスタンスの仕様] ペインで、デフォルトを受け入れるか、[DB エンジン] および [バージョン] を指
定します。

5. [設定] ペインで、AWS アカウント が現在のリージョンで所有しているすべての DB クラスターインス
タンスにおいて一意の名前を指定します。DB クラスター識別子は大文字と小文字を区別がありませ
んが、すべて小文字で保存されます (例: 「mydbclusterinstance」)。これは必須のフィールドで
す。

6. [ネットワークとセキュリティ] ペインで、デフォルト設定を受け入れるか、[アベイラビリティーゾー
ン] を指定します。

7. [Database options (データベースオプション)] ペインで、デフォルトを受け入れるか、[Database port 
(データベースポート)]、および [DB cluster parameter group (DB クラスターパラメータグループ)] 設
定のオプションを指定します。

8. [Encryption (暗号化)] ペインで、デフォルトを受け入れるか、[Enable encryption (暗号化を有効にす
る)] または [Disable encryption (暗号化を無効にする)] 設定のオプションを指定します。

9. [ログエクスポート] ペインで、AmazonCloudWatch Logs に発行するログタイプを選択します。[IAM 
role (IAM ロール)] は既にに定義されています。

10. [Restore role (ロールの復元)] ペインで、この復元のために AWS Backup が引き受ける IAM ロールを
選択します。

11. すべての設定を指定したら、[Restore backup (バックアップを復元)] を選択します。

[ジョブを復元] ペインが表示されます。ページ上部のメッセージには、復元ジョブに関する情報が表
示されます。

12. 復元が完了したら、復元した Neptune クラスターを Amazon RDS インスタンスにアタッチします。

AWS CLI の使用

• Linux、macOS、Unix の場合:

aws neptune create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance \  
                  --db-instance-class db.r5.large --engine neptune --engine-
version 1.0.5.0 --db-cluster-identifier sample-cluster --region us-east-1

• Windows の場合:
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aws neptune create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance ^ 
                  --db-instance-class db.r5.large --engine neptune --engine-
version 1.0.5.0 --db-cluster-identifier sample-cluster --region us-east-1
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AWS BackupAudit Managerとバック
アップの監査およびレポートの作成
をする

Note

AWS BackupAudit Manager は、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中国 (ジャカルタ)、中国 
(ジャカルタ)、中国 (ジャカルタ)、中国 (ジャカルタ)、米国西部)、および (米国西部)、および (米
国東部)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、中国AWSGovCloud (ジャカルタ)、中国 (ジャカル
タ)、中国AWSGovCloud (ジャカルタ)、中国 (ジャカルタ)、中国 (

AWS Backup定義するコントロールに対するポリシーのコンプライアンスを監査するAWS BackupAudit 
Managerを使用できます。コントロールは、バックアップの頻度もしくはバックアップ保持期間など、
バックアップ要件のコンプライアンスを監査するために設計された手順です。

AWS BackupAudit Manager は、次のような質問に回答するのに役立ちます。

• 「すべてのリソースをバックアップしていますか？」
• 「私のバックアップはすべて暗号化されていますか？」
• 「バックアップは毎日行われていますか？」

定義したコントロールにまだ準拠していないバックアップアクティビティおよびリソースを検索するた
め、AWS BackupAudit Managerを使用できます。統制がリソースのコンプライアンスを評価する際には、
アクティブなリソースのみが含まれることに注意してください。例えば、実行中の状態の Amazon EC2 イ
ンスタンスが評価されます。停止状態の EC2 インスタンスはコンプライアンス評価に含まれません。

また、バックアップガバナンスのために、日次レポートとオンデマンドレポートの監査証跡を自動的に生
成するために、そえれも使用できます。

次の手順では、AWS BackupAudit Managerの使用法の概要を説明しています。詳細なウォークスルーにつ
いては、このページの最後にあるトピックのいずれかを選択します。

1. 1 つ以上のガバナンス制御テンプレートを含むフレームワークを作成します。前述の質問は、3 つのガ
バナンス管理テンプレートの例です。一部のガバナンス制御テンプレートのパラメータをカスタマイズ
できます。たとえば、最後のコントロールをカスタマイズして、「バックアップは毎週行われています
か」と尋ねることができます。毎日の代わりに。

2. フレームワークを表示して、そのフレームワークで定義したコントロールに準拠している（または非準
拠）のリソースの数を確認します。

3. バックアップおよびコンプライアンスステータスのレポートを作成します。これらのレポートは、コン
プライアンス・プラクティスの実証可能な証拠として保存するか、またはまだコンプライアンスに準拠
していない個々のバックアップ・アクティビティおよびリソースを特定します。

AWS BackupAudit Manager は 24 時間ごとに自動的に新しいレポートを生成し、Amazon S3 に発行し
ます。オンデマンドレポートを生成することもできます。

Note

最初のコンプライアンス関連フレームワークを作成する前に、リソーストラッキングを有効にす
る必要があります。そうすることで、AWS BackupリソースをAWS Config追跡することができま
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す。リソーストラッキングの管理方法に関するテクニカルドキュメントについては、AWS Config
デベロッパーガイドのAWS Configコンソールでセットアップを参照してください。
リソーストラッキングを有効にすると、料金が適用されます。AWS BackupAudit Managerのリ
ソーストラッキングの料金と請求の詳細については、メータリング、コスト、および請求を参照
してください。

トピック
• 監査フレームワークの操作 (p. 169)
• Working with audit reports (レポートの操作) (p. 187)
• AWS CloudFormationで、AWS BackupAudit Managerを使用します (p. 197)
• AWS Audit ManagerとAWS BackupAudit Managerを使用 (p. 203)
• AWS BackupAudit Manager の制御と修正 (p. 203)

監査フレームワークの操作
フレームワークは、バックアッププラクティスの評価に役立つコントロールのコレクションです。事前に
構築されたカスタマイズ可能なコントロールを使用して、ポリシーを定義し、バックアッププラクティス
がポリシーに準拠しているかどうかを評価できます。また、自動日報を設定して、フレームワークのコン
プライアンスステータスに関する洞察を得ることもできます。

各フレームワークは、1 つのアカウントおよびにAWS リージョンに適用されます。リージョンごとにアカ
ウントあたり最大 10 個のフレームワークをデプロイできます。重複フレームワーク (同じコントロールと
パラメーターを含むフレームワーク) をデプロイすることはできません。

2 つの異なるタイプのフレームワークがあります。

• -AWS Backupフレームワーク(推奨) —AWS Backupフレームワークを使用して、バックアップアクティ
ビティ、カバレッジ、リソースを推奨するベスト・プラクティスに照らして監視するために、使用可能
なすべてのコントロールを展開します。

• 定義するカスタムフレームワーク — カスタムフレームワークを使用して、1 つまたは複数の特定のコン
トロールを選択し、コントロールパラメーターをカスタマイズします。

トピック
• コントロールを選択する (p. 169)
• リソーストラッキングの有効化 (p. 171)
• を使用してフレームワークを作成するAWS Backupコンソールを使用してフレームワークを作成しま

す。 (p. 176)
• AWS BackupAPIを使用したフレームワークの作成 (p. 177)
• フレームワークのコンプライアンスステータスの表示 (p. 185)
• アカウントの非準拠リソースの検索 (p. 186)
• 監査フレームワークを更新する (p. 187)
• 監査フレームワークを削除する (p. 187)

コントロールを選択する
次の表に、AWS BackupAudit Manager コントロール、カスタマイズ可能なパラメータ、およびAWS 
Config記録するリソースタイプを一覧表示します。すべてのコントロールには、記録リソースタイプが必
要です。AWS Config: resource complianceこれは、このタイプがコンプライアンスステータスを記
録するためです。
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使用可能なコントロール

コントロール名 コントロールの記述 カスタマイズ可能なパ
ラメータ

記録するリソースタイ
プ

Backup リソースはバッ
クアッププランによっ
て保護されます

リソースがバックアッ
ププランによって保護
されているかどうかを
評価します。

なし AWS Backup: backup 
selection

Backup プランの頻度は
最小限で、保存期間も
最小限

バックアップの頻度が 
[1日] 以上で、保存期間
が少なくとも [35 日] で
あるかどうかを評価し
ます。

Backup の頻度、保存期
間

AWS Backup: backup 
plans

Vault は、リカバリポイ
ントを手動で削除でき
ない

特定のAWS 
Identity and Access 
Management(IAM) ロー
ルを除き、バックアッ
プボルトでリカバリ
ポイントを手動で削除
できないかどうかを評
価します。デフォルト
では、IAM ロールの
例外はありません。ま
た、AWS Backupこの
フレームワークで、こ
のコントロールをデプ
ロイするときに IAM 
ロールの例外はありま
せん。

リカバリポイントを手
動で削除できる最大 5 
つの IAM ロール

AWS Backup: backup 
vaults

回復ポイントは暗号化
されています

リカバリポイントが暗
号化されているかどう
かを評価します。

なし AWS Backup: 
recovery points

リカバリポイントのた
めの最小保存期間が設
定されました

リカバリポイントの保
存期間が少なくとも [35 
日] であるかどうかを評
価します。

復旧ポイント保持期間 AWS Backup: 
recovery points

クロスリージョンバッ
クアップコピーがスケ
ジュールされています

AWS リージョンリソー
スがそのバックアップ
のコピーを別のリソー
スに作成するように構
成されているかどうか
を評価します。

AWS リージョン AWS Backup: backup 
selection

クロスアカウントバッ
クアップコピーがスケ
ジュールされています

リソースにクロスアカ
ウントバックアップ
コピーが設定されてい
るかどうかを評価しま
す。

AWS アカウント ID AWS Backup: backup 
selection

バックアップはAWS 
Backup Vault Lock に
よって保護されていま
す

リソースが、ロックさ
れたバックアップ保管
庫にバックアップがあ
るように構成されてい

最小保存日数、最大保
存日数

AWS Backup: backup 
selection
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コントロール名 コントロールの記述 カスタマイズ可能なパ
ラメータ

記録するリソースタイ
プ

るかどうかを評価しま
す。

最後の回復ポイントが
作成されました

復旧ポイントが指定し
た期間内に作成され
たかどうかを評価しま
す。

時間 [1to744] または日
数 [1to31] 単位の値。

AWS Backup 
recovery points

これら制御の詳細については、AWS BackupAudit Manager の制御と修正 (p. 203)を参照してください

AWS Backup-すべてのコントロールをサポートしていないサポートされたリソースのリストについて
は、リソース別の機能の可用性 (p. 2)表のAudit ManagerセクションAWS Backupを参照してください。

Note

上記のコントロールを使用しない場合は、引き続きAWS BackupAudit Manager を使用して、バッ
クアップ、コピー、および復元ジョブの日次レポートを作成します。監査レポートの操作を参照
してください。

リソーストラッキングの有効化
最初のコンプライアンス関連フレームワークを作成する前に、リソーストラッキングを有効にする必要が
あります。そうすることで、AWS BackupリソースをAWS Config追跡することができます。リソースト
ラッキングの管理方法に関するテクニカルドキュメントについては、AWS Configデベロッパーガイドの
AWS Configコンソールでセットアップを参照してください。

リソーストラッキングを有効にすると、料金が適用されます。AWS BackupAudit Managerのリソースト
ラッキングの料金および請求の詳細については、メータリング、コスト、および請求を参照してくださ
い。

トピック
• コンソールを使用したリソーストラッキングを有効にする (p. 171)
• AWS Command Line Interface(AWS CLI)を使用して、リソーストラッキングを有効にしま

す。 (p. 172)
• AWS CloudFormationテンプレートを使用して、リソーストラッキングを有効にします。 (p. 176)

コンソールを使用したリソーストラッキングを有効にする
コンソールを使用してリソーストラッキングを有効にするには:

1. https://console.aws.amazon.com/backupでAWS Backupコンソールを開きます。
2. Audit Managerの下にある左のナビゲーションペインでAフレームワークを選択します。
3. リソーストラッキングの管理を選択して、リソーストラッキングを有効にします。
4. 選択参照先AWS Config設定。
5. 選択録画を有効または無効にする。
6. 選択有効化次のすべてのリソースタイプについて記録するか、一部のリソースタイプで記録を有効に

することを選択します。コントロールに必要なリソースタイプを指定するには、AWS BackupAudit 
Manager の制御と修正を参照にしてください。

• AWS Backup: backup plans
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• AWS Backup: backup vaults
• AWS Backup: recovery points
• AWS Backup: backup selection

Note

AWS BackupAudit ManagerはAWS Config: resource complianceすべてのコントロー
ルのために必要です。

7. [Close] (閉じる) を選択します。
8. テキスト付きの青いバナーを待ってください。テキストで緑のバナーに移行するにはリソーストラッ

キングの有効化にしてください。リソーストラッキングはオンです。

リソーストラッキングを有効化しているか確認できます。記録しているリソースタイプを AWS 
Backupconsole.の2 か所で確認できます。左のナビゲーションペインで、次のいずれかの操作を行いま
す。

• フレームワークを選択し、AWS Configレコーダーのステータス下に次の出来ストを選択します。
• 設定を選択し、AWS Configレコーダーのステータス下に次のテキストを選択します。

AWS Command Line Interface(AWS CLI)を使用して、リソース
トラッキングを有効にします。
AWS Configにまだオンボーディングしていないなら、AWS CLIを使用して、オンボードするのが速いかも
しれません。

AWS CLIを使用してリソーストラッキングを有効にするには:

1. 次のコマンドを入力して、AWS Configレコーダーがすでに有効かどうかを確認します。

$ aws configservice describe-configuration-recorders

a. ConfigurationRecordersリストは次のように空の場合。

{ 
  "ConfigurationRecorders": []
}

レコーダーが有効になっていません。ステップ 2 に進み、レコーダーを作成します。
b. すべてのリソースで録音をすでに有効にした場合は、ConfigurationRecorders出力は次のよ

うになります。

{ 
  "ConfigurationRecorders":[ 
    { 
      "recordingGroup":{ 
        "allSupported":true, 
        "resourceTypes":[ 
           
        ], 
        "includeGlobalResourceTypes":true 
      }, 
      "roleARN":"arn:aws:iam::[account]:role/[roleName]", 
      "name":"default" 
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    } 
  ]
}

すべてのリソースを有効にしたので、リソーストラッキングはすでに有効になっています。AWS 
BackupAudit Managerを使用するために、この手順ののころの部分を完了する必要はありませ
ん。

c. ConfigurationRecordersは空ではなかったら、すべてのリソースで録音を有効にしていませ
ん。次のコマンドを使用して、既存のレコーダーにバックアップリソースを追加します。ステッ
プ 3 に進みます。

$ aws configservice describe-configuration-recorders
{ 
  "ConfigurationRecorders":[ 
    { 
      "name":"default", 
      "roleARN":"arn:aws:iam::accountId:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig", 
      "recordingGroup":{ 
        "allSupported":false, 
        "includeGlobalResourceTypes":false, 
        "resourceTypes":[ 
          "AWS::Backup::BackupPlan", 
          "AWS::Backup::BackupSelection", 
          "AWS::Backup::BackupVault", 
          "AWS::Backup::RecoveryPoint", 
          "AWS::Config::ResourceCompliance" 
        ] 
      } 
    } 
  ]
}

2. AWS BackupのAudit Manager のリソースタイプで、AWS Configレコーダーを作成します。

$ aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder name=default, \
roleARN=roleARN=arn:aws:iam::accountId:role/aws-service-role/config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfig \  
--recording-group 
 resourceTypes="['AWS::Backup::BackupPlan','AWS::Backup::BackupSelection', \
'AWS::Backup::BackupVault','AWS::Backup::RecoveryPoint','AWS::Config::ResourceCompliance']"

3. AWS Configレコーダーについて記述します。

$ aws configservice describe-configuration-recorders

出力を次の予想される出力と比較して、AWS BackupAudit Manager のリソースであるか確認しま
す。

{ 
  "ConfigurationRecorders":[ 
    { 
      "name":"default", 
      "roleARN":"arn:aws:iam::accountId:role/AWSServiceRoleForConfig", 
      "recordingGroup":{ 
        "allSupported":false, 
        "includeGlobalResourceTypes":false, 
        "resourceTypes":[ 
          "AWS::Backup::BackupPlan", 
          "AWS::Backup::BackupSelection", 
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          "AWS::Backup::BackupVault", 
          "AWS::Backup::RecoveryPoint", 
          "AWS::Config::ResourceCompliance" 
        ] 
      } 
    } 
  ]
}

4. 保存先として Amazon S3 バケットを作成し、AWS Config設定ファイルを保存します。

$ aws s3api create-bucket --bucket my-bucket —region us-east-1

5. AWS Configバケットへのアクセス許可を付与するには、policy.jsonを使用してください。次のサンプ
ル。policy.jsonを参照してください。

$ aws s3api put-bucket-policy --bucket MyBucket --policy file://policy.json

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Sid":"AWSConfigBucketPermissionsCheck", 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":{ 
        "Service":"config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action":"s3:GetBucketAcl", 
      "Resource":"arn:aws:s3:::my-bucket" 
    }, 
    { 
      "Sid":"AWSConfigBucketExistenceCheck", 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":{ 
        "Service":"config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action":"s3:ListBucket", 
      "Resource":"arn:aws:s3:::my-bucket" 
    }, 
    { 
      "Sid":"AWSConfigBucketDelivery", 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":{ 
        "Service":"config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action":"s3:PutObject", 
      "Resource":"arn:aws:s3:::my-bucket/*" 
    } 
  ]
}

6. AWS Config配信チャネルとしてのバケットを設定します。

$ aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel 
 name=default,s3BucketName=my-bucket

7. 録画を有効化

$ aws configservice start-configuration-recorder —configuration-recorder-name default
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8. DescribeFramework次のように出力が"FrameworkStatus":"ACTIVE"あなたの最後の行になっ
ていることを確認します。

$ aws backup describe-framework --framework-name test --region us-east-1

{ 
  "FrameworkName":"test", 
 "FrameworkArn":"arn:aws:backup:us-east-1:accountId:framework:test-f0001b0a-0000-1111-
ad3d-4444f5cc6666", 
  "FrameworkDescription":"", 
  "FrameworkControls":[ 
    { 
      "ControlName":"BACKUP_RECOVERY_POINT_MINIMUM_RETENTION_CHECK", 
      "ControlInputParameters":[ 
        { 
          "ParameterName":"requiredRetentionDays", 
          "ParameterValue":"1" 
        } 
      ], 
      "ControlScope":{ 
         
      } 
    }, 
    { 
      "ControlName":"BACKUP_PLAN_MIN_FREQUENCY_AND_MIN_RETENTION_CHECK", 
      "ControlInputParameters":[ 
        { 
          "ParameterName":"requiredFrequencyUnit", 
          "ParameterValue":"hours" 
        }, 
        { 
          "ParameterName":"requiredRetentionDays", 
          "ParameterValue":"35" 
        }, 
        { 
          "ParameterName":"requiredFrequencyValue", 
          "ParameterValue":"1" 
        } 
      ], 
      "ControlScope":{ 
         
      } 
    }, 
    { 
      "ControlName":"BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN", 
      "ControlInputParameters":[ 
         
      ], 
      "ControlScope":{ 
         
      } 
    }, 
    { 
      "ControlName":"BACKUP_RECOVERY_POINT_ENCRYPTED", 
      "ControlInputParameters":[ 
         
      ], 
      "ControlScope":{ 
         
      } 
    }, 
    { 
      "ControlName":"BACKUP_RECOVERY_POINT_MANUAL_DELETION_DISABLED", 
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      "ControlInputParameters":[ 
         
      ], 
      "ControlScope":{ 
         
      } 
    } 
  ], 
  "CreationTime":1633463605.233, 
  "DeploymentStatus":"COMPLETED", 
  "FrameworkStatus":"ACTIVE"
}

AWS CloudFormationテンプレートを使用して、リソーストラッ
キングを有効にします。
AWS CloudFormationリソーストラッキングを有効にするテンプレートについては、AWS BackupAudit 
ManagerAWS CloudFormationを使用するを参照してください。

を使用してフレームワークを作成するAWS Backupコ
ンソールを使用してフレームワークを作成します。
リソーストラッキングを有効にした後、次の手順を使用してフレームワークを作成します。

1. Ahttps://console.aws.amazon.com/backup/)でコンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインで フレームワークを選択します。
3. フレームワークの作成を選択します。
4. [フレームワークネーム] に、一意のワークフロー名を入力します。フレームワーク名は、1 ～ 256 文

字で、文字 (a~z)、数字 (0~9)、アンダースコア (_) で構成されます。
5. (任意) フレームワークの説明を入力します。
6. コントロールには、アクティブなコントロールが表示されます。デフォルトでは、リソースの対象と

なるすべてのコントロールが一覧表示されます。

どのコントロールをアクティブにするかを変更するには、「コントロールを編集」をクリックしま
す。

a. 最初のチェックボックスは、コントロールがオンになっているかどうかを示します。コントロー
ルをオフにするには、チェックボックスをオフにします。

b. 「評価するリソースの選択」では、リソースをタイプ別、タグ別、または単一リソース別に選択
する方法を選択できます。

AWS BackupAudit Manager のコントロールリストでは、各コントロールのカスタマイズオプション
について記述します。

7. (任意の) [] を選択して新しいタグを追加を選択して、フレームワークにタグを付けます。タグを使用
して、フレームワークを検索してフィルタリングしたり、コストを追跡したりできます。

8. フレームワークの作成を選択します。

AWS BackupAudit Manager は、フレームワークの作成に数分かかることがあります。

AlreadyExistsエラーが発生した場合、同じコントロールとパラメーターを持つフレームワークがすで
に存在しています。新しいフレームワークを正常に作成するには、少なくとも1つのコントロールまたはパ
ラメーターが既存のフレームワークと異なる必要があります。
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AWS BackupAPIを使用したフレームワークの作成
次の表は、対応する DescribeFramework (p. 447)リクエストに対するサンプルAPI対応と共
に、CreateFramework (p. 406)各コントロールについサンプルAPIリクエストを含みます。AWS 
BackupAudit Manager をプログラム的に操作するために、でこれらのコードスニペットを参照できます。

コントロール CreateFrameworkリクエスト DescribeFrameworkレスポン
ス

Backup resources are 
protected by a backup 
plan

{"FrameworkName": 
 "Control1", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["RDS"] // Evaluate 
 only RDS instances 
      } 
    } 
  ], 
 "IdempotencyToken": 
 "Control1", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

{"FrameworkName": 
 "Control1", 
 "FrameworkArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:framework/
Control1-
ce7655ae-1e31-45cb-96a0-4f43d8c19642", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["RDS"] 
      } 
    } 
  ], 
 "CreationTime": 1516925490, 
 "DeploymentStatus": 
 "Active", 
 "FrameworkStatus": 
 "Completed", 
 "IdempotencyToken": 
 "Control1", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

Backup plan minimum 
frequency and minimum 
retention

{"FrameworkName": 
 "Control2", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_PLAN_MIN_FREQUENCY_AND_MIN_RETENTION_CHECK", 
     
 "ControlInputParameters":  
      [ 
        {"ParameterName": 
 "requiredRetentionDays", 
         "ParameterValue": 
 "35"},  
        {"ParameterName": 
 "requiredFrequencyUnit", 

{"FrameworkName": 
 "Control2", 
 "FrameworkArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:framework/
Control2-
de7655ae-1e31-45cb-96a0-4f43d8c1969d", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_PLAN_MIN_FREQUENCY_AND_MIN_RETENTION_CHECK", 
     
 "ControlInputParameters":  
      [ 
        {"ParameterName": 
 "requiredRetentionDays", 
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コントロール CreateFrameworkリクエスト DescribeFrameworkレスポン
ス

         "ParameterValue": 
 "hours"}, 
        {"ParameterName": 
 "requiredFrequencyValue", 
         "ParameterValue": 
 "24"} 
      ], 
     "ControlScope":  
      { 
       "Tags": {"key1": 
 "prod"} // Evaluate backup 
 plans that tagged with 
 "key1": "prod".   
      } 
    } 
  ], 
 "IdempotencyToken": 
 "Control2", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

         "ParameterValue": 
 "35"},  
        {"ParameterName": 
 "requiredFrequencyUnit", 
         "ParameterValue": 
 "hours"}, 
        {"ParameterName": 
 "requiredFrequencyValue", 
         "ParameterValue": 
 "24"} 
      ], 
     "ControlScope":  
      { 
       "Tags": {"key1": 
 "prod"} 
      } 
    } 
  ], 
 "CreationTime": 1516925490, 
 "DeploymentStatus": 
 "Active", 
 "FrameworkStatus": 
 "Completed", 
 "IdempotencyToken": 
 "Control2", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}
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コントロール CreateFrameworkリクエスト DescribeFrameworkレスポン
ス

Vaults prevent manual 
deletion of recovery 
points

{"FrameworkName": 
 "Control3", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [  
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RECOVERY_POINT_MANUAL_DELETION_DISABLED", 
     
 "ControlInputParameters":  
      [ 
        {"ParameterName": 
 "principalArnList", 
         "ParameterValue":  
         
 "arn:aws:iam::123456789012:role/
application_abc/
component_xyz/RDSAccess, 
         
 arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/access-
analyzer.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer, 
         
 arn:aws:iam::123456789012:role/
service-role/
QuickSightAction"} 
      ], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceIds":
["default"], 
       
 "ComplianceResourceTypes": 
 ["AWS::Backup::BackupVault"] 
      } 
    } 
  ], 
 "IdempotencyToken": 
 "Control3", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

{"FrameworkName": 
 "Control3", 
 "FrameworkArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:framework/
Control2-
de7655ae-1e31-45cb-96a0-4f43d8c1969d", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RECOVERY_POINT_MANUAL_DELETION_DISABLED", 
     
 "ControlInputParameters":  
      [ 
        {"ParameterName": 
 "principalArnList", 
         "ParameterValue":  
         
 "arn:aws:iam::123456789012:role/
application_abc/
component_xyz/RDSAccess, 
         
 arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/access-
analyzer.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer, 
         
 arn:aws:iam::123456789012:role/
service-role/
QuickSightAction"} 
      ], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceIds":
["default"], 
       
 "ComplianceResourceTypes": 
 ["AWS::Backup::BackupVault"] 
      } 
    } 
  ], 
 "CreationTime": 1516925490, 
 "DeploymentStatus": 
 "Active", 
 "FrameworkStatus": 
 "Completed", 
 "IdempotencyToken": 
 "Control3", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}
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コントロール CreateFrameworkリクエスト DescribeFrameworkレスポン
ス

Minimum retention 
established for recovery 
point

{"FrameworkName": 
 "Control4", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [  
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RECOVERY_POINT_MINIMUM_RETENTION_CHECK", 
     
 "ControlInputParameters":  
      [ 
        {"ParameterName": 
 "requiredRetentionDays", 
         "ParameterValue": 
 "35"} 
      ], 
     "ControlScope": {} // 
 Default scope (no scope 
 input) sets scope to all 
 recovery points. 
    } 
  ], 
 "IdempotencyToken": 
 "Control4", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

{"FrameworkName": 
 "Control4",
"FrameworkArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:framework/
Control6-6e7655ae-1e31-45cb-96a0-4f43d8c19642", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
  "FrameworkControls":  
  [  
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RECOVERY_POINT_MINIMUM_RETENTION_CHECK", 
     
 "ControlInputParameters":  
      [ 
        {"ParameterName": 
 "requiredRetentionDays", 
         "ParameterValue": 
 "35"} 
      ], 
     "ControlScope": {} 
    } 
  ], 
 "CreationTime": 1516925490, 
 "DeploymentStatus": 
 "Active", 
 "FrameworkStatus": 
 "Completed", 
 "IdempotencyToken": 
 "Control4", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}
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コントロール CreateFrameworkリクエスト DescribeFrameworkレスポン
ス

Backup recovery points 
are encrypted {"FrameworkName": 

 "Control5", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [  
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RECOVERY_POINT_ENCRYPTED", 
     
 "ControlInputParameters":  
      [], 
     "ControlScope": {} // 
 Default scope (no scope 
 input) is all recovery 
 points 
    } 
  ], 
 "IdempotencyToken": 
 "Control5", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

{"FrameworkName": 
 "Control5",
"FrameworkArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:framework/
Control7-7e7655ae-1e31-45cb-96a0-4f43d8c19642", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
  "FrameworkControls":  
  [  
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RECOVERY_POINT_ENCRYPTED", 
     
 "ControlInputParameters":  
      [], 
     "ControlScope": {} 
    } 
  ], 
 "CreationTime": 1516925490, 
 "DeploymentStatus": 
 "Active", 
 "FrameworkStatus": 
 "Completed", 
 "IdempotencyToken": 
 "Control5", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}
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コントロール CreateFrameworkリクエスト DescribeFrameworkレスポン
ス

Cross-Region backup copy 
is scheduled {"FrameworkName": 

 "Control6", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_CROSS_REGION", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["EC2"] // Evaluate 
 only EC2 instances 
      } 
    } 
  ], 
 "IdempotencyToken": 
 "Control6", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

{"FrameworkName": 
 "Control6", 
 "FrameworkArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:framework/
Control6-
ce7655ae-1e31-45cb-96a0-4f43d8c19642", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_CROSS_REGION", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["EC2"] 
      } 
    } 
  ], 
 "CreationTime": 1516925490, 
 "DeploymentStatus": 
 "Active", 
 "FrameworkStatus": 
 "Completed", 
 "IdempotencyToken": 
 "Control6", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}
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コントロール CreateFrameworkリクエスト DescribeFrameworkレスポン
ス

Cross-account backup 
copy is scheduled {"FrameworkName": 

 "Control7", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_CROSS_ACCOUNT", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["EC2"] // Evaluate 
 only EC2 instances 
      } 
    } 
  ], 
 "IdempotencyToken": 
 "Control7", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

{"FrameworkName": 
 "Control7", 
 "FrameworkArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:framework/
Control7-
ce7655ae-1e31-45cb-96a0-4f43d8c19642", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_CROSS_ACCOUNT", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["EC2"] 
      } 
    } 
  ], 
 "CreationTime": 1516925490, 
 "DeploymentStatus": 
 "Active", 
 "FrameworkStatus": 
 "Completed", 
 "IdempotencyToken": 
 "Control7", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}
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コントロール CreateFrameworkリクエスト DescribeFrameworkレスポン
ス

Backups are protected by 
AWS Backup Vault Lock {"FrameworkName": 

 "Control8", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_VAULT_LOCK", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["EC2"] // Evaluate 
 only EC2 instances 
      } 
    } 
  ], 
 "IdempotencyToken": 
 "Control8", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

{"FrameworkName": 
 "Control8", 
 "FrameworkArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:framework/
Control8-
ce7655ae-1e31-45cb-96a0-4f43d8c19642", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_VAULT_LOCK", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["EC2"] 
      } 
    } 
  ], 
 "CreationTime": 1516925490, 
 "DeploymentStatus": 
 "Active", 
 "FrameworkStatus": 
 "Completed", 
 "IdempotencyToken": 
 "Control8", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}
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コントロール CreateFrameworkリクエスト DescribeFrameworkレスポン
ス

Last recovery point was 
created {"FrameworkName": 

 "Control9", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_LAST_RECOVERY_POINT_CREATED", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["EC2"] // Evaluate 
 only EC2 instances 
      } 
    } 
  ], 
 "IdempotencyToken": 
 "Control9", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

{"FrameworkName": 
 "Control9", 
 "FrameworkArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:framework/
Control9-
ce7655ae-1e31-45cb-96a0-4f43d8c19642", 
 "FrameworkDescription": 
 "This is a test framework", 
 "FrameworkControls":  
  [ 
    {"ControlName": 
 "BACKUP_LAST_RECOVERY_POINT_CREATED", 
     
 "ControlInputParameters":
[], 
     "ControlScope":  
      
 {"ComplianceResourceTypes":  
        ["EC2"] 
      } 
    } 
  ], 
 "CreationTime": 1516925490, 
 "DeploymentStatus": 
 "Active", 
 "FrameworkStatus": 
 "Completed", 
 "IdempotencyToken": 
 "Control9", 
 "FrameworkTags":  
  {"key1": "foo"}
}

フレームワークのコンプライアンスステータスの表示
監査フレームワークを作成すると、フレームワーク表に表示さえます。AWS Backupconsole.のの左のナビ
ゲーションペインのフレームワークを選択して、この表を表示できます。フレームワークの監査結果を表
示するには、フレームワーク名を選択します。そうすることで、概要およびコントロールという２つのセ
クションがあるフレームワークの詳細ページに行くことができます。

-概要セクションには、次のステータスが左から右に一覧表示さえれます。

• コンプライアンス状況は、各コントロールのコンプライアンスステータスによって決定される監査フ
レームワークの全体的なコンプライアンスステータスです。各コントロールのコンプライアンスステー
タスは、評価する各リソースのコンプライアンスステータスによって決まります。

フレームワークコンプライアンス状況は、Compliantコントロール評価のスコープ内のすべてのリソー
スがそれらの評価に合格した場合に限ります。1 つ以上のリソースが制御評価に失敗した場合、コン
プライアンスステータスはNon-Compliantになります。非準拠のリソースを見つける方法について
は、非準拠リソースの検索を参照してください。リソースをコンプライアンスに組み込む方法について
は、AWS BackupAudit Manager の制御と修正の「是正」セクションを参照してください。

• フレームワークのステータスは、すべてのリソースのリソーストラッキングを有効にしているかどうか
を示します。次のようなステータスがあります。
• Activeフレームワークが評価するすべてのリソースで記録が有効になっている場合。
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• Partially active少なくとも 1 つのリソースについて記録がオフになっている場合、フレーム
ワークが評価します。

• Inactiveフレームワークが評価するすべてのリソースについて記録がオフになっている場合。
• AWS BackupAudit Manager は、現時点では記録ステータスを検証でないUnavailable時

Partially activeもしくはInactive状態を修正するには

1. 左のナビゲーションペインの [フレームワーク] を選択します。
2. リソーストラッキングの管理を選択します。
3. ポップアップの指示に従って、リソースタイプで以前に無効になっていた録音を有効にします。

フレームワークに含まれるコントロールに基づいて、リソーストラッキングが必要なリソースタイプの
詳細については、AWS BackupAudit Manager の制御と修正のリソースコンポーネントを参照してくだ
さい。

• デプロイのステータスは、フレームワークのデプロイステータスを示します。このステータス
は、ほとんどの場合Completedとすることができますが、。Create in progress,Update in 
progress,Delete in progress, およびFailedも可能です。
• ステータスがの場合、Failedフレームワークが正しくデプロイされなかったことを意味します。フ

レームワークを削除し、AWS BackupコンソールまたはAWS Backup API を使用してフレームワーク
を再作成します。

• 準拠のコントロールは、すべての評価が渡されたフレームワークコントロールの数を表示します。
• 非準拠のコントロールは、少なくとも 1 つの評価が合格していないフレームワークコントロールの数を

表示します。

-コントロールセクションには、次の情報が表示されます。

• コントロールステータスは、各コントロールのコンプライアンスステータスを示します。コントロール
はCompliantつまり、すべてのリソースがその評価に合格することを意味します。Non-compliant、
少なくとも1つのリソースがその評価に合格しなかったことを意味するか、もしくはInsufficient 
data。つまり、コントロールが評価スコープ内に評価するリソースが見つからなかったことを意味しま
す。

• 評価スコープは、各コントロールを 1 つもしくは複数リソースタイプに制限する必要があります。1 つ
のリソース ID、もしくは1つタグキーおよび監査フレームワークの作成時にコントロールをカスタマイ
ズした方法に基づたタグ値です。すべてのフィールドが空の場合 (ダッシュ「-」で表示)、コントロール
は適用可能なすべてのリソースを評価します。

アカウントの非準拠リソースの検索
AWS BackupAudit Manager は、2 つの方法で非準拠のリソースを見つけるのに役立ちます。

• フレームワークのコンプライアンスステータスを表示する際は、で、コントロール名を詳細セクショ
ンでコントロール名を選択してください。そうすることで、Non-Compliantリソースのリストを表示
できるそうすることで、AWS Configコンソールに行くことができます。

• https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/create-report-plan-console.htmlフレームワー
クが含まれているリソースコンプライアンステンプレートを使用してレポートを作成した後で、Non-
Compliantすべてのコントロールにまたがるリソースを特定するレポートを見ることができます。

さらに、Resource compliance reportAWS BackupAudit Manager が、最後に各コントロールを評
価した最後の時間を表示します。
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監査フレームワークを更新する
既存の監査フレームワークの説明、コントロール、およびパラメータを更新できます。

既存のフレームワークを更新するには

1. AWS Backup コンソールの、左のナビゲーションペインで、[フレームワーク] を選択します。
2. フレームワーク名で編集したいフレームワークを選択します。
3. [編集] を選択します。

監査フレームワークを削除する
既存のフレームワークを削除するには

1. AWS Backupコンソール左のナビゲーションペインで、フレームワーク] を選択します。
2. フレームワーク名で削除したいフレームワークを選択します。
3. [Delete] (削除) を選択します。
4. フレームワークの名前を入力して、フレームワークの削除を選択します。。

Working with audit reports (レポートの操作)
AWS BackupAudit Manager レポートは、AWS Backup次のようなアクティビティの証拠を自動的に生成し
ます。

• どのバックアップジョブが終了し、いつ
• どのリソースをバックアップしましたか

レポートには 2 つのタイプがあります。1 つはジョブレポートで、過去 24 時間に終了したジョブとすべて
のアクティブなジョブが表示されます。2 つ目のレポートはコンプライアンスレポートです。コンプライ
アンスレポートでは、リソースレベルや実施されているさまざまな統制を監視できます。レポートを作成
するときは、作成するレポートの種類を選択します。

AWS BackupAudit Manager は、Amazon S3 バケットに日次レポートを Amazon S3 バケットに配信し
ます。レポートが現在の地域と現在のアカウントに関するものである場合は、レポートを CSV 形式と 
JSON 形式のどちらで受け取るかを選択できます。それ以外の場合は、レポートを CSV 形式で表示できま
す。AWS BackupAudit Manager は、パフォーマンスを維持するためにランダム化を実行するので、日報
のタイミングは数時間かけて変動するかもしれません。オンデマンドレポートはいつでも実行できます。

すべてのアカウント所有者はクロスリージョンレポートを作成できます。管理アカウント所有者はクロス
アカウントレポートも作成できます。

レポートプランは、1 つあたり最大 20 です。AWS アカウント。

注:委任管理者アカウントはAWS Backup Audit Manager レポート生成にアクセスできません。アカウント
の管理者に連絡して、レポートを作成または編集してください。

Note

特定のバックアップのデータのインクリメンタルバイト数を表示する機能がないRDSなどのリ
ソースでは、backupSizeInBytes値が 0 と表示されます。

AWS BackupAudit Manager が日次レポートまたはオンデマンドレポートを作成する許可をするには、ま
ずレポートプランからレポートテンプレートからレポートプランを作成しなくてはいけません。
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トピック
• レポートテンプレートの選択 (p. 188)
• AWS Backupコンソールを使用したレポートプランの作成 (p. 192)
• AWS BackupAPIを使用したレポートプランの作成 (p. 194)
• オンデマンドレポートの作成 (p. 196)
• 監査レポートの表示 (p. 196)
• レポートプランの更新 (p. 197)
• レポートプランの削除 (p. 197)

レポートテンプレートの選択
レポートテンプレートは、レポートプランがレポートに含まれる情報を定義します。レポートプランを使
用してレポートを自動化すると、AWS Backup Audit Manager は過去 24 時間のレポートを提供します。 
AWS BackupAudit Manager は、UTCの午前1時から5時の間にこれらのレポートを作成します。次のレ
ポートテンプレートが用意されています。

レポートテンプレートをBackup する
レポートテンプレートをBackup する。これらのテンプレートを使用すると、バックアップ、リストア、
またはコピージョブの毎日の更新が提供されます。これらのレポートを使用して、運用ポスチャを監視
し、さらにアクションが必要になる可能性のある障害を特定できます。次の表に、各バックアップレポー
トテンプレート名およびその出力例を一覧表示します。

Backup レポートテンプレート JSON 形式のサンプルレポート

BACKUP_JOB_REPORT
{ 
  "reportItems": [ 
    { 
      "reportTimePeriod": 
 "2021-07-14T00:00:00Z - 
 2021-07-15T00:00:00Z", 
      "accountId": "112233445566", 
      "region": "us-west-2", 
      "backupJobId": 
 "FCCB040A-9426-2A49-2EA9-5EAFFAC656AC", 
      "jobStatus": "COMPLETED", 
      "resourceType": "EC2", 
      "resourceArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2:112233445566:instance/
i-0bc877aee7782ba75", 
      "backupPlanArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:112233445566:backup-plan:349f2247-
b489-4301-83ac-4b7dd724db9a", 
      "backupRuleId": "ab88bbf8-
ff4e-4f1b-92e7-e13d3e65dcfb", 
      "creationDate": 
 "2021-07-14T23:53:47.229Z", 
      "completionDate": 
 "2021-07-15T00:16:07.282Z", 
      "recoveryPointArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2::image/ami-030cafb98e5a6dcdf", 
      "jobRunTime": "00:22:20", 
      "backupSizeInBytes": 8589934592, 
      "backupVaultName": "Default", 
      "backupVaultArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:112233445566:backup-vault:Default", 
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Backup レポートテンプレート JSON 形式のサンプルレポート
      "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::112233445566:role/service-
role/AWSBackupDefaultServiceRole" 
    } 
  ]
}

COPY_JOB_REPORT
{ 
  "reportItems": [ 
    { 
      "reportTimePeriod": 
 "2021-07-14T15:48:31Z - 
 2021-07-15T15:48:31Z", 
      "accountId": "112233445566", 
      "region": "us-west-2", 
      "copyJobId": "E0AD48A9-0560-
B668-3EF0-941FDC0AD6B1", 
      "jobStatus": "RUNNING", 
      "resourceType": "EC2", 
      "resourceArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2:112233445566:instance/
i-0bc877aee7782ba75", 
      "backupPlanArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:112233445566:backup-plan:349f2247-
b489-4301-83ac-4b7dd724db9a", 
      "backupRuleId": "ab88bbf8-
ff4e-4f1b-92e7-e13d3e65dcfb", 
      "creationDate": 
 "2021-07-15T15:42:04.771Z", 
      "backupSizeInBytes": 8589934592, 
      "sourceRecoveryPointArn": 
 "arn:aws:ec2:us-west-2::image/
ami-007b3819f25697299", 
      "sourceBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:112233445566:backup-vault:Default", 
      "destinationRecoveryPointArn": 
 "arn:aws:ec2:us-east-2::image/
ami-0eba2199a0bcece3c", 
      "destinationBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
east-2:112233445566:backup-vault:Default", 
      "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::112233445566:role/service-
role/AWSBackupDefaultServiceRole" 
    } 
  ]
}
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Backup レポートテンプレート JSON 形式のサンプルレポート

RESTORE_JOB_REPORT
{ 
  "reportItems": [ 
    { 
      "reportTimePeriod": 
 "2021-07-14T15:53:30Z - 
 2021-07-15T15:53:30Z", 
      "accountId": "112233445566", 
      "region": "us-west-2", 
      "restoreJobId": "4CACA67D-4E12-
DC05-6C2B-0E97D01FA41E", 
      "jobStatus": "RUNNING", 
      "recoveryPointArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2::image/ami-00201ecb57a5271ae", 
      "creationDate": 
 "2021-07-15T15:52:49.797Z", 
      "backupSizeInBytes": 8589934592, 
      "percentDone": "0.00%", 
      "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::112233445566:role/service-
role/AWSBackupDefaultServiceRole" 
    } 
  ]
}

コンプライアンスレポートテンプレート
コンプライアンスレポートテンプレートは、1つ以上のフレームワークで定義したコントロールに対する
バックアップ・アクティビティおよびリソースのコンプライアンスに関する日次レポートを提供します。
いずれかのフレームワークのコンプライアンスステータスがNon-compliantなら、コンプライアンスレ
ポートを確認して、非準拠のリソースを特定します。

コンプライアンスレポートテンプレートのタイプ

• Control compliance reportは、フレームワークで定義したコントロールのコンプライアンスス
テータスを追跡するのに役立ちます。

• Resource compliance reportは、フレームワークで定義したコントロールに対して、リソースのコ
ンプライアンスステータスを追跡するのに役立ちます。これらのレポートには、詳細な評価結果が含ま
れます。これには、これらのリソースを特定して修正するために使用できる非準拠リソースに関する情
報が含まれます。

次の表は、コンプライアンスレポートからの出力例を示します。

コンプライアンスレポートテンプレート JSON 形式のサンプルレポート

CONTROL_COMPLIANCE_REPORT
{ 
  "reportItems": [ 
    { 
      "accountId": "112233445566", 
      "region": "me-south-1", 
      "frameworkName": "TestFramework7", 
      "frameworkDescription": "A test 
 framework", 
      "controlName": 
 "BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN", 
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コンプライアンスレポートテンプレート JSON 形式のサンプルレポート
      "controlComplianceStatus": 
 "NON_COMPLIANT", 
      "lastEvaluationTime": 
 "2021-08-17T03:21:56.002Z", 
      "numResourcesCompliant": 91, 
      "numResourcesNonCompliant": 205, 
      "controlFrequency": "Twelve_Hours", 
      "controlScope": "", 
      "controlParameters": "" 
    }, 
    { 
      "accountId": "112233445566", 
      "region": "me-south-1", 
      "frameworkName": "TestFramework7", 
      "frameworkDescription": "A test 
 framework", 
      "controlName": 
 "BACKUP_PLAN_MIN_FREQUENCY_AND_MIN_RETENTION_CHECK", 
      "controlComplianceStatus": 
 "NON_COMPLIANT", 
      "lastEvaluationTime": 
 "2021-08-17T03:21:19.995Z", 
      "numResourcesCompliant": 0, 
      "numResourcesNonCompliant": 25, 
      "controlScope": 
 "{ComplianceResourceTypes: [],}", 
      "controlParameters": 
 "{\"requiredFrequencyValue\":\"1\",
\"requiredRetentionDays\":\"35\",
\"requiredFrequencyUnit\":\"hours\"}" 
    } 
  ]
}
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コンソールを使用したレポートプランの作成

コンプライアンスレポートテンプレート JSON 形式のサンプルレポート

RESOURCE_COMPLIANCE_REPORT
{ 
  "reportItems": [ 
    { 
      "accountId": "112233445566", 
      "region": "us-west-2", 
      "frameworkName": "MyTestFramework", 
      "frameworkDescription": "", 
      "controlName": 
 "BACKUP_LAST_RECOVERY_POINT_CREATED", 
      "resourceName": "", 
      "resourceId": "AWS::EFS::FileSystem/
fs-63c74e66", 
      "resourceType": 
 "AWS::EFS::FileSystem", 
      "resourceComplianceStatus": 
 "NON_COMPLIANT", 
      "lastEvaluationTime": 
 "2021-07-07T18:55:40.963Z" 
    }, 
    { 
      "accountId": "112233445566", 
      "region": "us-west-2", 
      "frameworkName": "MyTestFramework", 
      "frameworkDescription": "", 
      "controlName": 
 "BACKUP_LAST_RECOVERY_POINT_CREATED", 
      "resourceName": "", 
      "resourceId": "AWS::EFS::FileSystem/
fs-b3d7c218", 
      "resourceType": 
 "AWS::EFS::FileSystem", 
      "resourceComplianceStatus": 
 "NON_COMPLIANT", 
      "lastEvaluationTime": 
 "2021-07-07T18:55:40.961Z" 
    } 
  ]
}

AWS Backupコンソールを使用したレポートプランの
作成
レポートには 2 つのタイプがあります。1 つはジョブレポートで、過去 24 時間に終了したジョブとすべて
のアクティブなジョブが表示されます。2 つ目のレポートはコンプライアンスレポートです。コンプライ
アンスレポートでは、リソースレベルや実施されているさまざまな統制を監視できます。レポートを作成
するときは、作成するレポートの種類を選択します。

注:アカウントの種類によって、コンソールの表示は異なる場合があります。マルチアカウント機能を使用
できるのは、管理アカウントのみです。

バックアッププランと同様に、レポートプランを作成し、レポートの作成を自動化して、送信先の 
Amazon S3 バケットを定義します。レポートプランでは、レポートを受け取る S3 バケットが必要です。
新しい S3 バケットを設定する手順については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドのステッ
プ 1: 最初の S3 バケットを作成するを参照してください。
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コンソールを使用したレポートプランの作成

AWS Backupコンソールでレポートプランを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup) で、コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Reporting] を選択します。
3. [Create report group (レポートグループを作成)] を選択します。
4. ドロップダウンリストからレポートテンプレートの 1 つを選択します。
5. 唯一のレポートプラン名を入力します。名前は、1 ～ 256 文字で、英字 (a~z)、数字 (0~9)、およびア

ンダースコア (_) で構成されます。
6. (任意) レポートプランの記述を入力します。
7. コンプライアンスレポートテンプレートは 1 つのアカウントのみを対象としています。レポートする

フレームワークを 1 つ以上選択します。レポートプランには最大 1,000 のフレームワークを追加でき
ます。

1. AWSドロップダウンを使用したリージョンを選択します。
2. ドロップダウンを使用して、そのリージョンからフレームワークを選択します。
3. フレームワークの追加を選択します。

8. (任意) レポートプランにタグを追加するには、レポートプランにタグを追加するを選択します。
9. 管理アカウントを使用している場合は、このレポートプランに含めるアカウントを指定できます。

「マイアカウントのみ」を選択すると、現在ログインしているアカウントのみに関するレポートが生
成されます。または、私の組織内の 1 つ以上のアカウントを選択できます (管理アカウントでのみ使
用可能)。

10. (1 つのリージョンのみのコンプライアンスレポートを作成する場合は、このステップをスキップして
ください)。レポートに含める地域を選択できます。ドロップダウンメニューをクリックすると、利用
可能な地域が表示されます。使用可能なすべての地域、または希望する地域を選択します。

• 「Backup Audit Manager に組み込まれるときに新しい地域を含める」チェックボックスを使用す
ると、新しい地域が利用可能になったときにレポートに追加されます。

11. あなたのレポートのファイル形式を選択します。レポートはすべて CSV 形式でエクスポートできま
す。さらに、単一地域と単一地域のレポートは JSON 形式でエクスポートできます。

12. S3 バケット名ドロップダウンリストを使用して、S3 バケット名を選択します。
13. (オプション) バケットプレフィックス) を入力します。

AWS Backups3://your-bucket-name/prefix/Backup/accountID/Region/year/month/
day/report-name現在のアカウントと現在の地域レポートを配信します。

AWS Backupクロスアカウントレポートを次の宛先に配信しますs3://your-bucket-name/
prefix/Backup/crossaccount/Region/year/month/day/report-name

AWS Backupクロスリージョンレポートを次の宛先に送信しますs3://your-bucket-name/
prefix/Backup/accountID/crossregion/year/month/day/report-name

14. [レポートプランの作成] を選択します。

次に、S3bucketにAWS Backupからレポートを受信できるようにしなくてはいけません。レポート計画を
作成した後、AWS BackupAudit Manager は、適用する S3 バケットアクセスポリシーを自動的に生成しま
す。カスタム KMS キーを使用してバケットを暗号化する場合は、ユーザーとしてキーがAWS Backupを
持っているのを確認します。。

このアクセスポリシーを S3 バケットに表示して適用するには

1. https://console.aws.amazon.com/backupで、コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Reports] を選択します。
3. [レポートプラン名の下で、レポートプランの名前を選択して、レポートプランを選択します。
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4. [編集] を選択します。
5. 選択S3 バケットのアクセスポリシーを表示します。この手順の最後にポリシーを使用することもでき

ます。
6. 選択権限をコピーする。
7. [Edit Bucket Policy] を選択します。
8. パーミッションをポリシーにコピーします。

サンプルバケットポリシー

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":{ 
        "AWS":"arn:aws:iam::11111111:role/aws-service-role/reports.backup.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForBackupReports" 
      }, 
      "Action":"s3:PutObject", 
      "Resource":[ 
        "arn:aws:s3:::BucketName/*" 
      ], 
      "Condition":{ 
        "StringEquals":{ 
          "s3:x-amz-acl":"bucket-owner-full-control" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

AWS BackupAPIを使用したレポートプランの作成
レポート計画は、プログラムで操作することもできます。

レポートには 2 つのタイプがあります。1 つはジョブレポートで、過去 24 時間に終了したジョブとすべて
のアクティブなジョブが表示されます。2 つ目のレポートはコンプライアンスレポートです。コンプライ
アンスレポートでは、リソースレベルや実施されているさまざまな統制を監視できます。レポートを作成
するときは、作成するレポートの種類を選択します。

単一アカウント、単一地域のレポートの場合は、次の構文を使用して呼び出しま
すCreateReportPlan (p. 414)。

{ 
   "ReportPlanName": "string", 
   "ReportPlanDescription": "string", 
   "ReportSetting": { 
        "ReportTemplate": enum, // Can be RESOURCE_COMPLIANCE_REPORT, 
 CONTROL_COMPLIANCE_REPORT, BACKUP_JOB_REPORT, COPY_JOB_REPORT, or RESTORE_JOB_REPORT. Only 
 include "ReportCoverageList" if your report is a COMPLIANCE_REPORT. 
   "ReportDeliveryChannel": { 
       "S3BucketName": "string", 
       "S3KeyPrefix": "string", 
       "Formats": [ enum ] // Optional. Can be either CSV, JSON, or both. Default is CSV if 
 left blank. 
   }, 
   "ReportPlanTags": {  
       "string" : "string" // Optional. 
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   }, 
   "IdempotencyToken": "string"
}

DescribeReportPlan (p. 464)レポートプランの一意の名前で電話すると、AWS BackupAPI は以下の情報
を応答します。

{ 
    "ReportPlanArn": "string", 
    "ReportPlanName": "string", 
    "ReportPlanDescription": "string", 
    "ReportSetting": { 
        "ReportTemplate": enum, 
    }, 
    "ReportDeliveryChannel": { 
        "S3BucketName": "string", 
        "S3KeyPrefix": "string", 
        "Formats": [ enum ] 
    }, 
    "DeploymentStatus": enum 
    "CreationTime": timestamp, 
    "LastAttemptExecutionTime": timestamp, 
    "LastSuccessfulExecutionTime": timestamp
}

マルチアカウント、マルチリージョンのレポートの場合は、次の構文を使用して呼び出しま
すCreateReportPlan (p. 414)。

{ 
   "IdempotencyToken": "string", 
   "ReportDeliveryChannel": {  
      "Formats": [ "string" ], *//Organization report only support CSV file* 
      "S3BucketName": "string", 
      "S3KeyPrefix": "string" 
   }, 
   "ReportPlanDescription": "string", 
   "ReportPlanName": "string", 
   "ReportPlanTags": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "ReportSetting": {  
      "Accounts": [ "string" ] 
      "OrganizationUnits": [ "string" ], 
      "Regions": ["string"], 
      "FrameworkArns": [ "string" ], 
      "NumberOfFrameworks": number, 
      "ReportTemplate": "string" 
   }
}

DescribeReportPlan (p. 464)レポートプランの一意の名前で電話すると、AWS Backup API は、マルチア
カウント、マルチリージョンのプランについて次の情報を応答します。

{ 
   "ReportPlan": {  
      "CreationTime": number, 
      "DeploymentStatus": "string", 
      "LastAttemptedExecutionTime": number, 
      "LastSuccessfulExecutionTime": number, 
      "ReportDeliveryChannel": {  
         "Formats": [ "string" ], 
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         "S3BucketName": "string", 
         "S3KeyPrefix": "string" 
      }, 
      "ReportPlanArn": "string", 
      "ReportPlanDescription": "string", 
      "ReportPlanName": "string", 
      "ReportSetting": {  
         "Accounts":[ "string" ], 
         "OrganizationUnits":[ "string" ], 
         "Regions": [ "string" ],  
         "FrameworkArns": [ "string" ], 
         "NumberOfFrameworks": number, 
         "ReportTemplate": "string" 
      } 
   }
}

オンデマンドレポートの作成
AWS Backup次の手順で、オンデマンドでレポートを作成し、都合がいい時に新規のレポートを生成する
ことができます。Audit Manager は、レポートプランで指定した Amazon S3 バケットにオンデマンドレ
ポートを配信します。

1. https://console.aws.amazon.com/backup)でコンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Reports] を選択します。
3. レポートプラン名の下で、レポートプランの名前を選択して、レポートプランを選択します。
4. [Create on-demand report] を選択します。

既存のレポートプランのオンデマンドレポートを生成できます。

1. https://console.aws.amazon.com/backup) で、コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Reporting] を選択します。
3. レポートプランで、レポートプラン名の横にあるラジオボタンをクリックしてレポートプランを選択

します。
4. [アクション] をクリックし、[オンデマンドレポートの作成] をクリックします。

これは、レポートの生成中であっても、複数のレポートに対して実行できます。

監査レポートの表示
CSV ファイルもしくは JSON ファイルの操作に通常使用するプログラムを使用してAWS Backup Audit 
Managerレポートを開き、表示し、分析できます。複数の地域または複数のアカウントのレポートは CSV 
形式でのみ利用できることに注意してください。

サイズの大きいファイルは、合計ファイルサイズが 50 MB を超えると、複数のレポートに分割されます。
結果のファイルが 50 MB を超える場合、AWS Backup Audit Manager はレポートの残りの部分を含む追加
の CSV ファイルを作成します。

レポートを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup)でコンソールを開きbます。
2. 左のナビゲーションペインの [Reports] を選択します。
3. [レポートプラン名の下で、レポートプランの名前を選択して、レポートプランを選択します。
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4. 「レポートジョブ」で、レポートリンクをクリックしてレポートを表示します。
5. レポートのステータスの報告に点線の下線が付いていたら、レポートに関する情報については、これ

を選択してください。
6. る完了時間で、表示するレポートを選択します。
7. S3link を選択します。これにより、送信先 S3 バケットが開きます。
8. 名前の下に、表示するレポートの名前を選択します。
9. レポートをコンピュータに保存するには、ダウンロードを選択します。

レポートプランの更新
既存のレポートプランの記述、配信先、および形式を更新できます。該当する場合は、レポートプランに
フレームワークを追加または削除することもできます。

既存のレポートプランを更新するには

1. https://console.aws.amazon.com/backup/)で、コンソールを選択します。
2. 左のナビゲーションペインの [Reports] を選択します。
3. [レポートプラン名の下で、レポートプランの名前を選択して、レポートプランを選択します。
4. [編集] を選択します。
5. レポートの名前や説明、レポートに含まれるアカウントや地域など、レポートプランの詳細を編集で

きます。

レポートプランの削除
既存のレポートプランを削除できます。レポートプランを削除すると、そのレポートプランによって既に
作成されたレポートは、送信先の Amazon S3 バケットに残ります。

既存のレポートプランを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/bakup)でコンソールを開きbます。
2. 左のナビゲーションペインの [Reports] を選択します。
3. レポートプラン名の下で、レポートプランの名前を選択して、レポートプランを選択します。
4. [Delete] (削除) を選択します。
5. レポート計画の名前を入力し、[レポートプランの削除を選択します。

AWS CloudFormationで、AWS BackupAudit 
Managerを使用します

AWS CloudFormation参考用のテンプレート以下のサンプルを提供します：

トピック
• リソーストラッキングを有効にする (p. 176)
• 既定のコントロールをデプロイする (p. 201)
• IAM ロールをコントロール評価から除外する (p. 202)
• レポートプランを作成します。 (p. 202)
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リソーストラッキングを有効にする
次のテンプレートでは、リソーストラッキングの有効化に記述するようにリソーストラッキングが有効に
なります。

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Enable AWS Config

Metadata: 
  AWS::CloudFormation::Interface: 
    ParameterGroups: 
      - Label: 
          default: Recorder Configuration 
        Parameters: 
          - AllSupported 
          - IncludeGlobalResourceTypes 
          - ResourceTypes 
      - Label: 
          default: Delivery Channel Configuration 
        Parameters: 
          - DeliveryChannelName 
          - Frequency 
      - Label: 
          default: Delivery Notifications 
        Parameters: 
          - TopicArn 
          - NotificationEmail 
    ParameterLabels: 
      AllSupported: 
        default: Support all resource types 
      IncludeGlobalResourceTypes: 
        default: Include global resource types 
      ResourceTypes: 
        default: List of resource types if not all supported 
      DeliveryChannelName: 
        default: Configuration delivery channel name 
      Frequency: 
        default: Snapshot delivery frequency 
      TopicArn: 
        default: SNS topic name 
      NotificationEmail: 
        default: Notification Email (optional)

Parameters: 
  AllSupported: 
    Type: String 
    Default: True 
    Description: Indicates whether to record all supported resource types. 
    AllowedValues: 
      - True 
      - False 

  IncludeGlobalResourceTypes: 
    Type: String 
    Default: True 
    Description: Indicates whether AWS Config records all supported global resource types. 
    AllowedValues: 
      - True 
      - False 

  ResourceTypes: 
    Type: List<String> 
    Description: A list of valid AWS resource types to include in this recording group, 
 such as AWS::EC2::Instance or AWS::CloudTrail::Trail. 
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    Default: <All> 

  DeliveryChannelName: 
    Type: String 
    Default: <Generated> 
    Description: The name of the delivery channel. 

  Frequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency with which AWS Config delivers configuration snapshots. 
    AllowedValues: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 

  TopicArn: 
    Type: String 
    Default: <New Topic> 
    Description: The Amazon Resource Name (ARN) of the Amazon Simple Notification Service 
 (Amazon SNS) topic that AWS Config delivers notifications to. 

  NotificationEmail: 
    Type: String 
    Default: <None> 
    Description: Email address for AWS Config notifications (for new topics).

Conditions: 
  IsAllSupported: !Equals 
    - !Ref AllSupported 
    - True 
  IsGeneratedDeliveryChannelName: !Equals 
    - !Ref DeliveryChannelName 
    - <Generated> 
  CreateTopic: !Equals 
    - !Ref TopicArn 
    - <New Topic> 
  CreateSubscription: !And 
    - !Condition CreateTopic 
    - !Not 
      - !Equals 
        - !Ref NotificationEmail 
        - <None>

Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
      12hours : Twelve_Hours 
      24hours : TwentyFour_Hours

Resources: 

  ConfigBucket: 
    DeletionPolicy: Retain 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      BucketEncryption: 
          ServerSideEncryptionConfiguration: 
            - ServerSideEncryptionByDefault: 
                SSEAlgorithm: AES256 
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  ConfigBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: !Ref ConfigBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Sid: AWSConfigBucketPermissionsCheck 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - config.amazonaws.com 
            Action: s3:GetBucketAcl 
            Resource: 
              - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${ConfigBucket}" 
          - Sid: AWSConfigBucketDelivery 
            Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - config.amazonaws.com 
            Action: s3:PutObject 
            Resource: 
              - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${ConfigBucket}/AWSLogs/${AWS::AccountId}/
*" 
          - Sid: AWSConfigBucketSecureTransport 
            Action: 
              - s3:* 
            Effect: Deny 
            Resource: 
              - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${ConfigBucket}" 
              - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${ConfigBucket}/*" 
            Principal: "*" 
            Condition: 
              Bool: 
                aws:SecureTransport: 
                  false 

  ConfigTopic: 
    Condition: CreateTopic 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: 
      TopicName: !Sub "config-topic-${AWS::AccountId}" 
      DisplayName: AWS Config Notification Topic 
      KmsMasterKeyId: "alias/aws/sns" 

  ConfigTopicPolicy: 
    Condition: CreateTopic 
    Type: AWS::SNS::TopicPolicy 
    Properties: 
      Topics: 
        - !Ref ConfigTopic 
      PolicyDocument: 
        Statement: 
          - Sid: AWSConfigSNSPolicy 
            Action: 
              - sns:Publish 
            Effect: Allow 
            Resource: !Ref ConfigTopic 
            Principal: 
              Service: 
                - config.amazonaws.com 

  EmailNotification: 
    Condition: CreateSubscription 
    Type: AWS::SNS::Subscription 
    Properties: 
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      Endpoint: !Ref NotificationEmail 
      Protocol: email 
      TopicArn: !Ref ConfigTopic 
       
  ConfigRecorderServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::ServiceLinkedRole 
    Properties: 
      AWSServiceName: config.amazonaws.com 
      Description: Service Role for AWS Config 

  ConfigRecorder: 
    Type: AWS::Config::ConfigurationRecorder 
    DependsOn: 
      - ConfigBucketPolicy 
      - ConfigRecorderServiceRole 
    Properties: 
      RoleARN: !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-service-role/
config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfig 
      RecordingGroup: 
        AllSupported: !Ref AllSupported 
        IncludeGlobalResourceTypes: !Ref IncludeGlobalResourceTypes 
        ResourceTypes: !If 
          - IsAllSupported 
          - !Ref AWS::NoValue 
          - !Ref ResourceTypes 

  ConfigDeliveryChannel: 
    Type: AWS::Config::DeliveryChannel 
    DependsOn: 
      - ConfigBucketPolicy 
    Properties: 
      Name: !If 
        - IsGeneratedDeliveryChannelName 
        - !Ref AWS::NoValue 
        - !Ref DeliveryChannelName 
      ConfigSnapshotDeliveryProperties: 
        DeliveryFrequency: !FindInMap 
          - Settings 
          - FrequencyMap 
          - !Ref Frequency 
      S3BucketName: !Ref ConfigBucket 
      SnsTopicARN: !If 
        - CreateTopic 
        - !Ref ConfigTopic 
        - !Ref TopicArn

既定のコントロールをデプロイする
次のテンプレートは、AWS BackupAudit Manager の制御と修正に記述されたデフォルトコントロールを
持つフレームワークを作成します。

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources: 
  TestFramework: 
    Type: AWS::Backup::Framework 
    Properties: 
      FrameworkControls: 
        - ControlName: BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN 
        - ControlName: BACKUP_RECOVERY_POINT_MINIMUM_RETENTION_CHECK 
          ControlInputParameters: 
            - ParameterName: requiredRetentionDays 
              ParameterValue: '35' 
        - ControlName: BACKUP_RECOVERY_POINT_MANUAL_DELETION_DISABLED 
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        - ControlName: BACKUP_PLAN_MIN_FREQUENCY_AND_MIN_RETENTION_CHECK 
          ControlInputParameters: 
            - ParameterName: requiredRetentionDays 
              ParameterValue: '35' 
            - ParameterName: requiredFrequencyUnit 
              ParameterValue: 'hours' 
            - ParameterName: requiredFrequencyValue 
              ParameterValue: '24' 
          ControlScope: 
            Tags: 
              - Key: customizedKey 
                Value: customizedValue 
        - ControlName: BACKUP_RECOVERY_POINT_ENCRYPTED 
        - ControlName: BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_CROSS_REGION 
        - ControlName: BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_CROSS_ACCOUNT 
        - ControlName: BACKUP_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_VAULT_LOCK 
        - ControlName: BACKUP_LAST_RECOVERY_POINT_CREATED

Outputs: 
  FrameworkArn: 
    Value: !GetAtt TestFramework.FrameworkArn

IAM ロールをコントロール評価から除外する
コントロールBACKUP_RECOVERY_POINT_MANUAL_DELETION_DISABLEDでは、リカバリポイントを手動
で削除できる IAM ロールを最大 5 つまで免除できます。次のテンプレートでは、このコントロールがデプ
ロイされ、2 つの IAM ロールも免除されます。

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Resources: 
  TestFramework: 
    Type: AWS::Backup::Framework 
    Properties: 
      FrameworkControls: 
        - ControlName: BACKUP_RECOVERY_POINT_MANUAL_DELETION_DISABLED 
          ControlInputParameters: 
            - ParameterName: "principalArnList" 
              ParameterValue: !Sub 
 "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/AccAdminRole,arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/
ConfigRole"

Outputs: 
  FrameworkArn: 
    Value: !GetAtt TestFramework.FrameworkArn

レポートプランを作成します。
次のテンプレートでは、レポートプランが作成されます。

Description: "Basic AWS::Backup::ReportPlan template"

Parameters: 
  ReportPlanDescription: 
    Type: String 
    Default: "SomeReportPlanDescription" 
  S3BucketName: 
    Type: String 
    Default: "some-s3-bucket-name" 
  S3KeyPrefix: 
    Type: String 
    Default: "some-s3-key-prefix" 
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  ReportTemplate: 
    Type: String 
    Default: "BACKUP_JOB_REPORT"

Resources: 
  TestReportPlan: 
    Type: "AWS::Backup::ReportPlan" 
    Properties: 
      ReportPlanDescription: !Ref ReportPlanDescription 
      ReportDeliveryChannel: 
        Formats: 
          - "CSV" 
        S3BucketName: !Ref S3BucketName 
        S3KeyPrefix: !Ref S3KeyPrefix 
      ReportSetting: 
        ReportTemplate: !Ref ReportTemplate 
        Regions: ['us-west-2', 'eu-west-1', 'us-east-1'] 
        Accounts: ['123456789098'] 
        OrganizationUnits: ['ou-abcd-1234wxyz'] 
      ReportPlanTags: 
        - Key: "a" 
          Value: "1" 
        - Key: "b" 
          Value: "2"

Outputs: 
  ReportPlanArn: 
    Value: !GetAtt TestReportPlan.ReportPlanArn

AWS Audit ManagerとAWS BackupAudit Manager
を使用

AWS BackupAudit Managerは、AWS Audit ManagerレポートにAudit Managerコンプライアンス調査結果
をインポートするようにするために、ビルド済みの標準コントロールするマップをコントロールします。
これは、組織の全体的なコンプライアンス体制の一部としてバックアップアクティビティについて報告す
るコンプライアンス担当者、監査マネージャ、もしくはその他の同僚を支援するために必要です。

AWS Audit ManagerフレームワークにAWS BackupAudit Manager のコントロールのコンプライアンス結
果をインポートできます。AWS Audit Managerユーザーガイドの既存のコントロールをカスタマイズす
る手順をッ使用して、カスタムコントロールを作成します。これらの指示に従うと、AWS Backupコント
ロールのデータソースはであることに注意してくださいAWS Config。

AWS Backupコントロールのリストにとって、コントロールを選択するを参照してください。

AWS BackupAudit Manager の制御と修正
このページには、AWS BackupAudit Managerのためのコントロールの一覧が表示されます。右側の情報ペ
インを選択すると、コントロールのリストが表示され、特定のコントロールにジャンプできます。コント
ロールをすばやく比較するには、コントロールを選択するの表を参照してください。プログラムでコント
ロールを定義するには、AWS BackupAPIを使用して、フレームワークを作成する中にあるコードスニペッ
クを参照してください。

リージョンごとにアカウントごとに最大 50 個のコントロールを使用できます。2 つの異なるフレームワー
クで同じコントロールを使用すると、50 制御限界の 2 つのコントロールを使用する場合とカウントされま
す。

このページには、次の情報を含む各コントロールの一覧が表示されます。
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ププランによって保護されます

• 説明。角カッコ (「[]」) 内の値は、デフォルトのパラメータ値です。
• コントロールが評価するリソース。
• コントロールのパラメーター。
• 次のように、コントロールのスコープ。

• 1 つ、または複数の項目AWS Backup-でサポートされるサービスを選択して、タイプ別のリソースを
指定できます。

• タグ付きリソーススコープは、1 つのタグキーとオプションの値を持つと指定してください。
• 単一リソースドロップダウンリストを使用して、1 つのリソースを指定できます。

• 該当するリソースをコンプライアンスに組み込むための修復手順。

統制がリソースのコンプライアンスを評価する際には、アクティブなリソースのみが含まれることに注意
してください。たとえば、実行状態の Amazon EC2 インスタンスは、「前回の復旧ポイントが作成されま
した」というコントロールによって評価されます。停止状態の EC2 インスタンスはコンプライアンス評価
に含まれません。

Backup リソースはバックアッププランによって保護
されます
記述：リソースがバックアッププランによって保護されているかどうかを評価します。

リソース: AWS Backup: backup selection

パラメータ: なし

スコープ:

• リソースのタグ付け
• タイプ別リソース (デフォルト)
• 単一リソース

修復: バックアッププランにリソースを割り当てます。AWS Backupバックアッププランに割り当てた後
で、自動的にリソースを保護します。詳細については、 デベロッパーガイドのバックアッププランへのリ
ソースの割り当てを参照してください。

Backup プランの最小頻度と最小保存期間
記述：バックアッププランにバックアップ頻度が [1日] 以上で、保存期間が少なくとも [35 日] であるバッ
クアップルールが少なくとも1つ含まれているかどうかを評価します。

リソース: AWS Backup: backup plans

パラメータ:

• 必要なバックアップの頻度（時間または日数）。
• 必要な保持期間は日、週、月、または年の数です。有効にするには、少なくとも1週間を温かく保管して

おくことをお勧めします。AWS Backup可能な場合は増分バックアップを作成し、追加料金を回避しま
す。

スコープ:

• リソースのタグ付け
• 単一リソース
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修復:バックアッププランの更新をクリックして、バックアップの頻度、保存期間、またはその両方を変更
します。バックアッププランを更新すると、更新後にプランが作成するリカバリポイントの保持期間が変
更されます。

Vault は、リカバリポイントを手動で削除できない
記述: 特定の IAM ロールを除き、バックアップボルトでリカバリポイントを手動で削除できないかどうか
を評価します。

リソース: AWS Backup: backup vaults

パラメータ: 最大 5 つの IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) で、リカバリポイントを手動で削除
できます。

スコープ:

• リソースのタグ付け
• 単一リソース

修復：バックアップボールトのリソースベースのアクセスポリシーを作成もしくは修正します。バック
アップボールトアクセスポリシーを設定するポリシーの例と手順については、バックアップボールト内の
リカバリポイントを削除するためのアクセスを拒否するを参照してください。

回復ポイントは暗号化されています
記述: リカバリポイントが暗号化されているかどうかを評価します。

リソース: AWS Backup: recovery points

パラメータ: なし

スコープ:

• リソースのタグ付け

修復: リカバリポイントの暗号化を構成します。リカバリーポイントのために、暗号化を設定する方法はリ
ソースタイプによって異なります。

AWS Backup を使ってフル AWS Backup 管理をサポートするリソースタイプの暗号化を設定できます。リ
ソースタイプがフル AWS Backup 管理をサポートしていない場合、Amazon Elastic Compute Cloud ユー
ザーガイドの「Amazon EBS 暗号化」のようなサービスの指示に従ってバックアップ暗号化を設定する必
要があります。フル AWS Backup 管理をサポートするリソースタイプのリストを表示するには、リソース
別の機能の可用性 (p. 2) テーブルの「フル AWS Backup 管理」セクションを参照してください。

リカバリポイントのための最小保存期間が設定されま
した
記述: リカバリポイントの保存期間が少なくとも [35 日] であるかどうかを評価します。

リソース: AWS Backup: recovery points

パラメータ: 必要なリカバリポイントの保持期間は、日、週、月、または年数で表されます。有効にする
には、少なくとも1週間を温かく保管しておくことをお勧めします。AWS Backup可能な場合は増分バック
アップを作成し、追加料金を回避します。
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ピーがスケジュールされています

スコープ:

• リソースのタグ付け

修復: リカバリポイントの保持期間を変更します。詳細については、「Editing a backup」を参照してくだ
さい。

クロスリージョンバックアップコピーがスケジュール
されています
説明:AWSリソースがそのバックアップのコピーを別のリージョンに作成するように構成されているかどう
かを評価します。

リソース: AWS Backup: backup plans

パラメータ:

• バックアップコピーが存在する場所を選択してください (オプション)AWS リージョン
• リージョン

スコープ:

• リソースのタグ付け
• タイプ別のリソースタイプ
• 単一リソース

修復:バックアップ計画を更新して、AWS リージョンバックアップコピーが存在する場所を変更します。

クロスアカウントバックアップコピーがスケジュール
されています
説明:リソースがそのバックアップのコピーを別のアカウントに作成するように構成されているかどうかを
評価します。コントロールが評価するアカウントを 5 つまで追加できます。コピー先アカウントは、AWS 
Organizations のソースアカウントと同じ組織にある必要があります。

リソース: AWS Backup: backup plans

パラメータ:

• AWSバックアップコピーが存在するアカウント ID を選択します (オプション)
• アカウント ID

スコープ:

• リソースのタグ付け
• タイプ別のリソースタイプ
• 単一リソース

修復:バックアッププランを更新して、AWSコピーが存在するはずのアカウント ID を変更または追加しま
す。
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Lock によって保護されています

バックアップはAWS Backup Vault Lock によって保護
されています
説明:リソースに、ロックされたバックアップ保管庫に不変のバックアップが保存されているかどうかを評
価します。

リソース: AWS Backup: backup plans

パラメータ:

• AWS BackupVault Lockの最小保持日数と最大保持日数を入力します (オプション)
• 最低保存日数
• 最大保存日

スコープ:

• リソースのタグ付け
• タイプ別のリソースタイプ
• 単一リソース

修復:バックアッププランの更新をクリックして、最小保存日、最大保存日、もしくはその両方を変更しま
す。

最後の回復ポイントが作成されました
説明:このコントロールは、指定された時間枠 (日単位または時間単位) 内に回復ポイントが作成されたかど
うかを評価します。

指定された期間内にリソースにリカバリポイントが作成されていれば、制御は準拠します。指定された日
数または時間以内に回復ポイントが作成されなかった場合、制御は準拠しません。

このコントロールは 24 時間ごとに自動的に実行されます。

リソース: AWS Backup: recovery points

パラメータ:

• 指定した時間枠を、時間単位または日単位の整数で入力します。
• hoursの値の範囲は、1 ～744 です。
• daysの値は、1 ～ の範囲で指定できます31。

スコープ:

• リソースのタグ付け
• タイプ別のリソースタイプ
• 単一リソース

修復:

• バックアップ計画を更新して、指定された復旧ポイント作成の時間枠を変更します。
• さらに、オンデマンドバックアップを作成できます。
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複数の AWS Backup アカウントにわ
たる AWS アカウント リソースの管
理

Note

を使用したリソースを管理する前にAWS アカウントAWS Backup、AWS Organizationsアカウン
トがサービスの同じ組織に属している必要があります。

AWS Backup のクロスアカウント管理機能を使用して、AWS アカウント で設定した AWS Organizations 
全体のバックアップ、復元、コピージョブを管理およびモニタリングできます。AWS Organizations は、1 
つの管理アカウントから複数の AWS アカウント のポリシーベースの管理を提供するサービスです。これ
により、バックアップポリシーの実装方法を標準化し、手作業によるエラーと労力を同時に最小化するこ
とができます。一元的なビューから、関心のある条件を満たす、すべてのアカウントのリソースを簡単に
識別できます。

AWS Organizations を設定した場合は、すべてのアカウントのアクティビティを 1 か所でモニタリング
するよう AWS Backup を設定できます。バックアップポリシーを作成し、組織の一部である選択した
アカウントに適用して、集約バックアップジョブのアクティビティを AWS Backup コンソールから直接
表示することもできます。この機能により、バックアップ管理者は、単一の管理アカウントから、企業
全体の何百ものアカウントのバックアップジョブのステータスを効果的にモニタリングできます。AWS 
Organizations クォータが適用されます。

たとえば、特定のリソースのバックアップを毎日作成し、そのバックアップを 7 日間保持するバックアッ
プポリシー A を定義するとします。バックアップポリシー A は組織全体に適用することを選択します。
これにより、組織内の各アカウントにそのバックアップポリシーが適用され、そのアカウントに表示さ
れる、対応するバックアッププランが作成されます。次に、Finance という名前の OU を作成し、バック
アップを 30 日間だけ保持することにしました。この場合、ライフサイクル値を上書きするバックアップ
ポリシー B を定義し、その Finance OU にアタッチします。これにより、指定されたすべてのリソースの
バックアップを毎日作成し、それを 30 日間保持する新しい有効なバックアッププランが、Finance OU の
すべてのアカウントに適用されます。

この例では、バックアップポリシー A とバックアップポリシー B が単一のバックアップポリシーにマー
ジされ、これにより Finance という名前の OU の下にあるすべてのアカウントの保護戦略が定義されま
す。組織内の他のすべてのアカウントは、バックアップポリシー A によってそのまま保護されます。マー
ジは、同じバックアップ名を共有するバックアップポリシーに対してのみ行われます。また、ポリシー A 
とポリシー B をマージせずにそのアカウントに共存させることができます。高度なマージ演算子は、コ
ンソールの JSON ビューでのみ使用できます。マージポリシーの詳細については、ポリシー、ポリシー
の構文、およびポリシー継承の定義 (p. 216) ユーザーガイドの「AWS Organizations」を参照してくだ
さい。追加のリファレンスとユースケースについては、ブログの「AWS Organizations を使用した AWS 
Backup での大規模なバックアップの管理」および、ビデオチュートリアルの「AWS Organizations を使用
した AWS Backup での大規模なバックアップの管理」を参照してください。

AWSクロスアカウント管理機能を利用できる地域については、「地域別の機能の提供状況」を参照してく
ださい。

クロスアカウント管理を使用するには、次のステップを実行する必要があります。
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1. AWS Organizations で管理アカウントを作成し、管理アカウントの下にアカウントを追加します。
2. AWS Backup でクロスアカウント管理機能を有効にします。
3. 管理アカウントのすべての AWS アカウント に適用するバックアップポリシーを作成します。

Note

組織によって管理されるバックアッププランの場合、管理アカウントのリソースオプトイン設
定は、メンバーアカウントの設定よりも優先されます。

4. すべての AWS アカウントでバックアップ、復元、コピージョブを管理します。

トピック
• Organizations での管理アカウントの作成 (p. 209)
• クロスアカウント管理の有効化 (p. 209)
• 委任管理者 (p. 210)
• バックアップポリシーの作成 (p. 212)
• 複数の AWS アカウント でのアクティビティのモニタリング (p. 215)
• リソースのオプトインルール (p. 216)
• ポリシー、ポリシーの構文、およびポリシー継承の定義 (p. 216)

Organizations での管理アカウントの作成
まず、組織を作成し、AWS の AWS Organizations メンバーアカウントで設定する必要があります。

AWS Organizations で管理アカウントを作成し、アカウントを追加するには

• 手順については、AWS Organizations ユーザーガイドの「チュートリアル: 組織の作成と設定」を参照
してください。

クロスアカウント管理の有効化
AWS Backup でクロスアカウント管理を使用する前に、この機能を有効にする必要があります (つまり、
この機能をオプトインします)。この機能を有効にすると、複数のアカウントの同時管理を自動化できる
バックアップポリシーを作成できます。

クロスアカウント管理を有効にするには

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

このステップは、管理アカウントからのみ行うことができます。
2. 左側のナビゲーションペインで [設定] を選択して、クロスアカウント管理ページを開きます。
3. [バックアップポリシー] セクションで [有効] を選択します。

これにより、すべてのアカウントにアクセスでき、組織内の複数のアカウントの同時管理を自動化す
るためのポリシーを作成できます。

4. [クロスアカウントのモニタリング] セクションで、[有効] を選択します。

209

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_tutorials_basic.html
https://console.aws.amazon.com/backup
https://console.aws.amazon.com/backup


AWS Backup デベロッパーガイド
委任管理者

これにより、組織内のすべてのアカウントのバックアップ、コピー、および復元アクティビティを管
理アカウントからモニタリングできます。

委任管理者
委任管理は、AWS Backup登録されたメンバーアカウントに割り当てられたユーザーがほとんどの管理タ
スクを実行するのに便利な方法です。AWS Backupの管理を内のメンバーアカウントに委任することを選
択できます。これによりAWS Organizations、AWS Backup管理アカウントの外部から、また組織全体にわ
たって管理できるようになります。

デフォルトでは、管理アカウントはポリシーの編集と管理に使用されるアカウントです。委任管理者機能
を使用すると、これらの管理機能を指定したメンバーアカウントに委任できます。次に、これらのアカウ
ントは、管理アカウントに加えてポリシーを管理できます。

メンバーアカウントが委任管理用に正常に登録されると、そのメンバーアカウントは委任管理者アカウン
トになります。委任管理者として指定されるのは、ユーザーではなくアカウントであることに注意してく
ださい。

委任管理者アカウントを有効にすると、バックアップポリシーを管理できるようになり、管理アカウント
にアクセスできるユーザーの数が最小限に抑えられ、ジョブのクロスアカウント監視が可能になります。

以下の表は、管理アカウント、Backup 管理者として委任されたアカウント、AWSおよび組織内のメン
バーであるアカウントの機能を示しています。

プリビレッジズ 管理アカウント 委任管理者 メンバーアカウント

委任管理者アカウント
の登録/登録解除

はい いいえ いいえ

アカウント全体のバッ
クアップポリシーを管
理AWS Organizations

はい はい いいえ

クロスアカウントジョ
ブの監視

はい はい いいえ

前提条件
バックアップ管理を委任する前に、AWSまず組織内の少なくとも 1 つのメンバーアカウントを委任管理者
として登録する必要があります。委任管理者としてアカウントを登録する前に、最初に次の設定を行う必
要があります。

• AWS Organizationsデフォルトの管理アカウントに加えて、少なくとも1つのメンバーアカウントを有効
にして設定する必要があります。

• AWS Backupコンソールで、バックアップポリシー、クロスアカウントモニタリング、クロスアカウン
トバックアップ機能がオンになっていることを確認します。これらは、AWS Backupコンソールの委任
管理者ペインの下にあります。
• クロスアカウント監視では、管理アカウントだけでなく、委任された管理者アカウントからも、組織

内のすべてのアカウントのバックアップアクティビティを監視できます。
• オプション:クロスアカウントBackup。組織内のアカウントが他のアカウントにバックアップをコ

ピーできるようにします (バックアップがサポートされているクロスアカウントリソースの場合)。
• でサービスアクセスを有効にしますAWS Backup。
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委任管理者アカウントとしてメンバーアカウントを登録する

委任された管理の設定には 2 つのステップがあります。最初のステップは、クロスアカウントジョブの監
視を委任することです。2 つ目のステップは、バックアップポリシーの管理を委任することです。

委任管理者アカウントとしてメンバーアカウントを登
録する
これが最初のセクションです。AWS Backupコンソールを使用して委任管理者アカウントを登録し、クロ
スアカウントジョブを監視する。AWS Backupポリシーを委任するには、次のセクションのOrganizations 
コンソールを使用します。

AWS Backupコンソールを使用してメンバーアカウントを登録するには:

1. AWS BackupAWS Organizationsの管理アカウントの認証情報を使用してコンソールにサインインしま
す。

2. コンソールの左側のナビゲーションにある [マイアカウント] で、[設定] を選択します。
3. 委任管理者ペインで、「委任管理者を登録」または「委任管理者を追加」をクリックします。
4. 「委任管理者の登録」ページで、登録するアカウントを選択し、「アカウントを登録」を選択しま

す。

これで、指定されたアカウントが委任管理者として登録され、組織内のアカウント全体のジョブを監視し
たり、ポリシーを表示および編集したりできる管理者権限が付与されます（ポリシー委任）。このメン
バーアカウントは、他の委任管理者アカウントを登録または登録解除することはできません。コンソール
を使用して、委任管理者として最大 5 つのアカウントを登録できます。

プログラムを使用してメンバーアカウントを登録するには:

register-delegated-administrator CLI コマンドを使用します。CLI リクエストでは、以下のパラ
メータを指定できます。

• service-principal
• account-id

以下は、メンバーアカウントをプログラムで登録するための CLI リクエストの例です。

aws organizations register-delegated-administrator \
--account-id 012345678912 \
--service-principal "backup.amazonaws.com"

メンバーアカウントの登録を解除する
以下の手順に従って、AWS以前に委任管理者として指定されていた組織のメンバーアカウントの登録を解
除して、管理者アクセスを削除します。AWS Backup

コンソールを使用してメンバーアカウントを登録解除するには

1. AWS BackupAWS Organizationsの管理アカウントの認証情報を使用してコンソールにサインインしま
す。

2. コンソールの左側のナビゲーションにある [マイアカウント] で、[設定] を選択します。
3. 「委任管理者」セクションで、「アカウントの登録解除」をクリックします。
4. 登録解除するアカウントを選択します。
5. アカウント登録解除ダイアログボックスで、セキュリティ上の影響を確認し、confirm入力して登録

解除を完了します。
6. Deregister account を選択します。
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AWS Backupを通じてポリシー
を委任するAWS Organizations

プログラムを使用してメンバーアカウントを登録解除するには:

委任管理者アカウントは、CLIderegister-delegated-administrator コマンドを使用して登録を解
除します。API リクエストでは、以下のパラメータを指定できます。

• service-principal
• account-id

以下は、メンバーアカウントをプログラムで登録解除する CLI リクエストの例です。

aws organizations deregister-delegated-administrator \
--account-id 012345678912 \
--service-principal "backup.amazonaws.com"

AWS Backupを通じてポリシーを委任するAWS 
Organizations
AWS Organizationsコンソール内で、Backup ポリシーを含む複数のポリシーの管理を委任できます。

AWS Organizationsコンソールにログインした管理アカウントから、組織のリソースベースの委任ポリ
シーを作成、表示、または削除できます。ポリシーを委任する手順については、AWS Organizationsユー
ザーガイドの「リソースベースの委任ポリシーの作成」を参照してください。

バックアップポリシーの作成
クロスアカウント管理を有効にした後で、管理アカウントからクロスアカウントのバックアップポリシー
を作成します。

バックアップポリシーを作成するには

1. 左のナビゲーションペインで、[バックアップポリシー] を選択します。[バックアップポリシー] ペー
ジで、[バックアップポリシーの作成] を選択します。

2. [詳細] セクションで、バックアップポリシー名を入力し、説明を入力します。
3. [バックアッププランの詳細] セクションで、[ビジュアルエディタ] タブを選択し、次の操作を行いま

す。

a. [バックアッププラン名] に名前を入力します。
b. [リージョン] でリストからリージョンを選択します。

4. [バックアップルールの設定] セクションで、[バックアップルールの追加] を選択します。

a. [ルール名] にルールの名前を入力します。ルール名では大文字と小文字が区別され、英数字また
はハイフンのみを使用できます。

b. [スケジュール] の [頻度] リストでバックアップ頻度を選択し、[バックアップウィンドウ] のいず
れかのオプションを選択します。[バックアップウィンドウのデフォルトを使用 — 推奨] を選択す
ることをお勧めします。

5. [ライフサイクル] で、必要なライフサイクル設定を選択します。
6. [バックアップボールト名] に名前を入力します。これは、バックアップによって作成されたリカバリ

ポイントが保存されるバックアップボールトです。

バックアップボールトがすべてのアカウントに存在することを確認します。AWS Backup では、この
チェックは実行されません。
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7. (オプション) バックアップを別の AWS リージョン にコピーする場合は、リストからコピー先リー
ジョンを選択し、タグを追加します。クロスリージョンコピーの設定に関係なく、作成されるリカバ
リポイントのタグを選択できます。ルールを追加することもできます。

8. 「リソースの割り当て」セクションで、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの名
前を入力します。AWS Backup サービスにリンクされたロールを使用するには、service-role/
AWSBackupDefaultServiceRole を指定します。

AWS Backup は、各アカウントでこのロールを引き受けてバックアップジョブとコピージョブを実
行するアクセス権限を取得し、これに該当する場合は暗号化キーのアクセス権限も含まれます。また 
AWS Backup は、このロールを使用してライフサイクルの削除を実行します。

Note

AWS Backup は、ロールが存在するかどうか、またはロールを引き受けることができるかど
うかを検証しません。
クロスアカウント管理によって作成されたバックアッププランの場合、AWS Backup は管理
アカウントのオプトイン設定が使用され、特定のアカウントの設定が上書きされます。
バックアップポリシーを追加するアカウントごとに、ボールトと IAM ロールを自分で作成す
る必要があります。

9. 必要に応じて、バックアッププランにタグを追加します。許可されるタグの最大数は 20 です。
10. バックアップするリソースが、Amazon EC2 インスタンスで Microsoft Windows を実行している場合

は、[詳細設定] セクションで [Windows VSS] を選択します。これにより、アプリケーション整合性の
ある Windows VSS バックアップを実行できます。

Note

AWS Backup は現在、Amazon EC2 でのみ実行されているリソースのアプリケーション整合
性のあるバックアップをサポートしています。Windows VSS バックアップでは、すべてのイ
ンスタンスタイプまたはアプリケーションがサポートされているわけではありません。詳細
については、「Windows VSS バックアップの作成 (p. 115)」を参照してください。

Note

AWS Organizationsポリシーでは、Organizations ポリシーでバックアップ計画を作成する場
合、最大20個のタグを指定できます。複数のリソース割り当てを利用したり、JSON を介し
て複数のバックアッププランを設定したりすることで、追加のタグを追加できます。

11. [バックアッププランの追加] を選択してポリシーに追加し、[バックアップポリシーの作成] を選択し
ます。

バックアップポリシーを作成しても、アカウントにアタッチするまでリソースは保護されません。ポ
リシー名を選択し、詳細を確認できます。

以下は、バックアッププランを作成する AWS Organizations ポリシーの例です。Windows VSS バッ
クアップを有効にする場合は、advanced_backup_settings ポリシーセクションで示しているよ
うに、アプリケーション整合性のとれたバックアップを実行できるアクセス権限を追加する必要があ
ります。

{ 
  "plans": { 
    "PiiBackupPlan": { 
      "regions": { 
        "@@append":[ 
          "us-east-1", 
          "eu-north-1" 
        ] 
      }, 
      "rules": { 
        "Hourly": { 
          "schedule_expression": { 
            "@@assign": "cron(0 0/1 ? * * *)" 
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          }, 
          "start_backup_window_minutes": { 
            "@@assign": "60" 
          }, 
          "complete_backup_window_minutes": { 
            "@@assign": "604800" 
          }, 
          "target_backup_vault_name": { 
            "@@assign": "FortKnox" 
          }, 
          "recovery_point_tags": { 
            "owner": { 
              "tag_key": { 
                "@@assign": "Owner" 
              }, 
              "tag_value": { 
                "@@assign": "Backup" 
              } 
            } 
          }, 
          "lifecycle": { 
            "delete_after_days": { 
              "@@assign": "365" 
            }, 
            "move_to_cold_storage_after_days": { 
              "@@assign": "180" 
            } 
          }, 
          "copy_actions": { 
            "arn:aws:backup:eu-north-1:$account:backup-vault:myTargetBackupVault" : { 
            "target_backup_vault_arn" : { 
            "@@assign" : "arn:aws:backup:eu-north-1:$account:backup-
vault:myTargetBackupVault"  }, 
              "lifecycle": { 
                "delete_after_days": { 
                  "@@assign": "365" 
                }, 
                "move_to_cold_storage_after_days": { 
                  "@@assign": "180" 
                } 
              } 
            } 
          } 
        } 
      }, 
      "selections": { 
        "tags": { 
          "SelectionDataType": { 
            "iam_role_arn": { 
              "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/MyIamRole" 
            }, 
            "tag_key": { 
              "@@assign": "dataType" 
            }, 
            "tag_value": { 
              "@@assign": [ 
                "PII", 
                "RED" 
              ] 
            } 
          } 
        } 
      }, 
      "backup_plan_tags": { 
        "stage": { 
          "tag_key": { 
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            "@@assign": "Stage" 
          }, 
          "tag_value": { 
            "@@assign": "Beta" 
          } 
        } 
      } 
    } 
  }
}

12. [ターゲット] セクションで、ポリシーをアタッチする組織単位またはアカウントを選択し、[アタッチ] 
を選択します。ポリシーは、個々の組織単位またはアカウントに追加することもできます。

Note

ポリシーを検証し、必ずすべての必須フィールドをポリシーに含めるようにしてください。
ポリシーの一部が有効でない場合、AWS Backup はそれらの部分を無視しますが、ポリシー
の有効な部分は想定どおりに機能します。現在、AWS Backup は AWS Organizations ポリ
シーの正確性を検証しません。
管理アカウントに 1 つのポリシーを、メンバーアカウントに 1 つのポリシーを適用し、それ
らのポリシーが競合する場合 (たとえば、バックアップ保持期間が異なる) 場合、両方のポ
リシーは問題なく実行されます (つまり、ポリシーは各アカウントに対して個別に実行され
ます)。たとえば、管理アカウントポリシーが 1 日に 1 回 Amazon EBS ボリュームをバック
アップし、ローカルポリシーが EBS ボリュームを週に 1 回バックアップする場合、両方のポ
リシーが実行されます。
(異なるポリシー間のマージなどの理由で) アカウントに適用される有効なポリシーに必須
フィールドがない場合、AWS Backup ポリシーはアカウントに適用されません。無効な設定
がある場合は、AWS Backup によって調整されます。

バックアップポリシーから作成されたバックアッププランのメンバーアカウントのオプトイン設定に
関係なく、AWS Backup は組織の管理アカウントで指定されたオプトイン設定が使用されます。

組織単位にポリシーをアタッチすると、この組織単位に参加するすべてのアカウントがこのポリシー
を自動的に取得し、組織単位から削除されたすべてのアカウントはこのポリシーを失います。対応す
るバックアッププランは、そのアカウントから自動的に削除されます。

複数の AWS アカウント でのアクティビティのモニ
タリング

アカウント間でバックアップ、コピー、および復元ジョブをモニタリングするには、クロスアカウントの
モニタリングを有効にする必要があります。これにより、組織の管理アカウントからすべてのアカウント
のバックアップアクティビティをモニタリングできます。オプトイン後は、オプトイン後に作成された組
織全体のすべてのジョブが表示されます。オプトアウトすると、AWS Backup はジョブを集約ビューに 
(終了状態に達してから) 30 日間保持します。オプトアウト後に作成されたジョブは表示されず、新しく作
成されたバックアップジョブも表示されません。オプトイン手順については、「クロスアカウント管理の
有効化 (p. 209)」を参照してください。

複数のアカウントをモニタリングするには

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

この操作は、管理アカウントからのみ行うことができます。
2. 左側のナビゲーションペインで [設定] を選択して、クロスアカウント管理ページを開きます。
3. [クロスアカウントのモニタリング] セクションで、[有効] を選択します。
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これにより、組織内のすべてのアカウントのバックアップおよび復元アクティビティを管理アカウン
トからモニタリングできます。

4. 左のナビゲーションペインで、[クロスアカウントのモニタリング] を選択します。

5. [クロスアカウントのモニタリング] ページで、[バックアップジョブ]、[復元ジョブ]、または [コピー
ジョブ] タブを選択して、すべてのアカウントで作成されたすべてのジョブを表示します。これらの各
ジョブは AWS アカウント ID 別に確認できます。また、特定のアカウントのすべてのジョブを表示で
きます。

6. 検索ボックスでは、アカウント ID、ステータス、またはジョブ ID でジョブをフィルタリングできま
す。

たとえば、[バックアップジョブ] タブを選択すると、すべてのアカウントで作成されたすべてのバッ
クアップジョブを表示できます。アカウント ID でリストをフィルタリングし、そのアカウントで作成
されたすべてのバックアップジョブを表示できます。

リソースのオプトインルール
メンバーアカウントのバックアッププランが、組織レベルのバックアップポリシー (ID が orgs- で始まる
もの) によって作成された場合、Organizations 管理アカウントの AWS Backup オプトイン設定は、そのメ
ンバーアカウントのオプトイン設定を上書きしますが、そのバックアッププランについてのみです。

メンバーアカウントにユーザーが作成したローカルレベルのバックアッププランがある場合、これらの
バックアッププランは Organizations 管理アカウントのオプトイン設定を参照せずに、メンバーアカウン
トのオプトイン設定に従います。

ポリシー、ポリシーの構文、およびポリシー継承の
定義

次のトピックは、「 AWS Organizations ユーザーガイド」に記載されています。

• バックアップポリシー – 「バックアップポリシー」を参照してください。
• ポリシーの構文 – 「バックアップポリシーの構文と例」を参照してください。
• 管理ポリシータイプの継承 – 「管理ポリシータイプの継承」を参照してください。
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AWS Backup および AWS 
CloudFormation
一般的に

AWS CloudFormation では、作成したテンプレートを使用して、安全で反復可能な方法で AWS リソー
スをプロビジョニングおよび管理できます。AWS CloudFormationStackSetsテンプレートを使用して、
バックアップ計画、バックアップボールトを管理できます。AWS CloudFormation 使用の詳細について
は、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「AWS CloudFormation の仕組み」を参照してください。

AWS CloudFormationテンプレートまたはを作成する前にStackSet、以下の点を考慮してください。

• バックアップ計画とバックアップボールト用に個別のテンプレートを作成します。削除できるのは、空
のバックアップボールトのみです。バックアップボールトを含むスタックに、復旧ポイントが含まれて
いる場合は削除できません。

• スタックを作成する前に、利用可能なサービスロールがあることを確認してください。AWS Backup デ
フォルトのサービスロールは、リソースをバックアップ計画に初めて割り当てるときに作成されます。
バックアッププランにリソースを割り当てていない場合は、スタックを作成する前にリソースを割り当
ててください。作成するカスタムロールを指定することもできます。ロールの詳細については、「IAM 
サービスロール (p. 242)」をご参照ください。

AWS CloudFormationアプリケーションスタックの
バックアップ

CloudFormationスタックは、単一のユニットとして管理できる複数のステートフルリソースおよびステー
トレスリソースのコレクションです。つまり、スタックをバックアップし、その中のリソースを復元する
ことで、複数のリソースを含むアプリケーションをバックアップおよび復元できます。スタック内のすべ
てのリソースは、スタックの AWS CloudFormation テンプレートで定義されます。

CloudFormationスタックをバックアップすると、CloudFormationテンプレートとスタック内の (でサポー
トされているAWS Backup) 追加リソースごとにリカバリポイントが作成されます。これらのリカバリポイ
ントは、コンポジットと呼ばれる包括的なリカバリポイントにまとめられています。

複合バックアップとネストされたバックアップの両方に回復ポイントがありますが、復元できるのはネス
トされたバックアップだけです。コンソールまたはを使用して、複合バックアップ内の 1 つのバックアッ
プからネストされたすべてのバックアップまで、任意のバックアップを復元できますAWS CLI。

CloudFormationスタックのバックアップ方法
CloudFormationスタックはコンソールを使用してバックアップすることも、プログラムでバックアップす
ることもできます。CloudFormationスタックを含むリソースをバックアップするには、AWS Backupこの
開発者ガイドの他の場所の「バックアップの作成」を参照してください。

CloudFormationスタックは API コマンドを使用してバックアップできますStartBackupJob。ドキュメ
ントとコンソールでは、複合リカバリポイントとネストされたリカバリポイントについて言及しているこ
とに注意してください。API 言語では、同じ文脈で「親リカバリポイントと子リカバリポイント」という
用語が使用されています。
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CloudFormationスタックには、AWSCloudFormationテンプレートで指定されたすべてのリソースが含ま
れます。テンプレートには、でまだサポートされていないリソースが含まれている可能性があることに
注意してくださいAWS Backup。AWSテンプレートにサポートされているリソースとサポートされてい
ないリソースの組み合わせが含まれている場合でも、AWS Backupテンプレートは複合スタックにバック
アップされますが、バックアップはバックアップがサポートするサービスの復旧ポイントのみを作成しま
す。AWS Backupでサポートされるネストされたバックアップは復元できます。特定のサービスを選択し
ていない (コンソール設定でサービスを「有効」に切り替える) 場合でも、CloudFormationテンプレートに
含まれるすべてのリソースタイプが含まれます。

Backup ステータス
CloudFormationスタックのバックアップジョブは、バックアップが完了すると、、の 3Partial つのス
テータスのいずれかになります。CompletedFailedバックアップが成功すると、スタック全体とその中
のリソースがによって保護されますAWS Backup。失敗ステータスは、バックアップ手順が機能しなかっ
たことを示します。失敗の原因となった問題が修正されたら、失敗したジョブ内のリソースを再度バック
アップする必要があります。ステータスが一部ある場合は、スタック内のすべてのリソースをバックアッ
プできなかったことを意味します。このような状況は、次のいずれかの場合に発生する可能性がありま
す。

• AWS CloudFormationテンプレートには、でサポートされていないリソースが含まれていますAWS 
Backup

• スタック内のリソースに属する 1 つ以上のバックアップジョブが失敗したため、ジョブを再実行する必
要があります

Successfulスタックのステータスがになるはずなのに「Partial代わりに」とマークされている場合
は、上記のどの条件がスタックに当てはまるかを確認してください。

回復ポイントの管理
複合リカバリポイント (バックアップ) はコピーまたは削除できます。ネストされたリカバリポイントは、
コピー、削除、関連付け解除、または復元できます。複合リカバリポイントを削除すると、その複合ス
タックに関連付けられているネストされたリカバリポイントがすべて削除されます。API/CLIを使用する場
合、ネストされたリカバリポイントがまだ存在している間は、複合リカバリポイントを削除できないこと
に注意してください。

コンソールを使用してリカバリポイントを削除すると、警告ボックスが表示されます。複合スタック内の
ネストされたスタックの回復ポイントを含め、回復ポイントを削除する意図を確認する必要があります。

復旧復復復復削除
回復ポイントは、AWS Backupコンソールまたはを使用して削除できますAWS CLI。

AWS Backupコンソールを使用して回復ポイントを削除するには、

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションで、[保護されているリソース] をクリックします。テキストボックスに

「」CloudFormation と入力すると、CloudFormationスタックのみが表示されます。
3. 複合リカバリポイントは、リカバリポイントペインに表示されます。各復旧ポイント ID の左にあるプ

ラス記号 (+) をクリックすると、各複合復旧ポイントが展開され、その複合に含まれるネストされた復
旧ポイントがすべて表示されます。任意のリカバリポイントの左側にある放射状の円のボタンをクリッ
クして削除できます。

Note

注:複合リカバリポイントを削除すると、そのリカバリポイントとその中にネストされたすべて
のリカバリポイントが削除されます。
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復旧ポイントの関連付けを解除する

4. [削除] ボタンをクリックします。ネストされたリカバリポイントは個別に削除する必要があることに注
意してください。

API を使用してリカバリポイントを削除するには、DeleteRecoveryPointコマンドを使用します。

で API を使用する場合は、AWS Command Line Interface複合ポイントを削除する前に、ネストされたリ
カバリポイントをすべて削除する必要があります。ネストされたリカバリポイントがまだ含まれている複
合スタックバックアップ (リカバリポイント) を削除する API リクエストを送信すると、リクエストはエ
ラーを返します。

ネストされた復旧ポイントと複合復旧ポイントの関連
付けを解除する
ネストされた回復ポイントを削除する代わりに、ネストされた回復ポイントと複合回復ポイントの関連付
けを解除できます (たとえば、ネストされた回復ポイントはそのままに、複合復旧ポイントは削除したい
場合など)。両方の回復ポイントはそのまま残りますが、接続されなくなります。つまり、複合復旧ポイン
トと複合復旧ポイントのライフサイクルで実行される操作は、関連付けが解除されると、ネストされた復
旧ポイントには適用されなくなります。

コンソールを使用してリカバリポイントの関連付けを解除することも、API を呼び出すこともできま
すDisassociateRecoveryPointFromParent。[API 呼び出しでは、複合リカバリポイントを指すのに
「親」という用語が使用されていることに注意してください。]

復旧復復復復復復コピーコピー
複合リカバリポイントをコピーできます。また、リソースがクロスアカウントコピーとクロスリージョン
コピーをサポートしている場合は、ネストされたリカバリポイントをコピーできます。

AWS Backupコンソールを使用して回復ポイントをコピーするには:

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションで、[保護されているリソース] をクリックします。テキストボックスに

「」CloudFormation と入力すると、CloudFormationスタックのみが表示されます。
3. 複合リカバリポイントは、リカバリポイントペインに表示されます。各復旧ポイント ID の左にあるプ

ラス記号 (+) をクリックすると、各複合復旧ポイントが展開され、その複合に含まれるネストされた復
旧ポイントがすべて表示されます。任意のリカバリポイントの左側にある放射状の円のボタンをクリッ
クしてコピーできます。

4. 選択したら、ペインの右上隅にある [コピー] ボタンをクリックします。

ネストされたリカバリポイントがコピーをサポートしていない場合、コピーされたスタックには格納され
ません。複合リカバリポイントのステータスはになりますPartial。

CloudFormationアプリケーションスタックのバック
アップを復元する
CloudFormation複合バックアップは、CloudFormationテンプレートと関連するすべてのネストされたリカ
バリポイントを組み合わせたものです。ネストされた復旧ポイントはいくつでも復元できますが、複合復
旧ポイント (最上位の復旧ポイント) は復元できません。

CloudFormationスタックのバックアップ (リカバリポイント) を復元すると、そのバックアップを表す変
更セットを含む新しいスタックが作成されます。AWS Backupコンソールを使用して復元する場合、コ
ンソールに新しいスタックと変更セットが表示されます。CloudFormation変更セットの詳細は、AWS 
CloudFormationユーザーガイドの「変更セットを使用してスタックを更新する」を参照してください。
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CloudFormationアプリケーションスタックの用語

復元するネストされた回復ポイントを決定し、AWS Backupコンソールを使用して復元します。

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. [Backup 保管庫] に移動し、[リカバリポイント] をクリックします。
3. AWS CloudFormationテンプレートの回復ポイントを復元します。

a. 復元するネストされた復旧ポイントを含む複合復旧ポイントを選択します。
Note

ネストされた回復ポイントを復元するには、AWS CloudFormation少なくともテンプレー
トと復元する他のリソースを復元する必要があります。

b. スタックリソースバックアップの下に、ネストされたリカバリポイントが表示されます。各回復
ポイントには、回復ポイント ID、ステータス、リソース ID、リソースタイプ、バックアップタイ
プ、および回復ポイントが作成された時刻があります。AWS CloudFormation復旧復復復復復復
復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復 リソースタイプが:AWS CloudFormationでバッ
クアップタイプが「backup」のリカバリポイントを選択していることを確認してください。

c. 復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復
4. 回復ポイントが完成して復元されると、AWS CloudFormationAWS CloudFormation復元したテンプ

レートがコンソールに表示されます。AWS CloudFormationコンソールでは、「Stacks」に移動でき
ます。

5. スタック名の下に、ステータスの復元されたテンプレートが表示されますREVIEW_IN_PROGRESS。
6. スタックの名前をクリックすると、スタックの詳細が表示されます。
7. スタック名の下には 7 つのタブがあります。[セットを変更] をクリックします。
8. 変更セットを実行します。
9. この処理が完了すると、元のスタックのリソースが新しいスタックに再作成されます。ステートフ

ルリソースは空の状態で再作成されます。ステートフルリソースを回復するには、AWS Backupコン
ソールの回復ポイントのリストに戻り、必要な回復ポイントを選択し、復元を開始します。

CloudFormationアプリケーションスタックの用語
• 複合リカバリポイント:ネストされたリカバリポイントやその他のメタデータをグループ化するために使

用されるリカバリポイント。下の階層に従属リカバリポイントがある場合があります。
• ネストされた回復ポイント:AWS CloudFormationスタックの一部であり、バックアップ全体の一部とし

てバックアップされたリソースの回復ポイント。ネストされた復旧ポイントには、複合復旧ポイントへ
の参照が含まれています。

• 複合ジョブ:スタックのバックアップ、コピー、または復元ジョブで、CloudFormationスタック内の個々
のリソースに対して他のバックアップジョブをトリガーできます。

• ネストジョブ:AWS CloudFormationスタック内のリソースのバックアップ、コピー、または復元ジョ
ブ。

よくある質問
「AWS CloudFormationスタックがネストされているスタックをバックアップできますか？」

スタック内のスタック (ネストスタックと呼ばれる) は、現在ではサポートされていませんAWS Backup。

「Partialステータスはバックアップの作成に失敗したことを意味しますか？」

いいえ。 一部のステータスは、一部のリカバリポイントがバックアップされ、一部はバックアップされな
かったことを示します。COMPLETEDバックアップ結果を期待していたかどうかを確認するには、次の 3 つ
の条件があります。
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AWS CloudFormation で、バックアップボールト、バッ

クアッププラン、およびリソース割り当てをデプロイする

1. CloudFormationAWS Backupスタックには現在サポートされていないリソースが含まれていますか? サ
ポートされているリソースのリストについては、開発者ガイドの「AWSサポート対象リソースとサード
パーティアプリケーション」を参照してください。

2. スタック内のリソースに属する 1 つ以上のバックアップジョブが失敗したため、ジョブを再実行する必
要があります。

3. ネストされた復旧ポイントが削除されたか、複合復旧ポイントとの関連付けが解除されました。

「スタックにタグを付けることはできますか？」

はい。これらのタグは、ネストされたリカバリポイントにコピーされます。

AWS CloudFormation を使用して、バックアップ
ボールト、バックアッププラン、およびリソース割
り当てをデプロイする

バックアップボールト、バックアッププラン、およびリソース割り当てを展開するサンプル AWS 
CloudFormation テンプレートについては、「AWS CloudFormation を使用したリソースの割り当
て (p. 52)」を参照してください。

AWS CloudFormation を使用したバックアッププラ
ンのデプロイ

バックアッププランをデプロイするサンプル AWS CloudFormation テンプレートについては、「AWS 
CloudFormation テンプレートのバックアッププラン」を参照してください。

AWS Backup を使用して、AWS CloudFormation 
Audit Manager フレームワークおよびレポートプラ
ンをデプロイする

AWS CloudFormation Audit Manager フレームワーク、およびレポートプランをデプロイするサンプル 
AWS Backup テンプレートについては、「AWS CloudFormation テンプレートのバックアッププラン」を
参照してください。

AWS CloudFormation を使用してアカウント間での
バックアッププランをデプロイする

AWS CloudFormationStackSetsAWS組織内の複数のアカウントで使用できます。AWS CloudFormation
ユーザーガイドでサンプルテンプレートテンプレートを利用できます。
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詳細情報

最適な開始ポイントおよびリファレンスは、AWS を使用した AWS Backup サービス全体での、大規模
で一元管理されたバックアップをオートメーション化するという出版物です。Ibukun Oyewumi および 
Sabith Venkitachalapathy (2021 年 7 月) と。

AWS CloudFormation の詳細について説明します。
AWS CloudFormation で AWS Backup の使用方法の詳細については、AWS Backup ユーザーガイドの
「AWS CloudFormation リソースタイプのリファレンス」を参照してください。

AWS を使用して AWS CloudFormation サービスリソースへのアクセスを制御する方法については、AWS 
Identity and Access Management ユーザーガイドの「AWS CloudFormation によるアクセス制御」を参照
してください。
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データ保護

AWS Backup 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 の顧客は、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。AWS コンプライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティ
の有効性をテストおよび検証しています。AWS Backup に適用されるコンプライアンスプログラムの詳
細については、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照してくだ
さい。

• クラウド内のセキュリティ – AWS Backup のお客様の責任には以下が含まれますが、これらに限定され
るものではありません。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。
• AWS から受信したコミュニケーションへの対応。
• 自分とチームが使用する認証情報の管理。詳細については、「AWS Backup の Identity and Access 

Management」を参照してください。
• 組織のデータ保護ポリシーを反映するようにバックアッププランとリソース割り当てを設定します。

詳細については、「バックアッププランの管理」を参照してください。
• 特定のリカバリポイントを見つけてリストアする機能を定期的にテストします。詳細については、

「バックアップの使用」を参照してください。
• 組織の災害対策およびビジネス継続性の手順への AWS Backup 手順の組み込み。開始点については、

「AWS Backup の開始方法」を参照してください。
• 従業員が緊急時の組織の手順とともに AWS Backup に使い慣れていて、練習していることを確認しま

す。詳細については、「AWS Well-Architected フレームワーク」を参照してください。

このドキュメントは、AWS Backup を使用して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。次のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために AWS Backup を設
定する方法を示します。また、AWS Backup リソースのモニタリングや保護に役立つ他の AWS のサービ
スの使用方法についても説明します。

トピック
• AWS Backup でのデータ保護 (p. 223)
• リーガルホールド (p. 230)
• AWS Backup での Identity and Access Management (p. 235)
• AWS Backup のコンプライアンス検証 (p. 341)
• AWS Backup での耐障害性 (p. 342)
• AWS Backup でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 342)
• AWS PrivateLink (p. 342)

AWS Backup でのデータ保護
AWS Backup は、データ保護の規制やガイドラインを含む AWS 責任共有モデルに準拠しています。AWS 
は、AWS のすべてのサービスを実行するグローバルなインフラストラクチャを保護する責任を負います。
また、AWS は、カスタマーコンテンツや個人データを取り扱うためのセキュリティ設定の管理など、こ
のインフラストラクチャ上でホストされるデータの管理を担当します。AWS のお客様と AWS Partner 
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AWS Backup でのバックアップの暗号化

Network (APN) パートナーは、データ管理者やデータ処理者として、AWS クラウド に保存した個人デー
タに対する責任を負います。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management 
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。このようにするこ
とで、それぞれの職務を遂行するために必要なアクセス権限のみを各ユーザーに付与することができま
す。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) を使用して AWS リソースと通信します。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使

用します。

お客様のアカウント番号などの機密の識別情報は、[Name] (名前) フィールドなどの自由形式のフィールド
に配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS Backup、または AWS で AWS 
CLI または他の AWS サービスを使用する場合も同様です。AWS Backup または他のサービスに入力した
データはすべて、診断ログの内容として取得される可能性があります。外部サーバーへの URL を指定する
ときは、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含めないでください。

データ保護の詳細については、AWS セキュリティブログ のブログ投稿「AWS の責任共有モデルと 
GDPR」を参照してください。

AWS Backup でのバックアップの暗号化
Note

AWS BackupAudit Manager は、暗号化されていないバックアップを自動的に検出するのに役立ち
ます。

AWS Backup を使ってフル AWS Backup 管理をサポートするリソースタイプの暗号化を設定できます。リ
ソースタイプがフル AWS Backup 管理をサポートしていない場合、Amazon Elastic Compute Cloud ユー
ザーガイドの「Amazon EBS 暗号化」のようなサービスの指示に従ってバックアップ暗号化を設定する必
要があります。フル AWS Backup 管理をサポートするリソースタイプのリストを表示するには、リソース
別の機能の可用性 (p. 2) テーブルの「フル AWS Backup 管理」セクションを参照してください。

以下の表では、サポートされている各リソースタイプ、バックアップ用の暗号化の設定方法を示してい
ます。また、バックアップ用の独立した暗号化がサポートされているかどうかを示しています。AWS 
Backupバックアップを個別に暗号化する場合、業界標準の AES-256 暗号化アルゴリズムを使用します。

リソースタイプ 暗号化を設定する方法 独立した AWS Backup 暗号化

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3)

Amazon S3 バックアップは、
バックアップ保管庫に関連
付けられたAWS KMS (AWS 
Key Management Service) 
キーを使用して暗号化されま
す。AWSKMS キーは、顧客管
理の CMK でも、AWS Backup
サービスに関連付けられた CMK 
でもかまいません。AWS AWS 
Backupソース Amazon S3 バ
ケットが暗号化されていない場
合でも、すべてのバックアップ
を暗号化します。

サポート対象

仮想マシン 仮想マシンのバックアップは常
に暗号化されます。仮想マシン

サポート対象
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AWS Backup でのバックアップの暗号化

リソースタイプ 暗号化を設定する方法 独立した AWS Backup 暗号化
バックアップのAWS KMS暗号化
キーは、仮想マシンバックアッ
プが保存されるAWS Backup保管
庫に設定されます。

アドバンスト DynamoDB バック
アップ (p. 102)を有効にした後の 
Amazon DynamoDB

DynamoDB バックアップは常
に暗号化されます。DynamoDB 
バックアップの AWS KMS 暗
号化キーは、DynamoDB バッ
クアップが保存される AWS 
Backup 保管庫に設定されます。

サポート対象

アドバンスト DynamoDB バック
アップ (p. 102) を有効にしない 
Amazon DynamoDB

DynamoDB スナップショット
は、ソース DynamoDB テーブル
の暗号化に使用されたものと同
じ暗号化キーで自動的に暗号化
されます。暗号化されていない 
DynamoDB テーブルのスナップ
ショットは引き続き暗号化され
ません。

Note

AWS Backup が暗号
化された DynamoDB 
テーブルのバック
アップを作成するに
は、kms:Decrypt と
kms:GenerateDataKey
に権限を追加し、バッ
クアップに使用される 
IAM ロールに追加する
必要があります。また
は、AWS Backup デ
フォルトのサービスロー
ルを使用することもでき
ます。

サポート外

Amazon Elastic File System 
(Amazon EFS)

Amazon EFS バックアップは
常に暗号化されます。Amazon 
EFS バックアップの AWS KMS 
暗号化キーは、Amazon EFS 
バックアップが保存される AWS 
Backup 保管庫に設定されます。

サポート対象

Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS)

デフォルトでは、Amazon EBS 
バックアップは、ソースボ
リュームの暗号化に使用された
もののキーを使用して暗号化さ
れるか、暗号化されないかのど
ちらかです。復元時に、KMS 
キーを指定してデフォルトの暗
号化方法を上書きすることを選
択できます。

サポート外
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AWS Backup でのバックアップの暗号化

リソースタイプ 暗号化を設定する方法 独立した AWS Backup 暗号化

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) AMI

Amazon EBS スナップショット
を使用した Amazon EC2 AMI は 
Amazon EBS 暗号化の利点を活
かすことができます。データお
よびルートボリュームの両方の
スナップショットを暗号化して 
AMI にアタッチできます。暗号
化されていない AMI テーブルの
スナップショットは引き続き暗
号化されません。

サポート外

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS)

Amazon RDS スナップショット
は、ソース Amazon RDS データ
ベースの暗号化に使用されたも
のと同じ暗号化キーで自動的に
暗号化されます。暗号化されて
いない Amazon RDS データベー
スのスナップショットは引き続
き暗号化されません。

Note

AWS Backup は現
在、Amazon Aurora を
含むすべての Amazon 
RDS データベースエン
ジンをサポートしていま
す。

サポート外

Amazon Aurora Aurora クラスタースナップ
ショットは、ソース Amazon 
Auroraーの暗号化に使用された
ものと同じ暗号化キーで自動的
に暗号化されます。暗号化され
ていない Aurora クラスターのス
ナップショットは引き続き暗号
化されません。

サポート外
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AWS Backup でのバックアップの暗号化

リソースタイプ 暗号化を設定する方法 独立した AWS Backup 暗号化

AWS Storage Gateway Storage Gateway スナップ
ショットは、ソース Storage 
Gateway ボリュームの暗号化
に使用されたものと同じ暗号
化キーで自動的に暗号化されま
す。暗号化されていない Storage 
Gatewayボリュームのスナップ
ショットは引き続き暗号化され
ません。

Note

Storage Gateway を有効
化するために、すべて
のサービスでカスタマー
管理キーを使用する必要
はありません。Storage 
Gateway のバックアッ
プを、KMS キーを設定
した保管庫にコピーす
るだけです。Storage 
Gateway にはサービス
固有の AWS KMS マ
ネージドキーがないため
です。

サポート外

Amazon FSx Amazon FSx ファイルシステム
の暗号化機能は、基盤となる
ファイルシステムによって異
なります。特定の Amazon FSx 
ファイルシステムの詳細につい
ては、FSx ユーザーガイドの該
当するサイトを参照してくださ
い。

サポート外

Amazon DocumentDB Amazon DocumentDB クラス
タースナップショットは、ソー
ス Amazon DocumentDB クラス
ターの暗号化に使用されたもの
と同じ暗号化キーで自動的に暗
号化されます。暗号化されてい
ない Amazon DocumentDB クラ
スターのスナップショットは引
き続き暗号化されません。

サポート外

Amazon Neptune Neptune クラスタースナップ
ショットは、ソース Neptune ク
ラスターの暗号化に使用された
ものと同じ暗号化キーで自動的
に暗号化されます。暗号化され
ていない Neptune クラスターの
スナップショットは引き続き暗
号化されません。

サポート外
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リソースタイプ 暗号化を設定する方法 独立した AWS Backup 暗号化

Amazon Timestream タイムストリームテーブル
のスナップショットバック
アップは常に暗号化されま
す。Timestream バックアッ
プのAWS KMS暗号化キー
は、Timestream バックアップが
保存されるバックアップ保管庫
に設定されます。

サポート対象

Amazon Redshift Amazon Redshift クラスターは、
ソース Amazon Redshift クラス
ターの暗号化に使用されたもの
と同じ暗号化キーで自動的に暗
号化されます。暗号化されてい
ない Amazon Redshift クラス
ターのスナップショットは引き
続き暗号化されません。

サポート外

AWS CloudFormation CloudFormationアプリケーショ
ンスタックは、CloudFormation
ソーススタックの暗号化に使用
されたものと同じ暗号化で自動
的に暗号化されます。

サポート外

Amazon EC2 インスタンス上の 
SAP HANA データベース

SAP HANA のバックアップ
は常に暗号化されます。SAP 
HANAAWS KMS データベース
バックアップの暗号化キーは、
データベースバックアップが保
存されているAWS Backup Vault 
で設定されます。

サポート対象

バックアップコピーの暗号化
AWS Backup を使用して、アカウントまたはリージョン間でバックアップをコピーする場合、AWS 
Backup は、元のバックアップが暗号化されていない場合でも、自動的にそれらのコピーを暗号化しま
す。AWS Backup はターゲット保管庫の KMS キーを使用してコピーを暗号化します。

Note

注:暗号化されていない Aurora、Amazon DocumentDB、および Neptune クラスターのスナップ
ショットも暗号化されていません。

Note

AWS管理キーはクロスアカウントコピーではサポートされません。詳細については、「クロスア
カウントバックアップ」を参照してください。

仮想マシンのハイパーバイザー認証情報の暗号化
ハイパーバイザーによって管理される仮想マシンは、AWS BackupGateway を使用してオンプレミスシス
テムに接続しますAWS Backup。ハイパーバイザーにも同じ堅牢で信頼性の高いセキュリティが備えられ
ていることが重要です。このセキュリティは、AWS所有キーまたはお客様が管理するキーのいずれかに
よってハイパーバイザーを暗号化することで実現できます。
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AWS所有キーおよびカスタマーマネージドキー
AWS Backupハイパーバイザー認証情報を暗号化し、AWS所有している暗号化キーを使用して顧客の機密
ログイン情報を保護します。代わりにカスタマー管理キーを使用するという選択肢もあります。

デフォルトでは、AWSハイパーバイザーの認証情報の暗号化に使用されるキーは所有キーです。 AWS 
Backupこれらのキーを使用して、ハイパーバイザー認証情報を自動的に暗号化します。AWS所有してい
るキーは表示、管理、使用することはできず、その使用を監視することもできません。ただし、データ
を暗号化するキーを保護するためのアクションやプログラムを操作したり変更したりする必要はありませ
ん。詳細については、AWS KMS開発者ガイドの「AWS所有キー」を参照してください。

または、お客様が管理するキーを使用して認証情報を暗号化することもできます。 AWS Backupは、お客
様が作成、所有、管理する対称キーの使用をサポートし、暗号化を実行します。この暗号化を完全に制御
できるため、次のようなタスクを実行できます。

• キーポリシーの策定と維持
• IAM ポリシーとグラントの策定と維持
• キーポリシーの有効化と無効化
• ローテーションキー暗号化マテリアルのローテーション
• タグの追加
• キーエイリアスの作成
• 削除用のスケジュールキー

カスタマー管理キーを使用する場合、(バックアップまたは復元ジョブを実行する前に)AWS Backup ロー
ルにこのキーを使用して復号する権限があるかどうかを検証します。kms:Decryptバックアップまたは復
元ジョブの開始に使用するロールにアクションを追加する必要があります。

kms:Decryptアクションはデフォルトのバックアップロールに追加できないため、カスタマー管理キーを
使用するには、デフォルトのバックアップロール以外のロールを使用する必要があります。

詳細については、AWS Key Management Service開発者ガイドの「カスタマー管理キー」を参照してくだ
さい。

カスタマーマネージドキーを使用するには許可が必要
AWS KMSカスタマーマネージドキーを使用するには許可が必要です。カスタマーマネージドキーで暗号
化しながらハイパーバイザー設定をインポートする場合、AWS BackupCreateGrantにリクエストを送信
することでユーザーに代って許可を作成しますAWS KMS。 AWS Backupグラントを使用してカスタマー
アカウントの KMS キーにアクセスします。

ユーザーは任意のタイミングで、許可に対するアクセス権を取り消したり、AWS Backupカスタマー管理
キーに対するアクセス権を削除したりできます。これを行うと、ハイパーバイザーに関連するすべての
ゲートウェイが、カスタマー管理キーで暗号化されたハイパーバイザーのユーザー名とパスワードにアク
セスできなくなり、バックアップと復元のジョブに影響します。具体的には、このハイパーバイザー内の
仮想マシンで実行するバックアップおよびリストアジョブは失敗します。

Backup Gateway は、RetireGrantハイパーバイザーを削除するときにオペレーションを使用して権限を
削除します。

暗号化キーのモニタリング
AWS KMSAWS Backupリソースでカスタマー管理キーを使用する場合、AWS CloudTrailまたは
AmazonCloudWatch LogsAWS Backup を使用してに送信されたリクエストを追跡できますAWS KMS。

AWS KMSAWS Backupカスタマーマネージドキーで暗号化されたデータにアクセスするために呼び出さ
れる監視操作を行うには、AWS CloudTrail"eventName"次のフィールドを含むイベントを探してくださ
い。
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• "eventName": "CreateGrant"
• "eventName": "Decrypt"
• "eventName": "Encrypt"
• "eventName": "DescribeKey"

リーガルホールド
リーガルホールドは、ホールド中にバックアップが削除されないようにする管理ツールです。ホールドが
有効な間は、ホールドされたバックアップは削除できません。また、バックアップステータスを変更する
ライフサイクルポリシー (Deleted状態への移行など) は、法的ホールドが解除されるまで延期されます。
バックアップには複数のリーガルホールドを設定できます。

リーガルホールドは、によって作成された1つ以上のバックアップ (リカバリポイントとも呼ばれます) に
適用できますAWS Backup。リーガルホールドを作成すると、リソースタイプやリソース ID などの特定
のフィルタリング基準を考慮に入れることができます。さらに、リーガルホールドに含めるバックアップ
の作成日範囲を定義できます。リーガルホールドとバックアップには多対多の関係があります。つまり、
バックアップにはリーガルホールド以外にも、リーガルホールドには複数のバックアップを含めることが
できます。各アカウントで一度に最大 50 個のリーガルホールドをアクティブにできます。

リーガルホールドは、そのホールドが置かれた元のバックアップにのみ適用されます。バックアップが
リージョンまたはアカウント間でコピーされた場合（リソースがサポートしている場合）、そのバック
アップは保持されず、法的ホールドも保持されません。リーガルホールドには、他のリソースと同様に、
固有の ARN (Amazon リソースネーム) が関連付けられています。AWS Backupによって作成されたリカバ
リポイントのみがリーガルホールドの対象となります。

AWS BackupVault LockはVaultの保護と不変性を強化しますが、リーガルホールドは個々のバックアップ
（リカバリポイント）の削除に対する保護を強化する点に注意してください。リーガルホールドには有効
期限がなく、バックアップ内のデータは無期限に保持されます。保留は、十分な IAM 権限を持つユーザー
が保留を解除するまで有効です。

リーガルホールドの作成
リーガルホールドは、特定の IAM 権限を持つユーザーのみが追加および解除できます。権限を確認した
り、権限を付与したりするには、AWS Identity and Access Managementコンソールにログインします。

リーガルホールドを作成すると、すでに作成されているリカバリポイントのみが含まれます。EXPIREDス
テータスがまたはのバックアップ (リカバリポイント)DELETING は、リーガルホールドの対象にはなりま
せん。ステータスがのリカバリポイント (バックアップ) は、CREATING完了時期によってはリーガルホー
ルドに含まれない場合があります。

リーガルホールドは、AWS Backupコンソールまたはプログラムで既存のバックアップに追加できます。

コンソールを使用してリーガルホールドを作成

コンソールからリーガルホールドを作成する際には、タイトル、説明、適用範囲、整理やフィルタリング
に役立つタグなど、いくつかの要素を設定する必要があります。

AWS Backupコンソールを使用してリーガルホールドを作成

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. コンソールの左側にあるダッシュボードで、「マイアカウント」を探します。「リーガルホールド」

をクリックします。
3. 「リーガルホールドを追加」をクリックします。
4. リーガルホールドの詳細、リーガルホールドスコープ、リーガルホールドタグの 3 つのパネルが表示

されます。
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a. 「リーガルホールドの詳細」で、表示されるテキストボックスにリーガルホールドのタイトルと
説明を入力します。

b. 「リーガルホールドスコープ」パネルで、ホールドに含めるリソースをどのように選択するかを
選択します。ホールドを作成するときは、リーガルホールドの対象となるリソースを選択する方
法を選択します。次のいずれかを含めることができます。

• 特定のリソースタイプと ID
• バックアップボールトを選択してください。
• アカウント内のすべてのリソースタイプまたはすべてのバックアップ保管庫を含めてください

c. リーガルホールドの日付範囲を指定してください。日付は YYYY: MM: DD 形式で入力します (日
付を含む)。

d. オプションで、作成するホールドにタグを追加できます。タグは、ホールドを分類してfuture 参
照したり整理したりするのに役立ちます。最大 50 個のタグを追加できます。

5. 新しいリーガルホールドの設定に問題がなければ、[新しいホールドを追加] ボタンをクリックしま
す。

AWSCLI を使用してリーガルホールドを作成

次のメタデータを指定できます。

Title
Description
VaultArns
Resources
FromDate
ToDate
DateRange // Must contain FromDate and ToDate; dates cannot be in the past
LegalHoldTags // optional ; if included, can have up to 5 tags: "tag1", "tag2"

1. 以下の JSON テンプレートをコピーし、CLI に入力します。

{ 
    Title: "Your name for the legal hold" 
    Description: "Your description of the legal hold" 
    ResourceSelection: { 
      VaultArns: string[], // only one of vaultArns or resourceIds is allowed; error 
 will return if both are included 
      Resources: string[]  
    }  
    ResourceFilters: { 
      DateRange: { 
          FromDate: DateTime; 
          ToDate: DateTime; 
        } // both required: future DateTime values will not be allowed 
    } 
    LegalHoldTags: { // optional,  up to 50 tags 
      name: value, 
    }
}

2. この例を参考にしてください。

{ 
    "Title": "a legal hold", 
    "Description": "some description", 
    "ResourceSelection": { 
      "VaultArns": [ 
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        "arn:aws:backup:Region:Account ID:backup-vault:backup vault name" 
      ] 
    }  
    "ResourceFilters": { 
      "DateRange": { 
          "FromDate": 1516925490.087, 
          "ToDate": 1517525490.087 
        } 
    } 
    "LegalHoldTags": { 
      "tag1":"value1", 
      "tag2": "value2", 
    }
}

3. 回答を確認してください。回答には次の要素が含まれる場合があります。

{ 
    "Title": "a legal hold", 
    "Status": "CREATING", 
    "Description": "some description", 
    "LegalHoldArn": string, 
    "ResourceSelection": { 
      "VaultArns": [ 
        "arn:aws:backup:Region:Account ID:backup-vault:backup vault name" 
      ] 
    }  
    "ResourceFilters": { 
      "DateRange": { 
          "FromDate": 1516925490.087, 
          "ToDate": 1517525490.087 
        } 
    } 
    "LegalHoldTags": { 
      "tag1":"value1", 
      "tag2": "value2", 
    }
}

リーガルホールドを見る
リーガルホールドの詳細は、AWS Backupコンソールまたはプログラムで確認できます。

コンソールでリーガルホールドを表示
Backup コンソールを使用してアカウント内のすべてのリーガルホールドを確認するには、

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ダッシュボードの左側の [マイアカウント] で、[リーガルホールド] をクリックします。
3. リーガルホールドテーブルには、既存のホールドのタイトル、ステータス、説明、ID、作成日が表示

されます。テーブルヘッダーの横にあるカラット (下矢印) をクリックすると、選択した列でテーブル
が絞り込まれます。

リーガルホールドをプログラム的に表示する
すべてのリーガルホールドをプログラムで表示するには、次の API 呼び出しを使用できます。

GetLegalHold: このアクションは、指定されたリーガルホールドの詳細を返します。詳細は、メタデー
タに加えて、JSON 形式のリーガルホールドの本文です。
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ListRecoveryPointsByLegalHold: このアクションは、指定されたリーガルホールドに含まれるリカ
バリポイントに関するリカバリポイント ARN (Amazon Resource Name) を返します。リクエストにはパ
ラメータ:nextTokenmaxResultsとを含める必要があります。

には次の JSON テンプレートを使用できますGetLegalHold。これをコピーして CLI に入力できます。

GET /legal-holds/{legalHoldId} HTTP/1.1

Request

empty body

Response

{ 
    Title: string, 
    Status: LegalHoldStatus,  
    Description: string, // 280 chars max 
    CancelDescription: string, // this is provided during cancel // 280 chars max 
    LegalHoldId: string, 
    LegalHoldArn: string, 
    CreatedTime: number, 
    CanceledTime: number, 
     
   ResourceSelection: { 
        VaultArns: [ string ] 
        Resources: [ string ] 
   },  
   ResourceFilters: { 
        DateRange: { 
          FromDate: number, 
          ToDate: number 
        } 
   }
}

には次の JSON テンプレートを使用できますListLegalHolds。これをコピーして CLI に入力できます。

GET /legal-holds/ 
  &maxResults=MaxResults 
  &nextToken=NextToken

Request

empty body
url params:  
  MaxResults: number  // optional, 
  NextToken: string  // optional

status: Valid values: CREATING | ACTIVE | CANCELED | CANCELING
maxResults: 1-1000

Response

{ 
  NextToken: token, 
  LegalHolds: [ 
    Title: string, 
    Status: string,  
    Description: string, // 280 chars max 
    CancelDescription: string, // this is provided during cancel // 280 chars max 
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    LegalHoldId: string, 
    LegalHoldArn: string, 
    CreatedTime: number, 
    CanceledTime: number, 
  ]

}

返される情報の詳細については、API GetLegalHoldListLegalHoldsガイドのおよびを参照してください。

ステータス 説明

[CREATING] (作成中) 要求された回復ポイントは保留中であり、保留の
作成が完了していないため、それらの回復ポイン
トの削除要求が成功する可能性があります。

ACTIVE リーガルホールドが作成されました。このリーガ
ルホールドにリストされているすべてのリカバリ
ポイントがホールドされます。

CANCELLING リーガルホールドは削除中です。ホールド対象の
リカバリポイントの削除リクエストが成功する可
能性があります。

キャンセル済み リーガルホールドは完全に解除され、効果はなく
なります。回復ポイントは削除できます。

リーガルホールドの解除
リーガルホールドは、十分な IAM 権限を持つユーザーによって削除されるまで、1 つ以上のバック
アップ (復旧ポイント) に残ります。リーガルホールドの解除は、リーガルホールドのキャンセル、削
除、解除とも呼ばれます。コンソールではリリースという用語を使用し、API ではコマンドを使用しま
すcancelLegalHold。リーガルホールドを解除すると、そのホールドがアタッチされていたすべての
バックアップから削除されます。

AWS Backupコンソールを使用してリーガルホールドを解除する

コンソールを使用して保留を解除するには、

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. リリースに関連付けたい説明を入力します。
3. 詳細を確認して、「保留解除」をクリックします。
4. 保留解除ダイアログボックスが表示されたら、confirmテキストボックスに入力して保留を解除する

意図を確認します。

• 保留を解除することを確認するボックスにチェックを入れます。

リーガルホールドページでは、すべてのホールドを確認できます。リリースが成功した場合、その保留の
ステータスはとして表示されますReleased。

API とAWS CLI を使用してリーガルホールドを解除する

保留をプログラムで解除するには、API 呼び出しを使用しますCancelLegalHold。次のメタデータを指
定できます。
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CancelDescription: String
DeleteAfterDays: number // Optional. Default equals 30 days. This specifies number (in days 
 to keep legal hold record after cancellation. This applies to the actual legal hold record 
 only. Recovery points are unlocked as soon as cancelation processes and are not subject to 
 this date.

1. 以下の JSON テンプレートをコピーし、CLI に入力します。

POST /legal-holds/{legalHoldId}

Request

{ 
   CancelDescription: String 
   DeleteAfterDays: number // optional
}

DeleteAfterDays: optional.  
  Defaults to 180 days. how long to keep legal hold record after canceled. 
  This applies to the actual legal hold record only. 
  Recovery points are unlocked as soon as cancelation processes and are not subject to 
 this date.

Response  

Empty body

200 if successful
other standard codes

2. 回答を確認してください。回答には次の要素が含まれる場合があります。

POST /legal-holds/abc1-4df0-989f-l9af HTTP/1.1

Request

{ 
   CancelDescription: "Canceling because case is closed 4/21"
}

詳細については、「CancelLegalHold」を参照してください。

AWS Backup での Identity and Access 
Management

AWS Backup へのアクセスには、認証情報が必要です。これらの認証情報には、Amazon DynamoDB イン
スタンスや Amazon EFS ファイルシステムなどの AWS リソースに対するアクセス許可が含まれている必
要があります。さらに、AWS Backup でサポートされているサービスの AWS Backup で作成されたリカバ
リポイントはソースサービス (Amazon EFS など) を使用して削除することはできません。これらのリカバ
リポイントは、AWS Backup を使用して削除できます。

次のセクションでは、AWS Identity and Access Management (IAM) および AWS Backup を使用して、リ
ソースへのアクセスを保護する方法について詳しく説明します。

235

https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/API_CancelLegalHold.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html


AWS Backup デベロッパーガイド
認証

Warning

AWS Backup は、リソースを割り当て、リカバリポイントのライフサイクルを管理するときに選
択したのと同じ IAM ロールを使用します。そのロールを削除または変更する場合、AWS Backup
はリカバリポイントのライフサイクルを管理することはできません。この場合、サービスにリン
クされたロールを使用して、ライフサイクルを管理しようとします。ごく一部のケースでは、こ
れがうまくいかず、ストレージ上に EXPIRED リカバリポイントを残し、不要なコストが発生す
る可能性があります。EXPIRED リカバリポイントを削除するには、バックアップの削除の手順を
使用して手動で削除してください。

トピック
• 認証 (p. 236)
• アクセスコントロール (p. 237)
• IAM サービスロール (p. 242)
• AWS Backup 用の管理ポリシー (p. 244)
• AWS Backup のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 336)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 341)

認証
バックアップを行う AWS Backup または AWS のサービスにアクセスするには、AWS がお客様からのリ
クエストの認証に使用できる認証情報が必要です。AWS には、次のいずれかのタイプの ID でアクセスで
きます。

• AWS アカウント のルートユーザー – AWS にサインアップするときは、AWS アカウントに関連付けら
れた E メールアドレスとパスワードを指定します。これは AWS アカウント のルートユーザーです。こ
の認証情報はすべての AWS リソースに対する完全なアクセスを提供します。

Important

セキュリティ上の理由から、管理者を作成する場合にのみルートユーザーを使用することをお
勧めします。管理者は、AWS アカウント に対する完全なアクセス許可を持つ IAM ユーザーで
す。この管理者ユーザーを使用して、制限された許可を持つ他の IAM ユーザーとロールを作成
できます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM のベストプラクティス」および「最
初の IAM 管理者のユーザーおよびグループの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー – IAM ユーザーは、AWS アカウント 内で特定のカスタムアクセス許可 (バックアップ保
存用のバックアップ保管庫を作成するためのアクセス許可など) を持つアイデンティティです。IAM の
ユーザー名とパスワードは、AWS Management Console、AWS ディスカッションフォーラム、または
AWS Support センターなどのセキュアな AWS ウェブページへのサインインに使用できます。

ユーザー名とパスワードに加えて、各ユーザーのアクセスキーを作成することもできます。これらの
キーは、複数の SDK の 1 つ または AWS Command Line Interface (AWS CLI)を使用してプログラム的
に AWS サービスにアクセスするときに使用できます。SDK と AWS CLI ツールでは、アクセスキーを
使用してリクエストが暗号で署名されます。AWS ツールを使用しない場合は、リクエストを自分で署
名する必要があります。リクエストの認証の詳細については、『』の「署名バージョン 4 の署名プロセ
スAWS 全般のリファレンス」を参照してください。

• IAM ロール - IAM ロールは、アカウントで作成して特定のアクセス許可を付与できるもうひとつの IAM 
アイデンティティです。これは IAM ユーザーに似ていますが、特定のユーザーに関連付けられていませ
ん。IAM ロールでは、AWS サービスおよびリソースにアクセスするために使用できる一時的なアクセス
キーを取得することができます。IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。
• フェデレーティッドユーザーアクセス – IAM ユーザーを作成する代わりに、AWS Directory Service、

エンタープライズユーザーディレクトリ、またはウェブアイデンティティプロバイダーからの既存の
ユーザーアイデンティティを使用できます。このようなユーザーは[フェデレーティッドユーザー]と
呼ばれます。AWS では、[ID プロバイダー]を通じてアクセスがリクエストされたとき、フェデレー
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ティッドユーザーにロールを割り当てます。フェデレーティッドユーザーの詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「フェデレーティッドユーザーとロール」を参照してください。

• アカウント間管理 – アカウントの IAM ロールを使用して、アカウントのリソースを管理するための
権限を別の AWS アカウント に付与することができます。この例については、IAM ユーザーガイドの
「チュートリアル: AWS アカウント 間の IAM ロールを使用したアクセス許可の委任」を参照してく
ださい。

• AWS のサービスのアクセス － アカウントで IAM ロールを使用して、アカウントのリソースにアクセ
スするための AWS のサービスの権限を付与できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「AWS のサービスへの許可を委任するロールの作成」を参照してください。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) で実行されているアプリケーション – Amazon EC2 イ
ンスタンスで実行され、 AWS API リクエストを作成し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 ロールを使用します。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に
推奨されます。AWS ロールを EC2 インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用
できるようにするには、インスタンスにアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。イ
ンスタンスプロファイルにはロールが含まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時認証
情報を取得することができます。詳細については、IAM 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 ロールを使用して権限を付与する」を参照してください。

アクセスコントロール
リクエストを認証するための有効な認証情報を用意できても、適切なアクセス許可がない限り、バック
アップ保管庫などの AWS Backup リソースにアクセスすることはできません。Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) ボリュームなどの AWS リソースのバックアップもできません。

すべての AWS リソースは AWS アカウント によって所有され、リソースの作成またはアクセスは、アク
セス許可のポリシーによって管理されます。アカウント管理者は、AWS Identity and Access Management 
(IAM) アイデンティティ (つまり、ユーザー、グループ、ロール) に許可ポリシーを添付できます。また、
一部のサービスでは、アクセス権限ポリシーをリソースにアタッチすることができます。

Note

アカウント管理者 (または管理者ユーザー) は、管理者アクセス許可を持つユーザーです。詳細に
ついては、「IAM ユーザーガイド 」の「IAM のベストプラクティス」を参照してください。

アクセス許可を付与する場合、アクセス許可を取得するユーザー、取得するアクセス許可の対象となるリ
ソース、およびそれらのリソースに対して許可される特定のアクションを決定します。

以下のセクションでは、アクセスポリシーのしくみと、それらのポリシーを使用してバックアップを保護
する方法について説明します。

トピック
• リソースおよびオペレーション (p. 237)
• リソース所有権 (p. 239)
• ポリシー要素 (アクション、効果、プリンシパル) の指定 (p. 239)
• ポリシーでの条件の指定 (p. 240)
• API のアクセス許可: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 240)
• タグ権限のコピー (p. 240)
• アクセスポリシー (p. 241)

リソースおよびオペレーション
リソースは、サービス内に存在するオブジェクトです。AWS Backup リソースとしては、バックアップ
プラン、バックアップ保管庫、バックアップなどがあります。バックアップは、AWS に存在するさま
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ざまなタイプのバックアップリソースを指す一般用語です。たとえば、Amazon EBS スナップショッ
ト、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) スナップショット、および Amazon DynamoDB 
バックアップはすべて、バックアップリソースのタイプです。

AWS Backup では、バックアップは復旧ポイントとも呼ばれます。AWS Backup を使用するとき
は、Amazon EBS ボリュームや DynamoDB テーブルなど、保護しようとしている他の AWSのサービスの
リソースも使用します。これらのリソースには、一意の Amazon リソースネーム (ARN) が関連付けられて
います。ARN は AWS リソースを一意に識別します。IAM ポリシーや API コールなど、すべての AWS で
リソースを明確に指定する必要がある場合は、ARN が必要です。

以下の表では、リソース、サブリソース、ARN 形式、および一意の ID の例を示しています。

AWS Backup リソース ARN

リソースタイプ ARN 形式 一意の ID の例

バックアッププラン arn:aws:backup:region:account-
id:backup-plan:*

 

バックアップ保管庫 arn:aws:backup:region:account-
id:backup-vault:*

 

Amazon EBS の復旧ポイント arn:aws:ec2:region::snapshot/
*

snapshot/
snap-05f426fd8kdjb4224

Amazon EC2 イメージのリカバ
リポイント

arn:aws:ec2:region::image/
ami-*

image/
ami-1a2b3e4f5e6f7g890

Amazon RDS の復旧ポイント arn:aws:rds:region:account-
id:snapshot:awsbackup:*

awsbackup:job-
be59cf2a-2343-4402-
bd8b-226993d23453

Aurora の復旧ポイント arn:aws:rds:region:account-
id:cluster-
snapshot:awsbackup:*

awsbackup:job-
be59cf2a-2343-4402-
bd8b-226993d23453

Storage Gateway の復旧ポイン
ト

arn:aws:ec2:region::snapshot/
*

snapshot/
snap-0d40e49137e31d9e0

アドバンスト DynamoDB 
バックアップ (p. 102) なしの 
DynamoDB の復旧ポイント

arn:aws:dynamodb:region:account-
id::table/*/backup/*

table/MyDynamoDBTable/
backup/01547087347000-
c8b6kdk3

アドバンスト DynamoDB バッ
クアップ (p. 102) が有効な 
DynamoDB の復旧ポイント

arn:aws:backup:region:account-
id::recovery-point:*

12a34a56-7bb8-901c-
cd23-4567d8e9ef01

Amazon EFS の復旧ポイント arn:aws:backup:region:account-
id:recovery-point:*

d99699e7-e183-477e-bfcd-
ccb1c6e5455e

Amazon FSx の復旧ポイント arn:aws:fsx:region:account-
id:backup/backup-*

backup/
backup-1a20e49137e31d9e0

仮想マシンの復旧ポイント arn:aws:backup:region:account-
id:recovery-point:*

1801234a-5b6b-7dc8-8032-836f7ffc623b

Amazon S3 の復旧ポイント arn:aws:backup:region:account-
id:recovery-point:*

my-bucket-5ec207d0

S3 定期バックアップのリカバリ
ポイント

arn:aws:backup:region:account-
id:recovery-point:*

my-
bucket-20211231900000-5ec207d0
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フル AWS Backup 管理をサポートするリソースはすべて、arn:aws:backup:region:account-
id::recovery-point:* 形式のリカバリポイントがあります。アクセス権限ポリシーを適用して、これ
らのリカバリポイントを保護しやすくします。フル AWS Backup 管理をサポートするリソースを確認する
には、リソース別の機能の可用性 (p. 2) テーブルのそのセクションを参照します。

AWS Backup では、AWS Backup リソースを操作する一連のオペレーションが用意されています。使用可
能なオペレーションのリストについては、「AWS Backup アクション (p. 389)」を参照してください。

リソース所有権
AWS アカウントは、誰がリソースを作成したかにかかわらず、アカウントで作成されたリソースを所有し
ます。具体的には、リソース所有者は、リソースの作成リクエストを認証するプリンシパルエンティティ
(AWS アカウント ルートユーザー、IAM ユーザー、または IAM ロール) の AWS アカウント です。次の例
は、この仕組みを示しています。

• AWS アカウント の AWS アカウント ルートユーザー認証情報を使用してバックアップ保管庫を作成す
る場合、その AWS アカウントは保管庫の所有者です。

• AWS アカウント に IAM ユーザーを作成し、そのユーザーにバックアップ保管庫を作成するための権限
を付与する場合、そのユーザーはバックアップ保管庫を作成できます。ただし、バックアップ保管庫リ
ソースを所有しているのは、このユーザーが属する AWS です。

• バックアップ保管庫を作成するためのアクセス許可を持つ AWS アカウント に IAM ロールを作成する場
合、ロールを引き受けることのできるいずれのユーザーも保管庫を作成できます。ただし、バックアッ
プ保管庫リソースを所有しているのは、このロールが属する AWS アカウント です。

ポリシー要素 (アクション、効果、プリンシパル) の指定
AWS Backup リソースごとに (「リソースおよびオペレーション (p. 237)」を参照)、サービスは一連の 
API オペレーションを定義します (「アクション (p. 389)」を参照)。こうした API オペレーションへの許
可を付与するために、AWS Backup はポリシーに定義できる一連のアクションを定義します。1 つの API 
オペレーションの実行で、複数のアクションのアクセス権限が必要になる場合があります。

最も基本的なポリシーの要素を次に示します。

• [Resource] (リソース) – ポリシーで Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、ポリシーを適用するリ
ソースを識別します。詳細については、「リソースおよびオペレーション (p. 237)」を参照してくださ
い。

• [Action] (アクション) - アクションのキーワードを使用して、許可または拒否するリソースオペレーショ
ンを識別します。

• 効果 – ユーザーが特定のアクションを要求する際の効果を指定します。許可または拒否のいずれかにな
ります。リソースへのアクセスを明示的に付与 (許可) していない場合、アクセスは暗黙的に拒否されま
す。また、明示的にリソースへのアクセスを拒否すると、別のポリシーによってアクセスが許可されて
いる場合でも、ユーザーはそのリソースにアクセスできなくなります。

• プリンシパル - ID ベースのポリシー (IAM ポリシー) で、ポリシーがアタッチされているユーザーが黙
示的なプリンシパルとなります。リソースベースのポリシーでは、権限 (リソースベースのポリシーに
のみ適用）を受け取りたいユーザー、アカウント、サービス、またはその他のエンティティを指定しま
す。

IAM ポリシーの構文と記述の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシーのリファレン
ス」を参照してください。

すべての AWS Backup API アクションを示す表については、「API のアクセス許可: アクション、リソー
ス、条件リファレンス (p. 240)」を参照してください。
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ポリシーでの条件の指定
許可を付与するとき、IAM ポリシー言語を使用して、ポリシーが有効になる必要がある条件を指定できま
す。例えば、特定の日付の後にのみ適用されるポリシーが必要になる場合があります。ポリシー言語での
条件の指定の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「条件」を参照してください。

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。AWS Backup に固有の条件キーはありま
せん。ただし、必要に応じて使用できる AWS 全体の条件キーがあります。AWS 全体を対象とするすべて
のキーのリストについては、IAM ユーザーガイドの AWS グローバルキー条件コンテキストキーを参照し
てください。

Note

AWS Backup では、いずれのアクションのアクセスポリシーでもタグまたは条件コンテキスト
キーはサポートされていません。

API のアクセス許可: アクション、リソース、条件リファレンス
アクセスコントロール (p. 237) をセットアップし、IAM アイデンティティにアタッチできるアクセス
権限ポリシー (アイデンティティベースのポリシー) を作成するときは、以下のリストをリファレンスと
して使用できます。このには、各 AWS Backup API オペレーション、アクションを実行するための権限
を付与する対象アクション、および権限を付与できる AWS リソースが掲載されています。ポリシーの
Action フィールドでアクションを指定し、ポリシーの Resource フィールドでリソースの値を指定しま
す。Resourceフィールドが空白の場合は、ワイルドカード (*) を使用してすべてのリソースを含めるこ
とができます。

AWS Backup ポリシーで AWS 全体の条件キーを使用して条件を表現できます。AWS 全体のキーの完全な
リストについては、「IAM ユーザーガイド」の「使用可能なキー」を参照してください。

タグ権限のコピー
AWS Backup はバックアップまたはコピージョブを実行する場合、ソースリソース (コピーの場合はリカ
バリポイント) からリカバリポイントにタグをコピーしようとします。

Note

AWS Backup はリストアジョブ中にタグをネイティブにコピーしません。リストアジョブ中にタ
グをコピーするイベント駆動型アーキテクチャについては、「AWS Backup リストアジョブのリ
ソースタグを保持する方法」を参照してください。

バックアップまたはコピージョブ中に、AWS Backup はバックアッププラン (またはコピープラン、オン
デマンドバックアップ) で指定したタグと、ソースリソースのタグを集約します。ただし、AWS はリソー
スあたりのタグを 50 に制限し、AWS Backup を超えることはできません。バックアップまたはコピー
ジョブがプランとソースリソースからタグを集約すると、合計 50 を超えるタグが検出され、ジョブを完
了できず、ジョブが失敗する可能性があります。これは AWS 全体で一貫しているタグ付けのベストプラ
クティスです。詳細については、AWS全般のリファレンスガイドの「タグの制限」を参照してください。

• バックアップジョブタグとソースリソースタグを集約した後、リソースに 50 を超えるタグがありま
す。AWS は、リソースごとに最大 50 のタグをサポートします。詳細については、「タグ制限」を参照
してください。

• AWS Backup に提供する IAM ロールにはソースタグの読み取り、または送信先タグを設定する権限があ
りません。IAM ロールポリシーの詳細とサンプルについては、「管理ポリシー」を参照してください。

バックアッププランを使用して、ソースリソースタグと矛盾するタグを作成できます。2 つの競合が発生
すると、バックアッププランのタグが優先されます。ソースリソースからタグ値をコピーしたくない場合
は、この方法を使用します。同じタグキーを指定しますが、バックアッププランを使用して、異なる値ま
たは空の値を指定します。
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バックアップにタグを割り当てるために必要な権限

リソースタイプ 必要なアクセス権限

Amazon EFS ファイルシステム elasticfilesystem:DescribeTags

Amazon FSx ファイルシステム fsx:ListTagsForResource

Amazon RDS データベースおよび Amazon Aurora 
クラスター

rds:AddTagsToResource

rds:ListTagsForResource

Storage Gateway ボリューム storagegateway:ListTagsForResource

Amazon EC2 インスタンスと Amazon EBS ボ
リューム

EC2:CreateTags

EC2:DescribeTags

DynamoDB は、最初に有効にしない限り、バックアップへのタグの割り当てをサポートしませんアドバン
スト DynamoDB バックアップ (p. 102)。

Amazon EC2 バックアップがイメージリカバリポイントと スナップショットのセットを作成する
と、AWS Backup は結果の AMI にタグをコピーします。また、AWS Backup は Amazon EC2 インスタン
スに関連付けられたボリュームから結果のスナップショットにタグをコピーします。

アクセスポリシー
アクセス許可ポリシーでは、誰が何にアクセスできるかを記述します。IAM アイデンティティにアタッチ
されているポリシーは、[アイデンティティベース] のポリシー (IAM ポリシー) と呼ばれます。リソースに
アタッチされたポリシーは、リソースベースのポリシーと呼ばれます。AWS Backup では、アイデンティ
ティベースのポリシーとリソースベースのポリシーの両方をサポートしています。

Note

このセクションでは、AWS Backup のコンテキストでの IAM の使用について説明します。IAM 
サービスに関する詳しい説明はしません。完全な IAM ドキュメンテーションについては、[IAM 
ユーザーガイド] の [IAM とは] を参照してください。IAM ポリシー構文の詳細と説明について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシーのリファレンス」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 (IAM ポリシー）

アイデンティティベースのポリシーは、IAM アイデンティティ (ユーザーやロールなど) にアタッチできる
ポリシーです。たとえば、ユーザーに AWS リソースの表示とバックアップは許可するがバックアップの
復元を禁止するポリシーを定義できます。

ユーザー、グループ、ロール、許可の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アイデンティティ 
(ユーザー、グループ、ロール)」を参照してください。

IAM ポリシーを使用してバックアップへのアクセスを制御する方法については、「マネージドポリ
シー (p. 244)」を参照してください。

リソースベースのポリシー

AWS Backup では、バックアップ保管庫のリソースベースのアクセスポリシーがサポートされています。
これにより、バックアップ保管庫内の整理された任意のバックアップにどのユーザーがどのようなアクセ
ス許可を持つかを制御できるアクセスポリシーを定義できます。バックアップ保管庫のリソースベースの
アクセスポリシーを使用すると、バックアップへのアクセスを簡単に制御できます。
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バックアップ保管庫のアクセスポリシーは、AWS Backup API を使用するときのユーザーアクセスを制御
します。Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) および Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS) スナップショットなどの一部のバックアップタイプには、それらのサービスの API を使用してもア
クセスできます。バックアップへのアクセスを完全に制御するために、これらの API へのアクセスを制御
する個別のアクセスポリシーを IAM で作成できます。

バックアップ保管庫のアクセスポリシーを作成する方法については、「バックアップボールトでのアクセ
スポリシーの設定 (p. 57)」を参照してください。

IAM サービスロール
AWS Identity and Access Management (IAM) ロールは、AWS でアイデンティティが実行できることとで
きないことを決定する許可ポリシーを持つ AWS アイデンティティであるという点で、ユーザーと似てい
ます。ただし、ユーザーは 1 人の特定の人に一意に関連付けられますが、ロールはそれを必要とする任
意の人が引き受けるようになっています。サービスロールは、お客様に代わって AWS のサービスがアク
ションを実行するために引き受けるロールです。お客様に代わってバックアップオペレーションを実行す
るサービスとして、AWS Backup には、お客様に代わってバックアップオペレーションを実行するとき
に、ロールを渡す必要があります。IAM ロールの詳細については、IAM ユーザーガイドのIAM ロールを参
照してください。

AWS Backup に渡すロールには、AWS Backup がバックアップの作成、復元、期限切れ指定などのバック
アップオペレーションに関連したアクションを実行するためのアクセス許可を付与する IAM ポリシーが必
要です。AWS Backup がサポートする AWS のサービスごとに異なるアクセス許可が必要です。ロールに
は、AWS Backup が信頼されたエンティティとして登録されている必要があります。これにより、AWS 
Backup はロールを引き受けることができます。

バックアッププランにリソースを割り当てる場合、またはオンデマンドバックアップ、コピー、またはリ
ストアを実行する場合は、指定したリソースで基になる操作を実行するためのアクセス権を持つサービス
ロールを渡す必要があります。AWS Backup はこのロールを使用して、アカウント内のリソースを作成、
タグ付け、および削除します。

AWS ロールを使用したバックアップに対するアクセスコント
ロール
ロールを使用してバックアップへのアクセスを制御するには、適用範囲を絞り込んだロールを定義し、
そのロールを AWS Backup に渡すことのできるユーザーを指定します。たとえば、Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) データベースをバックアップするための権限のみを付与するロールを作
成し、そのロールを AWS Backup に渡すための権限を Amazon RDS データベース所有者にのみ付与でき
ます。AWS Backup には、サポートされている各サービス用に事前定義されたいくつかの管理ポリシーが
用意されています。これらの管理ポリシーは、作成したロールにアタッチできます。これにより、AWS 
Backup に必要な適切なアクセス権限を持つサービス固有のロールを簡単に作成できます。

AWS Backup の AWS 管理ポリシーの詳細については、「マネージドポリシー (p. 244)」を参照してくだ
さい。

AWS Backup のデフォルトのサービスロール
初めて AWS Backup コンソールを使用するときは、AWS Backup でデフォルトのサービスロールが作成
されるように選択できます。このロールは、AWS BackupAWSがサポートしているすべてのサービスに対
してバックアップオペレーションを実行するためのアクセス許可を持っています。デフォルトのサービス
ロールを選択するには、開始方法のいずれかのオプションに従います。

Note

AWS Management Console を使ってデフォルトのロールを作成する必要があります。AWS 
Command Line Interface (AWS CLI) を使ってデフォルトロールを作成することはできません。
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リソースタイプごとに異なるロールなど、カスタムロールを使用したい場合は、それを実行し、AWS 
Backup にカスタムロールを渡すこともできます。個々のリソースタイプのバックアップとリストアを有
効にするロールの例を表示するには、カスタマー管理ポリシー (p. 244)表を参照してください。

によって作成されたデフォルトのサービスロールはカスタムロールなしで、AWS Backupバックアップの
作成とリストアを管理します。AWSBackupDefaultServiceRoleデフォルトのサービスロールが呼び出
されます。

AWSBackupDefaultServiceRoleには、AWSBackupServiceRolePolicyForBackupと 2 つの管理ポ
リシーが含まれますAWSBackupServiceRolePolicyForRestores。

AWSBackupServiceRolePolicyForBackupには、AWS Backupバックアップされるリソースを定義す
るための権限、バックアップを作成、削除、説明、またはバックアップにタグを追加する機能をに付与す
る IAM ポリシーが含まれています。この IAM ポリシーには、AWS Backup がサポートしているすべての
リソースタイプに必要なアクセス許可が含まれています。

AWSBackupServiceRolePolicyForRestoresには、バックアップから作成される新しいリソースを作
成、削除、AWS Backupまたは定義するためのアクセス許可をに付与する IAM ポリシーが含まれていま
す。また、新しく作成されたリソースにタグを付けるためのアクセス許可も含まれています。この IAM ポ
リシーには、AWS Backup がサポートしているすべてのリソースタイプに必要なアクセス許可が含まれて
います。

Amazon EC2 インスタンスをリストアするには、新しいインスタンスを開始する必要があります。

デフォルトのサービスロールの作成
AWS Backupコンソールで実行する特定のアクションによって、AWS Backupデフォルトのサービスロー
ルが作成されます。CLI 操作などの他のアクティビティでは、そのロールを作成できません。

AWS BackupAWSBackupDefaultServiceRoleAWSアカウントにデフォルトのサービスロール
を作成するには:

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. アカウントのロールを作成するには、リソースをバックアッププランに割り当てるか、オンデマンド

バックアップを作成します。

a. バックアップ計画を作成し、バックアップにリソースを割り当てます。スケジュールされたバッ
クアップの作成を参照してください。

b. または、オンデマンドバックアップを作成してください。オンデマンドバックアップの作成」を
参照してください。

3. 以下の手順に従って、AWSBackupDefaultServiceRoleアカウントでを作成したことを確認しま
す。

a. 数分待ってください。詳細については、「AWSIdentity and Access Management ユーザーガイ
ド」の「行った変更がすぐに表示されないことがある」を参照してください。

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

c. 左側のナビゲーションペインで、[Role] を選択します。
d. [Search] バーで、「」と入力しますAWSBackupDefaultServiceRole。この選択肢が存在する

場合、AWS Backupデフォルトロールが作成され、この手順は完了しています。
e. AWSBackupDefaultServiceRoleそれでも表示されない場合は、コンソールへのアクセスに使

用する IAM ユーザーまたは IAM ロールに次の権限を追加してください。

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
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    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
        "iam:CreateRole", 
        "iam:AttachRolePolicy", 
        "iam:PassRole" 
      ], 
      "Resource":"arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSBackupDefaultServiceRole" 
    }, 
    { 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
        "iam:ListRoles" 
      ], 
      "Resource":"*" 
    } 
  ]
}

中国リージョンの場合は、aws # aws-cn に置き換えます。AWS GovCloud (US)リージョンの場
合は、aws をに置き換えますaws-us-gov。

f. IAM ユーザーまたは IAM ロールにアクセス権限を追加できない場合
は、AWSBackupDefaultServiceRole管理者に以下の名前のロールを手動で作成し、そのロー
ルを通常設定されている管理ポリシーにアタッチするよう依頼してください。

• AWSBackupServiceRolePolicyForBackup
• AWSBackupServiceRolePolicyForRestores

AWS Backup 用の管理ポリシー
マネージドポリシー
管理ポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールにアタッチできるスタ
ンドアロンアイデンティティベースのポリシーです。

AWS管理ポリシーは、out-of-the-box次のようなエクスペリエンスを提供しますAWS Backup

カスタマー管理ポリシー は AWS Backup のバックアップへのアクセスを設定するためのきめ細かなコン
トロールを提供します。たとえば、それらを使用して、データベースバックアップ管理者に Amazon RDS 
バックアップへのアクセス権を付与できますが、Amazon EFS バックアップにはアクセスできません。

管理ポリシーの更新については、「ポリシーの更新」を参照してください。

カスタマー管理ポリシー
スタンドアロンポリシーを作成して独自の AWS アカウント で管理できます。これらのポリシーはカスタ
マー管理ポリシーと呼ばれます。次に、AWS アカウント の複数のプリンシパルエンティティにポリシー
をアタッチできます。ポリシーをプリンシパルエンティティにアタッチすると、ポリシーで定義されたア
クセス権限がエンティティに付与されます。

カスタマー管理ポリシーを作成する方法の 1 つは、既存の AWS 管理ポリシーをコピーして開始すること
です。この方法では、最初の段階でポリシーが正しいことがわかっていれば、後はそのポリシーをお客様
の環境に合わせてカスタマイズするだけです。

次のポリシーでは、AWS Backupサポートされている個々のAWSのサービスおよびサードパーティアプリ
ケーションのバックアップとリストアのアクセス許可を指定します。AWS リソースへのアクセスをさらに
制限するために、作成したロールをカスタマイズしてアタッチすることができます。
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個々のAWS Backupサポート対象リソースのBackup およびリストアポリシー

リ
ソー
ス
バッ
ク
アッ
プ
ポ
リ
シー

リ
ソー
ス
リ
ス
ト
ア
ポ
リ
シー

Amazon 
S3 
バッ
ク
アッ
プ
ポ
リ
シー

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Sid":"S3BucketBackupPermissions", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetInventoryConfiguration", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:PutInventoryConfiguration", 

Amazon 
S3 
リ
ス
ト
ア
ポ
リ
シー

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Sid":"S3BucketRestorePermissions", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:CreateBucket", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:ListBucketVersions", 
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 "s3:ListBucketVersions", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:ListBucket", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetBucketVersioning", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetBucketNotification", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:PutBucketNotification", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetBucketLocation", 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 "s3:ListBucket", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetBucketVersioning", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetBucketLocation", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:PutBucketVersioning" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
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 "s3:GetBucketTagging", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetBucketAcl" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:s3:::*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 

  
  
  
  
  
 "arn:aws:s3:::*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Sid":"S3ObjectRestorePermissions", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObject", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObjectVersion", 
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 "Sid":"S3ObjectBackupPermissions", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObjectAcl", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObject", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObjectVersionTagging", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObjectVersionAcl", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObjectTagging", 

  
  
  
 "s3:DeleteObject", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:PutObjectVersionAcl", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObjectVersionAcl", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObjectTagging", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:PutObjectTagging", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:GetObjectAcl", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:PutObjectAcl", 
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 "s3:GetObjectVersion" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:s3:::*/
*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 "s3:PutObject", 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:ListMultipartUploadParts" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:s3:::*/
*" 
  
  
  
  
  
 ] 
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 "Sid":"S3GlobalPermissions", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "s3:ListAllMyBuckets" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  

  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Sid":"S3KMSPermissions", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "kms:Decrypt", 
  
  
  
  
  
  
  
 "kms:DescribeKey", 
  
  
  
  
  
  
  
 "kms:GenerateDataKey" 
  
  
  
  
  
 ], 
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 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Sid":"KMSBackupPermissions", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "kms:Decrypt", 
  
  
  
  
  
  
  
 "kms:DescribeKey" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*", 

  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*", 
  
  
  
  
  
 "Condition":
{ 
  
  
  
  
  
  
  
 "StringLike":
{ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 "kms:ViaService":"s3.*.amazonaws.com" 
  
  
  
  
  
  
  
 } 
  
  
  
  
  
 } 
  
  
  
 } 
  
 ]
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 "Condition":
{ 
  
  
  
  
  
  
  
 "StringLike":
{ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 "kms:ViaService":"s3.*.amazonaws.com" 
  
  
  
  
  
  
  
 } 
  
  
  
  
  
 } 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  

}
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 "Sid":"EventsPermissions", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "events:DescribeRule", 
  
  
  
  
  
  
  
 "events:EnableRule", 
  
  
  
  
  
  
  
 "events:PutRule", 
  
  
  
  
  
  
  
 "events:DeleteRule", 
  
  
  
  
  
  
  
 "events:PutTargets", 
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 "events:RemoveTargets", 
  
  
  
  
  
  
  
 "events:ListTargetsByRule", 
  
  
  
  
  
  
  
 "events:DisableRule" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:events:*:*:rule/
AwsBackupManagedRule*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Sid":"EventsMetricsGlobalPermissions", 
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 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "cloudwatch:GetMetricData", 
  
  
  
  
  
  
  
 "events:ListRules" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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仮
想
マ
シ
ン
の
バッ
ク
アッ
プ
ポ
リ
シー

{ 
  
  
  
  
  
 "Sid": 
 "BackupGatewayBackupPermissions" 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action": 
 [ 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup-
gateway:Backup", 
  
  
  
  
  

仮
想
マ
シ
ン
の
リ
ス
ト
ア
ポ
リ
シー

{ 
  
  
  
  
  
 "Sid": 
 "GatewayRestorePermissions", 
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action": 
 [ 
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 "backup-
gateway:ListTagsForResource" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "arn:aws:backup-
gateway:*:*:vm/
*" 
  
  
  
 }

 
 "backup-
gateway:Restore" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "arn:aws:backup-
gateway:*:*:hypervisor/
*" 
  
  
  
 }
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Amazon 
EBS 
バッ
ク
アッ
プ
ポ
リ
シー

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":"ec2:CreateTags", 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:ec2:*::snapshot/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  

Amazon 
EBS 
の
リ
ス
ト
ア
ポ
リ
シー

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateVolume", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DeleteVolume" 
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 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DeleteSnapshot" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*::snapshot/
*", 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*::snapshot/
*", 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*:*:volume/
*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
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 "arn:aws:ec2:*:*:volume/
*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeVolumes", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeSnapshots", 
  
  
  
  
  
  

  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeSnapshots", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeVolumes" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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 "ec2:CopySnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeTags" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "tag:GetResources" 
  
  
  
  
  
 ], 
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 "Resource":"*", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:DescribeBackupVault", 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:CopyIntoBackupVault" 
  
  
  
  
  
 ], 
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 "Resource":"arn:aws:backup:*:*:backup-
vault:*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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Amazon 
EFS 
バッ
ク
アッ
プ
ポ
リ
シー

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "elasticfilesystem:Backup", 
  
  
  
  
  
  
  
 "elasticfilesystem:DescribeTags" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  

Amazon 
EFS 
リ
ス
ト
ア
ポ
リ
シー

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "elasticfilesystem:Restore", 
  
  
  
  
  
  
  
 "elasticfilesystem:CreateFilesystem", 
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 "Resource":"arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-
system/
*", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "tag:GetResources" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow" 

  
  
  
  
  
 "elasticfilesystem:DescribeFilesystems", 
  
  
  
  
  
  
  
 "elasticfilesystem:DeleteFilesystem" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-
system/
*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}

265



AWS Backup デベロッパーガイド
マネージドポリシー

リ
ソー
ス
バッ
ク
アッ
プ
ポ
リ
シー

リ
ソー
ス
リ
ス
ト
ア
ポ
リ
シー
 
 
 
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:DescribeBackupVault", 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:CopyIntoBackupVault" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:backup:*:*:backup-
vault:*" 
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 } 
  
 ]
}
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Amazon 
RDS 
バッ
ク
アッ
プ
ポ
リ
シー

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:AddTagsToResource", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:ListTagsForResource", 
  
  

Amazon 
RDS 
リ
ス
ト
ア
ポ
リ
シー

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:DescribeDBInstances", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:DescribeDBSnapshots", 
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 "rds:DescribeDBSnapshots", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:CreateDBSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:CopyDBSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:DescribeDBInstances", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:CreateDBClusterSnapshot", 
  
  
  
 "rds:DescribeDBClusters", 
  
  
  
 "rds:DescribeDBClusterSnapshots", 
  
  
  
 "rds:CopyDBClusterSnapshot" 
  
  
  

  
  
  
  
  
 "rds:ListTagsForResource", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:DeleteDBInstance", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:AddTagsToResource" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:DeleteDBSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:ModifyDBSnapshotAttribute" 
  
  
  
  
  
 ], 
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 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:rds:*:*:snapshot:awsbackup:*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
 "Action": 
 [ 
  
  
  
 "rds:DeleteDBClusterSnapshot", 
  
  
  
 "rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute" 
  
  
 ], 
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 "Resource": 
 [ 
  
  
  
 "arn:aws:rds:*:*:cluster-
snapshot:awsbackup:*" 
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "tag:GetResources" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow" 
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 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:DescribeBackupVault", 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:CopyIntoBackupVault" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:backup:*:*:backup-
vault:*" 
  
  
  
 }, 
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 { 
  
  
  
  
  
 "Action":"kms:DescribeKey", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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Amazon 
Aurora 
バッ
ク
アッ
プ
ポ
リ
シー

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:CreateDBClusterSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:DescribeDBClusters", 
  
  

Amazon 
Aurora 
の
リ
ス
ト
ア
ポ
リ
シー

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:DeleteDBCluster", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:DescribeDBClusters", 
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 "rds:DescribeDBClusterSnapshots", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:AddTagsToResource", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:ListTagsForResource", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:CopyDBClusterSnapshot" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 "rds:RestoreDBClusterFromSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:ListTagsForResource", 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:AddTagsToResource" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "rds:DeleteDBClusterSnapshot" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:rds:*:*:cluster-
snapshot:awsbackup:*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
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 { 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "tag:GetResources" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
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 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:DescribeBackupVault", 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:CopyIntoBackupVault" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:backup:*:*:backup-
vault:*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":"kms:DescribeKey", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
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 "Resource":"*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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Storage 
Gateway 
バッ
ク
アッ
プ
ポ
リ
シー

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "storagegateway:CreateSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "storagegateway:ListTagsForResource" 
  
  

Storage 
Gateway 
の
リ
ス
ト
ア
ポ
リ
シー

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "storagegateway:DeleteVolume", 
  
  
  
  
  
  
  
 "storagegateway:DescribeCachediSCSIVolumes", 
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 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/
*/
volume/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateTags", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DeleteSnapshot" 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 "storagegateway:DescribeStorediSCSIVolumes" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/
*/
volume/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "storagegateway:DescribeGatewayInformation", 
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 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:ec2:*::snapshot/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeSnapshots" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  

  
  
  
  
  
 "storagegateway:CreateStorediSCSIVolume", 
  
  
  
  
  
  
  
 "storagegateway:CreateCachediSCSIVolume" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
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 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "tag:GetResources" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 

  
  
 "storagegateway:ListVolumes" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:storagegateway:*:*:*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:DescribeBackupVault", 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:CopyIntoBackupVault" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:backup:*:*:backup-
vault:*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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Amazon 
FSx 
バッ
ク
アッ
プ
ポ
リ
シー

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action": 
 "fsx:DescribeBackups", 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "arn:aws:fsx:*:*:backup/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 

Amazon 
FSx 
リ
ス
ト
ア
ポ
リ
シー

{ 
  
 "Version": 
 "2012-10-17", 
  
 "Statement":  
  
 [ 
  
  
   
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":  
  
  
  
  
  
 [ 
  
  
  
  
  
  
  
 "fsx:CreateFileSystemFromBackup" 
  
  
  
  
  
 ], 
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 "Action": 
 "fsx:CreateBackup", 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 [ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:fsx:*:*:file-
system/
*", 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:fsx:*:*:backup/
*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 

  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":  
  
  
  
  
  
 [ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:fsx:*:*:file-
system/
*", 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:fsx:*:*:backup/
*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
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 "Action": 
 "fsx:DescribeFileSystems", 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "arn:aws:fsx:*:*:file-
system/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action": 
 "fsx:ListTagsForResource", 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "arn:aws:fsx:*:*:file-

 
 { 
  
  
  
  
  
 "Action": 
 "fsx:DescribeFileSystems", 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "arn:aws:fsx:*:*:file-
system/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
   
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action": 
 "fsx:DescribeBackups", 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
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system/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action": 
 "fsx:DeleteBackup", 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "arn:aws:fsx:*:*:backup/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action": 
 [ 

  
  
 "Resource": 
 "arn:aws:fsx:*:*:backup/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
   
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":  
  
  
  
  
  
 [ 
  
  
  
  
  
  
  
 "fsx:DeleteFileSystem", 
  
  
  
  
  
  
  
 "fsx:UntagResource" 
  
  
  
  
  
 ], 
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 "fsx:ListTagsForResource", 
  
  
  
  
  
  
  
 "fsx:ManageBackupPrincipalAssociations", 
  
  
  
  
  
  
  
 "fsx:CopyBackup", 
  
  
  
  
  
  
  
 "fsx:TagResource" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "arn:aws:fsx:*:*:backup/
*" 
  
  
  
 } 
  
 ]

 
 
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "arn:aws:fsx:*:*:file-
system/
*", 
  
  
  
  
  
 "Condition":  
  
  
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
  
  
 "Null":  
  
  
  
  
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 "aws:ResourceTag/
aws:backup:source-
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}resource": 
 "false" 
  
  
  
  
  
  
  
 } 
  
  
  
  
  
 } 
  
  
  
 }, 
  
  
   
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action": 
 "ds:DescribeDirectories", 
  
  
  
  
  
 "Effect": 
 "Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource": 
 "*" 
  
  
  
 } 
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 ]
}
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Amazon 
EC2 
バッ
ク
アッ
プ
ポ
リ
シー

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateTags", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DeleteSnapshot" 
  
  

Amazon 
EC2 
リ
ス
ト
ア
ポ
リ
シー

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateVolume", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DeleteVolume" 
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 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:ec2:*::snapshot/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateImage", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DeregisterImage" 
  
  
  
  

  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*::snapshot/
*", 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*:*:volume/
*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
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 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CopyImage", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CopySnapshot" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  

  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeSnapshots", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeVolumes" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
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 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateTags" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:ec2:*:*:image/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeImages", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeInstances" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:RunInstances" 
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 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeSnapshots", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeTags", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeImages", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeInstances", 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:TerminateInstances" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
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 "ec2:DescribeInstanceAttribute", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeElasticGpus", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeSpotInstanceRequests" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  

  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:ec2:*:*:instance/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":"iam:PassRole", 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:iam::<account-
id>:role/
<role-
name>", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DeleteSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeVolumes", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeSnapshots" 
  
  
  
  
  
 ], 
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 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*::snapshot/
*", 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*:*:volume/
*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
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 "tag:GetResources" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:DescribeBackupVault", 
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 "backup:CopyIntoBackupVault" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:backup:*:*:backup-
vault:*" 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
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Windows 
VSS 
(ボ
リュー
ム
シャ
ド
ウ
コ
ピー
サー
ビ
ス) 
バッ
ク
アッ
プ
ポ
リ
シー

{ 
  
 "Version":"2012-10-17", 
  
 "Statement":
[ 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  

303



AWS Backup デベロッパーガイド
マネージドポリシー

リ
ソー
ス
バッ
ク
アッ
プ
ポ
リ
シー

リ
ソー
ス
リ
ス
ト
ア
ポ
リ
シー
 
 
 "ec2:CreateTags", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DeleteSnapshot" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:ec2:*::snapshot/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateImage", 
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 "ec2:DeregisterImage" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CopyImage", 
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 "ec2:CopySnapshot" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateTags" 
  
  
  
  
  
 ], 
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 "Resource":"arn:aws:ec2:*:*:image/
*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeSnapshots", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeTags", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeImages", 
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 "ec2:DescribeInstances", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeInstanceAttribute", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeElasticGpus", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeSpotInstanceRequests" 
  
  
  
  
  
 ], 
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 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:CreateSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DeleteSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ec2:DescribeVolumes", 
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 "ec2:DescribeSnapshots" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*::snapshot/
*", 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*:*:volume/
*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
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 "Action":
[ 
  
  
  
  
  
  
  
 "tag:GetResources" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*", 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
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 "backup:DescribeBackupVault", 
  
  
  
  
  
  
  
 "backup:CopyIntoBackupVault" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"arn:aws:backup:*:*:backup-
vault:*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":
[ 
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 "ssm:CancelCommand", 
  
  
  
  
  
  
  
 "ssm:GetCommandInvocation" 
  
  
  
  
  
 ], 
  
  
  
  
  
 "Resource":"*" 
  
  
  
 }, 
  
  
  
 { 
  
  
  
  
  
 "Effect":"Allow", 
  
  
  
  
  
 "Action":"ssm:SendCommand", 
  
  
  
  
  
 "Resource":
[ 
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 "arn:aws:ssm:*:*:document/
AWSEC2-
CreateVssSnapshot", 
  
  
  
  
  
  
  
 "arn:aws:ec2:*:*:instance/
*" 
  
  
  
  
  
 ] 
  
  
  
 } 
  
 ]
}
 

 

暗号化されたバックアップをリストアするには、次のいずれかの操作を行います。

• ロールを、AWS Key Management Service (AWS KMS) キーポリシーまたは次のの許可リストに追加し
ます。

• リストアのために IAM ロールにこのポリシーをアタッチします。

{ 
  "Action": [ 
     "kms:DescribeKey", 
     "kms:Decrypt", 
     "kms:Encrypt", 
     "kms:GenerateDataKey", 
     "kms:ReEncrypt*" 
  ], 
  "Effect": "Allow", 
  "Resource": "*"
}
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AWS マネージドポリシー
AWS 管理ポリシーは、AWS によって作成され、管理されるスタンドアロンポリシーです。AWS 管理ポ
リシーは、多くの一般的ユースケースで許可を提供できるように設計されています。AWS 管理ポリシー
は、ポリシーを自身で記述する必要がある場合よりも簡単に、適切な許可をユーザー、グループ、および
ロールに割り当てられるようにします。

しかし、AWS 管理ポリシーで定義されているアクセス許可は変更できません。AWS はときによって 
AWS 管理ポリシーで定義されているアクセス許可を更新することがあります。行われた更新は、ポリシー
がアタッチされているすべてのプリンシパルエンティティ (ユーザー、グループ、ロール) に影響します。

AWS Backup には、一般的ユースケースに対していくつかの AWS 管理ポリシーが用意されています。こ
れらのポリシーではより簡単に、適切なアクセス許可を定義し、バックアップへのアクセスを制御できま
す。管理ポリシーには 2 種類あります。1 つのタイプは、AWS Backup へのアクセスを制御するために
ユーザーに割り当てられるように設計されています。もう 1 つのタイプは、AWS Backup に渡すロール
にアタッチされるように設計されています。以下の表では、AWS Backup が提供するすべての管理ポリ
シーを示し、それらのポリシーがどのように定義されているかを説明しています。これらの管理ポリシー
は、IAM コンソールのポリシーセクションでも確認できます。

ポリシー名 IAM 管理ポリシー名 説明

AWS Backupデータ転送アクセス AWSBackupDataTransferAccess このポリシーは、AWS Backup
ストレージプレーンのデータ転
送 API の権限を提供し、AWS 
BackintAWS Backup エージェ
ントがストレージプレーンとの
バックアップデータ転送を完了
できるようにします。ユーザー
は、Backint エージェントで SAP 
HANA を実行している Amazon 
EC2 インスタンスが引き受ける
ロールにこのポリシーをアタッ
チできます。

AWS BackupSAP HANA のアク
セス権の復元

AWSBackupRestoreAccessForSAPHANAこのポリシーは、Amazon EC2 
で SAP HANAAWS Backup の
バックアップをリストアするた
めのアクセス許可を与えます。

AWS BackupAmazon S3 Backup 
ポリシーの場合

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backupこのポリシーには、S3AWS 
Backup バケットのバックアッ
プに必要な権限が含まれていま
す。これには、AWS KMSバケッ
ト内のすべてのオブジェクトと
関連するキーへのアクセスが含
まれます。

AWS BackupAmazon S3 リスト
アポリシーの場合

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restoreこのポリシーには、S3AWS 
Backup バックアップをバケット
に復元するために必要な権限が
含まれています。これには、バ
ケットへの読み取り権限と書き
込み権限、S3AWS KMS 操作に
関する任意のキーの使用が含ま
れます。

バックアップ監査 IAM ポリシー AWSBackupAuditAccess このポリシーは、AWS Backup 
リソースとアクティビティに
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ポリシー名 IAM 管理ポリシー名 説明
対する期待値を定義したコント
ロールとフレームワークを作成
し、AWS Backup リソースとア
クティビティを定義したコント
ロールとフレームワークに照ら
して監査する権限をユーザーに
付与します。このポリシーは、
ユーザーの期待を記述するため
に AWS Config や同様のサービ
スへの権限を与え、監査を実行
します。

このポリシーは、Amazon S3 
および同様のサービスに監査
レポートを配信するアクセス権
限も付与し、ユーザーは監査レ
ポートを見つけて開くことがで
きます。

バックアップレポートの AWS 
サービスロールポリシー

AWSServiceRolePolicyForBackupReportsAWS Backup は
AWSServiceRoleForBackupReports
サービスにリンクされたロール
にこのポリシーを使用します。
このサービスにリンクされた
ロールは AWS Backup にバック
アップ設定、ジョブ、およびリ
ソースのフレームワークへの準
拠を監視し、レポートするため
の権限を与えます。

バックアップ管理者 IAM ポリ
シー

AWSBackupFullAccess

(AWSBackupAdminPolicy非推奨)

バックアップ管理者は、バック
アップ計画の作成や編集、バッ
クアッププランへの AWS リソー
スの割り当て、バックアップの
復元など、AWS Backup のオペ
レーションにフルアクセスでき
ます。バックアップ管理者は、
バックアップのコンプライアン
スの決定と実施を担当し、組織
のビジネスおよび規制関連の要
件を満たすバックアッププラン
を定義します。バックアップ管
理者は、組織の AWS リソースが
適切なプランに割り当てられて
いることも確認します。
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ポリシー名 IAM 管理ポリシー名 説明

バックアップオペレーター IAM 
ポリシー

AWSBackupOperatorAccess

(AWSBackupOperatorPolicy非推
奨)

バックアップオペレーターは、
担当するリソースが適切にバッ
クアップされていることを確認
する責任のあるユーザーです。
バックアップオペレーターは、
バックアップ管理者が作成した
バックアッププランに AWS リ
ソースを割り当てるためのア
クセス許可を持っています。ま
た、AWS リソースのオンデマン
ドバックアップを作成し、オン
デマンドバックアップの保持期
間を設定するためのアクセス許
可も持っています。バックアッ
プオペレーターは、バックアッ
ププランを作成または編集し
たり、スケジュールされたバッ
クアップを作成後に削除したり
するためのアクセス許可は持っ
ていません。バックアップオペ
レーターはバックアップをリス
トアできます。バックアップオ
ペレーター がバックアッププラ
ンに割り当てることができるリ
ソースタイプや、バックアップ
からリストアできるリソースタ
イプを制限できます。これを行
うには、特定のリソースタイプ
に対するアクセス権限を持つ特
定のサービスロールのみを AWS 
Backup に渡します。

バックアップ管理者 AWS 
Organizations ポリシー

AWSBackupOrganizationAdminAccess組織管理者は、バックアップポ
リシーの作成、編集、削除、ア
カウントと組織単位へのバック
アップポリシーの割り当て、組
織内のバックアップアクティビ
ティのモニタリングなどの AWS 
Organizations オペレーションに
フルアクセスすることができま
す。組織管理者は、組織のビジ
ネス要件および規制要件を満た
すバックアップポリシーを定義
して割り当てることによって、
組織内のアカウントを保護する
責任があります。

バックアップ用のデフォルトの
サービスロールポリシー

AWSBackupServiceRolePolicyForBackupサポートされているすべてのリ
ソースタイプのバックアップを
お客様に代わって作成するため
のアクセス許可を AWS Backup 
に付与します。
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ポリシー名 IAM 管理ポリシー名 説明

リストア用のデフォルトのサー
ビスロールポリシー

AWSBackupServiceRolePolicyForRestoresサポートされているすべてのリ
ソースタイプのバックアップ
をお客様に代わってリストアす
るためのアクセス許可を AWS 
Backup に付与します。EC2 イン
スタンスのリストアでは、EC2 
インスタンスを起動するために
次の権限も含める必要がありま
す。

                     
 "Action":"iam:PassRole", 
 "Resource":"arn:aws:iam::account-
id:role/role-name", 
                      
 "Effect":"Allow" 
                     

AWS Backup のポリシーの更新

AWS サービスは、AWS 管理ポリシーを維持および更新します。AWS マネージドポリシーの許可を変更
することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージドポリ
シーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、すべての
アイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げられた場
合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシーを更新
する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないため、ポリ
シーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーでは、すべての AWS のサービスおよびリソースへの
読み取り専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追加され
た演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。職務機能ポリシーのリストと説明について
は、IAM ユーザーガイドの「職務機能の AWS 管理ポリシー」を参照してください。

このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの、AWS の AWS Backup マネージドポリシーの更新
に関する詳細を表示します。このページの変更に関する自動通知については、AWS Backup [Document 
history] (ドキュメントの履歴) ページの RSS フィードをサブスクライブしてください。

変更 説明 日付

AWSBackupAuditAccess— リ
ソース選択の置き換え

AWS 
BackupAPIconfig:DescribeComplianceByConfigRule
内のリソース選択をワイルド
カードリソースに置き換えまし
た。

2023 年 4 月 11 日
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変更 説明 日付
このリソース選択の拡張によ
り、ユーザーはエラーの少な
いリソースを簡単に選択できま
す。

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
暗号化された Amazon Elastic 
File System 復元をサポートする
権限を追加しました。

AWS Backupカスタマー管
理キーを使用して Amazon 
EFS を復元するための
次の権限を追加しまし
たkms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext。

この更新は、ユーザーが Amazon 
EFS リソースを復元するために
必要な権限を持っていることを
確認するために必要です。

2023 年 3 月 27 日

AWSServiceRolePolicyForBackupReports— 
アクションの更新

AWS 
Backupconfig:DescribeConfigRulesconfig:DescribeConfigRuleEvaluationStatusお
よびアクションが更新さ
れ、AWS Backup Audit 
ManagerAWS Backup がAudit 
ManagerAWS Config が管理する
ルールにアクセスできるように
なりました。

AWS Backupを操作するには、こ
の更新が必要ですAWS Config。

2023 年 3 月 9 日

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore—
AWS KMS 暗号化を伴うリスト
アに対する新しい権限の追加

AWS 
Backupkms:DecryptAWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore次
の権限をポリシーに追加しまし
た。、、s3:PutBucketOwnershipControlss3:GetBucketOwnershipControls

これらの権限は、元のバック
アップで KMS 暗号化が使用さ
れている場合のオブジェクトの
復元や、ACL の代わりに元のバ
ケットにオブジェクト所有権が
設定されている場合のオブジェ
クトの復元をサポートするため
に必要です。

2023 年 2 月 13 日
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変更 説明 日付

AWSBackupFullAccess— 
VMware バックアップ操作をサ
ポートする新しい権限の追加

AWS Backup次の権限を
追加しました:backup-
gateway:GetHypervisorPropertyMappingsbackup-
gateway:GetVirtualMachine、backup-
gateway:PutHypervisorPropertyMappingsbackup-
gateway:GetHypervisor、backup-
gateway:StartVirtualMachinesMetadataSync、backup-
gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule、backup-
gateway:PutBandwidthRateLimitSchedule、

これらの権限は、仮想マシンの
VMwareタグを使用してバック
アップをスケジュールしたり、
スケジュールベースの帯域幅
スロットリングをサポートした
りするために必要です。AWS 
Backup

2022 年 12 月 15 日

AWSBackupOperatorAccess— 
バックアップ操作をサポートす
る新しい権限の追加

AWS Backup、、backup-
gateway:GetHypervisorPropertyMappingsbackup-
gateway:GetVirtualMachinebackup-
gateway:GetHypervisor、
およびの権限が追加
されましたbackup-
gateway:GetBandwidthRateLimitSchedule。

これらの権限は、仮想マシンの
VMwareタグを使用してバック
アップをスケジュールしたり、
スケジュールベースの帯域幅
スロットリングをサポートした
りするために必要です。AWS 
Backup

2022 年 12 月 15 日

AWS 
BackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSync— 
仮想マシンとのAWS Backup 
Gateway 同期をサポートする権
限を含む新しいポリシーを追加
しました。

AWS Backupこのポリ
シーを導入し、backup-
gateway:UntagResourceそ
の中に次の権限を設定
しました。backup-
gateway:ListTagsForResourcebackup-
gateway:TagResource、、

これらの権限は、AWS Backup 
Gateway がオンプレミスネット
ワークの仮想マシンのメタデー
タを Backup Gateway と同期す
るために必要です。

2022 年 12 月 15 日

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup— 
Amazon TimestreamAWS 
Backup リソースのバックアッ
プを許可する権限を追加しまし
た。

AWS Backup次の
権限を追加しまし
た:timestream:StartAwsBackupJobtimestream:GetAwsBackupStatus、timestream:ListTablestimestream:ListDatabases、timestream:ListTagsForResource、timestream:DescribeTable、timestream:DescribeDatabase、timestream:DescribeEndpoints、

これらの権限
は、TimestreamAWS Backup 
バックアップジョブをサポート
するために必要です。

2022 年 12 月 13 日
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AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
Amazon TimestreamAWS 
Backup リソースを復元できるよ
うにする権限を追加しました。

AWS Backup次の
権限を追加しまし
た:timestream:StartAwsRestoreJobtimestream:GetAwsRestoreStatus、timestream:ListTables、timestream:ListTagsForResourcetimestream:ListDatabases、timestream:DescribeTable、timestream:DescribeDatabase、s3:GetBucketAcl、timestream:DescribeEndpoints、

これらの権限
は、TimestreamAWS Backup リ
ストアジョブをサポートするた
めに必要です。

2022 年 12 月 13 日

AWSBackupFullAccess— 
Amazon TimestreamAWS 
Backup リソースをサポートでき
るようにする権限を追加しまし
た。

AWS 
Backup、timestream:ListTablestimestream:ListDatabases、s3:ListAllMyBucketsお
よびの権限が追加されまし
たtimestream:DescribeEndpoints。

これらの権限
は、TimestreamAWS Backup リ
ソースをサポートするために必
要です。

2022 年 12 月 13 日

AWSBackupOperatorAccess— 
Amazon TimestreamAWS 
Backup リソースをサポートでき
るようにする権限を追加しまし
た。

AWS 
Backup、、timestream:ListDatabasestimestream:ListTabless3:ListAllMyBuckets、
およびの権限が追加されまし
たtimestream:DescribeEndpoints。

これらの権限
は、TimestreamAWS Backup リ
ソースをサポートするために必
要です。

2022 年 12 月 13 日

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup— 
管理ポリシーの権限が更新さ
れ、バックアップ機能に必要
なタイムストリームリソースに
アクセスできるようになりまし
た。AWS Backup

AWS Backup次の
権限を追加しまし
た:timestream:ListDatabasestimestream:ListTables、timestream:ListTagsForResourcetimestream:DescribeDatabase、timestream:DescribeTable、timestream:GetAwsBackupStatus、timestream:GetAwsRestoreStatus、timestream:DescribeEndpoints、

これらの権限
は、TimestreamAWS Backup リ
ソースをサポートするために必
要です。

2022 年 12 月 13 日

AWSBackupFullAccess— 
Amazon RedshiftAWS Backup リ
ソースをサポートできるように
するアクセス権限を追加しまし
た。

AWS Backup次の
権限を追加しまし
た:redshift:DescribeClustersredshift:DescribeClusterSubnetGroups、redshift:DescribeNodeConfigurationOptionsredshift:DescribeOrderableClusterOptions、redshift:DescribeClusterParameterGroups、redshift:DescribeClusterTracks、redshift:DescribeSnapshotSchedules、ec2:DescribeAddresses、

これらのアクセス権限は Amazon 
RedshiftAWS Backup リソースを
利用するために必要です。

2022 年 11 月 27 日

AWSBackupOperatorAccess— 
Amazon RedshiftAWS Backup リ
ソースをサポートするためのア
クセス権限を追加しました。

AWS Backup次の
権限を追加しまし
た:redshift:DescribeClusters、redshift:DescribeClusterSubnetGroups、redshift:DescribeNodeConfigurationOptionsredshift:DescribeOrderableClusterOptions、redshift:DescribeClusterParameterGroups,、redshift:DescribeClusterTracks。
redshift:DescribeSnapshotSchedules、
およ
びec2:DescribeAddresses。

これらのアクセス権限は Amazon 
RedshiftAWS Backup リソースを
利用するために必要です。

2022 年 11 月 27 日
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AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
Amazon RedshiftAWS Backup リ
ソースへのアクセスを許可する
アクセス権限を追加しました。

AWS 
Backup、、redshift:RestoreFromClusterSnapshotredshift:RestoreTableFromClusterSnapshotredshift:DescribeClusters、
およびの権限が追加されまし
たredshift:DescribeTableRestoreStatus。

AWS BackupAmazon Redshift リ
ストアジョブをサポートするに
は、これらの権限が必要です。

2022 年 11 月 27 日

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup— 
Amazon RedshiftAWS Backup リ
ソースへのアクセスを許可する
アクセス権限を追加しました。

AWS Backup次の権
限が追加されまし
た:redshift:CreateClusterSnapshotredshift:DescribeClusterSnapshotsredshift:DescribeTags、redshift:DeleteClusterSnapshot、redshift:DescribeClusters、redshift:CreateTags、

AWS BackupAmazon Redshift 
バックアップジョブをサポート
するには、これらの権限が必要
です。

2022 年 11 月 27 日

AWSBackupFullAccess—AWS 
BackupAWS CloudFormation リ
ソースをサポートするための権
限を追加しました。

AWS Backup次の
権限を追加しまし
たcloudformation:ListStacks。
この権限
は、BackupCloudFormation がリ
ソースをサポートするために必
要です。

2022 年 11 月 27 日

AWSBackupOperatorAccess—
AWS BackupAWS 
CloudFormation リソースをサ
ポートするための権限を追加し
ました。

AWS Backup次の
権限を追加しまし
たcloudformation:ListStacks。
この権限
は、BackupCloudFormation がリ
ソースをサポートするために必
要です。

2022 年 11 月 27 日

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup—
AWS BackupAWS 
CloudFormation リソースをサ
ポートするための権限を追加し
ました。

AWS 
Backup、、redshift:DescribeClusterSnapshotsredshift:DescribeTagsredshift:DeleteClusterSnapshot、
およびの権限が追加されまし
たredshift:DescribeClusters。

これらの権限
は、BackupCloudFormation がリ
ソースをサポートするために必
要です。

2022 年 11 月 27 日

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup—
AWS BackupAWS 
CloudFormation リソースへのア
クセスを許可する権限を追加し
ました。

AWS 
Backup、cloudformation:GetTemplatecloudformation:DescribeStacks、
およびの権限が追加されまし
たcloudformation:ListStackResources。

これらの権限は、AWS 
BackupAWS CloudFormationア
プリケーションスタックのバッ
クアップジョブをサポートする
ために必要です。

2022 年 11 月 16 日
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AWSBackupServiceRolePolicyForRestores—
AWS BackupAWS 
CloudFormation リソースへのア
クセスを許可する権限を追加し
ました。

AWS 
Backupcloudformation:CreateChangeSet次
の権限を追加しまし
た。cloudformation:DescribeChangeSet

これらの権限は、AWS 
BackupAWS CloudFormationア
プリケーションスタックの復元
ジョブをサポートするために必
要です。

2022 年 11 月 16 日

AWSBackupOrganizationAdminAccess—
AWS Backup このポリシーに委
任管理者機能の権限を追加しま
した。

AWS Backupこのポリシー
に次の権限を追加しまし
た。organizations:ListDelegatedAdministratororganizations:RegisterDelegatedAdministrator、organizations:DeregisterDelegatedAdministrator

これらの権限は、組織管理者が
委任管理者機能を使用できるよ
うにするために必要です。

2022 年 11 月 27 日

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup— 
Amazon EC2 インスタンスで 
SAP HANAAWS Backup をサ
ポートできるようにする権限を
追加しました。

AWS Backup次の権限
が追加されました:ssm-
sap:GetOperationssm-
sap:ListDatabasesssm-
sap:BackupDatabase、ssm-
sap:UpdateHanaBackupSettings、ssm-
sap:GetDatabase、ssm-
sap:ListTagsForResource、

これらの権限は、Backup が 
Amazon EC2 インスタンスで 
SAP HANA をサポートするため
に必要です。

2021 年 11 月 20 日

AWSBackupFullAccess— 
Amazon EC2 インスタンスでの 
SAP HANAAWS Backup のサ
ポートを許可するアクセス権限
を追加しました。

AWS Backup、、ssm-
sap:GetOperationssm-
sap:ListDatabasesssm-
sap:GetDatabase、および
の権限が追加されましたssm-
sap:ListTagsForResource。

これらの権限は、Backup が 
Amazon EC2 インスタンスで 
SAP HANA をサポートするため
に必要です。

2021 年 11 月 20 日

AWSBackupOperatorAccess— 
Amazon EC2 インスタンスでの 
SAP HANAAWS Backup のサ
ポートを許可するアクセス権限
を追加しました。

AWS Backup、、ssm-
sap:GetOperationssm-
sap:ListDatabasesssm-
sap:GetDatabase、および
の権限が追加されましたssm-
sap:ListTagsForResource。

これらの権限は、Backup が 
Amazon EC2 インスタンスで 
SAP HANA をサポートするため
に必要です。

2021 年 11 月 20 日
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AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup— 
Amazon EC2 インスタンスでの 
SAP HANAAWS Backup のサ
ポートを許可する権限を追加し
ました。

AWS Backup次の権限
を追加しましたssm-
sap:GetOperation。

この権限は、Backup が Amazon 
EC2 インスタンスで SAP HANA 
をサポートするために必要で
す。

2021 年 11 月 20 日

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
Amazon EC2AWS Backup リ
ソースへのアクセスを許可する
権限を追加しました。

AWS Backup次の権限を追加しま
したec2:CreateTags。

この権限は、EC2AWS Backup 
インスタンスへのBackup ゲート
ウェイ復元ジョブをサポートす
るために必要です。

2021 年 11 月 20 日

AWSBackupDataTransferAccess— 
Amazon EC2 インスタンスリ
ソースでの SAP HANAAWS 
Backup の安全なストレージデー
タ転送をサポートできるように
する権限を追加しました。

AWS Backup次の権限を
追加しました:backup-
storage:StartObjectbackup-
storage:PutChunk、backup-
storage:GetChunkbackup-
storage:ListChunks、backup-
storage:ListObjects、backup-
storage:GetObjectMetadata、backup-
storage:NotifyObjectComplete、

これらの権限は、Amazon EC2 
リソースの SAP HANAAWS 
Backup での安全なストレージ
データ転送をサポートするため
に必要です。

2021 年 11 月 20 日

AWSBackupRestoreAccessForSAPHANA— 
データ所有者が Amazon EC2 
インスタンスリソースで SAP 
HANA のリストアジョブを実行
する権限を追加しました。

AWS Backup次の
権限を追加しまし
た:backup:Get*backup:List*、backup:Describe*backup:StartBackupJob、backup:StartRestoreJob、ssm-
sap:GetOperation、ssm-
sap:ListDatabasesssm-
sap:BackupDatabase、ssm-
sap:RestoreDatabase、ssm-
sap:UpdateHanaBackupSettings、ssm-
sap:GetDatabase、ssm-
sap:ListTagsForResource、

これらの権限は、リソース所有
者が Amazon EC2 リソースの 
SAP HANA のリストアを実行す
るために必要です。

2021 年 11 月 20 日

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup— 
Amazon S3 バックアップをサ
ポートする新しい権限を追加し
ました

AWS Backup権限を追加しまし
たs3:GetBucketAcl。

AWS BackupS3AWS Backup の
バックアップ操作にはこの権限
が必要です。

2022 年 8 月 24 日
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変更 説明 日付

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
Amazon RDS リストアジョブへ
のアクセスを追加しました。

AWS Backupデータベースイン
スタンスを作成するためのア
クセス権を付与するために、
次のアクションを追加しまし
たrds:CreateDBInstance。

AWS BackupAmazon RDS マル
チアベイラビリティゾーン (マ
ルチ AZ) 機能をサポートするに
は、この権限が必要でした。

2022 年 7 月 20 日

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup— 
Amazon S3 バックアップをサ
ポートする権限を追加

AWS 
Backups3:GetBucketTaggingリ
ソースワイルドカードを使用し
てバックアップするバケットを
選択する権限をユーザーに付与
する権限を追加しました。この
権限がないと、リソースワイル
ドカードを使用してバックアッ
プするバケットを選択するユー
ザーは失敗します。

AWS BackupAmazon S3 のア
クセス許可を必要としていまし
た。

2022 年 5 月 6 日

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup— 
ONTAP ボリュームレベルのバッ
クアップで FSx をサポートする
新しい権限を追加しました。

AWS 
Backupfsx:CreateBackupfsx:ListTagsForResource既
存およびアクションの範囲
にボリュームリソースを追
加し、ONTAP ボリューム
レベルのバックアップ用の 
FSxfsx:DescribeVolumes を
サポートする新しいアクション
を追加しました。

AWS BackupFSx for ONTAPのサ
ポートにはこの権限が必要でし
た。

2022 年 4 月 27 日

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
ONTAP ボリュームの FSx のリ
ストアをサポートする権限を追
加しました。

AWS Backup次のアクション
を追加して、ONTAP ボリュー
ムfsx:DescribeVolumes、、
の FSxfsx:UntagResource
をリストアする権限を
ユーザーに付与しまし
た。fsx:CreateVolumeFromBackupfsx:DeleteVolume

AWS BackupFSx for ONTAPのサ
ポートにはこの権限が必要でし
た。

2022 年 4 月 27 日
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AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup— 
Amazon S3 バックアップをサ
ポートするための新しい権限を
追加しました

AWS Backupバックアップ操作
中に Amazon S3 バケットへの
変更の通知を受け取るアクセス
権限をユーザーに付与するため
にs3:GetBucketNotification、
次のアクションを追加しまし
たs3:PutBucketNotification。

AWS BackupAmazon S3 のア
クセス許可を必要としていまし
た。

2022 年 2 月 25 日

AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup— 
Amazon S3AWS バックアップ
をサポートする新しい管理ポリ
シーを追加しました

AWSBackupServiceRolePolicyForS3BackupAWS
新しい管理ポリシーで
は、Amazon S3AWS Backup 
バケットをバックアップするア
クセス権限をユーザーに付与す
る次のアクションを追加しまし
た。s3:GetInventoryConfigurations3:PutInventoryConfigurations3:ListBucketVersionss3:ListBucket、s3:GetBucketTagging、s3:GetBucketVersionings3:GetBucketNotification、s3:GetBucketLocation、、s3:ListAllMyBuckets

AWS BackupAmazon S3 オブ
ジェクトをバックアップする
権限をユーザーに付与するため
にs3:GetObject、、、、s3GetObjectAcls3:GetObjectVersionTaggings3:GetObjectVersionAcls3:GetObjectTagging、
およびのアクションを追加しま
したs3:GetObjectVersion。

AWS Backup は以下のアク
ションを追加し、暗号化された 
Amazon S3 データをバックアッ
プするアクセス権限をユーザー
に付与しました。kms:Decrypt
および kms:DescribeKey。

AWS 
BackupAmazonEventBridge 
ルールを使用して Amazon 
S3 データのインクリメン
タルバックアップを作成す
る権限をユーザーに付与す
るアクションを追加しまし
た:events:DescribeRule,events:EnableRule,events:PutRule,events:DeleteRule,events:PutTargets,events:RemoveTargets,events:ListTargetsByRuleevents:DisableRule,cloudwatch:GetMetricData,,,events:ListRules

AWS BackupAmazon S3 のア
クセス許可を必要としていまし
た。

2022 年 2 月 17 日
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AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore— 
Amazon S3AWS リストアをサ
ポートする新しい管理ポリシー
を追加しました

AWSBackupServiceRolePolicyForS3RestoreAWS
新しい管理ポリシーで
は、Amazon S3AWS Backup 
バケットを復元するアクセ
ス権限をユーザーに付与する
次のアクションを追加しまし
たs3:PutBucketVersioning。s3:CreateBuckets3:ListBucketVersionss3:ListBuckets3:GetBucketVersioning、s3:GetBucketLocation、、、

AWS BackupAmazon S3 バ
ケットを復元する権限を
ユーザーに付与するため
にs3:GetObject、、、、s3:GetObjectVersion、s3:DeleteObject、s3:PutObjectVersionAcl、s3:GetObjectVersionAcl、s3:GetObjectTagging、s3:PutObjectTaggings3:GetObjectAcls3:PutObjectAcls3:PutObject、
などのアクションを追加しまし
たs3:ListMultipartUploadParts。

AWS Backup は以下のア
クションを追加し、リスト
アされた Amazon S3 デー
タを暗号化するアクセス権
限をユーザーに付与しまし
た。kms:Decrypt、kms:DescribeKey、
および
kms:GenerateDataKey。

AWS BackupAmazon S3 のア
クセス許可を必要としていまし
た。

2022 年 2 月 17 日

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup— 
Amazon S3 バックアップをサ
ポートする権限を追加

AWS Backupが追加さ
れs3:ListAllMyBuckets、バ
ケットのリストを表示し、バッ
クアッププランに割り当てる
バケットを選択する権限をユー
ザーに付与しました。

AWS BackupAmazon S3 のア
クセス許可を必要としていまし
た。

2022 年 2 月 14 日
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AWS Backup デベロッパーガイド
マネージドポリシー

変更 説明 日付

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup—
AWS Backup Gateway リソース
を一覧表示する権限を追加

AWS Backup は backup-
gateway:ListVirtualMachines
を追加して、仮想マシンのリス
トを表示し、バックアッププラ
ンに割り当てる仮想マシンを選
択する権限をユーザーに付与し
ました。

また、AWS Backup は backup-
gateway:ListTagsForResourceを
追加して、仮想マシンのタグを
一覧表示する権限をユーザーに
付与しました。

AWS Backup は 2021 年 11 月 
30 日に開始された仮想マシンの
サポートに、これらのアクセス
許可を必要としていました。

2021 年 11 月 30 日

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup— 
仮想マシンをバックアップする
権限を追加

AWS Backup は backup-
gateway:Backup を追加し、
仮想マシンのバックアップ
をリストアする権限をユー
ザーに付与しました。ま
た、AWS Backup は backup-
gateway:ListTagsForResourceを
追加して、仮想マシンのバッ
クアップに割り当てられている
タグを一覧表示する権限をユー
ザーに付与しました。

AWS Backup は 2021 年 11 月 
30 日に開始された仮想マシンの
サポートに、これらのアクセス
許可を必要としていました。

2021 年 11 月 30 日

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
仮想マシンをリストアする権限
を追加

AWS Backup は backup-
gateway:Restore を追加し、
仮想マシンのバックアップをリ
ストアする権限をユーザーに付
与しました。

AWS Backup は 2021 年 11 月 
30 日に開始された仮想マシンの
サポートに、これらのアクセス
許可を必要としていました。

2021 年 11 月 30 日
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AWS Backup デベロッパーガイド
マネージドポリシー

変更 説明 日付

AWSBackupFullAccess— 仮想マ
シンを操作する権限を追加

AWS Backup は次のアクショ
ンを追加し、ユーザーに仮
想マシンをバックアップ、
リストア、および管理する
ために AWS Backup ゲート
ウェイ使用するアクセス権限
を付与しました。backup-
gateway:AssociateGatewayToServer、backup-
gateway:CreateGateway、backup-
gateway:DeleteGateway、backup-
gateway:DeleteHypervisor、backup-
gateway:DisassociateGatewayFromServer、backup-
gateway:ImportHypervisorConfiguration、backup-
gateway:ListGateways、backup-
gateway:ListHypervisors、backup-
gateway:ListTagsForResource、backup-
gateway:ListVirtualMachines、backup-
gateway:PutMaintenanceStartTime、backup-
gateway:TagResource、backup-
gateway:TestHypervisorConfiguration、backup-
gateway:UntagResource、backup-
gateway:UpdateGatewayInformation、
および backup-
gateway:UpdateHypervisor。

AWS Backup は 2021 年 11 月 
30 日に開始された AWS Backup 
ゲートウェイのサポートに、こ
れらのアクセス許可を必要とし
ていました。

2021 年 11 月 30 日

AWSBackupOperatorAccess—
AWS Backup Gateway リソース
を一覧表示する権限を追加

AWS Backup は次のアクショ
ンを追加し、仮想マシンをバッ
クアップする権限をユーザー
に付与しました。backup-
gateway:ListGateways、backup-
gateway:ListHypervisors、backup-
gateway:ListTagsForResource、
および backup-
gateway:ListVirtualMachines。

AWS Backup は 2021 年 11 月 
30 日に開始された仮想マシンの
サポートに、これらのアクセス
許可を必要としていました。

2021 年 11 月 30 日
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マネージドポリシー

変更 説明 日付

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup— 
Amazon DyyyyyForBackup — 
Amazon DynamoDB ackup

AWS Backup は
dynamodb:ListTagsOfResource
を追加し、ユーザーに AWS 
Backup の高度な DynamoDB 
バックアップ機能を使用して 
DynamoDB テーブルのタグをリ
ストしてバックアップするアク
セス権限を付与しました。

AWS Backup は 2021 年 11 月 
23 日に開始された DynamoDB 
の高度なバックアップ機能に、
この権限を必要としていまし
た。

2021 年 11 月 23 日

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup— 
Amazon DyyyyyForBackup — 
Amazon DynamoDB ackup

AWS Backup は
dynamodb:StartAwsBackupJob
を追加し、高度なバックアップ
機能を使用して DynamoDB テー
ブルをバックアップする権限を
ユーザーに付与しました。

また、AWS Backup は
dynamodb:ListTagsOfResource
を追加して、ソースの 
DynamoDB テーブルからバック
アップにタグをコピーする権限
をユーザーに付与しました。

AWS Backup は 2021 年 11 月 
23 日に開始された DynamoDB 
の高度なバックアップ機能に、
これらの権限を必要としていま
した。

2021 年 11 月 23 日

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForRestores— 
Amazon DynamoDB テーブルを
復元するためのアクセス権限を
追加しました

AWS Backup は
dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup
を追加し、ユーザーに AWS 
Backup 高度な DynamoDB バッ
クアップ機能を使用してバック
アップされた DynamoDB テーブ
ルをリストアする権限を付与し
ました。

AWS Backup は 2021 年 11 月 
23 日に開始された AWS Backup 
の高度な DynamoDB 機能を使っ
て作成されたバックアップのリ
ストアに、この権限を必要とし
ていました。

2021 年 11 月 23 日
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AWS Backup デベロッパーガイド
マネージドポリシー

変更 説明 日付

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
Amazon DynamoDB テーブルを
復元するためのアクセス権限を
追加しました

AWS Backup は
dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup
を追加し、ユーザーに AWS 
Backup 高度な DynamoDB バッ
クアップ機能を使用してバック
アップされた DynamoDB テーブ
ルをリストアする権限を付与し
ました。

AWS Backup は 2021 年 11 月 
23 日に開始された AWS Backup 
の高度な DynamoDB 機能を使っ
て作成されたバックアップのリ
ストアに、この権限を必要とし
ていました。

2021 年 11 月 23 日

AWSBackupOperatorAccess— 
冗長なアクションを削除

AWS Backup は冗長だったた
め、既存のアクションである
backup:GetRecoveryPointRestoreMetadata
および
rds:DescribeDBSnapshots
を削除しました。

AWS Backup に
AWSBackupOperatorAccess
AWS 管理ポリシーの一部として
backup:GetRecoveryPointRestoreMetadata
と backup:Get* の両方
は必要ありませんでした。
また、AWS Backup に
AWSBackupOperatorAccess
AWS 管理ポリシーの一部である
rds:DescribeDBSnapshots
と
rds:describeDBSnapshots
の両方は必要ありませんでし
た。

2021 年 11 月 23 日

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup— 
バックアッププランへの詳細な
リソース割り当てをサポートす
るアクセス許可を追加

AWS Backup は新し
いアクションである
elasticfilesystem:DescribeFileSystems、dynamodb:ListTables、storagegateway:ListVolumes、ec2:DescribeVolumes、ec2:DescribeInstances、rds:DescribeDBInstances、rds:DescribeDBClusters、
および
fsx:DescribeFileSystems
を追加し、お客様がバックアッ
ププランに割り当てるリソース
を選択する際に、AWS Backup 
サポートされたリソースのリス
トを表示して選択できるように
しました。

AWS Backup はお客様にバック
アッププランにリソースを割り
当てる柔軟性の高い方法を提供
するために、この権限を必要と
していました。

2021 年 11 月 10 日
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マネージドポリシー

変更 説明 日付

AWSBackupAuditAccess— 新し
いポリシーを追加

AWS Backup は
AWSBackupAuditAccess を追
加し、ユーザーに AWS Backup 
Audit Manager を使用する権限を
付与しました。権限には、コン
プライアンスフレームワークを
設定し、レポートを生成する機
能が含まれます。

AWS Backup は 2021 年 11 月 
24 日に開始された AWS Backup 
Audit Manager に、この権限を必
要としていました。

2021 年 8 月 24 日

AWSServiceRolePolicyForBackupReports— 
新しいポリシーを追加

AWS Backup は
AWSServiceRolePolicyForBackupReports
を追加して、ユーザーが設定
したフレームワークに準拠する
ためのバックアップ設定、ジョ
ブ、およびリソースの監視を自
動化するために、サービスにリ
ンクされたロールに対する権限
を付与しました。

AWS Backup は 2021 年 11 月 
24 日に開始された AWS Backup 
Audit Manager に、この権限を必
要としていました。

2021 年 8 月 24 日

AWSBackupFullAccess— サービ
スにリンクされたロールを作成
する権限を追加

AWS Backup は
iam:CreateServiceLinkedRole
を追加し、サービスにリンク
されたロール (ベストエフォー
トベースで) を作成し、期限切
れのリカバリポイントの削除を
自動化しました。このサービス
にリンクされたロールがない場
合、AWS Backup はお客様が
リカバリポイントの作成に使用
した元の IAM ロールを削除し
た後、期限切れのリカバリポイ
ントを削除することはできませ
ん。

AWS Backup は
DeleteRecoveryPoint API オ
ペレーションの一部に、この権
限を必要としていました。

2021 年 7 月 5 日
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マネージドポリシー

変更 説明 日付

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup— 
DynamoDB リカバリポイントの
削除をサポートするアクセス許
可を追加

AWS Backup は新し
いアクションである
dynamodb:DeleteBackup を
追加し、バックアッププラン
のライフサイクル設定に基づ
き、期限切れの DynamoDB リ
カバリポイントを自動削除する
DeleteRecoveryPoint 権限を
付与しました。

AWS Backup は
DeleteRecoveryPoint API 
オペレーションの一部として 
DynamoDB テーブルを削除する
ために、この権限を必要として
いました。

2021 年 7 月 5 日

AWSBackupOperatorAccess— 
冗長なアクションを削除

AWS Backup は冗長だったた
め、既存のアクションである
backup:GetRecoveryPointRestoreMetadata
および
rds:DescribeDBSnapshots
を削除しました。

AWS Backup に
AWSBackupOperatorAccess
AWS 管理ポリシーの一部として
backup:GetRecoveryPointRestoreMetadata
と backup:Get* の両方
は必要ありませんでした。
また、AWS Backup に
AWSBackupOperatorAccess
AWS 管理ポリシーの一部として
rds:DescribeDBSnapshots
と
rds:describeDBSnapshots
の両方は必要ありませんでし
た。

2021 年 5 月 25 日
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AWS Backup デベロッパーガイド
マネージドポリシー

変更 説明 日付

AWSBackupOperatorPolicy— 冗
長なアクションを削除

AWS Backup は冗長だったた
め、既存のアクションである
backup:GetRecoveryPointRestoreMetadata
および
rds:DescribeDBSnapshots
を削除しました。

AWS Backup に
AWSBackupOperatorPolicy
AWS 管理ポリシーの一部として
backup:GetRecoveryPointRestoreMetadata
と backup:Get* の両方
は必要ありませんでした。
また、AWS Backup に
AWSBackupOperatorPolicy
AWS 管理ポリシーの一部として
rds:DescribeDBSnapshots
と
rds:describeDBSnapshots
の両方は必要ありませんでし
た。

2021 年 5 月 25 日

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
Amazon FSx リストアにタグを
適用するためのアクセス許可を
追加

AWS Backup は新しいアクショ
ンである fsx:TagResource
を追加し、リストアプロセス
中に Amazon FSx ファイル
システムにタグを適用できる
StartRestoreJob 権限を付与
しました。

AWS Backup は
StartRestoreJob API オ
ペレーションの一部とし
て、Amazon FSx ファイルシス
テムにタグを適用する権限を必
要としていました。

2021 年 5 月 24 日

AWSBackupServiceRolePolicyForRestores— 
Amazon EC2 リストアを実行す
る権限が追加されました

AWS Backup は新し
いアクションである
ec2:DescribeImages およ
び ec2:DescribeInstances
を追加して、リカバリポイ
ントから Amazon EC2 イン
スタンスをリストアできる
StartRestoreJob 権限を付与
しました。

AWS Backup は
StartRestoreJob API オペ
レーションの一部として、リカ
バリポイントから Amazon EC2 
インスタンスをリストアするた
めに、この権限を必要としてい
ました。

2021 年 5 月 24 日
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マネージドポリシー

変更 説明 日付

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup— 
Amazon FSx リージョン間およ
びアカウント間コピーを実行す
るアクセス許可を追加

AWS Backup は新しいアクショ
ンである fsx:CopyBackup を
追加し、リージョンとアカウン
ト全体で Amazon FSx リカバリ
ポイントをコピーできるように
する StartCopyJob 権限を付与
しました。

AWS Backup は StartCopyJob
API オペレーションの一部とし
て、リージョンとアカウント全
体で Amazon FSx リカバリポイ
ントをコピーするために、この
権限を必要としていました。

2021 年 4 月 12 日

AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup— 
Amazon FSx リージョン間およ
びアカウント間コピーを実行す
るアクセス許可を追加

AWS Backup は新しいアクショ
ンである fsx:CopyBackup を
追加し、リージョンとアカウン
ト全体で Amazon FSx リカバリ
ポイントをコピーできるように
する StartCopyJob 権限を付与
しました。

AWS Backup は StartCopyJob
API オペレーションの一部とし
て、リージョンとアカウント全
体で Amazon FSx リカバリポイ
ントをコピーするために、この
権限を必要としていました。

2021 年 4 月 12 日

AWSBackupServiceRolePolicyForBackup— 
暗号化された DynamoDB テーブ
ルバックアップをサポートする
アクセス許可を追加

AWS Backup は AWS 管理ポリ
シーを更新して、次の要件に準
拠しました。

AWS Backup が暗号化された 
DynamoDB テーブルのバック
アップを作成するには、バック
アップに使用される IAM ロー
ルに kms:Decrypt および
kms:GenerateDataKey 権限を
追加する必要があります。

2021 年 3 月 10 日
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AWS Backup デベロッパーガイド
サービスリンクロールの使用

変更 説明 日付

AWSBackupFullAccess— 
Amazon RDSpoint-in-time 連続
バックアップとリストアをサ
ポートするアクセス許可を追加

AWS Backup は AWS 管理ポリ
シーを更新して、次の要件に準
拠しました。

AWS Backup が Amazon 
RDS データベースの継続的
なバックアップを設定する
には、バックアッププラン設
定で定義された IAM ロール
に存在する API 権限である
rds:ModifyDBInstance 確認
します。

Amazon RDS 連続バッ
クアップをリストアする
には、リストアジョブ用
に送信した IAM ロールに
rds:RestoreDBInstanceToPointInTime
権限を追加する必要がありま
す。

AWS Backupコンソール
で、point-in-time復旧に使用
できる期間の範囲を説明す
るには、IAM 管理ポリシー
にrds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups
API 権限を含める必要がありま
す。

2021 年 3 月 10 日

AWS Backup は変更の追跡を開
始しました

AWS Backup は AWS 管理ポリ
シーの変更の追跡を開始しまし
た。

2021 年 3 月 10 日

AWS Backup のサービスにリンクされたロールの使用
AWS Backup は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスリンクロールを使用します。サー
ビスにリンクされたロールは、AWS Backup に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。サービ
スにリンクされたロールは、AWS Backup による事前定義済みのロールであり、ユーザーに代わってサー
ビスから AWS の他のサービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス権限を備えています。

トピック
• ロールを使用してリソースを一覧表示し、Amazon EFS をバックアップ、アカウント間でコピー、自

動バックアップします。 (p. 336)
• AWS Backup Audit Manager のロールの使用 (p. 339)

ロールを使用してリソースを一覧表示し、Amazon EFS をバック
アップ、アカウント間でコピー、自動バックアップします。
AWS Backup は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスリンクロールを使用します。サー
ビスにリンクされたロールは、AWS Backup に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。サービ
スにリンクされたロールは、AWS Backup による事前定義済みのロールであり、ユーザーに代わってサー
ビスから AWS の他のサービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス権限を備えています。
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AWS Backup デベロッパーガイド
サービスリンクロールの使用

サービスにリンクされたロールを使用すると、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなるた
め、AWS Backup の設定が簡単になります。AWS Backup は、このサービスにリンクされたロールのアク
セス許可を定義します。特に定義されている場合を除き、AWS Backup のみがそのロールを引き受けるこ
とができます。定義される許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれており、その許可ポリシーを
他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。

サービスにリンクされたロールを削除するには、まずその関連リソースを削除します。これにより、リ
ソースへの意図しないアクセスによるアクセス許可の削除が防止され、AWS Backup リソースは保護され
ます。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連携する AWS のサー
ビス」を参照して、[Service-Linked Role (サービスにリンクされたロール)]列がはいになっているサービス
を探してください。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、リ
ンク付きの [Yes] (はい) を選択します。

AWS Backup のサービスにリンクされたロールの権限

AWS Backup は AWSServiceRoleForBackup と呼ばれるサービスにリンクされたロールを使用 – AWS 
Backup 権限を提供してリソースを一覧表示し、Amazon EFS をバックアップ、アカウント間でバック
アップをコピー、自動バックアップします。

サービスにリンクされた AWSServiceRoleForBackup ロールは、以下のサービスを信頼してロールを引き
受けます。

• AWS Backup

ロールのアクセス許可ポリシーは、指定したリソースに対して以下のアクションを実行することを AWS 
Backup に許可します。

• アクション: all resources AWS Backup supports の list, read, write, and tag

特定の権限の AWS Identity and Access Management コンソールで
AWSBackupServiceLinkedRolePolicyForBackup ポリシーを確認します。

サービスリンクロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に許
可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンク
ロールの許可」を参照してください。

のサービスにリンクされたロールの作成AWS Backup

サービスリンクロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Console でバックアップ、
セットアップ、アカウント間でバックアップ、または Amazon EFS 自動バックアップを行うリソースを一
覧表示すると、AWS CLI、または AWS API、AWS Backup はサービスにリンクされたロールを作成しま
す。

Important

このサービスリンクロールがアカウントに表示されるのは、このロールでサポートされている機
能を使用する別のサービスでアクションが完了した場合です。詳細については、「IAM アカウン
トに新しいロールが表示される」を参照してください。

このサービスリンクロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウントに
ロールを再作成できます。バックアップ、セットアップ、アカウント間でバックアップ、または Amazon 
EFS 自動バックアップを行うリソースを一覧表示すると、AWS Backup はサービスにリンクされたロール
を再度作成します。
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AWS Backup デベロッパーガイド
サービスリンクロールの使用

AWS Backup のサービスにリンクされたロールの編集

AWS Backup で、AWSServiceRoleForBackup のサービスにリンクされたロールを編集することはできま
せん。サービスリンクロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可能性が
あるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAMを使用したロールの説明の編集はできま
す。詳細については、IAMユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの編集」を参照してくださ
い。

AWS Backup のサービスにリンクされたロールの削除

サービスリンクロールを必要とする機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除する
ことをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエンティ
ティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスリンクロールをクリーンアップする必要が
あります。

サービスにリンクされたロールのクリーンアップ

IAM を使用してサービスにリンクされたロールを削除するには、最初に、そのロールで使用されているリ
ソースをすべて削除する必要があります。まず、すべてのリカバリポイントを削除する必要があります。
次に、すべてのバックアップ保管庫を削除する必要があります。

Note

リソースを削除する際に、AWS Backup サービスでロールが使用されている場合、削除は失敗す
ることがあります。失敗した場合は、数分待ってから再度オペレーションを実行してください。

AWSServiceRoleForBackup (コンソール) が使用している AWS Backup リソースを削除するには

1. すべてのリカバリポイントとバックアップ保管庫 (デフォルト保管庫を除く) を削除するには、「バッ
クアップ保管庫を削除する」の手順に従います。

2. デフォルトの保管庫を削除するには、AWS CLI の次のコマンドを使用します。

aws backup delete-backup-vault --backup-vault-name Default --region us-east-1

AWSServiceRoleForBackup (AWS CLI) が使用する AWS Backup リソースを削除するには

1. すべてのリカバリポイントを削除するには、delete-recovery-point を使用します。
2. バックアップ保管庫をすべて削除するには、delete-backup-vault を使用します。

AWSServiceRoleForBackup (API) が使用する AWS Backup リソースを削除するには

1. すべてのリカバリポイントを削除するには、DeleteRecoveryPoint を使用します。
2. バックアップ保管庫をすべて削除するには、DeleteBackupVault を使用します。

サービスにリンクされたロールを手動で削除する

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、サービスにリンクされた
AWSServiceRoleForBackup サービスにリンクされたロールを削除します。詳細については、IAM ユー
ザーガイドの「サービスにリンクされたロールの削除」を参照してください。

AWS Backup サービスにリンクされたロールをサポートするリージョン

AWS Backup では、このサービスが利用可能なすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの
使用をサポートしています。詳細については、「AWS Backup サポートされている機能とリージョン」を
参照してください。
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AWS Backup デベロッパーガイド
サービスリンクロールの使用

AWS Backup Audit Manager のロールの使用
AWS Backup は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスリンクロールを使用します。サー
ビスにリンクされたロールは、AWS Backup に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。サービ
スにリンクされたロールは、AWS Backup による事前定義済みのロールであり、ユーザーに代わってサー
ビスから AWS の他のサービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス権限を備えています。

サービスにリンクされたロールを使用すると、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなるた
め、AWS Backup の設定が簡単になります。AWS Backup は、このサービスにリンクされたロールのアク
セス許可を定義します。特に定義されている場合を除き、AWS Backup のみがそのロールを引き受けるこ
とができます。定義される許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれており、その許可ポリシーを
他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。

サービスにリンクされたロールを削除するには、まずその関連リソースを削除します。これにより、リ
ソースへの意図しないアクセスによるアクセス許可の削除が防止され、AWS Backup リソースは保護され
ます。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連携する AWS のサー
ビス」を参照して、[Service-Linked Role (サービスにリンクされたロール)]列がはいになっているサービス
を探してください。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、リ
ンク付きの [Yes] (はい) を選択します。

AWS Backup のサービスにリンクされたロールの権限
AWS Backup は AWSServiceRoleForBackupReports と呼ばれるサービスにリンクされたロールを使用 – 
権限のある AWS Backup を提供して、コントロール、フレームワーク、レポートを作成します。

AWSServiceRoleForBackupReports サービスリンクロールは、以下のサービスを信頼してロールを引き受
けます。

• AWS Backup

ロールのアクセス許可ポリシーは、指定したリソースに対して以下のアクションを実行することを AWS 
Backup に許可します。

• アクション: all resources AWS Backup supports の list, read, and write

特定の権限のリストの AWS Identity and Access Management コンソールで
AWSServiceRolePolicyForBackupReports ポリシーを確認します。

サービスリンクロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に許
可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンク
ロールの許可」を参照してください。

のサービスにリンクされたロールの作成AWS Backup
サービスリンクロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Console でフレームワーク
またはレポートプランを作成すると、AWS CLI、AWS API、AWS Backup はサービスにリンクされたロー
ルを作成します。

Important

このサービスリンクロールがアカウントに表示されるのは、このロールでサポートされている機
能を使用する別のサービスでアクションが完了した場合です。詳細については、「IAM アカウン
トに新しいロールが表示される」を参照してください。

このサービスリンクロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウントに
ロールを再作成できます。フレームワークまたはレポートプランを作成すると、AWS Backup はサービス
にリンクされたロールを作成します。
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サービスリンクロールの使用

AWS Backup のサービスにリンクされたロールの編集

AWS Backup で、AWSServiceRoleForBackupReports のサービスにリンクされたロールを編集することは
できません。サービスリンクロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可能
性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAMを使用したロールの説明の編集はで
きます。詳細については、IAMユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの編集」を参照してく
ださい。

AWS Backup のサービスにリンクされたロールの削除

サービスリンクロールを必要とする機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除する
ことをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエンティ
ティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスリンクロールをクリーンアップする必要が
あります。

サービスにリンクされたロールのクリーンアップ

IAM を使用してサービスにリンクされたロールを削除するには、最初に、そのロールで使用されているリ
ソースをすべて削除する必要があります。すべてのフレームワークとレポートプランを削除する必要があ
ります。

Note

リソースを削除する際に、AWS Backup サービスでロールが使用されている場合、削除は失敗す
ることがあります。失敗した場合は、数分待ってから再度オペレーションを実行してください。

AWSServiceRoleForBackupReports (コンソール) が使用する AWS Backup リソースを削除するに
は

1. すべてのフレームワークを削除するには、「フレームワークの削除」を参照してください。
2. すべてのレポートプランを削除するには、「レポートプランの削除」を参照してください。

AWSServiceRoleForDirectConnect (コンソール) が使用する AWS Backup リソースを削除するに
は

1. すべてのフレームワークを削除するには、delete-framework を使用します。
2. すべてのレポートプランを削除するには、delete-report-plan を使用します。

AWSServiceRoleForBackupReports (API) が使用する AWS Backup リソースを削除するには

1. すべてのフレームワークを削除するには、DeleteFramework を使用します。
2. すべてのレポートプランを削除するには、DeleteReportPlan を使用します。

サービスにリンクされたロールを手動で削除する

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、AWSServiceRoleForBackupReports のサービ
スにリンクされたロールを削除します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされ
たロールの削除」を参照してください。

AWS Backup サービスにリンクされたロールをサポートするリージョン

AWS Backup では、このサービスが利用可能なすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの
使用をサポートしています。詳細については、「AWS Backup サポートされている機能とリージョン」を
参照してください。
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AWS Backup デベロッパーガイド
サービス間の混乱した代理の防止

サービス間の混乱した代理の防止
混乱した代理問題とは、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より高い特権を持つエン
ティティにそのアクションの実行を強制できるというセキュリティ問題です。AWS では、サービス間で
のなりすましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。サービス間でのなりすましは、1 つの
サービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すときに発生する可能
性があります。呼び出し元サービスは、本来ならアクセスすることが許可されるべきではない方法でその
許可を使用して、別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作される場合があります。これを
防ぐため、AWS では、アカウント内のリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルですべ
てのサービスのデータを保護するために役立つツールを提供しています。

リソースポリシーで aws:SourceArn および aws:SourceAccount のグローバル条件コンテキストキー
を使用して、AWS Backup が別のサービスに付与する許可をそのリソースに制限することをお勧めしま
す。両方のグローバル条件コンテキストキーを使用しており、それらが同じポリシーステートメントで使
用されるときは、aws:SourceAccount 値と、aws:SourceArn 値のアカウントが同じアカウント ID を
使用する必要があります。

AWS Backup を使って、代わりに Amazon SNS トピックを公開する場合、aws:SourceArn の値は AWS 
Backup 保管庫である必要があります。

不分別な代理処理の問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定
しながら、aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソースの
完全な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件
キー aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード (*) を使用します。例え
ば、arn:aws:servicename::123456789012:* です。

AWS Backup のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA など複数の AWS コンプライアンスプログ
ラムの一環として AWS Backup のセキュリティとコンプライアンスを評価します。

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

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートを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「AWS アーティファクトでのレポートのダウンロード」を参照してく
ださい。

AWS Backup を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や組織の
コンプライアンス目的、適用可能な法律および規制によって決定されます。AWS Backup の使用が 
HIPAA、PCI、FedRAMP などの規格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。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキ
テクチャ上の考慮事項について説明し、機密性とコンプライアンスに焦点を当てたベースライン環境を 
AWS にデプロイするためのステップを提供します。

• Architecting for HIPAA Security and Compliance Whitepaper (HIPAA のセキュリティとコンプライアンス
のためのアーキテクチャの設計に関するホワイトペーパー) - このホワイトペーパーは、企業が AWS を
使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。

• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や所在
地に適用される場合があります。

• AWS Config - この AWS のサービスでは、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対する
リソースの設定の準拠状態を評価します。

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

341

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html#condition-keys-sourcearn
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html#condition-keys-sourceaccount
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/downloading-documents.html
http://aws.amazon.com/quickstart/?awsf.quickstart-homepage-filter=categories%23security-identity-compliance
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/architecting-hipaa-security-and-compliance-on-aws/architecting-hipaa-security-and-compliance-on-aws.html
http://aws.amazon.com/compliance/resources/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/what-is-securityhub.html


AWS Backup デベロッパーガイド
回復力

AWS Backup での耐障害性
AWS Backup はその回復力 (およびデータセキュリティ) を非常に真剣に受け止めています。

AWS Backup は少なくとも、リソースの元の AWS サービスでバックアップを取った場合と同等の弾力性
と耐久性を持ってバックアップを保存します。

AWS Backup は、AWS のグローバルなインフラを使用して、複数アベイラビリティーゾーンにバック
アップを複製し、現行のドキュメントを遵守する限り、任意の年に99.9999999% (9 が 11 個) の耐久性を
実現するように設計されています。

AWS Backup は、保存中のバックアッププランを暗号化し、継続的にバックアップします。AWS Identity 
and Access Management (IAM) 認証情報とポリシーを使用して、バックアッププランへのアクセスを制
限することもできます。詳細については、「認証」「アクセスコントロール」、および「IAM のセキュリ
ティベストプラクティス」を参照してください。

AWS グローバルインフラストラクチャは AWS リージョン およびアベイラビリティーゾーンを中心に構
築されています。AWS リージョン には、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネット
ワークで接続されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。AWS 
Backup はアベイラビリティーゾーン全体のバックアップを保存します。アベイラビリティーゾーンは、
従来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャに比べて、可用性、耐障害性、および拡張
性に優れています。詳細については、「AWS Backup サービスレベルアグリーメント (SLA)」を参照して
ください。

さらに、AWS Backup によりリージョン全体でバックアップをコピーして、回復力をさらに高めることが
できます。AWS Backup リージョン全体のコピー機能の詳細については、「バックアップコピーの作成」
を参照してください。

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

AWS Backup でのインフラストラクチャセキュリ
ティ

マネージド型サービスとして、AWS Backup は、ホワイトペーパー「Amazon Web Services: セキュリ
ティプロセスの概要」に記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの手順で保護されて
います。

AWS が公開している API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS Backup にアクセスします。
クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.2 以降がサポートされている必要があります。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、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

AWS PrivateLink
AWS PrivateLinkは、インターフェイス VPC エンドポイントを作成することで、Virtual Private Cloud 
(「VPC」)AWS Backup とエンドポイント間にプライベート接続を確立できます。インターフェイスエ
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Amazon VPC エンドポイントに関する考慮事項

ンドポイントは、AWS PrivateLink を使用します。これは、VPC および AWS Backup と Amazon ネット
ワーク間のすべてのネットワークトラフィックを制限することで、プライベートに AWS Backup API にア
クセスできるようにするテクノロジーです。

AWS PrivateLinkを使用すると、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接続なしで、AWS Backupオペレーションにプライベートにアクセスできます。VPC 内の
インスタンスは、AWS Backup API エンドポイントとの通信に、パブリック IP アドレスを必要としませ
ん。AWS BackupVPC と AWS Backup 間のトラフィックは、Amazon ネットワークを離れません。

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「インターフェイス VPC エンド
ポイント (AWS PrivateLink)」を参照してください。

Amazon VPC エンドポイントに関する考慮事項
エンドポイントにインターフェイス VPCAWS Backup エンドポイントを設定する前に、Amazon VPC 
ユーザーガイドの「インターフェイスエンドポイントのプロパティと制限」を確認してください。

Amazon BackupAWS Backup リソースの管理に関連するすべてのオペレーションは、を使用して VPC か
ら利用することができますAWS PrivateLink。

VPC エンドポイントポリシーは Backup エンドポイントでサポートされます。デフォルトでは、エンドポ
イントを通じたBackup 操作へのフルアクセスが許可されています。詳細については、Amazon VPC ユー
ザーガイドのVPC エンドポイントによるサービスのアクセスコントロールを参照してください。

AWS BackupVPC エンドポイントの作成
VPC エンドポイントを作成するには、Amazon VPC コンソールまたはAWS Command Line Interface 
(AWSCLI) を使用できます。AWS Backup詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドのインターフェ
イスエンドポイントの作成を参照してください。

サービス名 com.amazonaws.region.backup を使用して、AWS Backup の VPC エンドポイントを作成
します。

中国 (北京) リージョンおよび中国 (寧夏) リージョンでは、サービス名をにする必要がありま
すcn.com.amazonaws.region.backup。

Backup ゲートウェイエンドポイントには、を使用してくださいcom.amazonaws.region.backup-
gateway。

バックアップゲートウェイ用の VPC エンドポイントを作成するときは、セキュリティグループで次の 
TCP ポートを許可する必要があります。

• TCP 443
• TCP 1026
• TCP 1027
• TCP 1028
• TCP 1031
• TCP 2222

VPC エンドポイントの使用
エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、たとえば、AWSリージョンのデフォル
ト DNS 名を使用して、VPC エンドポイントで API リクエストを実行できますbackup.us-
east-1.amazonaws.com。AWS Backup
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VPCエンドポイントポリシーの作成

ただし、中国 (北京) リージョンおよび中国 (寧夏) リージョンではAWS リージョン、backup.cn-
north-1.amazonaws.com.cnbackup.cn-northwest-1.amazonaws.com.cnそれぞれおよびを使用
して VPC エンドポイントで API リクエストを行う必要があります。

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターフェイスエンドポイントを介したサービスへ
のアクセス」を参照してください。

VPCエンドポイントポリシーの作成
VPC エンドポイントに Amazon Backup API へのアクセスをコントロールするエンドポイントポリシーを
アタッチできます。このポリシーでは以下の内容を指定します。

• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。

Important

のインターフェイス VPC エンドポイントにデフォルト以外のポリシーが適用されるとAWS 
Backup、RequestLimitExceededからの失敗したリクエストなど、特定の失敗した API リクエ
ストがAWS CloudTrailまたは Amazon にログ記録されない場合がありますCloudWatch。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコ
ントロール」を参照してください。

例:AWS Backupアクション用の VPC のPolicyForBackup

以下は、AWS Backup 用のエンドポイントポリシーの例です。このポリシーは、エンドポイントにアタッ
チされると、すべてのリソースですべてのプリンシパルに対して、AWS Backup登録されているアクショ
ンへのアクセスを許可します。

{ 
  "Statement":[ 
    { 
      "Action":"backup:*", 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":"*", 
      "Resource":"*" 
    } 
  ]
}   

例:AWS指定したアカウントからのすべてのアクセスを拒否する VPC エンドポイントポリシー

以下の VPC エンドポイントポリシーは、AWS アカウント 123456789012 からリソースへのエンドポイ
ントを使用したすべてのアクセスを拒否します。このポリシーは、他のアカウントからのすべてのアク
ションを許可します。

{ 
  "Id":"Policy1645236617225", 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Sid":"Stmt1645236612384", 
      "Action":"backup:*", 
      "Effect":"Deny", 
      "Resource":"*", 
      "Principal":{ 
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Availability は、AWS Backup現在、AWS次のリージョ

ンで VPC エンドポイントをサポートしています。

        "AWS":[ 
          "123456789012" 
        ] 
      } 
    } 
  ]
}

利用可能な API レスポンスの詳細については、API ガイドを参照してください。

Availability は、AWS Backup現在、AWS次のリージョ
ンで VPC エンドポイントをサポートしています。
• 米国東部 (オハイオ) リージョン
• 米国東部(バージニア州北部) リージョン
• 米国西部 (オレゴン) リージョン
• US West (N. California) リージョン
• アフリカ（ケープタウン）リージョン
• アジアパシフィック (香港) リージョン
• アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン
• アジアパシフィック（大阪）リージョン
• Asia Pacific (Seoul) Region
• アジアパシフィック (シンガポール) リージョン
• アジアパシフィック (シドニー) リージョン
• アジアパシフィック (東京) リージョン
• カナダ (中部) リージョン
• Europe (Frankfurt) Region
• 欧州 (アイルランド) リージョン
• 欧州 (ロンドン) リージョン
• 欧州 (パリ) リージョン
• 欧州 (ストックホルム) リージョン
• 欧州（ミラノ）リージョン
• 中東 (バーレーン) リージョン
• 南米 (サンパウロ) リージョン
• アジアパシフィック (ジャカルタ) リージョン
• アジアパシフィック（大阪）リージョン
• 中国 (北京) リージョン
• 中国 (寧夏) リージョン
• AWSGovCloud(米国東部)
• AWSGovCloud(米国西部)

Note

AWS Backupfor VMware は、中国リージョン (中国 (北京) リージョンおよび中国 (寧夏) リージョ
ン) またはアジアパシフィック (ジャカルタ) リージョンでは使用できません。
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AWS Backup のクォータ
を使用するときは以下のクォータが適用されますAWS Backup。AWS Backup多くのクォータは、リソー
スタイプサービスで許可されている場合は調整可能です。クォータ調整をリクエストするには、ユース
ケースをに説明してくださいAWS Support。

AWS Backup のクォータ

リソース クォータ メモ

アカウントあたり、リージョン
あたりのバックアップボールト
の数

300 調整をリクエストできます。

バックアップボールトあたりの
復旧ポイント数

1,000,000 調整をリクエストできます。

アカウントあたり、リージョン
あたりのバックアッププランの
数

300 調整をリクエストできます。

バックアッププランあたりの
バージョン数

2,000 調整をリクエストできます。

バックアッププランあたりのリ
ソース割り当て数

100 調整をリクエストできません。

アカウントあたりのアクティブ
なバックアップジョブ数

無制限  

アカウントあたりの送信先リー
ジョンへの同時バックアップコ
ピー数 (サービスあたり)

5 AWS Backupこのクォータは
ソースサービスに依存する可
能性があるため、調整できませ
ん。たとえば、Amazon EC2 の 
Amazon Machine Image (AMI) 
バックアップのコピーのクォー
タは、アカウントごとに 100 個
のバックアップコピーを宛先
リージョンに同時にコピーす
ることです。ソースサービス
のクォータについては、このド
キュメントページの最後を参照
するか、ソースサービスに問い
合わせてガイダンスを求めてく
ださい。

同じリソースから同じ宛先リー
ジョンに同時に作成できるクロ
スアカウントコピーの数

30 調節できません。

リソースあたりの同時バック
アップジョブ数

1 調整をリクエストできません。
このクォータは、ワークロード
のパフォーマンスを維持するの
に役立ちます。

346

https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/getting-started.html


AWS Backup デベロッパーガイド

リソース クォータ メモ

バックアップあたりのメタデー
タタグ数

50 調整をリクエストできません。 
AWSは、このクォータをすべて
のリソースに適用します。AWS
一般リファレンスの「タグ命名
制限と要件」を参照してくださ
い。

ハイパーバイザー数 10 調整をリクエストできません。

リーガルホールドの数 アカウントあたり 50  

AWS BackupAmazon Timestream resource クォータ

リソース クォータ メモ

アカウントあたりの同時
Timestream バックアップジョブ
数

4 調整をリクエストできます。

アカウントあたりの同時タイム
ストリーム復元ジョブの数

1 調整をリクエストできます。

1 つのバックアップルールでは、1 つのリソース割り当てにクォータが設定されます。複数のバックアッ
プルールを含むバックアッププランを作成できます。

AWS BackupAudit Manager クォータ

リソース クォータ メモ

リージョンあたり、アカウント
あたりのフレームワーク数

10 調整をリクエストできます。

リージョンあたり、アカウント
あたりのコントロール数

50 調整をリクエストできます。

アカウントあたりのレポートプ
ラン数

20 調整をリクエストできます。

レポートプランあたりのフレー
ムワーク数

1,000 調整をリクエストできません。

AWS Backup gateway のクォータ

リソース クォータ メモ

ゲートウェイごとのBackup ジョ
ブまたはリストアジョブ

4 調整をリクエストできません。
代わりに、ゲートウェイをさら
に作成してハイパーバイザーに
接続してください。

AWS Organizations を使用して複数のアカウント間でバックアップを管理する場合、その AWS 
Organizations が課すクォータが発生する可能性があります。これらのクォータについては、AWS 
Organizations ユーザーガイドの「AWS Organizations のクォータ」を参照してください。
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また、AWS Backupがサポートされているサービスによって割り当てられるクォータが発生する場合があ
ります (以下を含む)。

• Amazon Elastic File System
• Amazon Elastic Block Store
• Amazon RDS
• Amazon Aurora
• Amazon EC2
• AWS Storage Gateway
• Amazon DynamoDB
• Amazon FSx for Lustre
• Amazon FSx for Windows File Server
• Amazon DocumentDB
• Amazon Neptune
• Amazon Simple Storage Service
• Amazon Timestream
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AWS Backupを使用してイベントを監視するEventBridge

モニタリング
AWS Backup は、ワークロードをモニタリングする権限を持たせるための他の AWS ツールで動作しま
す。これらのツールには次のものが含まれます。

• AmazonCloudWatch と AmazonEventBridgeAWS Backup を使用してプロセスを監視してください。
• CloudWatchを使用して、メトリクスの追跡、アラームの作成、ダッシュボードの表示を行うことがで

きます。
• EventBridgeを使用して、AWS Backupのイベントを表示およびモニタリングできます。

詳細については、AWS Backupを使用してイベントを監視するEventBridge (p. 349)およびAWS 
BackupアマゾンのメトリクスCloudWatch (p. 370)を参照してください。

• AWS CloudTrail を使用して AWS Backup の API コールをモニタリングします。これらのコールを行う
時間、送信元 IP、ユーザー、およびアカウントを特定できます。詳細については、「CloudTrail による 
AWS Backup API コールのログ記録 (p. 374)」を参照してください。

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して、バックアップ、復元、コピーイベン
トなどの AWS Backup 関連トピックを購読します。詳細については、「による通知オプションAWS 
Backup (p. 379)」を参照してください。

AWS Backupを使用してイベントを監視する
EventBridge

トピック
• を使用して、のイベントを監視するEventBridge (p. 349)
• AWS Backup 通知 API との違い (p. 370)

を使用して、のイベントを監視するEventBridge
EventBridgeAWS Backupを使用してイベントを監視できます。一般的なユースケースは、バックアップ
ジョブが失敗したときにアラームを受信することです。 AWS Backupは、5EventBridge 分ごとにベストエ
フォート方式でイベントを送信します。

このドキュメントページの目的は、EventBridgeモニタリングに使用できる参考資料を提供すること
ですAWS Backup。を使用してイベントをトラッキングする方法についてはEventBridge、Amazon
EventBridgeユーザーガイドの「Amazon AWS BackupEvents and Metrics for」ブログの「CloudWatch
送信先イベントの設定」AWS Backup または「AWSサービスのルールの作成」を参照してくださ
い。EventBridge

Note

一部のイベントが status: COMPLETED と報告しているのに対し、他のイベントは state: 
COMPLETED と報告しています。これは、AWS Backup API と一致しています。

で、以下のAWS Backupの関連イベントを追跡できますEventBridge。
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AWS Backup デベロッパーガイド
を使用して、のイベントを監視するEventBridge

イベントタイプ 状態 イベントの詳細

Backup Job State Change ABORTED, COMPLETED, FAILED,
EXPIRED, RUNNING, PENDING

accountId, 
resources:recoveryPointArn, 
detailsbackupJobId,backupSizeIn 
Bytes,,,, resourceDate, 
Arn, creationDate,iAmRole 
Arn, creationDate, 
resourceArn, startBy, 
statusMessagebackupVaultNamebackupVaultArnexpectedCompletionDate

作成者:backupPlanArn、作
成者:backupPlanId、作成
者:backupPlanVersion、作成
者:backupRuleId

Backup Job State Change CREATED accountId, 
resources:recoveryPointArn, 
details,backupJobId state, 
creationDate

Copy Job State Change COMPLETED, FAILED, RUNNING accountId, 
resources:recoveryPointArn,backupSizeIn 
details, creationDatecopyJobId, 
creationDate,destinationBackupVault 
Arn, creationDate, 
resourceArn Type, state, 
statusMessagedestinationRecoveryPointiAmRole

作成者:backupPlanArn、作
成者:backupPlanId、作成
者:backupPlanVersion、作成
者:backupRuleId

Copy Job State Change CREATED accountId, 
resources:recoveryPointArn, 
details, state, 
creationDate,sourceBackupVault 
creationDate,destinationBackupVault 
Arn

Restore Job State Change CREATED, COMPLETED, FAILED,
PENDING, RUNNING, STOPPED

accountId, 
resources:recoveryPointArn, 
details, state, 
creationDaterestoreJobId

Recovery Point State Change COMPLETED, PARTIAL, EXPIRED accountId、リソー
ス:recoveryPointArn、詳
細、backupSizeInバイ
ト、calculatedLifeCycle:DeleteAt,calculatedLifeCycle:moveToColdStorageAt、
完了日、creationDate、iAmRole 
ARN、暗号化済み、ライフ
サイクル:deleteAfterDays、
ライフサイク
ル:moveToColdStorageAfterDays、resourceArn、resourceType、
ステータス、ストレージクラス
backupVaultArnbackupVaultNameencryptionKeyArnlastRestoreTime
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AWS Backup デベロッパーガイド
を使用して、のイベントを監視するEventBridge

イベントタイプ 状態 イベントの詳細
作成者:backupPlanArn、作
成者:backupPlanId、作成
者:backupPlanVersion、作成
者:backupRuleId

Recovery Point State Change FAILED, COMPLETED, RUNNING,
ABORTED, PENDING

accountId、リソー
ス:recoveryPointArn、
詳細、backupSizeIn
バイト、完了日
createdResourceArn、creationDate、expectedCompletionTime
分、iAmRole ARN、完了率
restoreJobId、ステータス、ス
テータスメッセージ

Recovery Point State Change MODIFIED, DELETED accountId, 
resources:recoveryPointArn, 
resources:backupVaultArn, 
details, Lifecycle, 
createdLifecycle, state

Backup Vault State Change CREATED, DELETED, MODIFIED accountId, 
resources:backupVaultArn, 
detailsbackupVaultName, state

Region Settings State Change MODIFIED accountId, details, creationDate, 
stateresourceTypeOptInPreference

Backup Plan State Change CREATED, DELETED, MODIFIED accountId, 
resources:backupPlanArn, 
details,backupPlanId versionId, 
creationDate, creationDate

これらのイベントをプログラムで使用する場合は、次のサンプル JSON ペイロードを使用します。

イベント状態 JSON ペイロード

Backup Job: 失敗
{ 
  "version": "0", 
  "id": "710b0398-d48e-f3c3-afca-
cfeb2fdaa656", 
  "detail-type": "Backup Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-29T20:15:26Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "backupJobId": "34176239-
e96d-4e1d-9fad-529dbb3c3556", 
    "backupVaultArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:9ab3e749-82c6-4342-9320-5edbf4918b86_beta", 
    "backupVaultName": 
 "9ab3e749-82c6-4342-9320-5edbf4918b86_beta", 
    "bytesTransferred": "0", 
    "creationDate": 
 "2020-07-29T20:13:07.392Z", 
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AWS Backup デベロッパーガイド
を使用して、のイベントを監視するEventBridge

イベント状態 JSON ペイロード
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
MockRCBackupIntegTestRole", 
    "resourceArn": "arn:aws:cryo-mock:us-
west-2:1112233445566:resource:dummy-fs-1", 
    "resourceType": "CryoTestClient", 
    "state": "FAILED", 
    "statusMessage": "\"Backup job failed 
 because backup vault arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:9ab3e749-82c6-4342-9320-5edbf4918b86_beta 
 does not exist.\"", 
    "startBy": "2020-07-30T04:13:07.392Z", 
    "percentDone": 0 
  }
}

バックアップジョブ: 完了
{ 
  "version": "0", 
  "id": "dafac799-9b88-0134-26b7-
fef4d54a134f", 
  "detail-type": "Backup Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-15T21:41:17Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:recovery-
point:f1d966fe-a3bd-410b-
b292-99f442d13b56_beta" 
  ], 
  "detail": { 
    "backupJobId": "a827233a-d405-4a86-
a440-759fa94f34dd", 
    "backupSizeInBytes": "36048", 
    "backupVaultArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:9732c1b4-1091-472a-9d9f-52e0565ee39a_beta", 
    "backupVaultName": 
 "9732c1b4-1091-472a-9d9f-52e0565ee39a_beta", 
    "bytesTransferred": "36048", 
    "creationDate": 
 "2020-07-15T21:40:31.207Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
MockRCBackupIntegTestRole", 
    "resourceArn": "arn:aws:cryo-mock:us-
west-2:1112233445566:resource:dummy-fs-1", 
    "resourceType": "CryoTestClient", 
    "state": "COMPLETED", 
    "completionDate": 
 "2020-07-15T21:41:05.921Z", 
    "startBy": "2020-07-16T05:40:31.207Z", 
    "percentDone": 100 
  }
}
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イベント状態 JSON ペイロード

バックアップジョブ: 実行中
{ 
  "version": "0", 
  "id": "44946c39-b519-3505-44e6-
ba74afeb2e30", 
  "detail-type": "Backup Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-15T21:39:13Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "backupJobId": "B6EC38D2-CB3C-EF0A-
F5A4-3CF324EF4945", 
    "backupSizeInBytes": "3221225472", 
    "backupVaultArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:e6625738-0655-4aa9-
bd37-6ec1dd183b15_beta", 
    "backupVaultName": "e6625738-0655-4aa9-
bd37-6ec1dd183b15_beta", 
    "bytesTransferred": "0", 
    "creationDate": 
 "2020-07-15T21:38:31.152Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
FullBackupIntegTestRole", 
    "resourceArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2:1112233445566:volume/
vol-0b5ae24f2ee72d926", 
    "resourceType": "EBS", 
    "state": "RUNNING", 
    "startBy": "2020-07-16T05:00:00Z", 
    "expectedCompletionDate": "Jul 15, 2020 
 9:39:07 PM", 
    "percentDone": 99, 
    "createdBy": { 
      "backupPlanId": "bde0f455-4e24-4668-
aeaa-4932a97f5cc5", 
      "backupPlanArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
plan:bde0f455-4e24-4668-
aeaa-4932a97f5cc5_beta", 
      "backupPlanVersion": 
 "YTkzNmM0MmUtMWRhNS00Y2RkLThmZGUtNjA5NTc4NGM1YTc5", 
      "backupPlanRuleId": 
 "1f97bafa-14d6-4f39-94fd-94b51bd6d0d5" 
    } 
  }
}
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イベント状態 JSON ペイロード

バックアップジョブ: 中止
{ 
  "version": "0", 
  "id": "4c91ceb0-b798-da82-6818-
c29b3dce7543", 
  "detail-type": "Backup Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-15T21:33:16Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "backupJobId": 
 "58cdef95-7680-4c74-80d5-1b64093999c8", 
    "backupVaultArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:f59bffcd-2538-4bbe-8343-1c60dae27c27_beta", 
    "backupVaultName": 
 "f59bffcd-2538-4bbe-8343-1c60dae27c27_beta", 
    "bytesTransferred": "0", 
    "creationDate": 
 "2020-07-15T21:33:00.803Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
MockRCBackupIntegTestRole", 
    "resourceArn": "arn:aws:cryo-mock:us-
west-2:1112233445566:resource:dummy-fs-1", 
    "resourceType": "CryoTestClient", 
    "state": "ABORTED", 
    "statusMessage": "\"Backup job was 
 stopped by user.\"", 
    "completionDate": 
 "2020-07-15T21:33:01.621Z", 
    "startBy": "2020-07-16T05:33:00.803Z", 
    "percentDone": 0 
  }
}
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イベント状態 JSON ペイロード

バックアップジョブ: 期限切れ
{ 
  "version": "0", 
  "id": 
 "1d7bbc04-6120-1145-13b9-49b0af465328", 
  "detail-type": "Backup Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-29T13:04:57Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "backupJobId": 
 "01EE26DC-7107-4D8E-0C54-EAC27C662BA4", 
    "backupVaultArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-vault:aws/
backup/AutomatedBackupVaultDel2_beta", 
    "backupVaultName": "aws/backup/
AutomatedBackupVaultDel2_beta", 
    "bytesTransferred": "0", 
    "creationDate": 
 "2020-07-29T05:10:20.077Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
MockRCBackupIntegTestRole", 
    "resourceArn": "arn:aws:cryo-mock:us-
west-2:1112233445566:resource.bbd99e4c-
e974-489b-94f2-db9e8cc15dd5", 
    "resourceType": "CryoTestClient", 
    "state": "EXPIRED", 
    "statusMessage": "\"Backup job failed 
 because there was a running job for the 
 same resource.\"", 
    "completionDate": 
 "2020-07-29T13:02:15.234Z", 
    "startBy": "2020-07-29T13:00:00Z", 
    "percentDone": 0, 
    "createdBy": { 
      "backupPlanId": "aws/efs/414a5bd4-
f880-47ad-95f3-f085108a4c3b", 
      "backupPlanArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
plan:aws/efs/414a5bd4-f880-47ad-95f3-
f085108a4c3b_beta", 
      "backupPlanVersion": 
 "NjBjOTUzZjYtYzZiNi00NjhlLWIzMTEtNWRjOWY0YTNjN2Vj", 
      "backupPlanRuleId": "3eb0017c-
f262-4211-a802-302cebb11dc2" 
    } 
  }
}
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イベント状態 JSON ペイロード

バックアップジョブ: 保留中
{ 
  "version": "0", 
  "id": "64dd1897-f863-31a3-9ee5-
b05e306d81ff", 
  "detail-type": "Backup Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-29T20:03:30Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "backupJobId": "2cffdb68-
d6ed-485f-9f9b-8b530749f1c2", 
    "backupVaultArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:ed1f2661-5587-48bf-8a98-
fadb977bf975_beta", 
    "backupVaultName": 
 "ed1f2661-5587-48bf-8a98-
fadb977bf975_beta", 
    "bytesTransferred": "0", 
    "creationDate": 
 "2020-07-29T20:01:06.224Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
MockRCBackupIntegTestRole", 
    "resourceArn": "arn:aws:cryo-mock:us-
west-2:1112233445566:resource:testListProtectedResources-3", 
    "resourceType": "CryoTestClient", 
    "state": "PENDING", 
    "statusMessage": "", 
    "startBy": "2020-07-30T04:01:06.224Z", 
    "percentDone": 0 
  }
}

バックアップジョブ: 作成済み
{ 
  "version": "0", 
  "id": "29af2bf2-eace-58ab-
da3a-8c0bf738d692", 
  "detail-type": "Backup Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-22T20:32:53Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "backupJobId": "7e8845b5-ca30-415f-
a842-e0152bf4d0ca", 
    "state": "CREATED", 
    "creationDate": 
 "2020-06-22T20:32:47.466Z" 
  }
}
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イベント状態 JSON ペイロード

コピージョブ: 失敗
{ 
  "version": "0", 
  "id": "4660bc92-a44d-c939-4542-
cda503f14855", 
  "detail-type": "Copy Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-15T20:37:34Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ec2:us-west-2::image/
ami-00179b33a7a88cac5" 
  ], 
  "detail": { 
    "copyJobId": "47C8EF56-74D8-059D-1301-
C5BE1D5C926E", 
    "backupSizeInBytes": 22548578304, 
    "creationDate": 
 "2020-07-15T20:36:13.239Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
RoleForEc2BackupWithNoDescribeTagsPermissions", 
    "resourceArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2:1112233445566:instance/
i-0515aee7de03f58e1", 
    "resourceType": "EC2", 
    "sourceBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-vault:55aa945e-
c46a-421b-aa27-f94b074e31b7_beta", 
    "state": "FAILED", 
    "statusMessage": "Access denied 
 exception while trying to list tags", 
    "completionDate": 
 "2020-07-15T20:37:28.704Z", 
    "destinationBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-vault:55aa945e-
c46a-421b-aa27-f94b074e31b7_beta", 
    "destinationRecoveryPointArn": {} 
  }
}
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イベント状態 JSON ペイロード

コピージョブ: 実行中
{ 
  "version": "0", 
  "id": "d17480ae-7042-
edb2-0ff5-8b94822c58e4", 
  "detail-type": "Copy Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-15T22:07:48Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/
snap-03886bc8d6ef3a1f9" 
  ], 
  "detail": { 
    "copyJobId": "0175DE71-5784-589F-
D8AC-541ACCB4CAC8", 
    "backupSizeInBytes": 3221225472, 
    "creationDate": 
 "2020-07-15T22:06:27.234Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
OrganizationCanaryTestRole", 
    "resourceArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2:1112233445566:volume/
vol-050eba21ee4d3c001", 
    "resourceType": "EBS", 
    "sourceBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:846869de-4589-45c3-
ab60-4fbbabcdd3ec_beta", 
    "state": "RUNNING", 
    "destinationBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:846869de-4589-45c3-
ab60-4fbbabcdd3ec_beta", 
    "destinationRecoveryPointArn": {}, 
    "createdBy": { 
      "backupPlanId": "b58e3621-1c53-4997-
ad8a-afc3347a850e", 
      "backupPlanArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
plan:b58e3621-1c53-4997-ad8a-
afc3347a850e_beta", 
      "backupPlanVersion": 
 "Mjc4ZTRhMzUtMGE5Ni00NmQ5LWE1YmMtOWMwY2IwMTY4NWQ4", 
      "backupPlanRuleId": 
 "78e356d3-1a11-4f61-8585-af5d6b69bb18" 
    } 
  }
}
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イベント状態 JSON ペイロード

コピージョブ: 完了
{ 
  "version": "0", 
  "id": "47deb974-6473-
aef1-56c2-52c3eaedfceb", 
  "detail-type": "Copy Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-15T22:08:04Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/
snap-03886bc8d6ef3a1f9" 
  ], 
  "detail": { 
    "copyJobId": "0175DE71-5784-589F-
D8AC-541ACCB4CAC8", 
    "backupSizeInBytes": 3221225472, 
    "creationDate": 
 "2020-07-15T22:06:27.234Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
OrganizationCanaryTestRole", 
    "resourceArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2:1112233445566:volume/
vol-050eba21ee4d3c001", 
    "resourceType": "EBS", 
    "sourceBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:846869de-4589-45c3-
ab60-4fbbabcdd3ec_beta", 
    "state": "COMPLETED", 
    "completionDate": 
 "2020-07-15T22:07:58.111Z", 
    "destinationBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:846869de-4589-45c3-
ab60-4fbbabcdd3ec_beta", 
    "destinationRecoveryPointArn": 
 "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/
snap-0726fe70935586180", 
    "createdBy": { 
      "backupPlanId": "b58e3621-1c53-4997-
ad8a-afc3347a850e", 
      "backupPlanArn": "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
plan:b58e3621-1c53-4997-ad8a-
afc3347a850e_beta", 
      "backupPlanVersion": 
 "Mjc4ZTRhMzUtMGE5Ni00NmQ5LWE1YmMtOWMwY2IwMTY4NWQ4", 
      "backupPlanRuleId": 
 "78e356d3-1a11-4f61-8585-af5d6b69bb18" 
    } 
  }
}
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イベント状態 JSON ペイロード

コピージョブ: 作成済み
{ 
  "version": "0", 
  "id": "8398a4c4-8fe8-2b49-a4b9-
fd4fdcd34a4e", 
  "detail-type": "Copy Job State Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-22T21:06:32Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ec2:us-west-2::image/
ami-0888b126e2170b98e" 
  ], 
  "detail": { 
    "creationDate": 
 "2020-06-22T21:06:25.754Z", 
    "state": "CREATED", 
    "sourceBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:ef09da5a-21a6-461f-
a98f-857e9e621a17_beta", 
    "destinationBackupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:ef09da5a-21a6-461f-
a98f-857e9e621a17_beta" 
  }
}
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イベント状態 JSON ペイロード

リストアジョブ: 失敗
{ 
  "version": "0", 
  "id": "296805cc-6ad4-32f2-
fb86-4e66c84abce7", 
  "detail-type": "Restore Job State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-15T20:19:29Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ec2:us-west-2::image/
ami-06b9894dfb1f9cf48" 
  ], 
  "detail": { 
    "restoreJobId": 
 "9B333A28-526B-01CD-4A77-9785A08922FD", 
    "backupSizeInBytes": "22548578304", 
    "creationDate": 
 "2020-07-15T20:19:07.303Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
CanaryAWSBackupRole", 
    "percentDone": 0, 
    "resourceType": "EC2", 
    "status": "FAILED", 
    "statusMessage": "AWS Backup does not 
 permit attaching a new instance profile to 
 an EC2 instance. Please restore using the 
 backed up instance profile." 
  }
}
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イベント状態 JSON ペイロード

リストアジョブ: 実行中
{ 
  "version": "0", 
  "id": "6137a1f0-33f3-99ee-
a01a-3d8b96fe2ad6", 
  "detail-type": "Restore Job State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-29T20:26:06Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/
snap-0fe679ca138cfad2c" 
  ], 
  "detail": { 
    "restoreJobId": "F143178C-
A866-4782-3B19-BF776A1A790C", 
    "backupSizeInBytes": "3221225472", 
    "creationDate": 
 "2020-07-29T20:26:00.098Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
OrganizationCanaryTestRole", 
    "percentDone": 0, 
    "resourceType": "EBS", 
    "status": "RUNNING" 
  }
}
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イベント状態 JSON ペイロード

リストアジョブ: 完了
{ 
  "version": "0", 
  "id": "8939bc73-dcf1-418c-9420-
b9c5e097f0fb", 
  "detail-type": "Restore Job State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-15T03:14:58Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:rds:us-
west-2:1112233445566:snapshot:awsbackup:job-
f2494617-4fe0-47e3-969e-a652d902b475" 
  ], 
  "detail": { 
    "restoreJobId": 
 "EF332640-02A5-5978-693F-987970F09961", 
    "backupSizeInBytes": "0", 
    "creationDate": 
 "2020-07-15T03:10:01.742Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
CanaryAWSBackupRole", 
    "percentDone": 0, 
    "resourceType": "RDS", 
    "status": "COMPLETED", 
    "createdResourceArn": "arn:aws:rds:us-
west-2:1112233445566:db:cryo-
instance7c3d1e78-987e-4450-92e1-3b6dbedb5384", 
    "completionDate": 
 "2020-07-15T03:14:53.128Z" 
  }
}
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イベント状態 JSON ペイロード

リストアジョブ: 保留中
{ 
  "version": "0", 
  "id": "0586085f-3079-
cd79-10b7-908d3c3a21ea", 
  "detail-type": "Restore Job State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-29T20:08:26Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:recovery-
point:42bb8260-92cd-46a2-ab8d-
b29f4edb47b1_beta" 
  ], 
  "detail": { 
    "restoreJobId": "EB9CE5CB-2B92-8B66-
FD16-9829F4DAAAD7", 
    "backupSizeInBytes": "36048", 
    "creationDate": 
 "2020-07-29T20:08:21.083Z", 
    "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
MockRCBackupIntegTestRole", 
    "percentDone": 0, 
    "resourceType": "CryoTestClient", 
    "status": "PENDING" 
  }
}

リストアジョブ: 作成済み
{ 
  "version": "0", 
  "id": "af32977e-378f-2122-f985-
fca4596f0709", 
  "detail-type": "Restore Job State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-22T18:50:49Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:recovery-
point:f6560d33-3660-494e-8d47-
aaba939df32e_beta" 
  ], 
  "detail": { 
    "restoreJobId": "267EA62F-C125-
EFE5-7099-9D98FC0E422A", 
    "creationDate": 
 "2020-06-22T18:50:46.407Z", 
    "state": "CREATED" 
  }
}
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イベント状態 JSON ペイロード

リカバリポイント: 完了
{ 
    "version": "0", 
    "id": "ec6f75cc-989c-faaf-a642-
dd0f1c95bff0", 
    "detail-type": "Recovery Point Change", 
    "source": "aws.backup", 
    "account": "1112233445566", 
    "time": "2020-07-15T21:39:07Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:rds:us-
west-2:1112233445566:cluster-
snapshot:awsbackup:job-4ece7121-
d60e-00c2-5c3b-49960142d03b" 
    ], 
    "detail": { 
        "backupVaultName": 
 "e6625738-0655-4aa9-
bd37-6ec1dd183b15_beta", 
        "backupVaultArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:496821122410:backup-
vault:e6625738-0655-4aa9-
bd37-6ec1dd183b15_beta", 
        "creationDate": 
 "2020-07-15T21:38:31.152Z", 
        "iamRoleArn": 
 "arn:aws:iam::1112233445566:role/
FullBackupIntegTestRole", 
        "resourceType": "Aurora", 
        "resourceArn": "arn:aws:rds:us-
west-2:1112233445566:cluster:cryo-
aurora-14029f40-
b0b6-4a61-9fd2-9886f2771add", 
        "status": "COMPLETED", 
        "isEncrypted": "false", 
        "storageClass": "WARM", 
        "completionDate": 
 "2020-07-15T21:39:05.689Z", 
        "createdBy": { 
            "backupPlanId": 
 "bde0f455-4e24-4668-aeaa-4932a97f5cc5", 
            "backupPlanArn": 
 "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
plan:bde0f455-4e24-4668-
aeaa-4932a97f5cc5_beta", 
            "backupPlanVersion": 
 "YTkzNmM0MmUtMWRhNS00Y2RkLThmZGUtNjA5NTc4NGM1YTc5", 
            "backupPlanRuleId": 
 "1f97bafa-14d6-4f39-94fd-94b51bd6d0d5" 
        }, 
        "lifecycle": { 
            "deleteAfterDays": 100 
        }, 
        "calculatedLifeCycle": { 
            "deleteAt": 
 "2020-10-23T21:38:31.152Z" 
        } 
    }
}
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イベント状態 JSON ペイロード

リカバリポイント: 削除済み
{ 
  "version": "0", 
  "id": "6089ee76-d856-0d7c-
cee7-0a431cd43343", 
  "detail-type": "Recovery Point Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-29T22:38:49Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-vault:157f892e-
fe46-48da-9dbe-4154f91f8acc_beta", 
    "arn:aws:rds:us-
west-2:1112233445566:snapshot:awsbackup:job-
c1a6d40a-32d1-4d54-bd70-bced933ef107" 
  ], 
  "detail": { 
    "state": "DELETED", 
    "lifecycle": { 
      "deleteAfterDays": 300 
    }, 
    "calculatedLifeCycle": { 
      "deletedAt": 
 "2021-05-25T22:29:02.452Z" 
    } 
  }
}

リカバリポイント: 変更済み
{ 
  "version": "0", 
  "id": "14365bb1-adef-
bc00-1ee3-8fac188d7996", 
  "detail-type": "Recovery Point Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-07-02T23:33:57Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:helo12312_beta", 
    "arn:aws:dynamodb:us-
west-2:1112233445566:table/test/
backup/01593730512469-033578ce" 
  ], 
  "detail": { 
    "calculatedLifeCycle": { 
      "toColdStorageAfterDays": "Fri Dec 04 
 22:55:11 UTC 2020" 
    }, 
    "state": "MODIFIED" 
  }
}
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イベント状態 JSON ペイロード

バックアップボールト: 作成済み
{ 
  "version": "0", 
  "id": "d415609e-5f35-
d9a2-76d1-613683e4e024", 
  "detail-type": "Backup Vault State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-24T23:18:19Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:d8864642-155c-4283-a168-
a04f40e12c97_beta" 
  ], 
  "detail": { 
    "backupVaultName": "d8864642-155c-4283-
a168-a04f40e12c97", 
    "state": "CREATED" 
  }   
}

Backup ボールトの宛先
{ 
  "version": "0", 
  "id": 
 "1a2b3cd4-5e6f-7g8h-9i0j-123456k7l890", 
  "detail-type": "Backup Vault State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-24T23:18:19Z", 
  "region": "Region", 
  "resources": [ 
    
 "arn:aws:backup:Region:1112233445566:backup-
vault:[nameOfTestBackup]" 
  ], 
  "detail": { 
    "backupVaultName": "[vaultName]", 
    "state": "MODIFIED", 
    'isLocked': 'true' 
  }   
}
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イベント状態 JSON ペイロード

バックアップボールト: 削除済み
{ 
  "version": "0", 
  "id": "344bccc1-6d2e-da93-3adf-
b3f82460294d", 
  "detail-type": "Backup Vault State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-22T02:42:37Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
vault:e8189629-1f8e-4ed2-af7d-
b32415d04db1_beta" 
  ], 
  "detail": { 
    "backupVaultName": "e8189629-1f8e-4ed2-
af7d-b32415d04db1", 
    "state": "DELETED" 
  }
}

バックアッププラン: 変更済み
{ 
  "version": "0", 
  "id": "2895aefb-
dd4a-0a23-6071-2652abd92c3f", 
  "detail-type": "Backup Plan State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-24T23:18:25Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
plan:83fcb8ee-2d93-42ac-
b06f-591563f3f8de_beta" 
  ], 
  "detail": { 
    "backupPlanId": "83fcb8ee-2d93-42ac-
b06f-591563f3f8de", 
    "versionId": 
 "NjIwNDFjMDEtNmZlNC00M2JmLTkzZDgtNzNkZjQyNzkxNDk0", 
    "modifiedAt": 
 "2020-06-24T23:18:19.168Z", 
    "state": "MODIFIED" 
  }
}
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イベント状態 JSON ペイロード

バックアッププラン: 削除済み
{ 
  "version": "0", 
  "id": "33fc5c1d-6db2-
b3d9-1e70-1c9a2c23645c", 
  "detail-type": "Backup Plan State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-24T23:18:25Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
plan:83fcb8ee-2d93-42ac-
b06f-591563f3f8de_beta" 
  ], 
  "detail": { 
    "backupPlanId": "83fcb8ee-2d93-42ac-
b06f-591563f3f8de", 
    "versionId": 
 "NjIwNDFjMDEtNmZlNC00M2JmLTkzZDgtNzNkZjQyNzkxNDk0", 
    "deletionDate": 
 "2020-06-24T23:18:19.411Z", 
    "state": "DELETED" 
  }
}

バックアッププラン: 作成済み
{ 
  "version": "0", 
  "id": "b64fb2d0-ae16-ff9a-
faf6-0bdd0d4bfdef", 
  "detail-type": "Backup Plan State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-24T23:18:19Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:backup:us-
west-2:1112233445566:backup-
plan:2c103c5f-6d6e-4cac-9147-
d3afa4c84f59_beta" 
  ], 
  "detail": { 
    "backupPlanId": 
 "2c103c5f-6d6e-4cac-9147-d3afa4c84f59", 
    "versionId": 
 "N2Q4OTczMzEtZmY1My00N2UwLWE3ODUtMjViYWYyOTUzZWY4", 
    "creationDate": 
 "2020-06-24T23:18:15.318Z", 
    "state": "CREATED" 
  }
}
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イベント状態 JSON ペイロード

リージョン設定: 修正済み
{ 
  "version": "0", 
  "id": "e7ed82ba-4955-4de5-10d6-
dbafcfb68b4f", 
  "detail-type": "Region Setting State 
 Change", 
  "source": "aws.backup", 
  "account": "1112233445566", 
  "time": "2020-06-24T22:55:03Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "modifiedAt": 
 "2020-06-24T22:54:57.161Z", 
    "ResourceTypeOptInPreference": { 
      "Aurora": true 
    }, 
    "state": "MODIFIED" 
  }
}

AWS Backup 通知 API との違い
また、AWS Backup通知 API を使用して Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) でのAWS 
Backupイベントを追跡することもできます。ただし、バックアップ Vaulトの変更、コピージョブの
状態、リージョン設定、コールドリカバリポイントまたはウォームリカバリポイントの数など、通知 
APIEventBridge よりも多くの変更を追跡します。

AWS BackupアマゾンのメトリクスCloudWatch
トピック

• CloudWatch ダッシュボード (p. 370)
• CloudWatch によるメトリクス (p. 371)

CloudWatch ダッシュボード
AWS Backupコンソールには、バックアップ、コピー、および復元ジョブの完了または失敗に関するメト
リクスを表示するダッシュボードが含まれています。このダッシュボードでは、希望する時間枠に合わせ
てカスタマイズした期間ごとのジョブステータスを表示できます。

ダッシュボードにアクセスするには

1. https://console.aws.amazon.com/backup で AWS Backup コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[ダッシュボード] を選択します。

ダッシュボードを表示して理解する

CloudWatchダッシュボードには複数のウィジェットが表示されます。各ウィジェットには、ジョブメト
リックがカウントごとに表示されます。各ウィジェットには複数の折れ線グラフが表示されます。各行は
保護されたリソースに対応しています (必要なリソースが表示されない場合は、[設定] でリソースが有効に
なっていることを確認してください)。ディスプレイには進行中のジョブは表示されません。
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Y 軸 (垂直方向の値) にはカウントが表示されます。X 軸 (水平値) には時点が表示されます。選択したジョ
ブステータスに視覚化するデータポイントがない場合、値は 0 に設定され、X 軸に水平線が表示されま
す。リソースを示す凡例は引き続き表示されます。

メトリックには、現在のログインに関連するアカウント固有および地域固有の情報が表示されます。他の
アカウントまたは地域を表示するには、選択したアカウントでログインする必要があります。

ダッシュボードをカスタマイズ

デフォルトでは、表示される期間は 1 週間です。トップメニューには、表示されている時間枠を再定義す
るためのオプションがあります。1時間、3時間、12時間、1日、3日、1週間から選択できます。さらに、
[カスタム] を選択して別の値を指定できます。カスタマイズすると、現在のビューが一時的に仕様に合わ
せて変更されます。

ウィジェットにカーソルを合わせると、ウィジェットの右上に [拡大] ボタンが表示されます。[拡大] をク
リックすると、ウィジェットが全画面表示で開きます。全画面表示では、期間 (各データポイント間の時
間) を変更するなど、グラフ表示をカスタマイズするためのオプションが増えています。全画面表示を閉
じると、変更は保持されません。

一度に 1 つのリソースタイプのみを表示するには、グラフの凡例に表示したいリソースタイプのラベルテ
キストをクリックします。これにより、他のすべてのリソースタイプが選択解除されます。これを逆にす
るには、凡例にあるリソースタイプのカラーボックスをクリックします。すべてのラベルが選択された状
態で、すべてのリソースタイプのデフォルトビューに戻るには、選択したリソースタイプのラベルテキス
トをもう一度クリックします。

ウィジェットの右上隅にある縦に並んだ3つの点をクリックするとドロップダウンメニューが開き、更
新、拡大、指標での表示、ログの表示のオプションが表示されます。「View in metrics」を選択する
と、CloudWatchウィジェットで使用されているメトリックがコンソールに表示されます。そこでウィ
ジェットに変更を加え、CloudWatchダッシュボードのカスタムダッシュボードにウィジェットを追加でき
ます。CloudWatchダッシュボードで行った変更は、AWS Backupコンソールのダッシュボードには反映さ
れません。「ログとして表示」を選択すると、CloudWatchコンソールのログ表示ページが開きます。

CloudWatch表示されているウィジェットを独自のカスタムダッシュボードに追加するには、ダッシュボー
ドの右上にある [ダッシュボードに追加] ボタンをクリックします。CloudWatchコンソールが開き、6 つの
ウィジェットすべてを追加するカスタムダッシュボードを選択できます。

詳細については、「AmazonCloudWatch メトリクスの使用」を参照してください。

CloudWatch によるメトリクス
CloudWatchAWS Backupを使用してメトリクスを監視できます。AWS/Backup名前空間を使用すると、次
のメトリクスを追跡できます。 AWS Backupは、5CloudWatch 分ごとに更新されたメトリクスを出力しま
す。

このドキュメントページの目的は、CloudWatchモニタリングに使用できる参考資料を提供することです
AWS Backup。を使用してメトリックスを監視する方法についてはCloudWatch、CloudWatchユーザーガ
イドの「AmazonCloudWatch Events and Metrics for for Amazon Events and Metrics」、AWS Backupまた
は「AWS単一サービスのメトリックスとアラームに焦点を当てる」を参照してください。アラームを設定
するには、CloudWatchユーザーガイドの「AmazonCloudWatch アラームの使用」を参照してください。

カテゴリ メトリクス ディメンションの例 ユースケースの例

ジョブ CREATED、PENDING、RUNNING、ABORTED、COMPLETED、FAILED
および EXPIRED を含む
各状態でのバックアッ
プ、復元、コピージョブ
の数。

リソースタイプ、ボール
ト名。

コピージョブのボールト
名は、コピー先のボール
トの名前です。

1 つ以上の特定のバック
アップボールト内の失敗
したバックアップジョブ
の数をモニタリングしま
す。1 時間以内に失敗し
たジョブが 5 つ以上あ
る場合は、Amazon SNS 
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カテゴリ メトリクス ディメンションの例 ユースケースの例
ジョブタイプによって、
使用可能な状態は異なり
ます。

を使用して電子メール
または SMS を送信する
か、エンジニアリング
チームにチケットを開い
て調査します。

レポート条件: ゼロ以外
の値がある

復旧ポイント 各状態におけるウォー
ムリカバリポイン
トとコールドリカ
バリポイントの数:
MODIFIED、COMPLETED、PARTIAL、EXPIRED、DELETED。

リソースタイプ、ボール
ト名。

Amazon EBS ボリュー
ムで削除されたリカバリ
ポイントの数を追跡し、
各バックアップボールト
内のウォームリカバリポ
イントとコールドリカバ
リポイントの数を個別に
追跡します。

レポート条件: ゼロ以外
の値がある

以下の表では、使用できるすべてのメトリクスを示しています。

メトリクス 説明

NumberOfBackupJobsCreated AWS Backup が作成したバックアップジョブの
数。

NumberOfBackupJobsPending AWS Backup で実行しようとしているバックアッ
プジョブの数。

NumberOfBackupJobsRunning AWS Backup で現在実行されているバックアップ
ジョブの数。

NumberOfBackupJobsAborted ユーザーがキャンセルしたバックアップジョブの
数。

NumberOfBackupJobsCompleted AWS Backup が終了させたバックアップジョブの
数。

NumberOfBackupJobsFailed がのバックアップジョブの数Failed。多くの場
合、データベースリソースの 1 時間前、または 
Amazon FSx メンテナンスウィンドウまたは自動
バックアップウィンドウのAWS Backup 4 時間前
または最中にバックアップジョブをスケジュール
し、point-in-timeリストアの継続的なバックアップ
を実行していないことが原因です。サポートされ
ているサービスのリストと、連続バックアップを
実行するか、バックアップジョブを再スケジュー
ルする AWS Backup の使用方法についての手順に
ついては、「ポイントインタイムリカバリ」を参
照してください。

NumberOfBackupJobsExpired AWS Backup は、バックアップジョブの数をバッ
クアップ保持ライフサイクルに基づいて削除しよ
うと試みましたが、削除できませんでした。期限
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メトリクス 説明
切れのバックアップが消費するストレージに対し
て課金されるため、手動で削除する必要がありま
す。

NumberOfCopyJobsCreated AWS Backup が作成したクロスアカウントおよび
クロスリージョンコピージョブの数。

NumberOfCopyJobsRunning AWS Backup で現在実行されているクロスアカウ
ントおよびクロスリージョンコピージョブの数。

NumberOfCopyJobsCompleted AWS Backup が終了させたクロスアカウントおよ
びクロスリージョンコピージョブの数。

NumberOfCopyJobsFailed 試行したが、完了できなかったクロスアカウント
およびクロスリージョンコピージョブの数 AWS 
Backup。

NumberOfRestoreJobsPending AWS Backup で実行しようとしている復元ジョブ
の数。

NumberOfRestoreJobsRunning AWS Backup で現在実行されている復元ジョブの
数。

NumberOfRestoreJobsCompleted AWS Backup が終了させた復元ジョブの数。

NumberOfRestoreJobsFailed AWS Backup が試行したが、完了できなかった復
元ジョブの数。

NumberOfRecoveryPointsCompleted AWS Backup が作成したリカバリポイントの数。

NumberOfRecoveryPointsPartial AWS Backup が作成を開始したが、完了できな
かったリカバリポイントの数。AWS は後でプロ
セスを再試行しますが、後で再試行が行われるた
め、部分的なリカバリポイントは保持されます。

NumberOfRecoveryPointsExpired AWS Backup は、リカバリポイントの数をバッ
クアップ保持ライフサイクルに基づいて削除しよ
うと試みましたが、削除できませんでした。期限
切れのバックアップが消費するストレージに対し
て課金されるため、手動で削除する必要がありま
す。

NumberOfRecoveryPointsDeleting AWS Backup が削除するリカバリポイントの数。

NumberOfRecoveryPointsCold AWS Backup がコールドストレージに階層化した
リカバリポイントの数。

表に示されているディメンション以外にも、より多くのディメンションを使用できます。メトリクスのす
べてのディメンションを表示するには、AWS/BackupCloudWatchそのメトリクスの名前空間にそのメトリ
クスの名前空間に分類します。
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CloudTrail による AWS Backup API コールのログ
記録

AWS Backup は AWS CloudTrail と統合されています。このサービスは、ユーザーやロール、または AWS 
の AWS Backup のサービスによって実行されたアクションをレコードするサービスです。CloudTrail 
は、AWS Backup のすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出し
には、AWS Backup コンソールの呼び出しと、AWS Backup API オペレーションへのコード呼び出しが含
まれます。証跡を作成する場合は、CloudTrailのイベントなど、Amazon S3 バケットへのイベントの継続
的な配信を有効にすることができますAWS Backup。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。CloudTrail によって収集された情報
を使用して、リクエストの作成元の IP アドレス、リクエストの実行者、リクエストの実行日時などの詳細
を調べて、AWS Backup に対してどのようなリクエストが行われたかを判断できます。CloudTrail の詳細
については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」を参照してください。

トピック
• CloudTrail 内の AWS Backup 情報 (p. 374)
• AWS Backup ログファイルエントリの理解 (p. 375)
• クロスアカウント管理イベントのログ記録 (p. 378)

CloudTrail 内の AWS Backup 情報
CloudTrail は、アカウント作成時に AWS アカウント で有効になります。AWS Backup 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] (イベント履歴) の他の AWS のサービスのイベント
とともに CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベントは、で表示、検索、ダウンロードできます
AWS アカウント。 AWS Backupバックアップ、リストア、コピー、または通知を実行すると、CloudTrail
次のイベントを生成します。

• BackupDeleted
• BackupJobCompleted
• BackupJobStarted
• BackupSelectionDeletedDueToSLRDeletion
• BackupTransitionedToCold
• CopyJobCompleted
• CopyJobStarted
• ReportJobCompleted
• ReportJobStarted
• RestoreCompleted
• RestoreStarted
• PutBackupVaultNotifications

これらのイベントは、必ずしも AWS Backup パブリック API の使用で生成されませ
ん。むしろ、それらは AWS Backup によって生成され、ジョブを非同期的に実行しま
す。例えば、StartBackupJobAPIBackupJobStarted コールはイベントを生成できます
が、BackupJobStartedバックアッププランからスケジュールされたジョブでもイベントを生成できま
す。

詳細については、「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してください。

AWS Backup に関するイベントを含めた AWS アカウント内でのイベントの継続的な記録については、証
跡を作成します。追跡により、CloudTrailログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォ
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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
は、AWSパーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バ
ケットにログファイルを配信します。さらに、より詳細な分析と CloudTrail 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 AWS サービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。

• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail でサポートされるサービスと統合
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」と「複数のアカウントから CloudTrail ロ

グファイルを受け取る」

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。

• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか。

• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

AWS Backup ログファイルエントリの理解
[トレイル] は、指定した Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにイベントをログファイルとして
配信するように構成できます。CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリが含まれます。イ
ベントはあらゆるソースからの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日
時、リクエストのパラメータなどの情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API コー
ルの順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

以下の例は、StartBackupJob、StartRestoreJob、DeleteRecoveryPoint アクション、および
BackupJobCompleted アクションの CloudTrail ログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Root", 
        "principalId": "123456789012", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root", 
        "accountId": "account-id", 
        "accessKeyId": aceess-key, 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2019-01-10T12:24:50Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2019-01-10T13:45:24Z", 
    "eventSource": "backup.amazonaws.com", 
    "eventName": "StartBackupJob", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "12.34.567.89", 
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.465 
 Linux/4.9.124-0.1.ac.198.73.329.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.192-b12 
 java/1.8.0_192", 
    "requestParameters": { 
        "backupVaultName": "Default", 
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        "resourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:volume/vol-00a422a05b9c6asd3", 
        "iamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/AWSBackup", 
        "startWindowMinutes": 60 
    }, 
    "responseElements": { 
        "backupJobId": "8a3c2a87-b23e-4d56-b045-fa9e88ede4e6", 
        "creationDate": "Jan 10, 2019 1:45:24 PM" 
    }, 
    "requestID": "98cf4d59-8c76-49f7-9201-790743931234", 
    "eventID": "fe8146a5-7812-4a95-90ad-074498be1234", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "account-id"
},
{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Root", 
        "principalId": "123456789012", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root", 
        "accountId": "account-id", 
        "accessKeyId": "access-key", 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2019-01-10T12:24:50Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2019-01-10T13:49:50Z", 
    "eventSource": "backup.amazonaws.com", 
    "eventName": "StartRestoreJob", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "12.34.567.89", 
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.465 
 Linux/4.9.124-0.1.ac.198.73.329.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.192-b12 
 java/1.8.0_192", 
    "requestParameters": { 
        "recoveryPointArn": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-00a129455bdbc9d99", 
        "metadata": { 
            "volumeType": "gp2", 
            "availabilityZone": "us-east-1b", 
            "volumeSize": "100" 
        }, 
        "iamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/AWSBackup", 
        "idempotencyToken": "a9c8b4fb-d369-4a58-944b-942e442a8fe3", 
        "resourceType": "EBS" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "restoreJobId": "9808E090-8C76-CCB8-4CEA-407CF6AC4C43" 
    }, 
    "requestID": "783ddddc-6d7e-4539-8fab-376aa9668543", 
    "eventID": "ff35ddea-7577-4aec-a132-964b7e9dd423", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "account-id"
},
{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Root", 
        "principalId": "123456789012", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root", 
        "accountId": "account-id", 
        "accessKeyId": "access-key", 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
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                "creationDate": "2019-01-10T12:24:50Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2019-01-10T14:52:42Z", 
    "eventSource": "backup.amazonaws.com", 
    "eventName": "DeleteRecoveryPoint", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "12.34.567.89", 
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.465 
 Linux/4.9.124-0.1.ac.198.73.329.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.192-b12 
 java/1.8.0_192", 
    "requestParameters": { 
        "backupVaultName": "Default", 
        "recoveryPointArn": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-05f426fd9daab3433" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "f1f1b33a-48da-436c-9a8f-7574f1ab5fd7", 
    "eventID": "2dd70080-5aba-4a79-9a0f-92647c9f0846", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "account-id"
},
{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "accountId": "account-id", 
        "invokedBy": "backup.amazonaws.com" 
    }, 
    "eventTime": "2019-01-10T08:24:39Z", 
    "eventSource": "backup.amazonaws.com", 
    "eventName": "BackupJobCompleted", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "backup.amazonaws.com", 
    "userAgent": "backup.amazonaws.com", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "eventID": "2e7e4fcf-0c52-467f-9fd0-f61c2fcf7d17", 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "recipientAccountId": "account-id", 
    "serviceEventDetails": { 
        "completionDate": { 
            "seconds": 1547108091, 
            "nanos": 906000000 
        }, 
        "state": "COMPLETED", 
        "percentDone": 100, 
        "backupJobId": "8A8E738B-A8C5-E058-8224-90FA323A3C0E", 
        "backupVaultName": "BackupVault", 
        "backupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:backup-vault:BackupVault", 
        "recoveryPointArn": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-07ce8c3141d361233", 
        "resourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:volume/vol-06692095a6a421233", 
        "creationDate": { 
            "seconds": 1547101638, 
            "nanos": 272000000 
        }, 
        "backupSizeInBytes": 8589934592, 
        "iamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/AWSBackup", 
        "resourceType": "EBS" 
    }
}
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クロスアカウント管理イベントのログ記録
を使用するとAWS Backup、AWS アカウントAWS Organizations構造内のすべてのバックアップを管理で
きます。 AWS BackupAWS Organizationsバックアップポリシー (メンバーアカウントにバックアッププラ
ンを適用する) を作成、更新、または削除するときに、CloudTrail次のイベントを生成します。

• CreateOrganizationalBackupPlan
• UpdateOrganizationalBackupPlan
• DeleteOrganizationalBackupPlan

例: クロスアカウント管理の AWS Backup ログファイルエントリ
[トレイル] は、指定した Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにイベントをログファイルとして
配信するように構成できます。CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリが含まれます。イ
ベントはあらゆるソースからの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日
時、リクエストのパラメータなどの情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API コー
ルの順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

以下の例は、CreateOrganizationalBackupPlan アクションの CloudTrail ログエントリを示していま
す。

{ 
    "*eventVersion*": "1.05", 
    "*userIdentity*": { 
        "*accountId*": "account-id", 
        "*invokedBy*": "backup.amazonaws.com"}, 
    "*eventTime*": "2020-06-02T00:34:00Z", 
    "*eventSource*": "backup.amazonaws.com", 
    "*eventName*": "CreateOrganizationalBackupPlan", 
    "*awsRegion*": "ca-central-1", 
    "*sourceIPAddress*": "backup.amazonaws.com", 
    "*userAgent*": "backup.amazonaws.com", 
    "*requestParameters*": null, 
    "*responseElements*": null, 
    "*eventID*": "f2642255-af77-4203-8c37-7ca19d898e84", 
    "*readOnly*": false, 
    "*eventType*": "AwsServiceEvent", 
    "*recipientAccountId*": "account-id", 
    "*serviceEventDetails*": { 
        "*backupPlanId*": "orgs/544033d1-b19c-3f2a-9c20-40bcfa82ca68", 
        "*backupPlanVersionId*": "ZTA1Y2ZjZDYtNmRjMy00ZTA1LWIyNTAtM2M1NzQ4OThmNzRj", 
        "*backupPlanArn*": "arn:aws:backup:ca-central-1:123456789012:backup-
plan:orgs/544033d1-b19c-3f2a-9c20-40bcfa82ca68", 
        "*backupPlanName*": "mybackupplan", 
        "*backupRules*": "[{\"id\":\"745fd0ea-7f57-3f35-8a0e-ed4b8c48a8e2\",
\"name\":\"hourly\",\"description\":null,\"cryopodArn\":\"arn:aws:backup:ca-
central-1:123456789012:backup-vault:CryoControllerCAMTestBackupVault\",\"scheduleExpression
\":\"cron(0 0/1 ? * * *)\",\"startWindow\":\"PT1H\",\"completionWindow\":\"PT2H\",
\"lifecycle\":{\"moveToColdStorageAfterDays\":null,\"deleteAfterDays\":\"7\"},\"tags
\":null,\"copyActions\":[]}]", 
        "*backupSelections*": "[{\"name\":\"selectiondatatype\",\"arn\":
\"arn:aws:backup:ca-central-1:123456789012:selection:8b40c6d9-3641-3d49-926d-
a075ea715686\",\"role\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/OrganizationmyRoleTestRole\",
\"resources\":[],\"notResources\":[],\"conditions\":[{\"type\":\"STRINGEQUALS\",\"key\":
\"dataType\",\"value\":\"PII\"},{\"type\":\"STRINGEQUALS\",\"key\":\"dataType\",\"value\":
\"RED\"}],\"creationDate\":\"2020-06-02T00:34:00.695Z\",\"creatorRequestId\":null}]", 
        "*creationDate*": { 
            "*seconds*": 1591058040, 
            "*nanos*": 695000000 
        }, 
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        "*organizationId*": "org-id", 
        "*accountId*": "account-id" 
    }
}

以下の例は、DeleteOrganizationalBackupPlan アクションの CloudTrail ログエントリを示していま
す。

{ 
    "*eventVersion*": "1.05", 
    "*userIdentity*": { 
        "*accountId*": "account-id", 
        "*invokedBy*": "backup.amazonaws.com" 
    }, 
    "*eventTime*": "2020-06-02T00:34:25Z", 
    "*eventSource*": "backup.amazonaws.com", 
    "*eventName*": "DeleteOrganizationalBackupPlan", 
    "*awsRegion*": "ca-central-1", 
    "*sourceIPAddress*": "backup.amazonaws.com", 
    "*userAgent*": "backup.amazonaws.com", 
    "*requestParameters*": null, 
    "*responseElements*": null, 
    "*eventID*": "5ce66cd0-b90c-4957-8e00-96ea1077b4fa", 
    "*readOnly*": false, 
    "*eventType*": "AwsServiceEvent", 
    "*recipientAccountId*": "account-id", 
    "*serviceEventDetails*": { 
        "*backupPlanId*": "orgs/544033d1-b19c-3f2a-9c20-40bcfa82ca68", 
        "*backupPlanVersionId*": "ZTA1Y2ZjZDYtNmRjMy00ZTA1LWIyNTAtM2M1NzQ4OThmNzRj", 
        "*backupPlanArn*": "arn:aws:backup:ca-central-1:123456789012:backup-
plan:orgs/544033d1-b19c-3f2a-9c20-40bcfa82ca68", 
        "*backupPlanName*": "mybackupplan", 
        "*deletionDate*": { 
            "*seconds*": 1591058065, 
            "*nanos*": 519000000 
        }, 
        "*organizationId*": "org-id", 
        "*accountId*": "account-id" 
    }
}

による通知オプションAWS Backup
次の 2AWS Backup 通りの方法があります。

• AWSユーザー通知では、AmazonCloudWatch アラームなどの通知や他のサービスの通知を送信できま
す。AWS Support

• Amazon 簡易通知サービスでは、AWS Backupイベントを通知できます。

AWSユーザー通知とAWS Backup
AWS Backupは、AWSユーザー通知コンソールからのバックアップ通知の管理をサポートします。AWS
ユーザー通知では、バックアップ、コピー、復元ジョブの進行状況、およびバックアップポリシー、ボル
ト、リカバリポイント、設定の変更をユーザー通知通知センターから確認できます。

AmazonCloudWatch、AmazonEventBridge のアラーム、AWS Supportケースの更新など、コンソールから
管理できる通知の種類は他にもあります。さらに、電子メール、通知、AWS ChatbotAWS Console Mobile 
Applicationプッシュ通知など、いくつかの配信オプションを設定できます。
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Amazon SNSAWS Backup とイベント
AWS Backup では、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) によって提供される堅牢な通知が
利用できます。Amazon SNS コンソールからの AWS Backup イベントを通知するように Amazon SNS を
設定できます。

一般的なユースケース
• AWS Premium Support の「失敗した AWS Backup ジョブの通知を表示するには」の手順に従って、失

敗したバックアップジョブの通知を設定します。
• 以下の「イベントの例」一覧表で、完了、失敗、期限切れのバックアップジョブのサンプル Amazon 

SNS 通知 JSON を確認します。

Amazon SNS の詳細については、Amazon Simple Notification Service 開発者ガイドの「Amazon SNS の
開始方法」を参照してください。

Note

Amazon SNS サービスではクロスアカウント通知が可能ですが、AWS Backup現在この機能はサ
ポートされていません。AWS自分のアカウント ID とトピックのリソース ARN を指定する必要が
あります。

AWS Backup 通知 API
Amazon SNS コンソールまたは AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してトピックを作成した
ら、次の API オペレーションを使用してバックアップ通知を管理できます。

• DeleteBackupVaultNotifications (p. 428) — 指定されたバックアップボールトのイベント通知を削除し
ます。

• GetBackupVaultNotifications (p. 491) — 指定されたバックアップボールトのすべてのイベント通知を
一覧表示します。

• PutBackupVaultNotifications (p. 551) — 指定されたトピックとイベントの通知をオンにします。

AWS Backup では、次のイベントがサポートされています。

ジョブタイプ イベント

バックアップジョブ BACKUP_JOB_STARTED |
BACKUP_JOB_COMPLETED

コピージョブ COPY_JOB_STARTED | COPY_JOB_SUCCESSFUL |
COPY_JOB_FAILED

復元ジョブ RESTORE_JOB_STARTED |
RESTORE_JOB_COMPLETED

復旧ポイント RECOVERY_POINT_MODIFIED

AWS Backupfor S3 では、次の 2 つの追加イベントがサポートされます。

• S3_BACKUP_OBJECT_FAILEDAWS Backupバックアップジョブ中にバックアップに失敗した S3 オブ
ジェクトを通知します。
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• S3_RESTORE_OBJECT_FAILEDAWS Backup復元ジョブ中に復元に失敗した S3 オブジェクトを通知し
ます。

イベントの例

イベント Amazon SNS の通知

Backup ジョブが完了しました
{ 
    "Records": [{ 
        "EventSource": "aws: sns", 
        "EventVersion": "1.0", 
        "EventSubscriptionArn": 
 "arn:aws:sns:...-a3802aa1ed45", 
        "Sns": { 
            "Type": "Notification", 
            "MessageId": "12345678-
abcd-123a-def0-abcd1a234567", 
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-
west-1:123456789012:backup-2sqs-sns-topic", 
            "Subject": "Notification from 
 AWS Backup", 
            "Message": "An AWS Backup 
 job was completed successfully. 
 Recovery point ARN: arn:aws:ec2:us-
west-1:123456789012:volume/
vol-012f345df6789012d. Resource ARN : 
 arn:aws:ec2:us-west-1:123456789012:volume/
vol-012f345df6789012e. BackupJob ID : 
 1b2345b2-f22c-4dab-5eb6-bbc7890ed123", 
            "Timestamp": 
 "2019-08-02T18:46:02.788Z", 
             ...
            "MessageAttributes": { 
                "EventType": 
 {"Type":"String","Value":"BACKUP_JOB"}, 
                "State": 
 {"Type":"String","Value":"COMPLETED"}, 
                "AccountId": 
 {"Type":"String","Value":"123456789012"}, 
                "Id": 
 {"Type":"String","Value":"1b2345b2-
f22c-4dab-5eb6-bbc7890ed123"}, 
                "StartTime": 
 {"Type":"String","Value":"2019-09-02T13:48:52.226Z"} 
            } 
        } 
    }]
}

Backup ジョブが失敗しました
{ 
    "Records": [{ 
        "EventSource": "aws: sns", 
        "EventVersion": "1.0", 
        "EventSubscriptionArn": 
 "arn:aws:sns:...-a3802aa1ed45", 
        "Sns": { 
            "Type": "Notification", 
            "MessageId": "12345678-
abcd-123a-def0-abcd1a234567", 
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イベント Amazon SNS の通知
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-
west-1:123456789012:backup-2sqs-sns-topic", 
            "Subject": "Notification from 
 AWS Backup", 
            "Message": "An AWS 
 Backup job failed. Resource ARN : 
 arn:aws:ec2:us-west-1:123456789012:volume/
vol-012f345df6789012e. BackupJob ID : 
 1b2345b2-f22c-4dab-5eb6-bbc7890ed123", 
            "Timestamp": 
 "2019-08-02T18:46:02.788Z", 
             ...
            "MessageAttributes": { 
                "EventType": 
 {"Type":"String","Value":"BACKUP_JOB"}, 
                "State": 
 {"Type":"String","Value":"FAILED"}, 
                "AccountId": 
 {"Type":"String","Value":"123456789012"}, 
                "Id": 
 {"Type":"String","Value":"1b2345b2-
f22c-4dab-5eb6-bbc7890ed123"}, 
                "StartTime": 
 {"Type":"String","Value":"2019-09-02T13:48:52.226Z"} 
            } 
        } 
    }]
}
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イベント Amazon SNS の通知

Backup ウィンドウ中にバックアップジョブを完了
できませんでした { 

    "Records": [{ 
        "EventSource": "aws: sns", 
        "EventVersion": "1.0", 
        "EventSubscriptionArn": 
 "arn:aws:sns:...-a3802aa1ed45", 
        "Sns": { 
            "Type": "Notification", 
            "MessageId": "12345678-
abcd-123a-def0-abcd1a234567", 
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-
west-1:123456789012:backup-2sqs-sns-topic", 
            "Subject": "Notification from 
 AWS Backup", 
            "Message": "An AWS Backup job 
 failed to complete in time. Resource ARN : 
 arn:aws:ec2:us-west-1:123456789012:volume/
vol-012f345df6789012e. BackupJob ID : 
 1b2345b2-f22c-4dab-5eb6-bbc7890ed123", 
            "Timestamp": 
 "2019-08-02T18:46:02.788Z", 
             ...
            "MessageAttributes" : { 
              "EventType" : 
 {"Type":"String","Value":"BACKUP_JOB"}, 
              "State" : 
 {"Type":"String","Value":"EXPIRED"}, 
              "AccountId" : 
 {"Type":"String","Value":"123456789012"}, 
              "Id" : 
 {"Type":"String","Value":"1b2345b2-
f22c-4dab-5eb6-bbc7890ed123"}, 
              "StartTime" : 
 {"Type":"String","Value":"2019-09-02T13:48:52.226Z"} 
            } 
        } 
    }]
}

AWS Backup 通知コマンドの例
AWS CLI コマンドを使用して、AWS Backup イベントの Amazon SNS 通知をサブスクライブ、一覧表
示、削除できます。

バックアップボールトのプット通知の例

次のコマンドは、復元ジョブが開始または完了したとき、または復旧ポイントが変更されたときに通知す
る、指定されたバックアップボールトの Amazon SNS トピックをサブスクライブします。

aws backup put-backup-vault-notifications  
    --backup-vault-name myBackupVault 
    --sns-topic-arn arn:aws:sns:region:account-id:myBackupTopic
    --backup-vault-events RESTORE_JOB_STARTED RESTORE_JOB_COMPLETED RECOVERY_POINT_MODIFIED 
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バックアップボールト取得通知の例

次のコマンドは、指定したバックアップボールトの Amazon SNS トピックに現在サブスクライブされてい
るすべてのイベントを一覧表示します。

aws backup get-backup-vault-notifications  
           --backup-vault-name myVault

次に出力例を示します。

{ 
    "SNSTopicArn": "arn:aws:sns:region:account-id:myBackupTopic", 
    "BackupVaultEvents": [ 
        "RESTORE_JOB_STARTED", 
        "RESTORE_JOB_COMPLETED", 
        "RECOVERY_POINT_MODIFIED" 
    ], 
    "BackupVaultName": "myVault", 
    "BackupVaultArn": "arn:aws:backup:region:account-id:backup-vault:myVault"
}

バックアップボールトの削除通知の例

次のコマンドは、指定されたバックアップボールトの Amazon SNS トピックからサブスクライブを解除し
ます。

aws backup delete-backup-vault-notifications  
           --backup-vault-name myVault

サービスプリンシパルとしての AWS Backup の指定
Note

AWS Backup がユーザーに代わって SNS トピックを発行できるようにするには、サービスプリ
ンシパルとして AWS Backup を指定する必要があります。

AWS Backup イベントの追跡に使用する Amazon SNS トピックのアクセスポリシーに次の JSON を含め
ます。トピックのリソースの Amazon リソースネーム (ARN) を指定する必要があります。

{ 
      "Sid": "My-statement-id", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "backup.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "SNS:Publish", 
      "Resource": "arn:aws:sns:region:account-id:myTopic"
}

Amazon SNS アクセスポリシーでのサービスプリンシパルの指定の詳細については、Amazon Simple 
Notification Service デベロッパーガイドの「トピックにパブリッシュする AWS リソースのいずれかを許
可する」を参照してください。

Note

トピックが暗号化されている場合は、ポリシーに追加のアクセス権限を追加して、AWS Backup 
がそのトピックに公開することを許可する必要があります。暗号化されたトピックにサービスを
発行できるようにする方法については、Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイ
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ドの「AWS サービスと暗号化されたトピックのイベントソース間の互換性を保つ方法」を参照し
てください。
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AWS Backup のトラブルシューティ
ング

AWS Backup を使用するときに問題に発生することがあります。以降のセクションは、発生する可能性の
ある一般的な問題のトラブルシューティングに役立ちます。

AWS Backup に関する一般的な質問については、「AWS Backup のよくある質問」を参照してください。
また、AWS Backup フォーラムで回答を検索したり、質問を投稿することもできます。

トピック
• 一般的な問題のトラブルシューティング (p. 386)
• リソース作成のトラブルシューティング (p. 386)
• リソースの削除のトラブルシューティング (p. 387)
• リソースの復元のトラブルシューティング (p. 387)

一般的な問題のトラブルシューティング
リソースをバックアップおよび復元するときは、AWS Backup を使用するアクセス権限だけでなく、
保護するリソースにアクセスする権限も必要です。適切な権限を取得する最も簡単な方法は、バック
アッププランにリソースを割り当てるときにデフォルトロールすることです。AWS Identity and Access 
Management (IAM) で AWS Backup を使用してのアクセスコントロールの詳細については、「アクセスコ
ントロール (p. 237)」を参照してください。

特定のリソースタイプのバックアップと復元で問題が発生した場合は、そのリソースのバックアップと復
元のトラブルシューティングのトピックを確認すると便利です。詳細については、「AWS Backup のサ
ポートされている AWS サービスとの動作方法」の下のリンクを参照してください。

AWS Backup がリソースの作成または削除に失敗した場合は、AWS CloudTrail を使用してエラーメッセー
ジやログを表示することで、問題の詳細を確認できます。 CloudTrailwith の使用方法の詳細については
AWS Backup、を参照してくださいCloudTrail による AWS Backup API コールのログ記録 (p. 374)。

リソース作成のトラブルシューティング
次の情報は、バックアップの作成の問題をトラブルシューティングするのに役立ちます。

• 一般に、AWSデータベースサービスは、メンテナンスウィンドウまたは自動バックアップウィンドウ
の 1 時間前または自動バックアップウィンドウの 1 時間前またはウィンドウの 1 時間前またはウィン
ドウの 1 時間前またはウィンドウの 1 時間前またはウィンドウ Amazon FSx は、メンテナンスウィン
ドウまたは自動バックアップウィンドウの 4 時間前または自動バックアップウィンドウの 4 時間前また
はウィンドウの 4 時間前またはウィンドウの 4 時間前またはウィンドウの 4 時間前またはウィンドウ
の 4 時間前またはウィンドウの 4 時間前またはウィンドウの 4 時間前またはウィンドウの 4 時間前ま
たはウィンドウ その間にスケジュールされたスナップショットバックアップは失敗します。1 つの例外: 
AWS Backup を使用して、サポートされているサービスのスナップショットバックアップと継続バック
アップの両方にオプトインする場合、AWS Backup がスケジュールしてくれるため、これらのウィンド
ウについて心配する必要はありません。サポートされているサービスのリストと、AWS Backup を使っ
て連続バックアップを取る方法については「ポイントインタイムリカバリ」を参照してください。
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• DynamoDB テーブルのバックアップの作成は、テーブルの作成中に失敗します。通常、DynamoDB 
テーブルの作成には数分かかります。

• ファイルシステムが非常に大きい場合、Amazon EFS ファイルシステムのバックアップには最大 7 日か
かることがあります。Amazon EFS ファイルシステムのキューに入れることができる同時バックアップ
は、一度に 1 つのみです。前のバックアップがまだ進行中の間に後続のバックアップがキューに入れら
れると、バックアップウィンドウが期限切れになることがあり、バックアップは作成されません。

• Amazon EBS には、アカウントあたり、AWS リージョン あたりに 100,000 回のバックアップというソ
フトクォータがあり、このクォータに達すると、追加のバックアップは失敗します。このクォータに達
した場合は、余分なバックアップを削除するか、クォータの引き上げをリクエストできます。クォータ
増加の要求の詳細については、AWS のService Quotasを参照してください。

• Amazon RDS バックアップを作成するときは、次の点を考慮してください。
• AWS Backupを使用せずに、Amazon RDS point-in-time のスナップショットとリカバリによる継続的

なバックアップの両方を管理する場合、毎日のユーザーが設定可能な 30 分間のバックアップ期間中
にスケジュールまたはオンデマンドで実行すると、バックアップは失敗します。Amazon RDS の自動
バックアップの詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「バックアップの使用」を参照して
ください。AWS Backupを使用してこの制限を回避し、Amazon RDS point-in-time のスナップショッ
トとリカバリによる継続的なバックアップの両方を管理できます。

• Amazon RDS コンソールからバックアップジョブを開始すると、Aurora クラスターのバックアップ
ジョブと競合し、Backup job expired before completion. エラーが発生する可能性がありま
す。この問題が発生した場合は、AWS Backup で長いバックアップウィンドウを設定します。

リソースの削除のトラブルシューティング
AWS Backup によって作成された復旧ポイントは、保護されたリソースのコンソールウィンドウで削除で
きません。AWS Backup コンソールで削除するには、保存されているボールトで削除し、[Delete (削除)] 
を選択します。

復旧ポイントまたはバックアップボールトを削除するには、適切な権限が必要です。AWS Backup の IAM 
を使用するアクセス制御の詳細については、「アクセスコントロール (p. 237)」を参照してください。

リソースの復元のトラブルシューティング
API を使用した復元

バックアップをプログラムで復元するには、StartRestoreJob (p. 565) API 操作を使用します。

バックアップの作成に使用した構成メタデータを取得するには、を呼び出しま
すGetRecoveryPointRestoreMetadata (p. 497)。

詳細については、「バックアップの復元」を参照してください。

コンソールを使用した復元

• Amazon S3 データの復元
• 仮想マシンの復元
• Amazon FSx ファイルシステムの復元
• Amazon EBS ボリュームの復元
• Amazon EFS ファイルシステムの復元
• Amazon DynamoDB テーブルの復元
• Amazon RDS データベースの復元
• Aurora クラスターの復元

387

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_WorkingWithAutomatedBackups.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/restoring-a-backup.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/restoring-s3.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/restoring-vm.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/restoring-fsx.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/restoring-ebs.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/restoring-efs.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/restoring-dynamodb.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/restoring-rds.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/restoring-aur.html


AWS Backup デベロッパーガイド
リソースの復元のトラブルシューティング

• Amazon EC2 インスタンスの復元
• Storage Gateway ボリュームの復元
• Amazon DocumentDB クラスターの復元
• Neptune クラスターの復元
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AWS Backup API
コンソールの使用に加えて、AWS Backup API アクションおよびデータタイプを使用して、プログラミン
グにより AWS Backup およびそのリソースを設定し、管理できます。このセクションでは、AWS Backup 
アクションおよびデータタイプについて記述します。これには、AWS Backup の API リファレンスが含ま
れています。

AWS Backup API

• AWS Backupアクション
• AWS Backupデータ型

アクション
以下のアクションがサポートされていますAWS Backup。

• CancelLegalHold (p. 394)
• CreateBackupPlan (p. 396)
• CreateBackupSelection (p. 400)
• CreateBackupVault (p. 403)
• CreateFramework (p. 406)
• CreateLegalHold (p. 410)
• CreateReportPlan (p. 414)
• DeleteBackupPlan (p. 418)
• DeleteBackupSelection (p. 420)
• DeleteBackupVault (p. 422)
• DeleteBackupVaultAccessPolicy (p. 424)
• DeleteBackupVaultLockConfiguration (p. 426)
• DeleteBackupVaultNotifications (p. 428)
• DeleteFramework (p. 430)
• DeleteRecoveryPoint (p. 432)
• DeleteReportPlan (p. 434)
• DescribeBackupJob (p. 436)
• DescribeBackupVault (p. 441)
• DescribeCopyJob (p. 445)
• DescribeFramework (p. 447)
• DescribeGlobalSettings (p. 450)
• DescribeProtectedResource (p. 452)
• DescribeRecoveryPoint (p. 454)
• DescribeRegionSettings (p. 460)
• DescribeReportJob (p. 462)
• DescribeReportPlan (p. 464)
• DescribeRestoreJob (p. 466)
• DisassociateRecoveryPoint (p. 470)
• DisassociateRecoveryPointFromParent (p. 472)
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• ExportBackupPlanTemplate (p. 474)
• GetBackupPlan (p. 476)
• GetBackupPlanFromJSON (p. 480)
• GetBackupPlanFromTemplate (p. 483)
• GetBackupSelection (p. 486)
• GetBackupVaultAccessPolicy (p. 489)
• GetBackupVaultNotifications (p. 491)
• GetLegalHold (p. 494)
• GetRecoveryPointRestoreMetadata (p. 497)
• GetSupportedResourceTypes (p. 500)
• ListBackupJobs (p. 502)
• ListBackupPlans (p. 506)
• ListBackupPlanTemplates (p. 509)
• ListBackupPlanVersions (p. 511)
• ListBackupSelections (p. 514)
• ListBackupVaults (p. 516)
• ListCopyJobs (p. 518)
• ListFrameworks (p. 522)
• ListLegalHolds (p. 524)
• ListProtectedResources (p. 526)
• ListRecoveryPointsByBackupVault (p. 528)
• ListRecoveryPointsByLegalHold (p. 531)
• ListRecoveryPointsByResource (p. 533)
• ListReportJobs (p. 536)
• ListReportPlans (p. 539)
• ListRestoreJobs (p. 541)
• ListTags (p. 544)
• PutBackupVaultAccessPolicy (p. 546)
• PutBackupVaultLockConfiguration (p. 548)
• PutBackupVaultNotifications (p. 551)
• StartBackupJob (p. 554)
• StartCopyJob (p. 559)
• StartReportJob (p. 563)
• StartRestoreJob (p. 565)
• StopBackupJob (p. 569)
• TagResource (p. 571)
• UntagResource (p. 573)
• UpdateBackupPlan (p. 575)
• UpdateFramework (p. 578)
• UpdateGlobalSettings (p. 582)
• UpdateRecoveryPointLifecycle (p. 584)
• UpdateRegionSettings (p. 588)
• UpdateReportPlan (p. 590)

以下のアクションがサポートされていますAWS Backup gateway。
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• AssociateGatewayToServer (p. 594)
• CreateGateway (p. 596)
• DeleteGateway (p. 599)
• DeleteHypervisor (p. 601)
• DisassociateGatewayFromServer (p. 603)
• GetBandwidthRateLimitSchedule (p. 605)
• GetGateway (p. 607)
• GetHypervisor (p. 609)
• GetHypervisorPropertyMappings (p. 611)
• GetVirtualMachine (p. 614)
• ImportHypervisorConfiguration (p. 616)
• ListGateways (p. 619)
• ListHypervisors (p. 622)
• ListTagsForResource (p. 625)
• ListVirtualMachines (p. 627)
• PutBandwidthRateLimitSchedule (p. 630)
• PutHypervisorPropertyMappings (p. 633)
• PutMaintenanceStartTime (p. 636)
• StartVirtualMachinesMetadataSync (p. 639)
• TagResource (p. 641)
• TestHypervisorConfiguration (p. 643)
• UntagResource (p. 646)
• UpdateGatewayInformation (p. 648)
• UpdateGatewaySoftwareNow (p. 650)
• UpdateHypervisor (p. 652)

AWS Backup
以下のアクションがサポートされていますAWS Backup。

• CancelLegalHold (p. 394)
• CreateBackupPlan (p. 396)
• CreateBackupSelection (p. 400)
• CreateBackupVault (p. 403)
• CreateFramework (p. 406)
• CreateLegalHold (p. 410)
• CreateReportPlan (p. 414)
• DeleteBackupPlan (p. 418)
• DeleteBackupSelection (p. 420)
• DeleteBackupVault (p. 422)
• DeleteBackupVaultAccessPolicy (p. 424)
• DeleteBackupVaultLockConfiguration (p. 426)
• DeleteBackupVaultNotifications (p. 428)
• DeleteFramework (p. 430)
• DeleteRecoveryPoint (p. 432)
• DeleteReportPlan (p. 434)
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• DescribeBackupJob (p. 436)
• DescribeBackupVault (p. 441)
• DescribeCopyJob (p. 445)
• DescribeFramework (p. 447)
• DescribeGlobalSettings (p. 450)
• DescribeProtectedResource (p. 452)
• DescribeRecoveryPoint (p. 454)
• DescribeRegionSettings (p. 460)
• DescribeReportJob (p. 462)
• DescribeReportPlan (p. 464)
• DescribeRestoreJob (p. 466)
• DisassociateRecoveryPoint (p. 470)
• DisassociateRecoveryPointFromParent (p. 472)
• ExportBackupPlanTemplate (p. 474)
• GetBackupPlan (p. 476)
• GetBackupPlanFromJSON (p. 480)
• GetBackupPlanFromTemplate (p. 483)
• GetBackupSelection (p. 486)
• GetBackupVaultAccessPolicy (p. 489)
• GetBackupVaultNotifications (p. 491)
• GetLegalHold (p. 494)
• GetRecoveryPointRestoreMetadata (p. 497)
• GetSupportedResourceTypes (p. 500)
• ListBackupJobs (p. 502)
• ListBackupPlans (p. 506)
• ListBackupPlanTemplates (p. 509)
• ListBackupPlanVersions (p. 511)
• ListBackupSelections (p. 514)
• ListBackupVaults (p. 516)
• ListCopyJobs (p. 518)
• ListFrameworks (p. 522)
• ListLegalHolds (p. 524)
• ListProtectedResources (p. 526)
• ListRecoveryPointsByBackupVault (p. 528)
• ListRecoveryPointsByLegalHold (p. 531)
• ListRecoveryPointsByResource (p. 533)
• ListReportJobs (p. 536)
• ListReportPlans (p. 539)
• ListRestoreJobs (p. 541)
• ListTags (p. 544)
• PutBackupVaultAccessPolicy (p. 546)
• PutBackupVaultLockConfiguration (p. 548)
• PutBackupVaultNotifications (p. 551)
• StartBackupJob (p. 554)
• StartCopyJob (p. 559)
• StartReportJob (p. 563)
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• StartRestoreJob (p. 565)
• StopBackupJob (p. 569)
• TagResource (p. 571)
• UntagResource (p. 573)
• UpdateBackupPlan (p. 575)
• UpdateFramework (p. 578)
• UpdateGlobalSettings (p. 582)
• UpdateRecoveryPointLifecycle (p. 584)
• UpdateRegionSettings (p. 588)
• UpdateReportPlan (p. 590)
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CancelLegalHold
サービス: AWS Backup

このアクションにより、リカバリポイントの指定されたリーガルホールドが削除されます。このアクショ
ンは、十分なアクセス許可を持つユーザーのみが実行することができます。

リクエストの構文

DELETE /legal-holds/legalHoldId?
cancelDescription=CancelDescription&retainRecordInDays=RetainRecordInDays HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

CancelDescription (p. 394)

リーガルホールドを解除する理由を説明する文字列。

必須: はい
legalHoldId (p. 394)

リカバリポイントの指定されたリーガルホールドを削除するには、リーガルホールド ID が必要です。

必須: はい
RetainRecordInDays (p. 394)

この API 操作を行ってからリーガルホールドを解除するまでの日数を示す整数値。

リクエスト本文

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 201

レスポンス要素

アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 201 レスポンスを送信します。

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidResourceStateException

AWS Backup は、このリカバリポイントに対してすでにアクションを実行しています。最初のアク
ションが終了するまで、リクエストしたアクションを実行できません。あとでもう一度試してみてく
ださい。

394



AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateBackupPlan
サービス: AWS Backup

バックアッププラン名およびバックアップルールを使用してバックアッププランを作成します。バック
アップ計画は、AWS Backupリソースのリカバリポイントを作成するタスクをスケジュールするために使
用する情報を含むドキュメントです。

CreateBackupPlan すでに存在するプランで電話する場合は、AlreadyExistsException の例外を受
信します。

リクエストの構文

PUT /backup/plans/ HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlan": {  
      "AdvancedBackupSettings": [  
         {  
            "BackupOptions": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "ResourceType": "string" 
         } 
      ], 
      "BackupPlanName": "string", 
      "Rules": [  
         {  
            "CompletionWindowMinutes": number, 
            "CopyActions": [  
               {  
                  "DestinationBackupVaultArn": "string", 
                  "Lifecycle": {  
                     "DeleteAfterDays": number, 
                     "MoveToColdStorageAfterDays": number
                  } 
               } 
            ], 
            "EnableContinuousBackup": boolean, 
            "Lifecycle": {  
               "DeleteAfterDays": number, 
               "MoveToColdStorageAfterDays": number
            }, 
            "RecoveryPointTags": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "RuleName": "string", 
            "ScheduleExpression": "string", 
            "StartWindowMinutes": number, 
            "TargetBackupVaultName": "string" 
         } 
      ] 
   }, 
   "BackupPlanTags": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "CreatorRequestId": "string"
}

URI リクエストパラメータ

リクエストでは URI パラメータを使用しません。
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リクエストボディ

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

BackupPlan (p. 396)

バックアッププランの本文を指定します。1 つの BackupPlanName と1 つ以上の Rules のセットを
含む。

型: BackupPlanInput (p. 664) オブジェクト

必須: はい
BackupPlanTags (p. 396)

リソースを整理しやすくするために、作成したリソースに独自のメタデータを割り当てることができ
ます。各タグはキーバリューのペアです。指定されたタグは、このプランで作成されたすべてのバッ
クアップに割り当てられます。

タイプ: 文字列間のマッピング

必須: いいえ
CreatorRequestId (p. 396)

オペレーションを 2 回実行するリスクなしに、リクエストを識別し、失敗したリクエストを再試行で
きます。リクエストに既存のバックアッププランと一致する CreatorRequestId が含まれる場合、
そのプランが返されます。このパラメータはオプションです。

使用する場合、このパラメータには 1 ～ 50 の英数字または 「-_」 を含める必要があります。文字.

タイプ: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "AdvancedBackupSettings": [  
      {  
         "BackupOptions": {  
            "string" : "string"  
         }, 
         "ResourceType": "string" 
      } 
   ], 
   "BackupPlanArn": "string", 
   "BackupPlanId": "string", 
   "CreationDate": number, 
   "VersionId": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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AdvancedBackupSettings (p. 397)

リソースタイプの BackupOptions 設定のリスト。このオプションは、Windows ボリュームシャド
ウコピーサービス (VSS) バックアップジョブでのみ使用できます。

型: AdvancedBackupSetting (p. 658) オブジェクトの配列
BackupPlanArn (p. 397)

たとえば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:plan:8F81F553-3A74-4A3F-B93D-
B3360DC80C50などのバックアップ計画を一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN) です。

タイプ: 文字列
BackupPlanId (p. 397)

バックアップ計画を一意に識別します。

タイプ: 文字列
CreationDate (p. 397)

バックアッププランが作成された日時 (Unix 時刻形式および協定世界時 (UTC))。CreationDateの
値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前
12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ
VersionId (p. 397)

一意のランダムに生成された UTF-8 エンコード Unicode 文字列 (最大 1,024 バイト長)。編集すること
はできません。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

AlreadyExistsException

必要なリソースは既に存在します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

たとえば、リクエストで許可されるアイテムの最大数などのリクエストの制限を超えました。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。
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HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateBackupSelection
サービス: AWS Backup

バックアップ計画に割り当てる一連のリソースを指定する JSON ドキュメントを作成します。例について
は、「プログラムによるリソースの割り当て」を参照してください。

リクエストの構文

PUT /backup/plans/backupPlanId/selections/ HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "BackupSelection": {  
      "Conditions": {  
         "StringEquals": [  
            {  
               "ConditionKey": "string", 
               "ConditionValue": "string" 
            } 
         ], 
         "StringLike": [  
            {  
               "ConditionKey": "string", 
               "ConditionValue": "string" 
            } 
         ], 
         "StringNotEquals": [  
            {  
               "ConditionKey": "string", 
               "ConditionValue": "string" 
            } 
         ], 
         "StringNotLike": [  
            {  
               "ConditionKey": "string", 
               "ConditionValue": "string" 
            } 
         ] 
      }, 
      "IamRoleArn": "string", 
      "ListOfTags": [  
         {  
            "ConditionKey": "string", 
            "ConditionType": "string", 
            "ConditionValue": "string" 
         } 
      ], 
      "NotResources": [ "string" ], 
      "Resources": [ "string" ], 
      "SelectionName": "string" 
   }, 
   "CreatorRequestId": "string"
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupPlanId (p. 400)

リソースの選択に関連付けられるバックアップ計画を一意に識別します。

必須: はい
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リクエストボディ

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

BackupSelection (p. 400)

一連のリソースをバックアップ計画に割り当てるリクエストの本文を指定します。

型: BackupSelection (p. 673) オブジェクト

必須: はい
CreatorRequestId (p. 400)

オペレーションを 2 回実行するリスクなしに、失敗したリクエストを再試行できるリクエストを識別
する一意の文字列。このパラメータはオプションです。

使用する場合、このパラメータには 1 ～ 50 の英数字または 「-_」 を含める必要があります。文字.

タイプ: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlanId": "string", 
   "CreationDate": number, 
   "SelectionId": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BackupPlanId (p. 401)

バックアップ計画を一意に識別します。

タイプ: 文字列
CreationDate (p. 401)

Unix 形式および協定世界時 (UTC)でバックアップ選択が作成された日時。CreationDateの値はミリ
秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を
表します。

型: タイムスタンプ
SelectionId (p. 401)

バックアップ計画に一連のリソースを割り当てるためのリクエストを一意に識別します。

型: 文字列
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エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

AlreadyExistsException

必要なリソースは既に存在します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

たとえば、リクエストで許可されるアイテムの最大数などのリクエストの制限を超えました。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateBackupVault
サービス: AWS Backup

バックアップを保存する論理コンテナを作成します。CreateBackupVault リクエストは、名前、1 つ以
上のリソースタグ (省略可能)、暗号化キー、およびリクエスト ID を含みます。

Note

パスポート番号などの機密データは、バックアップボールトの名前に含めないでください。

リクエストの構文

PUT /backup-vaults/backupVaultName HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "BackupVaultTags": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "CreatorRequestId": "string", 
   "EncryptionKeyArn": "string"
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupVaultName (p. 403)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成す
るために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それらは
文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

BackupVaultTags (p. 403)

作成するリソースの整理に役立てるために割り当てることができるメタデータです。各タグはキーバ
リューのペアです。

タイプ: 文字列間のマッピング

必須: いいえ
CreatorRequestId (p. 403)

リクエストを識別するための一意の文字列で、失敗したリクエストを再試行する際に、オペレーショ
ンを2回実行するリスクを回避することができます。このパラメータはオプションです。

使用する場合、このパラメータには 1 ～ 50 の英数字または 「-_」 を含める必要があります。文字.

タイプ: 文字列

必須: いいえ
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EncryptionKeyArn (p. 403)

たとえば、arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab などのバックアップ
を保護するために使用されるサーバー側の暗号化キーです。

型: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupVaultArn": "string", 
   "BackupVaultName": "string", 
   "CreationDate": number
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BackupVaultArn (p. 404)

arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVaultなどのバックアップボール
トを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
BackupVaultName (p. 404)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成す
るために使用されたアカウントと作成先の リージョンに一意の名前で識別されます。それらは、小文
字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

タイプ: 文字列

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$
CreationDate (p. 404)

Unix 時刻形式および協定世界時 (UTC）でバックアップボールトが作成された日付と時
刻。CreationDateの値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 
26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

AlreadyExistsException

必要なリソースは既に存在します。
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HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

たとえば、リクエストで許可されるアイテムの最大数などのリクエストの制限を超えました。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateFramework
サービス: AWS Backup

1 つ以上のコントロールを持つフレームワークを作成します。フレームワークは、バックアッププラク
ティスを評価するために使用できるコントロールの集まりです。事前に構築されたカスタマイズ可能なコ
ントロールを使用してポリシーを定義することで、バックアッププラクティスがポリシーに準拠している
かどうか、およびまだ準拠していないリソースを評価できます。

リクエストの構文

POST /audit/frameworks HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "FrameworkControls": [  
      {  
         "ControlInputParameters": [  
            {  
               "ParameterName": "string", 
               "ParameterValue": "string" 
            } 
         ], 
         "ControlName": "string", 
         "ControlScope": {  
            "ComplianceResourceIds": [ "string" ], 
            "ComplianceResourceTypes": [ "string" ], 
            "Tags": {  
               "string" : "string"  
            } 
         } 
      } 
   ], 
   "FrameworkDescription": "string", 
   "FrameworkName": "string", 
   "FrameworkTags": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "IdempotencyToken": "string"
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

FrameworkControls (p. 406)

フレームワークを構成するコントロールのリスト。リスト内の各コントロールには、名前、入力パラ
メータ、およびスコープがあります。

型: FrameworkControl (p. 694) オブジェクトの配列

必須: はい
FrameworkDescription (p. 406)

最大 1,024 文字のフレームワークの任意の記述。

タイプ: 文字列
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長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 1,024 です。

パターン: .*\S.*

必須: いいえ
FrameworkName (p. 406)

フレームワークの一意の名前。名前は文字から始まる1～256文字で、文字 (a~z、A～Z)、数字 
(0~9)、およびアンダースコア (_)により構成されます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

必須: はい
FrameworkTags (p. 406)

作成するフレームワークの整理に役立てるために割り当てることができるメタデータ。各タグはキー
バリューのペアです。

タイプ: 文字列間のマッピング

必須: いいえ
IdempotencyToken (p. 406)

別の CreateFrameworkInput への同じコール間を区別するために使用できる顧客が選択した文字
列。同じ冪等性トークンで成功したリクエストを再試行すると、アクションは実行されず、成功メッ
セージが表示されます。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "FrameworkArn": "string", 
   "FrameworkName": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

FrameworkArn (p. 407)

リソースを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。ARN の形式は、リソースタイプによっ
て異なります。

タイプ: 文字列
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FrameworkName (p. 407)

フレームワークの一意の名前。名前は文字から始まる1～256文字で、文字 (a~z、A～Z)、数字 
(0~9)、およびアンダースコア (_)により構成されます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

AlreadyExistsException

必要なリソースは既に存在します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

たとえば、リクエストで許可されるアイテムの最大数などのリクエストの制限を超えました。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateLegalHold
サービス: AWS Backup

このアクションにより、リカバリポイント (バックアップ) が法的に保留状態になります。リーガルホール
ドとは、権限のあるユーザーがリーガルホールドを取り消すまで、バックアップの変更や削除を制限する
ことです。リカバリポイントに有効なリーガルホールドが 1 つ以上存在する場合、リカバリポイントを削
除または関連付け解除するアクションはエラーで失敗します。

リクエストの構文

POST /legal-holds/ HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "Description": "string", 
   "IdempotencyToken": "string", 
   "RecoveryPointSelection": {  
      "DateRange": {  
         "FromDate": number, 
         "ToDate": number
      }, 
      "ResourceIdentifiers": [ "string" ], 
      "VaultNames": [ "string" ] 
   }, 
   "Tags": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "Title": "string"
}

URI リクエストパラメータ

リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Description (p. 410)

これはリーガルホールドの文字列説明です。

タイプ: 文字列

必須: はい
IdempotencyToken (p. 410)

別の、同じコール間を区別するために使用されるユーザが選択した文字列。同じ冪等性トークンで成
功したリクエストを再試行すると、アクションは実行されず、成功メッセージが表示されます。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
RecoveryPointSelection (p. 410)

これにより、リソースタイプやバックアップボルトなど、リソースセットを割り当てる基準が指定さ
れます。

型: RecoveryPointSelection (p. 707) オブジェクト
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必須: いいえ
Tags (p. 410)

含めるオプションのタグ。タグは、リソースの管理、フィルタリング、検索に使用できるキー値ペア
です。使用可能な文字は、UTF-8の文字、数字、スペース、および以下の文字です。+ - = . _ : /.

タイプ: 文字列間のマッピング

必須: いいえ
Title (p. 410)

これはリーガルホールドの文字列タイトルです。

タイプ: 文字列

必須: はい

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CreationDate": number, 
   "Description": "string", 
   "LegalHoldArn": "string", 
   "LegalHoldId": "string", 
   "RecoveryPointSelection": {  
      "DateRange": {  
         "FromDate": number, 
         "ToDate": number
      }, 
      "ResourceIdentifiers": [ "string" ], 
      "VaultNames": [ "string" ] 
   }, 
   "Status": "string", 
   "Title": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

CreationDate (p. 411)

リーガルホールドが作成された時刻を数値形式で示します。

型: タイムスタンプ
Description (p. 411)

これは、リーガルホールドの説明文として返される文字列です。

タイプ: 文字列
LegalHoldArn (p. 411)

これは、作成されたリーガルホールドの ARN (Amazon リソース番号) です。

タイプ: 文字列
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LegalHoldId (p. 411)

リカバリポイントでの指定されたリーガルホールドのリーガルホールド ID が返されました。

タイプ: 文字列
RecoveryPointSelection (p. 411)

これにより、リソースタイプやバックアップボルトなど、リソースセットを割り当てる基準が指定さ
れます。

型: RecoveryPointSelection (p. 707) オブジェクト
Status (p. 411)

これには、リーガルホールドの作成後に返されたリーガルホールドのステータスが表示されます。ス
テータスはACTIVE、、PENDINGCANCELEDCANCELING、またはのいずれでもかまいませんFAILED。

タイプ: 文字列

有効な値:  CREATING | ACTIVE | CANCELING | CANCELED
Title (p. 411)

これは、リーガルホールドを作成した後に返されるリーガルホールドの文字列タイトルです。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

たとえば、リクエストで許可されるアイテムの最大数などのリクエストの制限を超えました。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateReportPlan
サービス: AWS Backup

レポート計画を作成します。レポート計画は、レポートの内容とその場所に関する情報および AWS 
Backup の配信先を含むドキュメントです。

すでに存在するプランで CreateReportPlan を呼び出す場合は、AlreadyExistsException 例外を
受信します。

リクエストの構文

POST /audit/report-plans HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "IdempotencyToken": "string", 
   "ReportDeliveryChannel": {  
      "Formats": [ "string" ], 
      "S3BucketName": "string", 
      "S3KeyPrefix": "string" 
   }, 
   "ReportPlanDescription": "string", 
   "ReportPlanName": "string", 
   "ReportPlanTags": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "ReportSetting": {  
      "Accounts": [ "string" ], 
      "FrameworkArns": [ "string" ], 
      "NumberOfFrameworks": number, 
      "OrganizationUnits": [ "string" ], 
      "Regions": [ "string" ], 
      "ReportTemplate": "string" 
   }
}

URI リクエストパラメータ

リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

IdempotencyToken (p. 414)

別の CreateReportPlanInput への同じコール間を区別するために使用できる顧客が選択した文字
列。同じ冪等性トークンで成功したリクエストを再試行すると、アクションは実行されず、成功メッ
セージが表示されます。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
ReportDeliveryChannel (p. 414)

レポートを配信する場所および方法について。特に Amazon S3 バケット名、S3 key prefix、レポート
の形式に関する情報を含む構造。

型: ReportDeliveryChannel (p. 708) オブジェクト
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必須: はい
ReportPlanDescription (p. 414)

最大 1,024 文字までのレポートプランの任意の記述。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 1,024 です。

パターン: .*\S.*

必須: いいえ
ReportPlanName (p. 414)

レポートプランの一意の名前。名前は文字から始まる1～256文字で、文字 (a~z、A～Z)、数字 
(0~9)、およびアンダースコア (_)により構成されます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

必須: はい
ReportPlanTags (p. 414)

作成するレポート計画の整理に役立てるために割り当てることができるメタデータです。各タグは
キーバリューのペアです。

タイプ: 文字列間のマッピング

必須: いいえ
ReportSetting (p. 414)

レポートのレポートテンプレートを識別します。レポートは、レポートテンプレートを使用して構築
されます。レポートテンプレートは次のとおりです。

RESOURCE_COMPLIANCE_REPORT | CONTROL_COMPLIANCE_REPORT | BACKUP_JOB_REPORT | 
COPY_JOB_REPORT | RESTORE_JOB_REPORT

レポートテンプレートがRESOURCE_COMPLIANCE_REPORTまたはCONTROL_COMPLIANCE_REPORTの
場合、この API リソースでは、AWS リージョン およびフレームワークによる次のレポートカバレッ
ジについても説明します。

型: ReportSetting (p. 714) オブジェクト

必須: はい

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CreationTime": number, 
   "ReportPlanArn": "string", 
   "ReportPlanName": "string"
}
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レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

CreationTime (p. 415)

Unix 時刻形式および協定世界時 (UTC)でのバックアップボールトが作成された日
時。CreationTimeの値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 
26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ
ReportPlanArn (p. 415)

リソースを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。ARN の形式は、リソースタイプによっ
て異なります。

タイプ: 文字列
ReportPlanName (p. 415)

レポートプランの一意の名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

AlreadyExistsException

必要なリソースは既に存在します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

たとえば、リクエストで許可されるアイテムの最大数などのリクエストの制限を超えました。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

416



AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteBackupPlan
サービス: AWS Backup

バックアッププランを削除します。バックアッププランは、関連付けられた選択リソースがすべて削除さ
れた後に削除できます。バックアッププランを削除すると、バックアッププランの現在のバージョンが削
除されます。以前のバージョン (存在する場合) は引き続き存在します。

リクエストの構文

DELETE /backup/plans/backupPlanId HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupPlanId (p. 418)

バックアップ計画を一意に識別します。

必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlanArn": "string", 
   "BackupPlanId": "string", 
   "DeletionDate": number, 
   "VersionId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BackupPlanArn (p. 418)

たとえば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:plan:8F81F553-3A74-4A3F-B93D-
B3360DC80C50などのバックアップ計画を一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN) です。

タイプ: 文字列
BackupPlanId (p. 418)

バックアップ計画を一意に識別します。

タイプ: 文字列
DeletionDate (p. 418)

Unix 形式および協定世界時 (UTC)でバックアップ計画が削除される日時。DeletionDateの値はミリ
秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を
表します。
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型: タイムスタンプ
VersionId (p. 418)

一意のランダムに生成された UTF-8 エンコード Unicode 文字列 (最大 1,024 バイト長)。バージョン 
ID を編集することはできません。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

リクエストへの入力に何らかの問題が発生していることを示します。たとえば、パラメータのタイプ
が間違っています。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteBackupSelection
サービス: AWS Backup

SelectionId で指定されたバックアッププランに関連付けられているリソース選択を削除します。

リクエストの構文

DELETE /backup/plans/backupPlanId/selections/selectionId HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupPlanId (p. 420)

バックアップ計画を一意に識別します。

必須: はい
selectionId (p. 420)

バックアップ計画に一連のリソースを割り当てるためのリクエストの本文を一意に識別します。

必須: はい

リクエストボディ

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

レスポンス要素

アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
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ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteBackupVault
サービス: AWS Backup

名前で識別されるバックアップボールトを削除します。ボールトは、空である場合に限り、削除できま
す。

リクエストの構文

DELETE /backup-vaults/backupVaultName HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupVaultName (p. 422)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

必須: はい

リクエストボディ

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

レスポンス要素

アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

リクエストへの入力に何らかの問題が発生していることを示します。たとえば、パラメータのタイプ
が間違っています。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
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ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteBackupVaultAccessPolicy
サービス: AWS Backup

バックアップボールトの権限を管理するポリシードキュメントを削除します。

リクエストの構文

DELETE /backup-vaults/backupVaultName/access-policy HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupVaultName (p. 424)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。
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HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteBackupVaultLockConfiguration
サービス: AWS Backup

バックアップボールト名で指定されたバックアップボールトからAWS Backupボールトロックを削除しま
す。

ボールトロックの設定が不変の場合、API オペレーションを使用してボールトロックを削除することはで
きず、それを試みると InvalidRequestException を受信します。詳細については、「 AWS Backupデ
ベロッパーガイド の Vault Lock」を参照してください。

リクエストの構文

DELETE /backup-vaults/backupVaultName/vault-lock HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupVaultName (p. 426)

AWS Backupボールトロックを削除するバックアップボールトの名前。

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

リクエストへの入力に何らかの問題が発生していることを示します。たとえば、パラメータのタイプ
が間違っています。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-2018-11-15/DeleteBackupVaultLockConfiguration
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DeleteBackupVaultNotifications
サービス: AWS Backup

指定されたバックアップボールトのイベント通知を削除します。

リクエストの構文

DELETE /backup-vaults/backupVaultName/notification-configuration HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupVaultName (p. 428)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成す
るために使用されたアカウントと作成先の リージョンに一意の名前で識別されます。それらは、小文
字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。
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HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteFramework
サービス: AWS Backup

フレームワーク名で指定されたフレームワークを削除します。

リクエストの構文

DELETE /audit/frameworks/frameworkName HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

frameworkName (p. 430)

フレームワークの一意の名前。

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

必須: はい

リクエストボディ

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

レスポンス要素

アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

ConflictException

AWS Backup は前のアクションの実行が終了するまで、リクエストしたアクションを実行できませ
ん。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
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ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteRecoveryPoint
サービス: AWS Backup

リカバリポイント ID で指定されたリカバリポイントを削除します。

リカバリポイント ID が連続バックアップに属している場合、このエンドポイントを呼び出すと、既存の連
続バックアップが削除され、今後の継続バックアップが停止します。

IAM ロールの権限だけではこの API を呼び出すことができない場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ 
HTTP 200 応答を送信しますが、回復ポイントは削除されません。EXPIRED代わりに状態に入ります。

EXPIREDIAMiam:CreateServiceLinkedRole ロールにアクションが設定されると、この API を使
用してリカバリポイントを削除できます。このロールの追加について詳しくは、「手動削除のトラブル
シューティング」を参照してください。

ユーザーまたはロールを削除するか、ロール内の権限を削除すると、削除は成功せず、EXPIRED状態にな
ります。

リクエストの構文

DELETE /backup-vaults/backupVaultName/recovery-points/recoveryPointArn HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupVaultName (p. 432)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい
recoveryPointArn (p. 432)

arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-point:1EB3B5E7-9EB0-435A-
A80B-108B488B0D45などのリカバリポイントを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN) で
す。

必須: はい

リクエストボディ

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

レスポンス要素

アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。
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エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

リクエストへの入力に何らかの問題が発生していることを示します。たとえば、パラメータのタイプ
が間違っています。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidResourceStateException

AWS Backup は、このリカバリポイントに対してすでにアクションを実行しています。最初のアク
ションが終了するまで、リクエストしたアクションを実行できません。あとでもう一度試してみてく
ださい。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteReportPlan
サービス: AWS Backup

レポートプラン名で指定されたレポートプランを削除します。

リクエストの構文

DELETE /audit/report-plans/reportPlanName HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

reportPlanName (p. 434)

レポートプランの一意の名前。

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

必須: はい

リクエストボディ

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

レスポンス要素

アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

ConflictException

AWS Backup は前のアクションの実行が終了するまで、リクエストしたアクションを実行できませ
ん。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
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ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeBackupJob
サービス: AWS Backup

指定された BackupJobId のバックアップジョブの詳細を返します。

リクエストの構文

GET /backup-jobs/backupJobId HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupJobId (p. 436)

AWS Backup へのリクエストを一意に識別して、リソースをバックアップします。

必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "AccountId": "string", 
   "BackupJobId": "string", 
   "BackupOptions": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "BackupSizeInBytes": number, 
   "BackupType": "string", 
   "BackupVaultArn": "string", 
   "BackupVaultName": "string", 
   "BytesTransferred": number, 
   "ChildJobsInState": {  
      "string" : number 
   }, 
   "CompletionDate": number, 
   "CreatedBy": {  
      "BackupPlanArn": "string", 
      "BackupPlanId": "string", 
      "BackupPlanVersion": "string", 
      "BackupRuleId": "string" 
   }, 
   "CreationDate": number, 
   "ExpectedCompletionDate": number, 
   "IamRoleArn": "string", 
   "IsParent": boolean, 
   "NumberOfChildJobs": number, 
   "ParentJobId": "string", 
   "PercentDone": "string", 
   "RecoveryPointArn": "string", 
   "ResourceArn": "string", 
   "ResourceName": "string", 
   "ResourceType": "string", 
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   "StartBy": number, 
   "State": "string", 
   "StatusMessage": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

AccountId (p. 436)

バックアップジョブを所有するアカウント ID を返します。

型: 文字列

パターン: ^[0-9]{12}$
BackupJobId (p. 436)

AWS Backup へのリクエストを一意に識別して、リソースをバックアップします。

型: 文字列
BackupOptions (p. 436)

バックアッププランまたはオンデマンドバックアップジョブの一部として指定されたオプションを表
します。

型: 文字列から文字列へのマッピング

キーパターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

値パターン:^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$
BackupSizeInBytes (p. 436)

バックアップのサイズ (バイト単位)。

型: Long
BackupType (p. 436)

バックアップジョブに対して選択された実際のバックアップタイプを表します。たとえば、Windows 
ボリュームシャドウコピーサービス (VSS) バックアップが正常に実行された場合、BackupType は
"WindowsVSS" を返します。BackupTypeが空の場合、バックアップタイプは通常のバックアップで
した。

型: 文字列
BackupVaultArn (p. 436)

arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVaultなどのバックアップボール
トを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列
BackupVaultName (p. 436)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

型: 文字列
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パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$
BytesTransferred (p. 436)

ジョブステータスの照会時にバックアップボールトに転送されたバイト単位のサイズ。

型: Long
ChildJobsInState (p. 436)

これにより、含まれている子 (ネストされた) バックアップジョブの統計情報が返されます。

タイプ:文字列から文字列へのマップ

有効なキー:  CREATED | PENDING | RUNNING | ABORTING | ABORTED | COMPLETED | 
FAILED | EXPIRED | PARTIAL

CompletionDate (p. 436)

Unix 形式および協定世界時 (UTC)で、バックアップジョブを作成するジョブが完了した日
時。CompletionDateの値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 
月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

タイプ: Timestamp
CreatedBy (p. 436)

バックアップジョブの作成のために使用されるバックアッププラン
のBackupPlanArn、BackupPlanId、BackupPlanVersion、およびBackupRuleIdを含むバック
アップジョブの作成に関する識別情報が含まれます。

型: RecoveryPointCreator (p. 705) オブジェクト
CreationDate (p. 436)

Unix 時刻形式および協定世界時 (UTC)で、バックアップジョブが作成された日時。CreationDateの
値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前
12:11:30.087 を表します。

タイプ: Timestamp
ExpectedCompletionDate (p. 436)

Unix 形式および協定世界時 (UTC)で、リソースをバックアップするジョブが完了すると予想される
日時 。ExpectedCompletionDateの値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値
は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

タイプ: Timestamp
IamRoleArn (p. 436)

たとえば、arn:aws:iam::123456789012:role/S3Accessなどのターゲットリカバリポイントの
作成に使用する IAM ロール ARN を指定します。

型: 文字列
IsParent (p. 436)

これは、バックアップジョブが親 (複合) ジョブであることを示すブール値を返します。

型: ブール
NumberOfChildJobs (p. 436)

子の (ネストされた) バックアップジョブの数を返します。

型: Long
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ParentJobId (p. 436)

これにより、親 (複合) リソースのバックアップジョブ ID が返されます。

型: 文字列
PercentDone (p. 436)

ジョブのステータスが照会された時点でジョブが完了した推定パーセンテージが含まれます。

型: 文字列
RecoveryPointArn (p. 436)

たとえば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45などのリカバリポイントを一意に識別する 
ARN。

型: 文字列
ResourceArn (p. 436)

保存済みのリソースを一意に識別する ARN。ARN の形式は、リソースタイプによって異なります。

型: 文字列
ResourceName (p. 436)

これは、指定されたバックアップに属するリソースの一意ではない名前です。

型: 文字列
ResourceType (p. 436)

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームもしくは Amazon Relational Database Service 
(Amazon RDS) データベースなどの、バックアップされるAWSリソースタイプ。

型: 文字列

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$
StartBy (p. 436)

バックアップジョブがキャンセルされる前に開始する必要がある時刻を Unix 形式および協定世界時 
(UTC) で指定します。この値は、スケジュールされた時刻に開始ウィンドウを追加して計算されま
す。そのため、予定時刻が午後6時でスタートウィンドウが2時間であれば、StartBy時刻は指定され
た日付の午後 8:00 になります。StartByの値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 
の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

タイプ: Timestamp
State (p. 436)

リソースのリカバリポイントの現在の状態。

型: 文字列

有効な値:  CREATED | PENDING | RUNNING | ABORTING | ABORTED | COMPLETED | 
FAILED | EXPIRED | PARTIAL

StatusMessage (p. 436)

リソースをバックアップするジョブのステータスを説明する詳細なメッセージ。

型: 文字列
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エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

DependencyFailureException

依存関係 AWS サービスまたはリソースから AWS Backup サービスにエラーが返され、アクションを
完了できません。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeBackupVault
サービス: AWS Backup

名前で指定されたバックアップボールトに関するメタデータを返します。

リクエストの構文

GET /backup-vaults/backupVaultName HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupVaultName (p. 441)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

必須: はい

リクエストボディ

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupVaultArn": "string", 
   "BackupVaultName": "string", 
   "CreationDate": number, 
   "CreatorRequestId": "string", 
   "EncryptionKeyArn": "string", 
   "LockDate": number, 
   "Locked": boolean, 
   "MaxRetentionDays": number, 
   "MinRetentionDays": number, 
   "NumberOfRecoveryPoints": number
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BackupVaultArn (p. 441)

arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVaultなどのバックアップボール
トを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
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BackupVaultName (p. 441)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成す
るために使用されたアカウントと作成先の リージョンに一意の名前で識別されます。それらは、小文
字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

タイプ: 文字列
CreationDate (p. 441)

Unix 時刻形式および協定世界時 (UTC)で、バックアップボールトが作成された日
時。CreationDateの値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 
26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ
CreatorRequestId (p. 441)

オペレーションを 2 回実行するリスクなしに、失敗したリクエストを再試行でき、リクエストを識別
する一意の文字列。

タイプ: 文字列
EncryptionKeyArn (p. 441)

たとえば、arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab などのバックアップ
を保護するために使用されるサーバー側の暗号化キーです。

タイプ: 文字列
LockDate (p. 441)

AWS BackupVault Lock の設定の変更または削除ができない日時。

ロック日を指定せずにボールトロックをボールトに適用した場合は、いつでもボールトロックの設定
を変更したり、ボールトからボールトロックを完全に削除したりできます。

この値は、Unix 形式および協定世界時 (UTC)で、ミリ秒まで正確です。たとえば、1516925490.087 
の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ
Locked (p. 441)

AWS Backup ボールトロックは現在バックアップボルトを保護していかどうかを示すブーリア
ン。True はボールトロックによって、ボールトに格納されているリカバリポイントに対する削除ま
たは更新操作が失敗することを意味します。

型: ブール
MaxRetentionDays (p. 441)

-AWS Backupボールトがリカバリポイントを保持する最大保持期間を指定する Vault Lock 設定。この
パラメータを指定しない場合、Vault Lock はボールト内のリカバリポイントに最大保持期間を強制し
ません (無期限ストレージを許可)。

指定した場合、ボールトへのバックアップジョブもしくはコピージョブには、保存期間が最大保存期
間と同等もしくは以下のライフサイクル・ポリシーを持つ必要があります。ジョブの保持期間がそ
の最大保存期間よりも長い場合、ボールトはバックアップジョブもしくはコピージョブに失敗するた
め、ライフサイクル設定を変更するか、別のボールトを使用する必要があります。ボールトロックの
前にボールトにすでに格納されているリカバリポイントは影響を受けません。

型: Long
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MinRetentionDays (p. 441)

-AWS Backupボールトがリカバリポイントを保持する最小保存期間を指定するボールトロック設定。
このパラメータを指定しない場合、ボールトロックは最小保持期間を強制しません。

指定した場合、ボールトへのバックアップジョブまたはコピージョブには、最小保存期間以上の保存
期間を持つライフサイクルポリシーが必要です。ジョブの保持期間がその最小保存期間より短い場
合、ボールトはバックアップジョブまたはコピージョブに失敗するため、ライフサイクル設定を変更
するか、別のボールトを使用する必要があります。ボールトロックの前にボールトにすでに格納され
ているリカバリポイントは影響を受けません。

型: Long
NumberOfRecoveryPoints (p. 441)

バックアップボールトに保存されている復旧ポイントの数。

型: Long

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
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• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeCopyJob
サービス: AWS Backup

リソースのコピーの作成に関連するメタデータを返します。

リクエストの構文

GET /copy-jobs/copyJobId HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

copyJobId (p. 445)

コピージョブを一意に識別する。

必須: はい

リクエストボディ

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CopyJob": {  
      "AccountId": "string", 
      "BackupSizeInBytes": number, 
      "ChildJobsInState": {  
         "string" : number 
      }, 
      "CompletionDate": number, 
      "CompositeMemberIdentifier": "string", 
      "CopyJobId": "string", 
      "CreatedBy": {  
         "BackupPlanArn": "string", 
         "BackupPlanId": "string", 
         "BackupPlanVersion": "string", 
         "BackupRuleId": "string" 
      }, 
      "CreationDate": number, 
      "DestinationBackupVaultArn": "string", 
      "DestinationRecoveryPointArn": "string", 
      "IamRoleArn": "string", 
      "IsParent": boolean, 
      "NumberOfChildJobs": number, 
      "ParentJobId": "string", 
      "ResourceArn": "string", 
      "ResourceName": "string", 
      "ResourceType": "string", 
      "SourceBackupVaultArn": "string", 
      "SourceRecoveryPointArn": "string", 
      "State": "string", 
      "StatusMessage": "string" 
   }

445



AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup

}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

CopyJob (p. 445)

コピージョブに関する詳細情報が含まれています。

型: CopyJob (p. 687) オブジェクト

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeFramework
サービス: AWS Backup

指定された FrameworkName のフレームワークの詳細を返します。

リクエストの構文

GET /audit/frameworks/frameworkName HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

frameworkName (p. 447)

フレームワークの一意の名前。

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

必須: はい

リクエストボディ

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CreationTime": number, 
   "DeploymentStatus": "string", 
   "FrameworkArn": "string", 
   "FrameworkControls": [  
      {  
         "ControlInputParameters": [  
            {  
               "ParameterName": "string", 
               "ParameterValue": "string" 
            } 
         ], 
         "ControlName": "string", 
         "ControlScope": {  
            "ComplianceResourceIds": [ "string" ], 
            "ComplianceResourceTypes": [ "string" ], 
            "Tags": {  
               "string" : "string"  
            } 
         } 
      } 
   ], 
   "FrameworkDescription": "string", 
   "FrameworkName": "string", 
   "FrameworkStatus": "string", 
   "IdempotencyToken": "string"
}
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レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

CreationTime (p. 447)

フレームワークが作成された日時 (ISO 8601 形式)。CreationTime の値は、ミリ秒単位の精度で
す。たとえば、2020-07-10T 15:00:00。000-08:00 は、2020 年 7 月 10 日の午後 3 時、UTC から 8 時
間遅れていることを表します。

型: タイムスタンプ
DeploymentStatus (p. 447)

フレームワークのデプロイステータス。ステータスは次のとおりです。

CREATE_IN_PROGRESS | UPDATE_IN_PROGRESS | DELETE_IN_PROGRESS | COMPLETED | 
FAILED

タイプ: 文字列
FrameworkArn (p. 447)

リソースを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。ARN の形式は、リソースタイプによっ
て異なります。

タイプ: 文字列
FrameworkControls (p. 447)

フレームワークを構成するコントロールのリスト。リスト内の各コントロールには、名前、入力パラ
メータ、およびスコープがあります。

型: FrameworkControl (p. 694) オブジェクトの配列
FrameworkDescription (p. 447)

フレームワークの説明 (省略可能)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 1,024 です。

パターン: .*\S.*
FrameworkName (p. 447)

フレームワークの一意の名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*
FrameworkStatus (p. 447)

フレームワークは、1 つ以上のコントロールで構成されます。各コントロールは、バックアッププラ
ン、バックアップ選択、バックアップボルト、リカバリポイントなどのリソースを管理します。ま
た、各リソースの AWS Config 録音をオンまたはオフに切り替えることもできます。ステータスは次
のとおりです。
• ACTIVEフレームワークによって管理されるすべてのリソースで記録が有効になっている場合。
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• PARTIALLY_ACTIVEフレームワークによって管理されている少なくとも 1 つのリソースについて
記録がオフになっている場合。

• INACTIVEフレームワークによって管理されるすべてのリソースで記録がオフになっている場合。
• UNAVAILABLEAWS Backupが現時点で録音ステータスを検証できないとき。

タイプ: 文字列
IdempotencyToken (p. 447)

別の DescribeFrameworkOutput への同じコール間を区別するために使用できる顧客が選択した
文字列。同じ冪等性トークンで成功したリクエストを再試行すると、アクションは実行されず、成功
メッセージが表示されます。

型: 文字列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeGlobalSettings
サービス: AWS Backup

AWSアカウントがクロスアカウントバックアップにオプトインされるかどうかを記述します。アカウント
が組織のメンバーでない場合、エラーを返します。例: describe-global-settings --region us-
west-2

リクエストの構文

GET /global-settings HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "GlobalSettings": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "LastUpdateTime": number
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

GlobalSettings (p. 450)

フラグ isCrossAccountBackupEnabled のステータス。

タイプ: 文字列から文字列へのマッピング
LastUpdateTime (p. 450)

フラグ isCrossAccountBackupEnabled が最後に更新された日時。この更新プログラムは 
Unix 形式および協定世界時 (UTC) です。LastUpdateTimeの値はミリ秒単位の精度です。たとえ
ば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidRequestException

リクエストへの入力に何らかの問題が発生していることを示します。たとえば、パラメータのタイプ
が間違っています。
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HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeProtectedResource
サービス: AWS Backup

最後のバックアップ時、その Amazon リソースネーム (ARN) AWS 保存済みリソースのサービスタイプを
含む保存済みリソースに関する情報を返します。

リクエストの構文

GET /resources/resourceArn HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

resourceArn (p. 452)

リソースを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。ARN の形式は、リソースタイプによっ
て異なります。

必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "LastBackupTime": number, 
   "ResourceArn": "string", 
   "ResourceName": "string", 
   "ResourceType": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

LastBackupTime (p. 452)

Unix 形式および協定世界時 (UTC)でリソースが最後にバックアップされた日
時)。LastBackupTimeの値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 
1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

タイプ: Timestamp
ResourceArn (p. 452)

リソースを一意に識別する ARN。ARN の形式は、リソースタイプによって異なります。

型: 文字列
ResourceName (p. 452)

これは、指定されたバックアップに属するリソースの一意ではない名前です。
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型: 文字列
ResourceType (p. 452)

AWS Amazon EBS ボリュームもしくは Amazon RDS データベースなど、リカバリポイントとして保
存されたリソースのタイプ。

型: 文字列

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeRecoveryPoint
サービス: AWS Backup

ID、ステータス、暗号化およびライフサイクルなど、リカバリポイントに関連付けられたメタデータを返
します。

リクエストの構文

GET /backup-vaults/backupVaultName/recovery-points/recoveryPointArn HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupVaultName (p. 454)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい
recoveryPointArn (p. 454)

arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-point:1EB3B5E7-9EB0-435A-
A80B-108B488B0D45などのリカバリポイントを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN) で
す。

必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupSizeInBytes": number, 
   "BackupVaultArn": "string", 
   "BackupVaultName": "string", 
   "CalculatedLifecycle": {  
      "DeleteAt": number, 
      "MoveToColdStorageAt": number
   }, 
   "CompletionDate": number, 
   "CompositeMemberIdentifier": "string", 
   "CreatedBy": {  
      "BackupPlanArn": "string", 
      "BackupPlanId": "string", 
      "BackupPlanVersion": "string", 
      "BackupRuleId": "string" 
   }, 
   "CreationDate": number, 
   "EncryptionKeyArn": "string", 
   "IamRoleArn": "string", 

454



AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup

   "IsEncrypted": boolean, 
   "IsParent": boolean, 
   "LastRestoreTime": number, 
   "Lifecycle": {  
      "DeleteAfterDays": number, 
      "MoveToColdStorageAfterDays": number
   }, 
   "ParentRecoveryPointArn": "string", 
   "RecoveryPointArn": "string", 
   "ResourceArn": "string", 
   "ResourceName": "string", 
   "ResourceType": "string", 
   "SourceBackupVaultArn": "string", 
   "Status": "string", 
   "StatusMessage": "string", 
   "StorageClass": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BackupSizeInBytes (p. 454)

バックアップのサイズ (バイト単位)。

型: Long
BackupVaultArn (p. 454)

バックアップボールトを一意に識別するARN、たとえば、arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:vault:aBackupVault です。

型: 文字列
BackupVaultName (p. 454)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成す
るために使用されたアカウントと作成先の リージョンに一意の名前で識別されます。それらは、小文
字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

型: 文字列

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$
CalculatedLifecycle (p. 454)

DeleteAt および MoveToColdStorageAt タイムスタンプを含む CalculatedLifecycle オブ
ジェクト。

型: CalculatedLifecycle (p. 680) オブジェクト
CompletionDate (p. 454)

Unix 形式および協定世界時 (UTC)で、リカバリポイントを作成するジョブが完了した日
時。CompletionDateの値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 
月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

タイプ: Timestamp
CompositeMemberIdentifier (p. 454)

これは、複合 (親) スタックに属する入れ子になった (子) 回復ポイントなど、複合グループ内のリソー
スの識別子です。ID はスタック内の論理 ID から転送されます。
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型: 文字列
CreatedBy (p. 454)

作成に使用したバックアッププランの BackupPlanArn、BackupPlanId、BackupPlanVersion、
および BackupRuleId を含むリカバリポイントの作成に関する識別情報を含んでいます。

型: RecoveryPointCreator (p. 705) オブジェクト
CreationDate (p. 454)

Unix 時刻形式および協定世界時 (UTC)で、リカバリポイントが作成された日時。CreationDateの
値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前
12:11:30.087 を表します。

タイプ: Timestamp
EncryptionKeyArn (p. 454)

arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
などの、バックアップを保護するために使用されるサーバー側の暗号化キー。

型: 文字列
IamRoleArn (p. 454)

たとえば、arn:aws:iam::123456789012:role/S3Accessなどのターゲットリカバリポイントの
作成に使用する IAM ロール ARN を指定します。

型: 文字列
IsEncrypted (p. 454)

TRUE 指定したリカバリポイントが暗号化されている場合、または FALSE リカバリポイントが暗号化
されていない場合かどうか返すブール値。

型: ブール
IsParent (p. 454)

これにより、リカバリポイントが親 (複合) ジョブであることを示すブール値が返されます。

型: ブール
LastRestoreTime (p. 454)

Unix 形式および協定世界時 (UTC)で、リカバリポイントが最後に復元された日
時。LastRestoreTimeの値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 
1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

タイプ: Timestamp
Lifecycle (p. 454)

ライフサイクルは保護されたリソースがいつコールドストレージに移行するか、およびいつ期限切れ
になるかを定義します。AWS Backup はお客様が定義するライフサイクルに従って自動的にバック
アップを移行し、期限切れにします。

コールドストレージに移行されたバックアップは、そこに最低 90 日保存される必要があります。し
たがって、「コールドへの移行 (日数)」設定は、「コールドへの移行 (日数)」設定よりも 90 日長くす
る必要があります。バックアップがコールドに移行された後で、「コールドへの移行 (日数)」設定を
変更することはできません。

コールドストレージに移行できるリソースタイプは、「リソース別の利用可能状況」表の「コールド
ストレージへのライフサイクル」セクションに記載されています。 AWS Backup他のリソースタイプ
ではこの式を無視します。
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型: Lifecycle (p. 697) オブジェクト
ParentRecoveryPointArn (p. 454)

これは、親 (複合) リカバリポイントを一意に識別する ARN です (例:)arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:recovery-point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45。

型: 文字列
RecoveryPointArn (p. 454)

たとえば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45などのリカバリポイントを一意に識別する 
ARN。

型: 文字列
ResourceArn (p. 454)

保存済みのリソースを一意に識別する ARN。ARN の形式は、リソースタイプによって異なります。

型: 文字列
ResourceName (p. 454)

これは、指定されたバックアップに属するリソースの一意ではない名前です。

型: 文字列
ResourceType (p. 454)

たとえば、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームや Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) データベースなどのリカバリポイントとして保存する AWS リソースのタイ
プ。

型: 文字列

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$
SourceBackupVaultArn (p. 454)

たとえば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:BackupVault などのリソース
が最初にバックアップされたソースボールトを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。リカ
バリが同じ AWS アカウントまたはリージョンに復元された場合、この値はnull になります。

型: 文字列
Status (p. 454)

リカバリポイントの状態を指定するステータスコード。

PARTIAL ステータスはバックアップウィンドウを閉じる前に AWS Backup がリカバリポイントを作
成できなかったことを示します。API を使用してバックアップ計画期間を増やすには、を参照してく
ださいUpdateBackupPlan。コンソールを使用して、バックアッププランを選択、編集して、バック
アッププランのウィンドウを増やすこともできます。

EXPIRED ステータスは、リカバリポイントがその保持期間を超えているが、AWS Backup は許可がな
いか、削除できないことを示します。これらのリカバリポイントを手動で削除するには、開始方法の
セクションのリソースをクリーンアップするのステップ 3: 復旧ポイントの削除を参照してください。

STOPPEDステータスは、ユーザーが何らかのアクションを実行したために継続的バックアップが無効
になった継続的バックアップで表示されます。これは、権限の削除、バージョニングの無効化、送信
先のイベントの無効化 EventBridge、 EventBridge またはによって設定されているルールの無効化が
原因である可能性がありますAWS Backup。
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STOPPEDステータスを解決するには、リクエストされたすべての権限が適用され、S3 バケットで
バージョニングが有効になっていることを確認してください。これらの条件が満たされると、バッ
クアップルールの次のインスタンスが実行されると、新しい連続リカバリポイントが作成されま
す。STOPPED ステータスのリカバリポイントは削除する必要はありません。

型: 文字列

有効な値:  COMPLETED | PARTIAL | DELETING | EXPIRED
StatusMessage (p. 454)

リカバリポイントの削除に失敗した理由を説明するステータスメッセージ。

型: 文字列
StorageClass (p. 454)

リカバリポイントのストレージクラスを指定します。有効な値は WARM または COLD です。

型: 文字列

有効な値:  WARM | COLD | DELETED

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
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• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeRegionSettings
サービス: AWS Backup

リージョンの現在のサービスオプトイン設定を返します。サービスでサービスオプトインが有効になって
いる場合、AWS Backupは、リソースがオンデマンドバックアップもしくはスケジュールバックアッププ
ランに含まれている場合に、このリージョン内のサービスのリソースを保護しようとします。それ以外の
場合は、AWS Backupは、このリージョンのそのサービスのリソースを保護しようとしません。

リクエストの構文

GET /account-settings HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "ResourceTypeManagementPreference": {  
      "string" : boolean 
   }, 
   "ResourceTypeOptInPreference": {  
      "string" : boolean 
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ResourceTypeManagementPreference (p. 460)

AWS Backup リソースタイプのバックアップを完全に管理するかどうかを返します。

完全 AWS Backup 管理の利点については、「完全AWS Backup管理」を参照してください。

リソースタイプのリスト、および各々が完全AWS Backup管理をサポートしているかどうかについて
は、「リソース別の機能利用性表」を参照してください。

の場合"DynamoDB":false、の高度なDynamoDB バックアップ機能AWS Backupを有効化すること
により完全な DynamoDBAWS Backup バックアップの管理を有効化できます。

タイプ:ブールマップへの文字列。

キーパターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$
ResourceTypeOptInPreference (p. 460)

リージョンのオプトイン設定とともに、すべてのサービスのリストを返します。
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タイプ:ブールマップへの文字列。

キーパターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeReportJob
サービス: AWS Backup

ReportJobId により指定されたレポートの作成に関連する詳細を返します。

リクエストの構文

GET /audit/report-jobs/reportJobId HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

reportJobId (p. 462)

レポートジョブの識別子。一意のランダムに生成された UTF-8 エンコード Unicode 文字列 (最大 
1,024 バイト長)。レポートジョブ ID を編集することはできません。

必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "ReportJob": {  
      "CompletionTime": number, 
      "CreationTime": number, 
      "ReportDestination": {  
         "S3BucketName": "string", 
         "S3Keys": [ "string" ] 
      }, 
      "ReportJobId": "string", 
      "ReportPlanArn": "string", 
      "ReportTemplate": "string", 
      "Status": "string", 
      "StatusMessage": "string" 
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ReportJob (p. 462)

レポートジョブの完了と作成時刻、レポートの送信先、一意のレポートジョブ ID、Amazon リソース
ネーム (ARN)、レポートテンプレート、ステータス、ステータスメッセージなど、レポートジョブに
関する情報のリスト。

型: ReportJob (p. 710) オブジェクト
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エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeReportPlan
サービス: AWS Backup

AWS アカウント および AWS リージョン のすべてのレポートプランのリストを返します。

リクエストの構文

GET /audit/report-plans/reportPlanName HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

reportPlanName (p. 464)

レポートプランの一意の名前。

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "ReportPlan": {  
      "CreationTime": number, 
      "DeploymentStatus": "string", 
      "LastAttemptedExecutionTime": number, 
      "LastSuccessfulExecutionTime": number, 
      "ReportDeliveryChannel": {  
         "Formats": [ "string" ], 
         "S3BucketName": "string", 
         "S3KeyPrefix": "string" 
      }, 
      "ReportPlanArn": "string", 
      "ReportPlanDescription": "string", 
      "ReportPlanName": "string", 
      "ReportSetting": {  
         "Accounts": [ "string" ], 
         "FrameworkArns": [ "string" ], 
         "NumberOfFrameworks": number, 
         "OrganizationUnits": [ "string" ], 
         "Regions": [ "string" ], 
         "ReportTemplate": "string" 
      } 
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
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サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ReportPlan (p. 464)

名前で指定されたレポートプランの詳細を返します。これらの詳細には、レポートプランの Amazon 
リソースネーム (ARN)、説明、設定、配信チャネル、デプロイステータス、作成時間、最後に試行さ
れた実行時間と成功した実行時間が含まれます。

型: ReportPlan (p. 712) オブジェクト

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeRestoreJob
サービス: AWS Backup

ジョブ ID で指定された復元ジョブに関連付けられたメタデータを返します。

リクエストの構文

GET /restore-jobs/restoreJobId HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

restoreJobId (p. 466)

リカバリポイントを復元するジョブを一意に識別します。

必須: はい

リクエストボディ

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "AccountId": "string", 
   "BackupSizeInBytes": number, 
   "CompletionDate": number, 
   "CreatedResourceArn": "string", 
   "CreationDate": number, 
   "ExpectedCompletionTimeMinutes": number, 
   "IamRoleArn": "string", 
   "PercentDone": "string", 
   "RecoveryPointArn": "string", 
   "ResourceType": "string", 
   "RestoreJobId": "string", 
   "Status": "string", 
   "StatusMessage": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

AccountId (p. 466)

復元ジョブを所有するアカウント ID を返します。

タイプ: 文字列

パターン: ^[0-9]{12}$
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BackupSizeInBytes (p. 466)

復元されたリソースのサイズ (バイト単位)。

型: Long
CompletionDate (p. 466)

リカバリポイントの復元ジョブが完了した日時 (Unix 形式および協定世界時 
(UTC))。CompletionDateの値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 
年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ
CreatedResourceArn (p. 466)

リカバリポイントが復元されるリソースを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。ARN の
形式は、バックアップされたリソースのリソースタイプによって異なります。

タイプ: 文字列
CreationDate (p. 466)

復元ジョブが作成された日時 (Unix 時刻形式および協定世界時 (UTC))。CreationDateの値はミリ秒
単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表
します。

型: タイムスタンプ
ExpectedCompletionTimeMinutes (p. 466)

リカバリポイントをリストアするジョブに要する時間（分単位）。

型: Long
IamRoleArn (p. 466)

たとえば、arn:aws:iam::123456789012:role/S3Accessなどのターゲットリカバリポイントの
作成に使用する IAM ロール ARN を指定します。

タイプ: 文字列
PercentDone (p. 466)

ジョブのステータスが照会された時点でジョブが完了した推定パーセンテージが含まれます。

タイプ: 文字列
RecoveryPointArn (p. 466)

たとえば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45などのリカバリポイントを一意に識別する 
ARN。

タイプ: 文字列
ResourceType (p. 466)

リソースタイプ別にリストされた復元ジョブに関連付けられたメタデータを返します。

タイプ: 文字列

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$
RestoreJobId (p. 466)

リカバリポイントを復元するジョブを一意に識別します。
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タイプ: 文字列
Status (p. 466)

リカバリポイントを復元する AWS Backup によって開始されるジョブの状態を指定するステータス
コード。

タイプ: 文字列

有効な値:  PENDING | RUNNING | COMPLETED | ABORTED | FAILED
StatusMessage (p. 466)

リカバリポイントを復元するジョブのステータスを示すメッセージ。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

DependencyFailureException

依存関係 AWS サービスまたはリソースから AWS Backup サービスにエラーが返され、アクションを
完了できません。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
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• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DisassociateRecoveryPoint
サービス: AWS Backup

AWS Backup から指定した連続バックアップリカバリポイントをから削除し、Amazon RDS などのソース
サービスへの継続的なバックアップの制御を解放します。ソースサービスは、元のバックアッププランで
指定したライフサイクルを使用して、継続的なバックアップを作成および保持します。

スナップショットバックアップリカバリポイントはサポートされていません。

リクエストの構文

POST /backup-vaults/backupVaultName/recovery-points/recoveryPointArn/disassociate HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupVaultName (p. 470)

AWS Backup ボールトの一意の名前。

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい
recoveryPointArn (p. 470)

AWS Backup リカバリポイントを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。

必須: はい

リクエストボディ

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

レスポンス要素

アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

リクエストへの入力に何らかの問題が発生していることを示します。たとえば、パラメータのタイプ
が間違っています。
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HTTP ステータスコード: 400
InvalidResourceStateException

AWS Backup は、このリカバリポイントに対してすでにアクションを実行しています。最初のアク
ションが終了するまで、リクエストしたアクションを実行できません。あとでもう一度試してみてく
ださい。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DisassociateRecoveryPointFromParent
サービス: AWS Backup

特定の子（ネストされた）リカバリポイントに対してこのアクションを実行すると、指定されたリカバリ
ポイントとその親（複合）リカバリポイントとの関係が削除されます。

リクエストの構文

DELETE /backup-vaults/backupVaultName/recovery-points/recoveryPointArn/parentAssociation 
 HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupVaultName (p. 472)

これは、子 (ネストされた) リカバリポイントが格納されている論理コンテナの名前です。バックアッ
プボールトは、これらのボールトを作成するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョ
ンに一意の名前で識別されます。それらは、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されま
す。

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい
recoveryPointArn (p. 472)

これは Amazon リソースネーム (ARN) です。これは Amazon リソースネーム (ARN) です。
たとえば、と指定します。arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45.

必須: はい

リクエストボディ

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 204

レスポンス要素

アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
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InvalidRequestException

リクエストへの入力に何らかの問題が発生していることを示します。たとえば、パラメータのタイプ
が間違っています。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ExportBackupPlanTemplate
サービス: AWS Backup

プラン ID で指定されたバックアッププランをバックアップテンプレートとして返します。

リクエストの構文

GET /backup/plans/backupPlanId/toTemplate/ HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupPlanId (p. 474)

バックアップ計画を一意に識別します。

必須: はい

リクエストボディ

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlanTemplateJson": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BackupPlanTemplateJson (p. 474)

JSON 形式のバックアッププランテンプレートの本文。

Note

これは署名付き JSON ドキュメントで、GetBackupPlanFromJSON. に渡される前に変更す
ることはできません。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。
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HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetBackupPlan
サービス: AWS Backup

指定された BackupPlanId の BackupPlan 詳細情報を返します。詳細は、計画メタデータに加え
て、JSON 形式のバックアッププランの本文です。

リクエストの構文

GET /backup/plans/backupPlanId/?versionId=VersionId HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupPlanId (p. 476)

バックアップ計画を一意に識別します。

必須: はい
VersionId (p. 476)

一意のランダムに生成された UTF-8 エンコード Unicode 文字列 (最大 1,024 バイト長)。バージョン 
ID を編集することはできません。

リクエスト本文

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "AdvancedBackupSettings": [  
      {  
         "BackupOptions": {  
            "string" : "string"  
         }, 
         "ResourceType": "string" 
      } 
   ], 
   "BackupPlan": {  
      "AdvancedBackupSettings": [  
         {  
            "BackupOptions": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "ResourceType": "string" 
         } 
      ], 
      "BackupPlanName": "string", 
      "Rules": [  
         {  
            "CompletionWindowMinutes": number, 
            "CopyActions": [  
               {  
                  "DestinationBackupVaultArn": "string", 
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                  "Lifecycle": {  
                     "DeleteAfterDays": number, 
                     "MoveToColdStorageAfterDays": number
                  } 
               } 
            ], 
            "EnableContinuousBackup": boolean, 
            "Lifecycle": {  
               "DeleteAfterDays": number, 
               "MoveToColdStorageAfterDays": number
            }, 
            "RecoveryPointTags": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "RuleId": "string", 
            "RuleName": "string", 
            "ScheduleExpression": "string", 
            "StartWindowMinutes": number, 
            "TargetBackupVaultName": "string" 
         } 
      ] 
   }, 
   "BackupPlanArn": "string", 
   "BackupPlanId": "string", 
   "CreationDate": number, 
   "CreatorRequestId": "string", 
   "DeletionDate": number, 
   "LastExecutionDate": number, 
   "VersionId": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

AdvancedBackupSettings (p. 476)

各リソースタイプごとに BackupOptions のリストが含まれます。このリストには、バックアッププ
ランに詳細オプションが設定されている場合にのみ入力されます。

型: AdvancedBackupSetting (p. 658) オブジェクトの配列
BackupPlan (p. 476)

バックアッププランの本文を指定します。1 つの BackupPlanName と1 つ以上の Rules のセットを
含む。

型: BackupPlan (p. 663) オブジェクト
BackupPlanArn (p. 476)

たとえば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:plan:8F81F553-3A74-4A3F-B93D-
B3360DC80C50などのバックアップ計画を一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN) です。

タイプ: 文字列
BackupPlanId (p. 476)

バックアップ計画を一意に識別します。

タイプ: 文字列
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CreationDate (p. 476)

バックアッププランが作成された日時 (Unix 時刻形式および協定世界時 (UTC))。CreationDateの
値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前
12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ
CreatorRequestId (p. 476)

オペレーションを 2 回実行するリスクなしに、失敗したリクエストを再試行でき、リクエストを識別
する一意の文字列。

タイプ: 文字列
DeletionDate (p. 476)

バックアップ計画が削除される日時 (Unix 形式および協定世界時 (UTC))。DeletionDateの値はミリ
秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を
表します。

型: タイムスタンプ
LastExecutionDate (p. 476)

このバックアッププランでリソースをバックアップするジョブが最後に実行された時刻。Unix 形式
および協定世界時 (UTC) での日時。LastExecutionDateの値はミリ秒単位の精度です。たとえ
ば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ
VersionId (p. 476)

一意のランダムに生成された UTF-8 エンコード Unicode 文字列 (最大 1,024 バイト長)。バージョン 
ID を編集することはできません。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
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以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetBackupPlanFromJSON
サービス: AWS Backup

バックアッププランまたはエラーを指定する有効な JSON ドキュメントを返します。

リクエストの構文

POST /backup/template/json/toPlan HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlanTemplateJson": "string"
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

BackupPlanTemplateJson (p. 480)

お客様から提供されたJSON 形式のバックアップ計画ドキュメント。

タイプ: 文字列

必須: はい

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlan": {  
      "AdvancedBackupSettings": [  
         {  
            "BackupOptions": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "ResourceType": "string" 
         } 
      ], 
      "BackupPlanName": "string", 
      "Rules": [  
         {  
            "CompletionWindowMinutes": number, 
            "CopyActions": [  
               {  
                  "DestinationBackupVaultArn": "string", 
                  "Lifecycle": {  
                     "DeleteAfterDays": number, 
                     "MoveToColdStorageAfterDays": number
                  } 
               } 
            ], 
            "EnableContinuousBackup": boolean, 
            "Lifecycle": {  
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               "DeleteAfterDays": number, 
               "MoveToColdStorageAfterDays": number
            }, 
            "RecoveryPointTags": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "RuleId": "string", 
            "RuleName": "string", 
            "ScheduleExpression": "string", 
            "StartWindowMinutes": number, 
            "TargetBackupVaultName": "string" 
         } 
      ] 
   }
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BackupPlan (p. 480)

バックアッププランの本文を指定します。1 つの BackupPlanName と1 つ以上の Rules のセットを
含む。

型: BackupPlan (p. 663) オブジェクト

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

リクエストへの入力に何らかの問題が発生していることを示します。たとえば、パラメータのタイプ
が間違っています。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

たとえば、リクエストで許可されるアイテムの最大数などのリクエストの制限を超えました。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
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以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetBackupPlanFromTemplate
サービス: AWS Backup

バックアッププランとして templateId で指定したテンプレートを返します。

リクエストの構文

GET /backup/template/plans/templateId/toPlan HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

templateId (p. 483)

保存されているバックアッププランテンプレートを一意に識別します。

必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlanDocument": {  
      "AdvancedBackupSettings": [  
         {  
            "BackupOptions": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "ResourceType": "string" 
         } 
      ], 
      "BackupPlanName": "string", 
      "Rules": [  
         {  
            "CompletionWindowMinutes": number, 
            "CopyActions": [  
               {  
                  "DestinationBackupVaultArn": "string", 
                  "Lifecycle": {  
                     "DeleteAfterDays": number, 
                     "MoveToColdStorageAfterDays": number
                  } 
               } 
            ], 
            "EnableContinuousBackup": boolean, 
            "Lifecycle": {  
               "DeleteAfterDays": number, 
               "MoveToColdStorageAfterDays": number
            }, 
            "RecoveryPointTags": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "RuleId": "string", 
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            "RuleName": "string", 
            "ScheduleExpression": "string", 
            "StartWindowMinutes": number, 
            "TargetBackupVaultName": "string" 
         } 
      ] 
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BackupPlanDocument (p. 483)

プランの名前、ルール、バックアップボールトなど、ターゲットテンプレートに基づくバックアップ
プランの本文を返します。

型: BackupPlan (p. 663) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
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• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetBackupSelection
サービス: AWS Backup

選択メタデータと、バックアッププランに関連付けられているリソースのリストを指定する JSON 形式の
ドキュメントを返します。

リクエストの構文

GET /backup/plans/backupPlanId/selections/selectionId HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupPlanId (p. 486)

バックアップ計画を一意に識別します。

必須: はい
selectionId (p. 486)

バックアップ計画に一連のリソースを割り当てるためのリクエストの本文を一意に識別します。

必須: はい

リクエストボディ

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlanId": "string", 
   "BackupSelection": {  
      "Conditions": {  
         "StringEquals": [  
            {  
               "ConditionKey": "string", 
               "ConditionValue": "string" 
            } 
         ], 
         "StringLike": [  
            {  
               "ConditionKey": "string", 
               "ConditionValue": "string" 
            } 
         ], 
         "StringNotEquals": [  
            {  
               "ConditionKey": "string", 
               "ConditionValue": "string" 
            } 
         ], 
         "StringNotLike": [  
            {  
               "ConditionKey": "string", 
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               "ConditionValue": "string" 
            } 
         ] 
      }, 
      "IamRoleArn": "string", 
      "ListOfTags": [  
         {  
            "ConditionKey": "string", 
            "ConditionType": "string", 
            "ConditionValue": "string" 
         } 
      ], 
      "NotResources": [ "string" ], 
      "Resources": [ "string" ], 
      "SelectionName": "string" 
   }, 
   "CreationDate": number, 
   "CreatorRequestId": "string", 
   "SelectionId": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BackupPlanId (p. 486)

バックアップ計画を一意に識別します。

タイプ: 文字列
BackupSelection (p. 486)

一連のリソースをバックアップ計画に割り当てるリクエストの本文を指定します。

型: BackupSelection (p. 673) オブジェクト
CreationDate (p. 486)

バックアップ選択が作成された日時 (Unix 形式および協定世界時 (UTC))。CreationDateの値はミリ
秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を
表します。

型: タイムスタンプ
CreatorRequestId (p. 486)

オペレーションを 2 回実行するリスクなしに、失敗したリクエストを再試行でき、リクエストを識別
する一意の文字列。

タイプ: 文字列
SelectionId (p. 486)

バックアップ計画に一連のリソースを割り当てるためのリクエストの本文を一意に識別します。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。
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InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetBackupVaultAccessPolicy
サービス: AWS Backup

指定されたバックアップボールトに関連付けられているアクセスポリシードキュメントを返します。

リクエストの構文

GET /backup-vaults/backupVaultName/access-policy HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupVaultName (p. 489)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupVaultArn": "string", 
   "BackupVaultName": "string", 
   "Policy": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BackupVaultArn (p. 489)

arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVaultなどのバックアップボール
トを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
BackupVaultName (p. 489)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成す
るために使用されたアカウントと作成先の リージョンに一意の名前で識別されます。それらは、小文
字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

タイプ: 文字列

489



AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$
Policy (p. 489)

JSON 形式のバックアップボールトのアクセスポリシードキュメントです。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetBackupVaultNotifications
サービス: AWS Backup

指定されたバックアップボールトのイベント通知を返します。

リクエストの構文

GET /backup-vaults/backupVaultName/notification-configuration HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupVaultName (p. 491)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい

リクエストボディ

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupVaultArn": "string", 
   "BackupVaultEvents": [ "string" ], 
   "BackupVaultName": "string", 
   "SNSTopicArn": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BackupVaultArn (p. 491)

arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVaultなどのバックアップボール
トを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
BackupVaultEvents (p. 491)

リソースをバックアップボールトにバックアップするジョブのステータスを示すイベントの配列。

型: 文字列の配列
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有効な値:  BACKUP_JOB_STARTED | BACKUP_JOB_COMPLETED | BACKUP_JOB_SUCCESSFUL 
| BACKUP_JOB_FAILED | BACKUP_JOB_EXPIRED | RESTORE_JOB_STARTED | 
RESTORE_JOB_COMPLETED | RESTORE_JOB_SUCCESSFUL | RESTORE_JOB_FAILED 
| COPY_JOB_STARTED | COPY_JOB_SUCCESSFUL | COPY_JOB_FAILED | 
RECOVERY_POINT_MODIFIED | BACKUP_PLAN_CREATED | BACKUP_PLAN_MODIFIED | 
S3_BACKUP_OBJECT_FAILED | S3_RESTORE_OBJECT_FAILED

BackupVaultName (p. 491)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成す
るために使用されたアカウントと作成先の リージョンに一意の名前で識別されます。それらは、小文
字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

タイプ: 文字列

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$
SNSTopicArn (p. 491)

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックを一意に識別する ARN (例:
arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:MyTopic)。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
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• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetLegalHold
サービス: AWS Backup

このアクションは、指定されたリーガルホールドの詳細を返します。詳細は、メタデータに加え
て、JSON 形式のリーガルホールドの本文です。

リクエストの構文

GET /legal-holds/legalHoldId/ HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

legalHoldId (p. 494)

これは使用に必要な IDGetLegalHold です。このユニークIDは特定のリーガルホールドに関連付け
られています。

必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CancelDescription": "string", 
   "CancellationDate": number, 
   "CreationDate": number, 
   "Description": "string", 
   "LegalHoldArn": "string", 
   "LegalHoldId": "string", 
   "RecoveryPointSelection": {  
      "DateRange": {  
         "FromDate": number, 
         "ToDate": number
      }, 
      "ResourceIdentifiers": [ "string" ], 
      "VaultNames": [ "string" ] 
   }, 
   "RetainRecordUntil": number, 
   "Status": "string", 
   "Title": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

CancelDescription (p. 494)

リーガルホールドを解除する理由を説明する文字列。
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タイプ: 文字列
CancellationDate (p. 494)

リーガルホールドが取り消された日時。

型: タイムスタンプ
CreationDate (p. 494)

リーガルホールドが作成された時刻を数値形式で示します。

型: タイムスタンプ
Description (p. 494)

返されるリーガルホールドの説明文です。

タイプ: 文字列
LegalHoldArn (p. 494)

これは、指定されたリーガルホールドに対して返されたフレームワーク ARN です。Amazon リソー
スネーム (ARN) はリソースを一意に識別します。ARN の形式は、リソースタイプによって異なりま
す。

タイプ: 文字列
LegalHoldId (p. 494)

これは、指定されたリーガルホールドに関連して返される ID です。

タイプ: 文字列
RecoveryPointSelection (p. 494)

これにより、リソースタイプやバックアップボルトなど、リソースセットを割り当てる基準が指定さ
れます。

型: RecoveryPointSelection (p. 707) オブジェクト
RetainRecordUntil (p. 494)

これは、リーガルホールドレコードが保持される日付と時刻です。

型: タイムスタンプ
Status (p. 494)

これがリーガルホールドのステータスです。ステータスには、ACTIVE、CREATINGCANCELED、など
がありますCANCELING。

タイプ: 文字列

有効な値:  CREATING | ACTIVE | CANCELING | CANCELED
Title (p. 494)

これはリーガルホールドの文字列タイトルです。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。
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InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetRecoveryPointRestoreMetadata
サービス: AWS Backup

バックアップの作成に使用されたメタデータのキーと値のペアのセットを返します。

リクエストの構文

GET /backup-vaults/backupVaultName/recovery-points/recoveryPointArn/restore-metadata 
 HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupVaultName (p. 497)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい
recoveryPointArn (p. 497)

arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-point:1EB3B5E7-9EB0-435A-
A80B-108B488B0D45などのリカバリポイントを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN) で
す。

必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupVaultArn": "string", 
   "RecoveryPointArn": "string", 
   "RestoreMetadata": {  
      "string" : "string"  
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BackupVaultArn (p. 497)

arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVault などのバックアップボー
ルトを一意に識別する ARN。
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タイプ: 文字列
RecoveryPointArn (p. 497)

たとえば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45などのリカバリポイントを一意に識別する 
ARN。

タイプ: 文字列
RestoreMetadata (p. 497)

バックアップされたリソースの元の構成を記述するメタデータのキーと値のペアのセット。これらの
値は、復元されるサービスによって異なります。

タイプ: 文字列から文字列へのマッピング

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetSupportedResourceTypes
サービス: AWS Backup

AWS Backup でサポートされる AWS リソースタイプを返します。

リクエストの構文

GET /supported-resource-types HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "ResourceTypes": [ "string" ]
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ResourceTypes (p. 500)

サポートされている AWS リソースタイプによる文字列を含む:
• AuroraAmazon Aurora の場合
• DynamoDBAmazon DynamoDB の場合
• Amazon Elastic Block Store 用の EBS
• Amazon Elastic Compute Cloud 用の EC2
• Amazon Elastic File System 用の EFS
• Amazon FSx 用 FSX
• Amazon Relational Database Service 用 RDS
• Storage Gateway 用 Storage Gateway
• Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性) 用 DocDB
• Amazon Neptune 用 Neptune

型: 文字列の配列

Pattern: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。
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ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

501

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-2018-11-15/GetSupportedResourceTypes
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-2018-11-15/GetSupportedResourceTypes
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-2018-11-15/GetSupportedResourceTypes
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-2018-11-15/GetSupportedResourceTypes
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-2018-11-15/GetSupportedResourceTypes
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/backup-2018-11-15/GetSupportedResourceTypes
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/backup-2018-11-15/GetSupportedResourceTypes
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-2018-11-15/GetSupportedResourceTypes
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-2018-11-15/GetSupportedResourceTypes


AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup

ListBackupJobs
サービス: AWS Backup

過去 30 日間の認証済みアカウントの既存のバックアップジョブのリストを返します。より長い期間につ
いては、これらの モニタリングツール を使用することを検討してください。

リクエストの構文

GET /backup-jobs/?
accountId=ByAccountId&backupVaultName=ByBackupVaultName&completeAfter=ByCompleteAfter&completeBefore=ByCompleteBefore&createdAfter=ByCreatedAfter&createdBefore=ByCreatedBefore&maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken&parentJobId=ByParentJobId&resourceArn=ByResourceArn&resourceType=ByResourceType&state=ByState
 HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

ByAccountId (p. 502)

ジョブを一覧表示するアカウント ID。指定されたアカウント ID に関連付けられたバックアップジョ
ブのみを返します。

AWS Organizations 管理アカウントから使用する場合、* に合格することにより組織全体のすべての
ジョブを返します。

パターン: ^[0-9]{12}$
ByBackupVaultName (p. 502)

指定したバックアップボールトに保存されるバックアップジョブのみを返します。バックアップボー
ルトは、これらのボールトを作成するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一
意の名前で識別されます。それらは、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$
ByCompleteAfter (p. 502)

Unix 形式および協定世界時 (UTC) で表された日付の後に完了したバックアップジョブのみを返しま
す。

ByCompleteBefore (p. 502)

Unix 形式および協定世界時 (UTC) で表される日付より前に完了したバックアップジョブのみを返しま
す。

ByCreatedAfter (p. 502)

指定した日付より後に作成されたバックアップジョブのみを返します。
ByCreatedBefore (p. 502)

指定した日付より前に作成されたバックアップジョブのみを返します。
ByParentJobId (p. 502)

これは、親ジョブ ID に基づいて子 (ネストされた) ジョブを一覧表示するフィルターです。
ByResourceArn (p. 502)

指定されたリソースの Amazon リソースネーム (ARN) に一致するバックアップジョブのみを返しま
す。

ByResourceType (p. 502)

指定されたリソースのバックアップジョブのみを返します。
• Amazon Aurora 用の Aurora
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• Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性) 用の DocumentDB
• Amazon DynamoDB 用の DynamoDB
• Amazon Elastic Block Store 用の EBS
• Amazon Elastic Compute Cloud 用の EC2
• Amazon Elastic File System 用の EFS
• Amazon FSx の場合 用の FSx
• Amazon Neptune の場合 用の Neptune
• Amazon Relational Database Service 用の RDS
• AWS Storage Gateway 用の Storage Gateway
• Amazon S3 用の S3
• 仮想マシン用の VirtualMachine

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$
ByState (p. 502)

指定された状態にあるバックアップジョブのみを返します。

有効な値:  CREATED | PENDING | RUNNING | ABORTING | ABORTED | COMPLETED | 
FAILED | EXPIRED | PARTIAL

MaxResults (p. 502)

返されるアイテムの最大数。

有効な範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 1000 です。
NextToken (p. 502)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

リクエスト本文

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupJobs": [  
      {  
         "AccountId": "string", 
         "BackupJobId": "string", 
         "BackupOptions": {  
            "string" : "string"  
         }, 
         "BackupSizeInBytes": number, 
         "BackupType": "string", 
         "BackupVaultArn": "string", 
         "BackupVaultName": "string", 
         "BytesTransferred": number, 
         "CompletionDate": number, 
         "CreatedBy": {  
            "BackupPlanArn": "string", 
            "BackupPlanId": "string", 
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            "BackupPlanVersion": "string", 
            "BackupRuleId": "string" 
         }, 
         "CreationDate": number, 
         "ExpectedCompletionDate": number, 
         "IamRoleArn": "string", 
         "IsParent": boolean, 
         "ParentJobId": "string", 
         "PercentDone": "string", 
         "RecoveryPointArn": "string", 
         "ResourceArn": "string", 
         "ResourceName": "string", 
         "ResourceType": "string", 
         "StartBy": number, 
         "State": "string", 
         "StatusMessage": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BackupJobs (p. 503)

JSON 形式で返されたバックアップジョブに関するメタデータを含む構造体の配列。

型: BackupJob (p. 659) オブジェクトの配列
NextToken (p. 503)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListBackupPlans
サービス: AWS Backup

認証されたアカウントのすべてのアクティブなバックアッププランのリストを返します。リストに
は、Amazon リソースネーム (ARN)、プラン ID、作成と削除日、バージョン ID、プラン名、作成者リクエ
スト ID などの情報が含まれています。

リクエストの構文

GET /backup/plans/?includeDeleted=IncludeDeleted&maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken
 HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

IncludeDeleted (p. 506)

TRUE に設定されているときに削除されたバックアッププランを返す FALSE のデフォルト値を持つ
ブール値。

MaxResults (p. 506)

返されるアイテムの最大数。

有効な範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 1000 です。
NextToken (p. 506)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

リクエスト本文

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlansList": [  
      {  
         "AdvancedBackupSettings": [  
            {  
               "BackupOptions": {  
                  "string" : "string"  
               }, 
               "ResourceType": "string" 
            } 
         ], 
         "BackupPlanArn": "string", 
         "BackupPlanId": "string", 
         "BackupPlanName": "string", 
         "CreationDate": number, 
         "CreatorRequestId": "string", 
         "DeletionDate": number, 
         "LastExecutionDate": number, 
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         "VersionId": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BackupPlansList (p. 506)

保存したバックアッププランに関するメタデータを含むバックアッププランリスト項目の配列。

型: BackupPlansListMember (p. 665) オブジェクトの配列
NextToken (p. 506)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET

507

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-2018-11-15/ListBackupPlans
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-2018-11-15/ListBackupPlans


AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListBackupPlanTemplates
サービス: AWS Backup

テンプレート ID、名前、作成日と削除日など、保存したバックアッププランテンプレートのメタデータを
返します。

リクエストの構文

GET /backup/template/plans?maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

MaxResults (p. 509)

返されるアイテムの最大数。

有効な範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 1000 です。
NextToken (p. 509)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

リクエスト本文

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlanTemplatesList": [  
      {  
         "BackupPlanTemplateId": "string", 
         "BackupPlanTemplateName": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BackupPlanTemplatesList (p. 509)

保存したテンプレートに関するメタデータを含むテンプレートリスト項目の配列。

型: BackupPlanTemplatesListMember (p. 667) オブジェクトの配列
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NextToken (p. 509)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListBackupPlanVersions
サービス: AWS Backup

Amazon リソースネーム (ARN)、バックアッププラン ID、作成と削除日、プラン名、バージョン ID な
ど、バックアッププランのバージョンメタデータを返します。

リクエストの構文

GET /backup/plans/backupPlanId/versions/?maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupPlanId (p. 511)

バックアップ計画を一意に識別します。

必須: はい
MaxResults (p. 511)

返されるアイテムの最大数。

有効な範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 1000 です。
NextToken (p. 511)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

リクエスト本文

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlanVersionsList": [  
      {  
         "AdvancedBackupSettings": [  
            {  
               "BackupOptions": {  
                  "string" : "string"  
               }, 
               "ResourceType": "string" 
            } 
         ], 
         "BackupPlanArn": "string", 
         "BackupPlanId": "string", 
         "BackupPlanName": "string", 
         "CreationDate": number, 
         "CreatorRequestId": "string", 
         "DeletionDate": number, 
         "LastExecutionDate": number, 
         "VersionId": "string" 
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      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BackupPlanVersionsList (p. 511)

バックアッププランに関するメタデータを含むバージョンリスト項目の配列。

型: BackupPlansListMember (p. 665) オブジェクトの配列
NextToken (p. 511)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
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• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListBackupSelections
サービス: AWS Backup

ターゲットバックアッププランに関連付けられたリソースのメタデータを含む配列を返します。

リクエストの構文

GET /backup/plans/backupPlanId/selections/?maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken
 HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupPlanId (p. 514)

バックアップ計画を一意に識別します。

必須: はい
MaxResults (p. 514)

返されるアイテムの最大数。

有効な範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 1000 です。
NextToken (p. 514)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

リクエスト本文

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupSelectionsList": [  
      {  
         "BackupPlanId": "string", 
         "CreationDate": number, 
         "CreatorRequestId": "string", 
         "IamRoleArn": "string", 
         "SelectionId": "string", 
         "SelectionName": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
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サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BackupSelectionsList (p. 514)

リスト内の各リソースに関するメタデータを含むバックアップ選択リスト項目の配列。

型: BackupSelectionsListMember (p. 675) オブジェクトの配列
NextToken (p. 514)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

型: 文字列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListBackupVaults
サービス: AWS Backup

リカバリポイントのストレージコンテナとその情報のリストを返します。

リクエストの構文

GET /backup-vaults/?maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

MaxResults (p. 516)

返されるアイテムの最大数。

有効な範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 1000 です。
NextToken (p. 516)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

リクエスト本文

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupVaultList": [  
      {  
         "BackupVaultArn": "string", 
         "BackupVaultName": "string", 
         "CreationDate": number, 
         "CreatorRequestId": "string", 
         "EncryptionKeyArn": "string", 
         "LockDate": number, 
         "Locked": boolean, 
         "MaxRetentionDays": number, 
         "MinRetentionDays": number, 
         "NumberOfRecoveryPoints": number
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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BackupVaultList (p. 516)

Amazon リソースネーム (ARN)、表示名、作成日、保存されたリカバリポイントの数、バックアップ
ボールトに保存されているリソースが暗号化されている場合の暗号化情報など、ボールトメタデータ
を含むバックアップボールトリストメンバーの配列。

型: BackupVaultListMember (p. 677) オブジェクトの配列
NextToken (p. 516)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

型: 文字列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListCopyJobs
サービス: AWS Backup

コピージョブに関するメタデータを返します。

リクエストの構文

GET /copy-jobs/?
accountId=ByAccountId&completeAfter=ByCompleteAfter&completeBefore=ByCompleteBefore&createdAfter=ByCreatedAfter&createdBefore=ByCreatedBefore&destinationVaultArn=ByDestinationVaultArn&maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken&parentJobId=ByParentJobId&resourceArn=ByResourceArn&resourceType=ByResourceType&state=ByState
 HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

ByAccountId (p. 518)

ジョブを一覧表示するアカウント ID。指定されたアカウント ID に関連付けられたコピージョブのみ
を返します。

パターン: ^[0-9]{12}$
ByCompleteAfter (p. 518)

Unix 形式および協定世界時 (UTC) で表された日付の後に完了したコピージョブのみを返します。
ByCompleteBefore (p. 518)

Unix 形式および協定世界時 (UTC) で表される日付より前に完了したコピージョブのみを返します。
ByCreatedAfter (p. 518)

指定した日付より後に作成されたコピージョブのみを返します。
ByCreatedBefore (p. 518)

指定した日付より前に作成されたコピージョブのみを返します。
ByDestinationVaultArn (p. 518)

たとえば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVault などのバック
アップボールトを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN) です。

ByParentJobId (p. 518)

これは、親ジョブ ID に基づいて子 (ネストされた) ジョブを一覧表示するフィルターです。
ByResourceArn (p. 518)

指定されたリソースの Amazon リソースネーム (ARN) に一致するコピージョブのみを返します。
ByResourceType (p. 518)

指定されたリソースのバックアップジョブのみを返します。
• Amazon Aurora 用の Aurora
• Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性) 用の DocumentDB
• Amazon DynamoDB 用の DynamoDB
• Amazon Elastic Block Store 用の EBS
• Amazon Elastic Compute Cloud 用の EC2
• Amazon Elastic File System 用の EFS
• Amazon FSx の場合 用の FSx
• Amazon Neptune の場合 用の Neptune
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• Amazon Relational Database Service 用の RDS
• AWS Storage Gateway 用の Storage Gateway
• Amazon S3 用の S3
• 仮想マシン用の VirtualMachine

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$
ByState (p. 518)

指定された状態のコピージョブのみを返します。

有効な値:  CREATED | RUNNING | COMPLETED | FAILED | PARTIAL
MaxResults (p. 518)

返されるアイテムの最大数。

有効な範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 1000 です。
NextToken (p. 518)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults 数の項目を返すようにリクエスト
が行われた場合、次のトークンが指す場所から開始して、 NextToken リスト内のより多くの項目を返
すことができます。

リクエスト本文
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CopyJobs": [  
      {  
         "AccountId": "string", 
         "BackupSizeInBytes": number, 
         "ChildJobsInState": {  
            "string" : number 
         }, 
         "CompletionDate": number, 
         "CompositeMemberIdentifier": "string", 
         "CopyJobId": "string", 
         "CreatedBy": {  
            "BackupPlanArn": "string", 
            "BackupPlanId": "string", 
            "BackupPlanVersion": "string", 
            "BackupRuleId": "string" 
         }, 
         "CreationDate": number, 
         "DestinationBackupVaultArn": "string", 
         "DestinationRecoveryPointArn": "string", 
         "IamRoleArn": "string", 
         "IsParent": boolean, 
         "NumberOfChildJobs": number, 
         "ParentJobId": "string", 
         "ResourceArn": "string", 
         "ResourceName": "string", 
         "ResourceType": "string", 
         "SourceBackupVaultArn": "string", 
         "SourceRecoveryPointArn": "string", 
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         "State": "string", 
         "StatusMessage": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

CopyJobs (p. 519)

JSON 形式で返されたコピージョブに関するメタデータを含む構造体の配列。

型: CopyJob (p. 687) オブジェクトの配列
NextToken (p. 519)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults 数の項目を返すようにリクエスト
が行われた場合、次のトークンが指す場所から開始して、 NextToken リスト内のより多くの項目を返
すことができます。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListFrameworks
サービス: AWS Backup

AWS アカウント および AWS リージョン のすべてのフレームワークのリストを返します。

リクエストの構文

GET /audit/frameworks?MaxResults=MaxResults&NextToken=NextToken HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

MaxResults (p. 522)

1 から 1000 の範囲の望ましい結果の数。（オプション）。指定しない場合、クエリは 1 MB のデータ
を返します。

有効な範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 1000 です。
NextToken (p. 522)

リスト内の次の項目のセットを返すために使用できる、この操作に対する前回の呼び出しから返され
た識別子。

リクエスト本文

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "Frameworks": [  
      {  
         "CreationTime": number, 
         "DeploymentStatus": "string", 
         "FrameworkArn": "string", 
         "FrameworkDescription": "string", 
         "FrameworkName": "string", 
         "NumberOfControls": number
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Frameworks (p. 522)

フレームワーク名、Amazon リソースネーム (ARN)、説明、コントロールの数、作成時間、デプロイ
ステータスなど、各フレームワークの詳細を含むフレームワークのリスト。
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型: Framework (p. 692) オブジェクトの配列
NextToken (p. 522)

リスト内の次の項目のセットを返すために使用できる、この操作に対する前回の呼び出しから返され
た識別子。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListLegalHolds
サービス: AWS Backup

このアクションは、アクティブな法的ホールドと以前のリーガルホールドに関するメタデータを返しま
す。

リクエストの構文

GET /legal-holds/?maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

MaxResults (p. 524)

返されるリソースリスト項目の最大数。

有効な範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 1000 です。
NextToken (p. 524)

返されるリソースの一部リストに続く次のアイテム。たとえば、返すリクエストが maxResults リ
ソース数を返すために行われる場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始
する、リスト内のより多くのアイテムを返すことができます。

リクエスト本文
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "LegalHolds": [  
      {  
         "CancellationDate": number, 
         "CreationDate": number, 
         "Description": "string", 
         "LegalHoldArn": "string", 
         "LegalHoldId": "string", 
         "Status": "string", 
         "Title": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

LegalHolds (p. 524)

返されたリーガルホールドの配列で、アクティブホールドとそれ以前のホールドの両方が表示されま
す。
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型: LegalHold (p. 695) オブジェクトの配列
NextToken (p. 524)

返されるリソースの一部リストに続く次のアイテム。たとえば、返すリクエストが maxResults リ
ソース数を返すために行われる場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始
する、リスト内のより多くのアイテムを返すことができます。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

525

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-2018-11-15/ListLegalHolds
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-2018-11-15/ListLegalHolds
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-2018-11-15/ListLegalHolds
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-2018-11-15/ListLegalHolds
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-2018-11-15/ListLegalHolds
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/backup-2018-11-15/ListLegalHolds
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/backup-2018-11-15/ListLegalHolds
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-2018-11-15/ListLegalHolds
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-2018-11-15/ListLegalHolds


AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup

ListProtectedResources
サービス: AWS Backup

リソースを保存した時刻、リソースの Amazon リソースネーム (ARN)、リソースタイプを含む、AWS 
Backup によって正常にバックアップされたリソースの配列を返します。

リクエストの構文

GET /resources/?maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

MaxResults (p. 526)

返されるアイテムの最大数。

有効な範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 1000 です。
NextToken (p. 526)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

リクエスト本文

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "Results": [  
      {  
         "LastBackupTime": number, 
         "ResourceArn": "string", 
         "ResourceName": "string", 
         "ResourceType": "string" 
      } 
   ]
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

NextToken (p. 526)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。
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型: 文字列
Results (p. 526)

AWS Backup によって正常にバックアップされたリソースの配列リソースが保存された時刻、リソー
スの Amazon リソースネーム (ARN)、リソースのタイプを含みます。

型: ProtectedResource (p. 698) オブジェクトの配列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListRecoveryPointsByBackupVault
サービス: AWS Backup

バックアップボールトに保存されている復旧ポイントの詳細情報を返します。

リクエストの構文

GET /backup-vaults/backupVaultName/recovery-points/?
backupPlanId=ByBackupPlanId&createdAfter=ByCreatedAfter&createdBefore=ByCreatedBefore&maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken&parentRecoveryPointArn=ByParentRecoveryPointArn&resourceArn=ByResourceArn&resourceType=ByResourceType
 HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupVaultName (p. 528)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

Note

サポートされているサービスがBackup を作成するときに、バックアップボルト名を使用でき
ないことがあります。

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい
ByBackupPlanId (p. 528)

指定したバックアッププラン ID に一致するリカバリポイントのみを返します。
ByCreatedAfter (p. 528)

指定されたタイムスタンプの後に作成されたリカバリポイントのみを返します。
ByCreatedBefore (p. 528)

指定されたタイムスタンプの前に作成されたリカバリポイントのみを返します。
ByParentRecoveryPointArn (p. 528)

指定された親 (複合) に一致する復旧ポイントのみを返します。Amazon リソースネーム (ARN) に一致
する復旧ポイントのみを返します。

ByResourceArn (p. 528)

指定されたリソースの Amazon リソースネーム (ARN) に一致する復旧ポイントのみを返します。
ByResourceType (p. 528)

指定されたリソースタイプに一致するリカバリポイントのみを返します。

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$
MaxResults (p. 528)

返されるアイテムの最大数。

有効な範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 1000 です。
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NextToken (p. 528)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

リクエスト本文

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "RecoveryPoints": [  
      {  
         "BackupSizeInBytes": number, 
         "BackupVaultArn": "string", 
         "BackupVaultName": "string", 
         "CalculatedLifecycle": {  
            "DeleteAt": number, 
            "MoveToColdStorageAt": number
         }, 
         "CompletionDate": number, 
         "CompositeMemberIdentifier": "string", 
         "CreatedBy": {  
            "BackupPlanArn": "string", 
            "BackupPlanId": "string", 
            "BackupPlanVersion": "string", 
            "BackupRuleId": "string" 
         }, 
         "CreationDate": number, 
         "EncryptionKeyArn": "string", 
         "IamRoleArn": "string", 
         "IsEncrypted": boolean, 
         "IsParent": boolean, 
         "LastRestoreTime": number, 
         "Lifecycle": {  
            "DeleteAfterDays": number, 
            "MoveToColdStorageAfterDays": number
         }, 
         "ParentRecoveryPointArn": "string", 
         "RecoveryPointArn": "string", 
         "ResourceArn": "string", 
         "ResourceName": "string", 
         "ResourceType": "string", 
         "SourceBackupVaultArn": "string", 
         "Status": "string", 
         "StatusMessage": "string" 
      } 
   ]
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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NextToken (p. 529)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

型: 文字列
RecoveryPoints (p. 529)

バックアップボルトに保存されたリカバリポイントに関する詳細情報を含むオブジェクトの配列。

型: RecoveryPointByBackupVault (p. 699) オブジェクトの配列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListRecoveryPointsByLegalHold
サービス: AWS Backup

このアクションは、指定されたリーガルホールドのリカバリポイント ARN (Amazon リソースネーム) を返
します。

リクエストの構文

GET /legal-holds/legalHoldId/recovery-points?maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken
 HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

legalHoldId (p. 531)

これはリーガルホールドの ID です。

必須: はい
MaxResults (p. 531)

これは返されるリソースリスト項目の最大数です。

有効な範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 1000 です。
NextToken (p. 531)

返されるリソースの一部リストに続く次のアイテム。たとえば、返すリクエストが maxResults リ
ソース数を返すために行われる場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始
する、リスト内のより多くのアイテムを返すことができます。

リクエスト本文
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "RecoveryPoints": [  
      {  
         "RecoveryPointArn": "string" 
      } 
   ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

NextToken (p. 531)

返されるリソースの一部リストに続く次のアイテム。
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タイプ: 文字列
RecoveryPoints (p. 531)

ListRecoveryPointsByLegalHoldこれはによって返されたリカバリポイントのリストです。

型: RecoveryPointMember (p. 706) オブジェクトの配列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListRecoveryPointsByResource
サービス: AWS Backup

リソースの Amazon リソースネーム (ARN) で指定されたタイプのすべてのリカバリポイントに関する詳細
情報を返します。

Note

Amazon EFS および Amazon EC2 の場合、このアクションは AWS Backup によって作成された
リカバリポイントのみを一覧表示します。

リクエストの構文

GET /resources/resourceArn/recovery-points/?maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken
 HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

MaxResults (p. 533)

返されるアイテムの最大数。

Note

Amazon RDS では 20 以上の値が必要です。

有効な範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 1000 です。
NextToken (p. 533)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

resourceArn (p. 533)

リソースを一意に識別する ARN。ARN の形式は、リソースタイプによって異なります。

必須: はい

リクエストボディ

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "RecoveryPoints": [  
      {  
         "BackupSizeBytes": number, 
         "BackupVaultName": "string", 
         "CreationDate": number, 
         "EncryptionKeyArn": "string", 
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         "IsParent": boolean, 
         "ParentRecoveryPointArn": "string", 
         "RecoveryPointArn": "string", 
         "ResourceName": "string", 
         "Status": "string", 
         "StatusMessage": "string" 
      } 
   ]
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

NextToken (p. 533)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

型: 文字列
RecoveryPoints (p. 533)

指定されたリソースタイプのリカバリポイントに関する詳細情報を含むオブジェクトの配列。

Note

Amazon EFS と Amazon EC2 リカバリポイントのみが return を返します 
BackupVaultName。

型: RecoveryPointByResource (p. 703) オブジェクトの配列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
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以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListReportJobs
サービス: AWS Backup

レポートジョブの詳細を返します。

リクエストの構文

GET /audit/report-jobs?
CreationAfter=ByCreationAfter&CreationBefore=ByCreationBefore&MaxResults=MaxResults&NextToken=NextToken&ReportPlanName=ByReportPlanName&Status=ByStatus
 HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

ByCreationAfter (p. 536)

Unix 形式および協定世界時 (UTC) で指定された日付と時刻の後に作成されたレポートジョブのみを返
します。たとえば、1516925490 の値は、2018年 1月 26日 (金) 午前 12:11:30 を表します。

ByCreationBefore (p. 536)

Unix 形式および協定世界時 (UTC) で指定された日付と時刻より前に作成されたレポートジョブのみを
返します。たとえば、1516925490 の値は、2018年 1月 26日 (金) 午前 12:11:30 を表します。

ByReportPlanName (p. 536)

指定したレポートプラン名を持つレポートジョブのみを返します。

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*
ByStatus (p. 536)

指定されたステータスのレポートジョブのみを返します。ステータスは次のとおりです。

CREATED | RUNNING | COMPLETED | FAILED
MaxResults (p. 536)

1 から 1000 の範囲の望ましい結果の数。（オプション）。指定しない場合、クエリは 1 MB のデータ
を返します。

有効な範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 1000 です。
NextToken (p. 536)

リスト内の次の項目のセットを返すために使用できる、この操作に対する前回の呼び出しから返され
た識別子。

リクエスト本文
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
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   "ReportJobs": [  
      {  
         "CompletionTime": number, 
         "CreationTime": number, 
         "ReportDestination": {  
            "S3BucketName": "string", 
            "S3Keys": [ "string" ] 
         }, 
         "ReportJobId": "string", 
         "ReportPlanArn": "string", 
         "ReportTemplate": "string", 
         "Status": "string", 
         "StatusMessage": "string" 
      } 
   ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

NextToken (p. 536)

リスト内の次の項目のセットを返すために使用できる、この操作に対する前回の呼び出しから返され
た識別子。

タイプ: 文字列
ReportJobs (p. 536)

JSON 形式のレポートジョブに関する詳細。

型: ReportJob (p. 710) オブジェクトの配列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListReportPlans
サービス: AWS Backup

レポートプランのリストを返します。単一のレポートプランの詳細については、DescribeReportPlan
を使用してください。

リクエストの構文

GET /audit/report-plans?MaxResults=MaxResults&NextToken=NextToken HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

MaxResults (p. 539)

1 から 1000 の範囲の望ましい結果の数。（オプション）。指定しない場合、クエリは 1 MB のデータ
を返します。

有効な範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 1000 です。
NextToken (p. 539)

リスト内の次の項目のセットを返すために使用できる、この操作に対する前回の呼び出しから返され
た識別子。

リクエスト本文
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "ReportPlans": [  
      {  
         "CreationTime": number, 
         "DeploymentStatus": "string", 
         "LastAttemptedExecutionTime": number, 
         "LastSuccessfulExecutionTime": number, 
         "ReportDeliveryChannel": {  
            "Formats": [ "string" ], 
            "S3BucketName": "string", 
            "S3KeyPrefix": "string" 
         }, 
         "ReportPlanArn": "string", 
         "ReportPlanDescription": "string", 
         "ReportPlanName": "string", 
         "ReportSetting": {  
            "Accounts": [ "string" ], 
            "FrameworkArns": [ "string" ], 
            "NumberOfFrameworks": number, 
            "OrganizationUnits": [ "string" ], 
            "Regions": [ "string" ], 
            "ReportTemplate": "string" 
         } 
      } 
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   ]
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

NextToken (p. 539)

リスト内の次の項目のセットを返すために使用できる、この操作に対する前回の呼び出しから返され
た識別子。

タイプ: 文字列
ReportPlans (p. 539)

レポートプランのリストと各プランの詳細情報。この情報には、Amazon リソースネーム（ARN）、
レポートプラン名、説明、設定、配信チャネル、デプロイステータス、作成時刻、レポートプランが
正常に実行された最後の時間が含まれます。

型: ReportPlan (p. 712) オブジェクトの配列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListRestoreJobs
サービス: AWS Backup

リカバリプロセスの詳細を含む、AWS Backup が保存されたリソースの復元を開始した　　　　　ジョブ
のリストを返します。

リクエストの構文

GET /restore-jobs/?
accountId=ByAccountId&completeAfter=ByCompleteAfter&completeBefore=ByCompleteBefore&createdAfter=ByCreatedAfter&createdBefore=ByCreatedBefore&maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken&status=ByStatus
 HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

ByAccountId (p. 541)

ジョブを一覧表示するアカウント ID。指定されたアカウント ID に関連付けられた復元ジョブのみを
返します。

パターン: ^[0-9]{12}$
ByCompleteAfter (p. 541)

Unix 形式および協定世界時 (UTC) で表された日付の後に完了したコピージョブのみを返します。
ByCompleteBefore (p. 541)

Unix 形式および協定世界時 (UTC) で表される日付より前に完了したコピージョブのみを返します。
ByCreatedAfter (p. 541)

指定した日付より後に作成された復元ジョブのみを返します。
ByCreatedBefore (p. 541)

指定した日付より前に作成された復元ジョブのみを返します。
ByStatus (p. 541)

指定されたジョブステータスに関連付けられた復元ジョブのみを返します。

有効な値:  PENDING | RUNNING | COMPLETED | ABORTED | FAILED
MaxResults (p. 541)

返されるアイテムの最大数。

有効な範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 1000 です。
NextToken (p. 541)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

リクエスト本文
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
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Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "RestoreJobs": [  
      {  
         "AccountId": "string", 
         "BackupSizeInBytes": number, 
         "CompletionDate": number, 
         "CreatedResourceArn": "string", 
         "CreationDate": number, 
         "ExpectedCompletionTimeMinutes": number, 
         "IamRoleArn": "string", 
         "PercentDone": "string", 
         "RecoveryPointArn": "string", 
         "ResourceType": "string", 
         "RestoreJobId": "string", 
         "Status": "string", 
         "StatusMessage": "string" 
      } 
   ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

NextToken (p. 541)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

タイプ: 文字列
RestoreJobs (p. 541)

保存されたリソースをリストアするためのジョブに関する詳細情報を含むオブジェクトの配列。

型: RestoreJobsListMember (p. 716) オブジェクトの配列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
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ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListTags
サービス: AWS Backup

ターゲットのリカバリポイント、バックアッププラン、またはバックアップボルトに割り当てられたキー
と値のペアのリストを返します。

完全な AWS Backup バックアップの管理 をサポートする ListTags リソースタイプに対してのみ機能し
ます。これらのリソースタイプは、リソース別の機能利用性表の「完全な AWS Backup 管理」セクション
に明示されています。

リクエストの構文

GET /tags/resourceArn/?maxResults=MaxResults&nextToken=NextToken HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

MaxResults (p. 544)

返されるアイテムの最大数。

有効な範囲: 最小値 は 1 です。最大値は 1000 です。
NextToken (p. 544)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

resourceArn (p. 544)

リソースを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。ARN の形式はリソースのタイプによっ
て異なります。ListTags の有効なターゲットはリカバリポイント、バックアッププラン、および
バックアップボルトです。

必須: はい

リクエストボディ
リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "Tags": {  
      "string" : "string"  
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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NextToken (p. 544)

返された項目の一部リストに続く次の項目。たとえば、maxResults アイテム数のリクエストが行わ
れるようにされた場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始して、リスト
内のより多くのアイテムを返すことができます。

タイプ: 文字列
Tags (p. 544)

リソースを整理しやすくするために、作成したリソースに独自のメタデータを割り当てることができ
ます。各タグはキーバリューのペアです。

タイプ: 文字列から文字列へのマッピング

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PutBackupVaultAccessPolicy
サービス: AWS Backup

ターゲットのバックアップボールトのアクセス許可を管理するために使用されるリソースベースのポリ
シーを設定します。バックアップボールト名と JSON 形式のアクセスポリシードキュメントが必要です。

リクエストの構文

PUT /backup-vaults/backupVaultName/access-policy HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "Policy": "string"
}

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupVaultName (p. 546)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい

リクエストボディ

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Policy (p. 546)

JSON 形式のバックアップボールトのアクセスポリシードキュメント。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

レスポンス要素

アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。
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HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PutBackupVaultLockConfiguration
サービス: AWS Backup

AWS Backup Vault Lock をバックアップボールトに適用し、バックアップボールトに保存されている、
またはそれに作成されたリカバリポイントを削除できないようにします。また、Vault Lock では、バック
アップボールトに現在保存されているリカバリポイントの保持期間を制御するライフサイクルポリシーの
更新も防止されます。指定した場合、Vault Lock は、バックアップボルトを対象とする将来のバックアッ
プジョブおよびコピージョブに対して、最小および最大保持期間を適用します。

Note

AWS BackupVault Lockは、SEC 17a-4、CFTC、および FINRA の各規制に従った環境での使用に
ついて、Cohasset Associates によって評価済みです。AWS BackupVault Lockがこれらの規制に
どのように関係しているかの詳細については、「Cohasset Associates Compliance Assessment」
を参照してください。

リクエストの構文

PUT /backup-vaults/backupVaultName/vault-lock HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "ChangeableForDays": number, 
   "MaxRetentionDays": number, 
   "MinRetentionDays": number
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupVaultName (p. 548)

保護されるバックアップボールトの名前を指定する AWS Backup Vault Lock。

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ChangeableForDays (p. 548)

AWS Backup ロック日の前の日数を指定する Vault Lock 設定。たとえば、ChangeableForDays
2022年1月1日午後8時30分にUTCへの設定は、2022年1月31日午後8時 UTC にロック日を設定しま
す。

AWS Backup Vault Lock が有効になり、不変になる前に 72 時間のクーリングオフ期間を適用しま
す。したがって、ChangeableForDays を 3 以上に設定する必要があります。

ロック日より前には、DeleteBackupVaultLockConfiguration を使用して ボールトロックを
ボールトから削除でき、また、PutBackupVaultLockConfiguration を使用してボールトロック
の構成を変更します。ロック日以降では、ボールトロックは不変になり、変更や削除はできません。

このパラメータを指定しない場合は、DeleteBackupVaultLockConfiguration を使用してボー
ルトからボールトロックを削除でき、または、PutBackupVaultLockConfiguration を使用し
て、いつでもボールトロックの設定を変更できます。
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型: Long

必須: いいえ
MaxRetentionDays (p. 548)

AWS Backupボールトがリカバリポイントを保持する最大保持期間を指定するボールトロック構成。
この設定は、たとえば、組織のポリシーで 4 年間（1460 日）保持した後に特定のデータを破棄する必
要がある場合などに便利です。

このパラメータを指定しない場合、ボールトロックはボールト内のリカバリポイントに最大保持期間
を強制しません。このパラメータが値なしで含まれている場合、ボールトロックは最大保持期間を適
用しません。

このパラメータを指定した場合、ボールトへのバックアップジョブまたはコピージョブには、保存期
間が最大保存期間以下のライフサイクル・ポリシーを持つ必要があります。ジョブの保持期間がその
最大保存期間よりも長い場合、ボールトはバックアップジョブまたはコピージョブに失敗するため、
ライフサイクル設定を変更するか、別のボールトを使用する必要があります。指定できる最長の最大
保存期間は 36500 日 (約 100 年) です。ボールトロックの前にボールトにすでに保存されている復旧
ポイントは影響を受けません。

型: Long

必須: いいえ
MinRetentionDays (p. 548)

AWS Backup ボールトがリカバリポイントを保持する最小保存期間を指定するボールトロック構成。
この設定は、たとえば、組織のポリシーで特定のデータを少なくとも 7 年間（2555 日）保持する必要
がある場合に便利です。

このパラメータを指定しない場合、ボールトロックは最小保持期間を強制しません。

このパラメータを指定した場合、ボールトへのバックアップジョブまたはコピージョブには、最小保
存期間以上の保存期間を持つライフサイクルポリシーが必要です。ジョブの保持期間がその最小保存
期間よりも短い場合、ボールトはそのバックアップジョブまたはコピージョブに失敗するため、ライ
フサイクル設定を変更するか、別のボールトを使用する必要があります。最小保持期間は 1 日です。
ボールトロックの前にボールトにすでに保存されている復旧ポイントは影響を受けません。

型: Long

必須: いいえ

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
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InvalidRequestException

リクエストへの入力に何らかの問題が発生していることを示します。たとえば、パラメータのタイプ
が間違っています。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PutBackupVaultNotifications
サービス: AWS Backup

指定されたトピックとイベントのバックアップボールトの通知をオンにします。

リクエストの構文

PUT /backup-vaults/backupVaultName/notification-configuration HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "BackupVaultEvents": [ "string" ], 
   "SNSTopicArn": "string"
}

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupVaultName (p. 551)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい

リクエストボディ

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

BackupVaultEvents (p. 551)

リソースをバックアップボールトにバックアップするジョブのステータスを示すイベントの配列。

一般的なユースケースとコードサンプルについては、「Amazon SNS を使用して追跡するAWS 
Backupイベント」を参照してください。

次のイベントがサポートされています。
• BACKUP_JOB_STARTED | BACKUP_JOB_COMPLETED
• COPY_JOB_STARTED | COPY_JOB_SUCCESSFUL | COPY_JOB_FAILED
• RESTORE_JOB_STARTED | RESTORE_JOB_COMPLETED | RECOVERY_POINT_MODIFIED
• S3_BACKUP_OBJECT_FAILED | S3_RESTORE_OBJECT_FAILED

Note

以下のリストは、廃止予定のイベント (参照用) で、使用されなくなったアイテムを示してい
ます。これらはサポートされなくなり、ステータスや通知は返されません。現在サポートさ
れているイベントについては、上記のリストを参照してください。

型: 文字列の配列

有効な値:  BACKUP_JOB_STARTED | BACKUP_JOB_COMPLETED | BACKUP_JOB_SUCCESSFUL 
| BACKUP_JOB_FAILED | BACKUP_JOB_EXPIRED | RESTORE_JOB_STARTED | 
RESTORE_JOB_COMPLETED | RESTORE_JOB_SUCCESSFUL | RESTORE_JOB_FAILED 
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| COPY_JOB_STARTED | COPY_JOB_SUCCESSFUL | COPY_JOB_FAILED | 
RECOVERY_POINT_MODIFIED | BACKUP_PLAN_CREATED | BACKUP_PLAN_MODIFIED | 
S3_BACKUP_OBJECT_FAILED | S3_RESTORE_OBJECT_FAILED

必須: はい
SNSTopicArn (p. 551)

たとえば、arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:MyVaultTopic などのバックアップボール
トのイベントのトピックを指定する Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

必須: はい

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

レスポンス要素

アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
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• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StartBackupJob
サービス: AWS Backup

指定したリソースに対してオンデマンドバックアップジョブを開始します。

リクエストの構文

PUT /backup-jobs HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "BackupOptions": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "BackupVaultName": "string", 
   "CompleteWindowMinutes": number, 
   "IamRoleArn": "string", 
   "IdempotencyToken": "string", 
   "Lifecycle": {  
      "DeleteAfterDays": number, 
      "MoveToColdStorageAfterDays": number
   }, 
   "RecoveryPointTags": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "ResourceArn": "string", 
   "StartWindowMinutes": number
}

URI リクエストパラメータ

リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

BackupOptions (p. 554)

選択したリソースのバックアップオプションを指定します。このオプションは、Windows ボリューム
シャドウコピーサービス (VSS) バックアップジョブでのみ使用できます。

有効な値:"WindowsVSS":"enabled" に設定してWindowsVSS バックアップオプションをを有効に
し、Windows VSS バックアップを作成します。"WindowsVSS""disabled" に設定して、通常の
バックアップを作成します。デフォルトでは、WindowsVSS のオプションは有効になっていません。

型: 文字列から文字列へのマッピング

キーパターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

値パターン:^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

必須: いいえ
BackupVaultName (p. 554)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

型: 文字列
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Pattern: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい
CompleteWindowMinutes (p. 554)

正常に開始されたバックアップを完了する必要がある時間（分単位）、または AWS Backup がジョブ
をキャンセルします。この値はオプションです。この値は、バックアップがスケジュールされた時点
からカウントダウンを開始します。StartWindowMinutes またはバックアップがスケジュールより
遅れて開始された場合、追加時間は追加されません。

型: Long

必須: いいえ
IamRoleArn (p. 554)

ターゲットリカバリポイントの作成に使用する IAM ロール ARN を指定します。たとえ
ば、arn:aws:iam::123456789012:role/S3Accessです。

型: 文字列

必須: はい
IdempotencyToken (p. 554)

別の StartBackupJob への同じコール間を区別するために使用できる顧客が選択した文字列。同じ
冪等性トークンで成功したリクエストを再試行すると、アクションは実行されず、成功メッセージが
表示されます。

型: 文字列

必須: いいえ
Lifecycle (p. 554)

ライフサイクルにより、保護されたリソースがいつコールドストレージに移行するか、およびいつ期
限切れになるかが定義されます。AWS Backup は、お客様が定義するライフサイクルに従って自動的
にバックアップを移行し、期限切れにします。

コールドストレージに移行されたバックアップは、そこに最低 90 日保存される必要があります。そ
のため、「リテンション」設定は「日数が経過すると低温状態に移行する」設定よりも 90 日長く設
定する必要があります。バックアップがコールドに移行された後で、「コールドへの移行 (日数)」設
定を変更することはできません。

コールドストレージに移行できるリソースタイプは、「リソース別の利用可能状況」表の「コールド
ストレージへのライフサイクル」セクションに記載されています。 AWS Backupこれは他のリソース
タイプには無視です。

型: Lifecycle (p. 697) オブジェクト

必須: いいえ
RecoveryPointTags (p. 554)

リソースを整理しやすくするために、作成したリソースに独自のメタデータを割り当てることができ
ます。各タグはキーバリューのペアです。

タイプ: 文字列間のマッピング

必須: いいえ
ResourceArn (p. 554)

リソースを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。ARN の形式は、リソースタイプによっ
て異なります。
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型: 文字列

必須: はい
StartWindowMinutes (p. 554)

バックアップがスケジュールされてから、正常に開始されない場合にジョブがキャンセルされるまで
の時間の分単位での値。この値はオプションであり、デフォルト値は 8時間です。この値を含める場
合、エラーを避けるために少なくとも 60 分必要です。

開始ウィンドウの間、バックアップジョブのステータスは、正常に開始されるまで、または開始ウィ
ンドウの時間がなくなるまで、CREATEDステータスのままになります。AWS Backup開始時間内に
ジョブを再試行できるエラーを受け取った場合は、バックアップが正常に開始されるまで (ジョブの
ステータスがに変わるまで)、またはジョブのステータスがに変わるまで (開始ウィンドウ時間が過
ぎると予想されるRUNNING)、少なくとも 10 分ごとにジョブの開始を自動的に再試行します。AWS 
BackupEXPIRED

型: Long

必須: いいえ

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupJobId": "string", 
   "CreationDate": number, 
   "IsParent": boolean, 
   "RecoveryPointArn": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BackupJobId (p. 556)

AWS Backup へのリクエストを一意に識別して、リソースをバックアップします。

型: 文字列
CreationDate (p. 556)

バックアップジョブが作成された日時 (Unix 時刻形式および協定世界時 (UTC))。CreationDateの
値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前
12:11:30.087 を表します。

タイプ: Timestamp
IsParent (p. 556)

これは親の (複合) バックアップジョブであることを示すブール値の戻り値です。

型: ブール
RecoveryPointArn (p. 556)

注:このフィールドは Amazon EFS リソースとアドバンスド DynamoDB リソースにのみ返されます。
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リカバリーポイントを一意に識別する ARN、たとえば、arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:recovery-point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45 で
す。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

リクエストへの入力に何らかの問題が発生していることを示します。たとえば、パラメータのタイプ
が間違っています。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

たとえば、リクエストで許可されるアイテムの最大数などのリクエストの制限を超えました。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
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• AWS SDK for Ruby V3
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StartCopyJob
サービス: AWS Backup

ジョブを開始し、指定したリソースの 1 回限りのコピーを作成します。

連続バックアップをサポートしません。

リクエストの構文

PUT /copy-jobs HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "DestinationBackupVaultArn": "string", 
   "IamRoleArn": "string", 
   "IdempotencyToken": "string", 
   "Lifecycle": {  
      "DeleteAfterDays": number, 
      "MoveToColdStorageAfterDays": number
   }, 
   "RecoveryPointArn": "string", 
   "SourceBackupVaultName": "string"
}

URI リクエストパラメータ

リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

DestinationBackupVaultArn (p. 559)

たとえば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVault などのコピー
するバックアップボールトを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN) です。

タイプ: 文字列

必須: はい
IamRoleArn (p. 559)

たとえば、arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access などのターゲットリカバリポイント
のコピーに使用する IAM ロール ARN を指定します。

タイプ: 文字列

必須: はい
IdempotencyToken (p. 559)

別の StartCopyJob への同じコール間を区別するために使用できる顧客が選択した文字列。同じ冪
等性トークンで成功したリクエストを再試行すると、アクションは実行されず、成功メッセージが表
示されます。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
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Lifecycle (p. 559)

復旧ポイントがコールドストレージに移行または削除されるまでの日数を決定する Transition オブ
ジェクトの配列を含んでいます。

コールドストレージに移行されたバックアップは、そこに最低 90 日保存される必要があります。し
たがって、コンソール上では、「保持」の設定は、「コールドへの移行 (日数)」設定よりも 90 日長く
する必要があります。バックアップがコールドに移行された後で、「コールドへの移行 (日数)」設定
を変更することはできません。

コールドストレージに移行できるリソースタイプは、「リソース別の機能可用性」テーブルの「コー
ルドストレージへのライフサイクル」セクションにリストされています。 AWS Backup他のリソース
タイプではこの式を無視します。

型: Lifecycle (p. 697) オブジェクト

必須: いいえ
RecoveryPointArn (p. 559)

たとえば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-point:1eb3456789012:recovery-
point:1eb3456789012:recovery-point: 1eb3456789012 などのコピージョブに使用するリカバリポイン
トを一意に識別する ARN。

タイプ: 文字列

必須: はい
SourceBackupVaultName (p. 559)

バックアップを保存する論理ソースコンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを
作成するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。そ
れらは、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

タイプ: 文字列

Pattern: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CopyJobId": "string", 
   "CreationDate": number, 
   "IsParent": boolean
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

CopyJobId (p. 560)

コピージョブを一意に識別する。
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タイプ: 文字列
CreationDate (p. 560)

コピージョブが作成された日時 (Unix 時刻形式および協定世界時 (UTC))。CreationDateの値はミリ
秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を
表します。

型: タイムスタンプ
IsParent (p. 560)

これは親 (複合) コピージョブであることを示すブール値が返されます。

型: ブール

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

リクエストへの入力に何らかの問題が発生していることを示します。たとえば、パラメータのタイプ
が間違っています。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

たとえば、リクエストで許可されるアイテムの最大数などのリクエストの制限を超えました。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StartReportJob
サービス: AWS Backup

指定したレポートプランのオンデマンドレポートジョブを開始します。

リクエストの構文

POST /audit/report-jobs/reportPlanName HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "IdempotencyToken": "string"
}

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

reportPlanName (p. 563)

レポートプランの一意の名前。

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

必須: はい

リクエストボディ

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

IdempotencyToken (p. 563)

別の StartReportJobInput への同じコール間を区別するために使用できる顧客が選択した文字
列。同じ冪等性トークンで成功したリクエストを再試行すると、アクションは実行されず、成功メッ
セージが表示されます。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "ReportJobId": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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ReportJobId (p. 563)

レポートジョブの識別子。一意のランダムに生成された UTF-8 エンコード Unicode 文字列 (最大 
1,024 バイト長)。レポートジョブ ID を編集することはできません。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StartRestoreJob
サービス: AWS Backup

Amazon リソースネーム (ARN) で識別された保存されたリソースを回復します。

リクエストの構文

PUT /restore-jobs HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "IamRoleArn": "string", 
   "IdempotencyToken": "string", 
   "Metadata": {  
      "string" : "string"  
   }, 
   "RecoveryPointArn": "string", 
   "ResourceType": "string"
}

URI リクエストパラメータ

リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

IamRoleArn (p. 565)

ターゲットリソースの Amazon リソースネーム (ARN)arn:aws:iam::123456789012:role/
S3Access。AWS Backup

型: 文字列

必須: いいえ
IdempotencyToken (p. 565)

別の StartRestoreJob への同じコール間を区別するために使用できる顧客が選択した文字列。同じ
冪等性トークンで成功したリクエストを再試行すると、アクションは実行されず、成功メッセージが
表示されます。

型: 文字列

必須: いいえ
Metadata (p. 565)

メタデータのキーと値のペアのセット。リカバリポイントの復元に必要なリソース (リソース名など) 
を含みます。

GetRecoveryPointRestoreMetadata を呼び出して、バックアップ時にリソースに関する構成メ
タデータを取得できます。ただし、GetRecoveryPointRestoreMetadata によって提供される値
に加えて値リソースの復元が必要になる場合があります。たとえば、元のリソースがすでに存在する
場合は、新しいリソース名を指定する必要があります。

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) インスタンスを復元するには、特定のメタデータを指定す
る必要があります。
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• file-system-id： AWS Backup によってバックアップされた Amazon EFS ファイルシステムの 
ID。GetRecoveryPointRestoreMetadata で返されます。

• Encrypted： true の場合はファイルシステムの暗号化を指定するブール値。KmsKeyId が指定さ
れる場合、Encrypted は true である必要があります。

• KmsKeyId 復元されるファイルシステムを暗号化するために使用する AWS KMS キーを指定しま
す。キーが AWS KMS を介して正しく共有されることを前提として、別の AWS アカウントから
キーを指定できます。

• PerformanceMode： ファイルシステムのスループットモードを指定します。
• CreationToken： リクエストの一意性 (冪等性) を確認するユーザー指定の値。
• newFileSystem： true の場合は復旧ポイントが新しい Amazon EFS ファイルシステムに復元され

ることを指定するブール値。
• ItemsToRestore: 各文字列がファイルパスである 1 ～ 5 つの文字列の配列。ファイルシステム全

体ではなく、特定のファイルまたはディレクトリを復元するために ItemsToRestore を使用しま
す。このパラメータはオプションです。例えば、 "itemsToRestore":"[\"/my.test\"]"。

タイプ: 文字列から文字列へのマッピング

必須: はい
RecoveryPointArn (p. 565)

たとえば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45などのリカバリポイントを一意に識別する 
ARN。

型: 文字列

必須: はい
ResourceType (p. 565)

次のいずれかのリソースのリカバリポイントを復元するジョブを開始します。
• Amazon Aurora 用の Aurora
• Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性) 用の DocumentDB
• AWS CloudFormation 用の CloudFormation
• DynamoDBAmazon DynamoDB の場合
• Amazon Elastic Block Store 用の EBS
• Amazon Elastic Compute Cloud 用の EC2
• Amazon Elastic File System 用の EFS
• Amazon FSx の場合 用の FSx
• Amazon Neptune の場合 用の Neptune
• Amazon Relational Database Service 用の RDS
• RedshiftAmazon Redshift 用
• AWS Storage Gateway 用の Storage Gateway
• Amazon S3 用の S3
• TimestreamAmazon Timestream
• 仮想マシン 用の VirtualMachine

型: 文字列

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

必須: いいえ
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レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "RestoreJobId": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

RestoreJobId (p. 567)

リカバリポイントをリストアするジョブを一意に識別します。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
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• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StopBackupJob
サービス: AWS Backup

ジョブをキャンセルして、リソースの 1 回限りのバックアップを作成しようとします。

このアクションは、Windows ファイルサーバー用の Amazon FSX、Lustre 用の Amazon FSX、ONTAP 
用の FSx、OpenZFS 用の Amazon FSX、Amazon DocumentDB (MongoDB との互換性あり)、Amazon 
RDS、Amazon Aurora、Amazon Neptune の各サービスではサポートされていません。

リクエストの構文

POST /backup-jobs/backupJobId HTTP/1.1

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupJobId (p. 569)

AWS Backup へのリクエストを一意に識別して、リソースをバックアップします。

必須: はい

リクエストボディ

リクエストにリクエスト本文がありません。

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

レスポンス要素

アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

リクエストへの入力に何らかの問題が発生していることを示します。たとえば、パラメータのタイプ
が間違っています。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
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ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-2018-11-15/StopBackupJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-2018-11-15/StopBackupJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-2018-11-15/StopBackupJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-2018-11-15/StopBackupJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-2018-11-15/StopBackupJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/backup-2018-11-15/StopBackupJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/backup-2018-11-15/StopBackupJob
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-2018-11-15/StopBackupJob
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TagResource
サービス: AWS Backup

Amazon リソースネーム (ARN) で識別されるリカバリポイント、バックアッププラン、またはバックアッ
プボールトに、キーと値のペアのセットを割り当てます。

リクエストの構文

POST /tags/resourceArn HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "Tags": {  
      "string" : "string"  
   }
}

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

resourceArn (p. 571)

リソースを一意に識別する ARN。ARN の形式は、タグ付きリソースのタイプによって異なります。

必須: はい

リクエストボディ

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Tags (p. 571)

リソースの整理に役立つキーと値のペア。作成したリソースに独自のメタデータを割り当てることが
できます。わかりやすくするために、[{"Key":"string","Value":"string"}] のタグを割り当
てる構造は次のとおりです。

タイプ: 文字列から文字列へのマッピング

必須: はい

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

レスポンス要素

アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。
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HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

たとえば、リクエストで許可されるアイテムの最大数などのリクエストの制限を超えました。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/backup-2018-11-15/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/backup-2018-11-15/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-2018-11-15/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-2018-11-15/TagResource
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UntagResource
サービス: AWS Backup

Amazon リソースネーム (ARN) で識別されるリカバリポイント、バックアッププラン、またはバックアッ
プボールトから、キーと値のペアのセットを削除します。

リクエストの構文

POST /untag/resourceArn HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "TagKeyList": [ "string" ]
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

resourceArn (p. 573)

リソースを一意に識別する ARN。ARN の形式は、タグ付きリソースのタイプによって異なります。

必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

TagKeyList (p. 573)

リソースから削除するキーと値のタグを識別するためのキーのリスト。

型: 文字列の配列

必須: はい

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

573



AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateBackupPlan
サービス: AWS Backup

JSON 形式の入力ドキュメントを使用して backupPlanId によって識別される既存のバックアッププラ
ンを更新します。新しいバージョンは VersionId によって一意に識別されます。

リクエストの構文

POST /backup/plans/backupPlanId HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "BackupPlan": {  
      "AdvancedBackupSettings": [  
         {  
            "BackupOptions": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "ResourceType": "string" 
         } 
      ], 
      "BackupPlanName": "string", 
      "Rules": [  
         {  
            "CompletionWindowMinutes": number, 
            "CopyActions": [  
               {  
                  "DestinationBackupVaultArn": "string", 
                  "Lifecycle": {  
                     "DeleteAfterDays": number, 
                     "MoveToColdStorageAfterDays": number
                  } 
               } 
            ], 
            "EnableContinuousBackup": boolean, 
            "Lifecycle": {  
               "DeleteAfterDays": number, 
               "MoveToColdStorageAfterDays": number
            }, 
            "RecoveryPointTags": {  
               "string" : "string"  
            }, 
            "RuleName": "string", 
            "ScheduleExpression": "string", 
            "StartWindowMinutes": number, 
            "TargetBackupVaultName": "string" 
         } 
      ] 
   }
}

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupPlanId (p. 575)

バックアップ計画を一意に識別します。

必須: はい
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リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

BackupPlan (p. 575)

バックアッププランの本文を指定します。1 つの BackupPlanName と1 つ以上の Rules のセットを
含む。

型: BackupPlanInput (p. 664) オブジェクト

必須: はい

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "AdvancedBackupSettings": [  
      {  
         "BackupOptions": {  
            "string" : "string"  
         }, 
         "ResourceType": "string" 
      } 
   ], 
   "BackupPlanArn": "string", 
   "BackupPlanId": "string", 
   "CreationDate": number, 
   "VersionId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

AdvancedBackupSettings (p. 576)

リソースタイプごとに BackupOptions のリストが含まれます。

型: AdvancedBackupSetting (p. 658) オブジェクトの配列
BackupPlanArn (p. 576)

たとえば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:plan:8F81F553-3A74-4A3F-B93D-
B3360DC80C50などのバックアップ計画を一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN) です。

タイプ: 文字列
BackupPlanId (p. 576)

バックアップ計画を一意に識別します。

タイプ: 文字列
CreationDate (p. 576)

バックアッププランが作成された日時 (Unix 時刻形式および協定世界時 (UTC))。CreationDateの
値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前
12:11:30.087 を表します。
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型: タイムスタンプ
VersionId (p. 576)

一意のランダムに生成された UTF-8 エンコード Unicode 文字列 (最大 1,024 バイト長)。バージョン 
ID を編集することはできません。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateFramework
サービス: AWS Backup

JSON 形式の入力ドキュメントを使用して FrameworkName によって識別される既存のフレームワークを
更新します。

リクエストの構文

PUT /audit/frameworks/frameworkName HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "FrameworkControls": [  
      {  
         "ControlInputParameters": [  
            {  
               "ParameterName": "string", 
               "ParameterValue": "string" 
            } 
         ], 
         "ControlName": "string", 
         "ControlScope": {  
            "ComplianceResourceIds": [ "string" ], 
            "ComplianceResourceTypes": [ "string" ], 
            "Tags": {  
               "string" : "string"  
            } 
         } 
      } 
   ], 
   "FrameworkDescription": "string", 
   "IdempotencyToken": "string"
}

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

frameworkName (p. 578)

フレームワークの一意の名前。この名前は、文字で始まり、文字 (a~z、A~Z)、数字 (0~9)、およびア
ンダースコア (_) を含む 1 から 256 文字で構成されます。

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

必須: はい

リクエストボディ

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

FrameworkControls (p. 578)

フレームワークを構成するコントロールのリスト。リスト内の各コントロールには、名前、入力パラ
メータ、およびスコープがあります。

型: FrameworkControl (p. 694) オブジェクトの配列
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必須: いいえ
FrameworkDescription (p. 578)

最大 1,024 文字のフレームワークの説明 (オプション)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 1,024 です。

パターン: .*\S.*

必須: いいえ
IdempotencyToken (p. 578)

別の UpdateFrameworkInput への同じコール間を区別するために使用できる顧客が選択した文字
列。同じ冪等性トークンで成功したリクエストを再試行すると、アクションは実行されず、成功メッ
セージが表示されます。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CreationTime": number, 
   "FrameworkArn": "string", 
   "FrameworkName": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

CreationTime (p. 579)

フレームワークが作成された日時 (ISO 8601 形式)。CreationTime の値は、ミリ秒単位の精度で
す。たとえば、2020-07-10T 15:00:00。000-08:00 は、2020 年 7 月 10 日の午後 3 時、UTC から 8 時
間遅れていることを表します。

型: タイムスタンプ
FrameworkArn (p. 579)

リソースを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。ARN の形式は、リソースタイプによっ
て異なります。

タイプ: 文字列
FrameworkName (p. 579)

フレームワークの一意の名前。この名前は、文字で始まり、文字 (a~z、A~Z)、数字 (0~9)、およびア
ンダースコア (_) を含む 1 から 256 文字で構成されます。

タイプ: 文字列
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長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

AlreadyExistsException

必要なリソースは既に存在します。

HTTP ステータスコード: 400
ConflictException

AWS Backup は前のアクションの実行が終了するまで、リクエストしたアクションを実行できませ
ん。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
LimitExceededException

たとえば、リクエストで許可されるアイテムの最大数などのリクエストの制限を超えました。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
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• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateGlobalSettings
サービス: AWS Backup

AWS アカウントがクロスアカウントバックアップにオプトインされるかどうかを更新します。アカウント
が Organizations 管理アカウントでない場合は、エラーを返します。DescribeGlobalSettings API を
使用して現在の設定を決定します。

リクエストの構文

PUT /global-settings HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "GlobalSettings": {  
      "string" : "string"  
   }
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

GlobalSettings (p. 582)

isCrossAccountBackupEnabled およびリージョンの値。例えば、update-global-settings 
--global-settings isCrossAccountBackupEnabled=false --region us-west-2 などで
す。

タイプ: 文字列間のマッピング

必須: いいえ

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

リクエストへの入力に何らかの問題が発生していることを示します。たとえば、パラメータのタイプ
が間違っています。
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HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateRecoveryPointLifecycle
サービス: AWS Backup

復旧ポイントの移行ライフサイクルを設定します。

ライフサイクルは保護されたリソースがいつコールドストレージに移行するか、およびいつ期限切れにな
るかを定義します。AWS Backup はお客様が定義するライフサイクルに従って自動的にバックアップを移
行し、期限切れにします。

コールドストレージに移行されたバックアップは、そこに最低 90 日保存される必要があります。した
がって、「保持」設定は、「コールドへの移行 (日数)」設定よりも 90 日長くする必要があります。バック
アップがコールドに移行された後で、「コールドへの移行 (日数)」設定を変更することはできません。

コールドストレージに移行できるリソースタイプは、「リソース別の機能可用性」テーブルの「コールド
ストレージへのライフサイクル」セクションにリストされています。 AWS Backup他のリソースタイプで
はこの式を無視します。

この操作では、連続バックアップはサポートされません。

リクエストの構文

POST /backup-vaults/backupVaultName/recovery-points/recoveryPointArn HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "Lifecycle": {  
      "DeleteAfterDays": number, 
      "MoveToColdStorageAfterDays": number
   }
}

URI リクエストパラメータ

リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

backupVaultName (p. 584)

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい
recoveryPointArn (p. 584)

arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-point:1EB3B5E7-9EB0-435A-
A80B-108B488B0D45などのリカバリポイントを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN) で
す。

必須: はい

リクエストボディ

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
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Lifecycle (p. 584)

ライフサイクルは保護されたリソースがいつコールドストレージに移行するか、およびいつ期限切れ
になるかを定義します。AWS Backup はお客様が定義するライフサイクルに従って自動的にバック
アップを移行し、期限切れにします。

コールドストレージに移行されたバックアップは、そこに最低 90 日保存される必要があります。し
たがって、「保持」設定は、「コールドへの移行 (日数)」設定よりも 90 日長くする必要があります。
バックアップがコールドに移行された後で、「コールドへの移行 (日数)」設定を変更することはでき
ません。

型: Lifecycle (p. 697) オブジェクト

必須: いいえ

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "BackupVaultArn": "string", 
   "CalculatedLifecycle": {  
      "DeleteAt": number, 
      "MoveToColdStorageAt": number
   }, 
   "Lifecycle": {  
      "DeleteAfterDays": number, 
      "MoveToColdStorageAfterDays": number
   }, 
   "RecoveryPointArn": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BackupVaultArn (p. 585)

arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVault などのバックアップボー
ルトを一意に識別する ARN。

タイプ: 文字列
CalculatedLifecycle (p. 585)

DeleteAt および MoveToColdStorageAt タイムスタンプを含む CalculatedLifecycle オブ
ジェクト

型: CalculatedLifecycle (p. 680) オブジェクト
Lifecycle (p. 585)

ライフサイクルは保護されたリソースがいつコールドストレージに移行するか、およびいつ期限切れ
になるかを定義します。AWS Backup はお客様が定義するライフサイクルに従って自動的にバック
アップを移行し、期限切れにします。

コールドストレージに移行されたバックアップは、そこに最低 90 日保存される必要があります。し
たがって、「保持」設定は、「コールドへの移行 (日数)」設定よりも 90 日長くする必要があります。
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バックアップがコールドに移行された後で、「コールドへの移行 (日数)」設定を変更することはでき
ません。

コールドストレージに移行できるリソースタイプは、「リソース別の機能可用性」テーブルの「コー
ルドストレージへのライフサイクル」セクションにリストされています。 AWS Backup他のリソース
タイプではこの式を無視します。

型: Lifecycle (p. 697) オブジェクト
RecoveryPointArn (p. 585)

arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-point:1EB3B5E7-9EB0-435A-
A80B-108B488B0D45などのリカバリポイントを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN) で
す。

型: 文字列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

リクエストへの入力に何らかの問題が発生していることを示します。たとえば、パラメータのタイプ
が間違っています。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
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• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateRegionSettings
サービス: AWS Backup

リージョンの現在のサービスオプトイン設定を更新します。 service-opt-in サービスに対してが有効に
なっている場合、は、リソースがオンデマンドバックアップまたはスケジュールバックアッププランに
含まれている場合に、AWS Backupこのリージョン内のサービスのリソースを保護しようとします。そ
れ以外の場合は、AWS Backup は、このリージョンのそのサービスのリソースを保護しようとしませ
ん。DescribeRegionSettings API を使用してサポートされているリソースタイプを決定します。

リクエストの構文

PUT /account-settings HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "ResourceTypeManagementPreference": {  
      "string" : boolean 
   }, 
   "ResourceTypeOptInPreference": {  
      "string" : boolean 
   }
}

URI リクエストパラメータ

リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ResourceTypeManagementPreference (p. 588)

完全な AWS Backup リソースタイプのバックアップの管理を有効または無効にします。AWS Backup
の高度なDynamoDB バックアップ機能とともに完全な DynamoDB のAWS Backup管理を有効にする
には、手順に従って高度な DynamoDB バックアップをプログラムで有効にします。

タイプ:ブールマップへの文字列。

キーパターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

必須: いいえ
ResourceTypeOptInPreference (p. 588)

リージョンのオプトイン設定とともに、サービスのリストを更新します。

タイプ:ブールマップへの文字列。

キーパターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

必須: いいえ

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
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レスポンス要素

アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

589

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-2018-11-15/UpdateRegionSettings
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-2018-11-15/UpdateRegionSettings
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-2018-11-15/UpdateRegionSettings
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-2018-11-15/UpdateRegionSettings
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-2018-11-15/UpdateRegionSettings
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/backup-2018-11-15/UpdateRegionSettings
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/backup-2018-11-15/UpdateRegionSettings
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-2018-11-15/UpdateRegionSettings
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-2018-11-15/UpdateRegionSettings


AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup

UpdateReportPlan
サービス: AWS Backup

JSON 形式の入力ドキュメントを使用する ReportPlanName によって識別される既存のレポートプラン
を更新します。

リクエストの構文

PUT /audit/report-plans/reportPlanName HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "IdempotencyToken": "string", 
   "ReportDeliveryChannel": {  
      "Formats": [ "string" ], 
      "S3BucketName": "string", 
      "S3KeyPrefix": "string" 
   }, 
   "ReportPlanDescription": "string", 
   "ReportSetting": {  
      "Accounts": [ "string" ], 
      "FrameworkArns": [ "string" ], 
      "NumberOfFrameworks": number, 
      "OrganizationUnits": [ "string" ], 
      "Regions": [ "string" ], 
      "ReportTemplate": "string" 
   }
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは、次の URI パラメータを使用します。

reportPlanName (p. 590)

レポートプランの一意の名前。この名前は、文字で始まり、文字 (a~z、A~Z)、数字 (0~9)、およびア
ンダースコア (_) を含む 1 から 256 文字で構成されます。

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

必須: はい

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

IdempotencyToken (p. 590)

別の UpdateReportPlanInput への同じコール間を区別するために使用できる顧客が選択した文字
列。同じ冪等性トークンで成功したリクエストを再試行すると、アクションは実行されず、成功メッ
セージが表示されます。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
ReportDeliveryChannel (p. 590)

レポートを配信する場所、特に Amazon S3 バケット名、S3 key prefix、およびレポートの形式に関す
る情報を含む構造。
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型: ReportDeliveryChannel (p. 708) オブジェクト

必須: いいえ
ReportPlanDescription (p. 590)

最大 1,024 文字のレポートプランの説明（オプション）。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 1,024 です。

パターン: .*\S.*

必須: いいえ
ReportSetting (p. 590)

レポートのレポートテンプレートを識別します。レポートは、レポートテンプレートを使用して構築
されます。レポートテンプレートは次のとおりです。

RESOURCE_COMPLIANCE_REPORT | CONTROL_COMPLIANCE_REPORT | BACKUP_JOB_REPORT | 
COPY_JOB_REPORT | RESTORE_JOB_REPORT

レポートテンプレートがRESOURCE_COMPLIANCE_REPORTまたはCONTROL_COMPLIANCE_REPORTの
場合、この API リソースでは、AWS リージョン およびフレームワークによる次のレポートカバレッ
ジについても説明します。

型: ReportSetting (p. 714) オブジェクト

必須: いいえ

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "CreationTime": number, 
   "ReportPlanArn": "string", 
   "ReportPlanName": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

CreationTime (p. 591)

レポートプランが作成された日時 (Unix 時刻形式および協定世界時 (UTC))。CreationTimeの値はミ
リ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 
を表します。

型: タイムスタンプ
ReportPlanArn (p. 591)

リソースを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。ARN の形式は、リソースタイプによっ
て異なります。
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タイプ: 文字列
ReportPlanName (p. 591)

レポートプランの一意の名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

ConflictException

AWS Backup は前のアクションの実行が終了するまで、リクエストしたアクションを実行できませ
ん。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValueException

パラメータの値に問題があることを示します。たとえば、値が範囲外であることです。

HTTP ステータスコード: 400
MissingParameterValueException

必須パラメータがないことを示します。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

サーバーの一時的障害のため、リクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
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• AWS SDK for Ruby V3

AWS Backup gateway
以下のアクションがサポートされていますAWS Backup gateway。

• AssociateGatewayToServer (p. 594)
• CreateGateway (p. 596)
• DeleteGateway (p. 599)
• DeleteHypervisor (p. 601)
• DisassociateGatewayFromServer (p. 603)
• GetBandwidthRateLimitSchedule (p. 605)
• GetGateway (p. 607)
• GetHypervisor (p. 609)
• GetHypervisorPropertyMappings (p. 611)
• GetVirtualMachine (p. 614)
• ImportHypervisorConfiguration (p. 616)
• ListGateways (p. 619)
• ListHypervisors (p. 622)
• ListTagsForResource (p. 625)
• ListVirtualMachines (p. 627)
• PutBandwidthRateLimitSchedule (p. 630)
• PutHypervisorPropertyMappings (p. 633)
• PutMaintenanceStartTime (p. 636)
• StartVirtualMachinesMetadataSync (p. 639)
• TagResource (p. 641)
• TestHypervisorConfiguration (p. 643)
• UntagResource (p. 646)
• UpdateGatewayInformation (p. 648)
• UpdateGatewaySoftwareNow (p. 650)
• UpdateHypervisor (p. 652)
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AssociateGatewayToServer
サービス: AWS Backup gateway

バックアップゲートウェイをサーバに関連付けます。関連付けプロセスの完了後、ゲートウェイ経由で 
VM をバックアップおよび復元できます。

リクエストの構文

{ 
   "GatewayArn": "string", 
   "ServerArn": "string"
}

リクエストパラメータ

すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

GatewayArn (p. 594)

ゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN) ListGateways 操作を使用して、アカウントと AWS 
リージョン のリストを返します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい
ServerArn (p. 594)

仮想マシンをホストするサーバーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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GatewayArn (p. 594)

ゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

ConflictException

サポートされていないため、操作を続行できません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護に限定されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateGateway
サービス: AWS Backup gateway

バックアップゲートウェイを作成します。ゲートウェイを作成したら、AssociateGatewayToServer
オペレーションを使用して、ゲートウェイをサーバに関連付けることができます。

リクエストの構文

{ 
   "ActivationKey": "string", 
   "GatewayDisplayName": "string", 
   "GatewayType": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

リクエストパラメータ

すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ActivationKey (p. 596)

作成されたゲートウェイのアクティベーションキー。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 50 です。

パターン: ^[0-9a-zA-Z\-]+$

必須: はい
GatewayDisplayName (p. 596)

作成されたゲートウェイの表示名。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-]*$

必須: はい
GatewayType (p. 596)

作成されたゲートウェイのタイプ。

タイプ: 文字列

有効な値:  BACKUP_VM

必須: はい
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Tags (p. 596)

ゲートウェイに割り当てられる最大 50 のタグのリスト。各タグはキーバリューのペアです。

型: Tag (p. 731) オブジェクトの配列

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

GatewayArn (p. 597)

作成するゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護に限定されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
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• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteGateway
サービス: AWS Backup gateway

バックアップゲートウェイを削除します。

リクエストの構文

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

GatewayArn (p. 599)

削除するゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

GatewayArn (p. 599)

削除されるゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。
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InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護に限定されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteHypervisor
サービス: AWS Backup gateway

ハイパーバイザーを削除します。

リクエストの構文

{ 
   "HypervisorArn": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

HypervisorArn (p. 601)

削除するハイパーバイザーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "HypervisorArn": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

HypervisorArn (p. 601)

削除したハイパーバイザーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。
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AccessDeniedException

権限が不足しているため、操作を続行できません。

HTTP ステータスコード: 400
ConflictException

サポートされていないため、操作を続行できません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護に限定されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

DisassociateGatewayFromServer
サービス: AWS Backup gateway

指定されたサーバーからバックアップゲートウェイの関連付けを解除します。関連付け解除プロセスが終
了すると、ゲートウェイはサーバー上の仮想マシンにアクセスできなくなります。

リクエストの構文

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

GatewayArn (p. 603)

関連付けを解除するゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

GatewayArn (p. 603)

関連付けを解除したゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。
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AWS Backup gateway

ConflictException

サポートされていないため、操作を続行できません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護に限定されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

GetBandwidthRateLimitSchedule
サービス: AWS Backup gateway

指定されたゲートウェイの帯域幅レート制限スケジュールを取得します。デフォルトでは、ゲートウェイ
には帯域幅レート制限スケジュールがありません。つまり、帯域幅レート制限は有効ではありません。こ
れを使用して、ゲートウェイの帯域幅レート制限スケジュールを取得します。

リクエストの構文

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

GatewayArn (p. 605)

ゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN) ListGateways 操作を使用して、アカウントと AWS 
リージョン のリストを返します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "BandwidthRateLimitIntervals": [  
      {  
         "AverageUploadRateLimitInBitsPerSec": number, 
         "DaysOfWeek": [ number ], 
         "EndHourOfDay": number, 
         "EndMinuteOfHour": number, 
         "StartHourOfDay": number, 
         "StartMinuteOfHour": number
      } 
   ], 
   "GatewayArn": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

BandwidthRateLimitIntervals (p. 605)

ゲートウェイの帯域幅レート制限スケジュール間隔を含む配列。帯域幅レート制限間隔がスケジュー
ルされていない場合、アレイは空です。
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AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

型: BandwidthRateLimitInterval (p. 719) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 20 項目です。
GatewayArn (p. 605)

ゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)。ListGateways 操作を使用して、アカウントと 
AWS リージョン のリストを返します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護を目的として制限されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

GetGateway
サービス: AWS Backup gateway

ARN (Amazon リソースネーム) を提供することで、この API はゲートウェイを返します。

リクエストの構文

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

GatewayArn (p. 607)

ゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "Gateway": {  
      "GatewayArn": "string", 
      "GatewayDisplayName": "string", 
      "GatewayType": "string", 
      "HypervisorId": "string", 
      "LastSeenTime": number, 
      "MaintenanceStartTime": {  
         "DayOfMonth": number, 
         "DayOfWeek": number, 
         "HourOfDay": number, 
         "MinuteOfHour": number
      }, 
      "NextUpdateAvailabilityTime": number, 
      "VpcEndpoint": "string" 
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Gateway (p. 607)

ARN (Amazon リソースネーム) を提供することで、この API はゲートウェイを返します。
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AWS Backup gateway

型: GatewayDetails (p. 723) オブジェクト

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護に限定されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

GetHypervisor
サービス: AWS Backup gateway

このアクションは、ゲートウェイが接続する指定されたハイパーバイザーに関する情報を要求します。ハ
イパーバイザーは、仮想マシンを作成および管理し、それらにリソースを割り当てるハードウェア、ソフ
トウェア、またはファームウェアです。

リクエストの構文

{ 
   "HypervisorArn": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

HypervisorArn (p. 609)

ハイパーバイザーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "Hypervisor": {  
      "Host": "string", 
      "HypervisorArn": "string", 
      "KmsKeyArn": "string", 
      "LastSuccessfulMetadataSyncTime": number, 
      "LatestMetadataSyncStatus": "string", 
      "LatestMetadataSyncStatusMessage": "string", 
      "LogGroupArn": "string", 
      "Name": "string", 
      "State": "string" 
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Hypervisor (p. 609)

要求されたハイパーバイザーに関する詳細。
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AWS Backup gateway

型: HypervisorDetails (p. 727) オブジェクト

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護に限定されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

GetHypervisorPropertyMappings
サービス: AWS Backup gateway

このアクションは、指定されたハイパーバイザーのプロパティマッピングを取得します。ハイパーバイ
ザープロパティマッピングには、ハイパーバイザーから利用可能なエンティティプロパティとで使用可能
なプロパティとの関係が表示されますAWS。

リクエストの構文

{ 
   "HypervisorArn": "string"
}

リクエストパラメータ

すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

HypervisorArn (p. 611)

ハイパーバイザーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "HypervisorArn": "string", 
   "IamRoleArn": "string", 
   "VmwareToAwsTagMappings": [  
      {  
         "AwsTagKey": "string", 
         "AwsTagValue": "string", 
         "VmwareCategory": "string", 
         "VmwareTagName": "string" 
      } 
   ]
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

HypervisorArn (p. 611)

ハイパーバイザーの Amazon リソースネーム (ARN)。
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タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

IamRoleArn (p. 611)

IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):iam::([0-9]+):role/(\S+)$
VmwareToAwsTagMappings (p. 611)

これは、VMwareAWS タグとタグのマッピングを示しています。

型: VmwareToAwsTagMapping (p. 737) オブジェクトの配列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護を目的として制限されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
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AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetVirtualMachine
サービス: AWS Backup gateway

ARN (Amazon リソースネーム) を提供することで、この API は仮想マシンを返します。

リクエストの構文

{ 
   "ResourceArn": "string"
}

リクエストパラメータ

すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ResourceArn (p. 614)

仮想マシンの Amazon リソースネーム (ARN)です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "VirtualMachine": {  
      "HostName": "string", 
      "HypervisorId": "string", 
      "LastBackupDate": number, 
      "Name": "string", 
      "Path": "string", 
      "ResourceArn": "string", 
      "VmwareTags": [  
         {  
            "VmwareCategory": "string", 
            "VmwareTagDescription": "string", 
            "VmwareTagName": "string" 
         } 
      ] 
   }
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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VirtualMachine (p. 614)

このオブジェクトには、VirtualMachineの出力に含まれるの基本属性が含まれていま
す。GetVirtualMachine

型: VirtualMachineDetails (p. 734) オブジェクト

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護を目的として制限されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ImportHypervisorConfiguration
サービス: AWS Backup gateway

ハイパーバイザーの設定をインポートして、ハイパーバイザーに接続します。

リクエストの構文

{ 
   "Host": "string", 
   "KmsKeyArn": "string", 
   "Name": "string", 
   "Password": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "Username": "string"
}

リクエストパラメータ

すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Host (p. 616)

ハイパーバイザーのサーバーホスト。これは、IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 (FQDN) のいず
れかです。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 128 です。

パターン: ^.+$

必須: はい
KmsKeyArn (p. 616)

ハイパーバイザー用の AWS Key Management Service。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^(^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):kms:([a-zA-Z0-9-]+):([0-9]+):(key|
alias)/(\S+)$)|(^alias/(\S+)$)$

必須: いいえ
Name (p. 616)

ハイパーバイザーの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。
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パターン: ^[a-zA-Z0-9-]*$

必須: はい
Password (p. 616)

ハイパーバイザーのパスワード。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[ -~]+$

必須: いいえ
Tags (p. 616)

インポートするハイパーバイザー設定のタグ。

型: Tag (p. 731) オブジェクトの配列

必須: いいえ
Username (p. 616)

ハイパーバイザーのユーザー名。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[ -\.0-\[\]-~]*[!-\.0-\[\]-~][ -\.0-\[\]-~]*$

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "HypervisorArn": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

HypervisorArn (p. 617)

関連付けを解除したハイパーバイザーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。
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AccessDeniedException

権限が不足しているため、操作を続行できません。

HTTP ステータスコード: 400
ConflictException

サポートされていないため、操作を続行できません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護に限定されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListGateways
サービス: AWS Backup gateway

AWS リージョン の AWS アカウント により所有するバックアップゲートウェイを一覧表示します。返さ
れるリストは、ゲートウェイ Amazon リソース名 (ARN) によって順序付けられます。

リクエストの構文

{ 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

リクエストパラメータ

すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

MaxResults (p. 619)

リストするゲートウェイの最大数。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 1 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 619)

返されるリソースの一部リストに続く次のアイテム。たとえば、返すリクエストが MaxResults リ
ソース数を返すために行われる場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始
する、リスト内のより多くのアイテムを返すことができます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,000 です。

Pattern: ^.+$

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "Gateways": [  
      {  
         "GatewayArn": "string", 
         "GatewayDisplayName": "string", 
         "GatewayType": "string", 
         "HypervisorId": "string", 
         "LastSeenTime": number
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}
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レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Gateways (p. 619)

ゲートウェイのリスト。

型: Gateway (p. 721) オブジェクトの配列
NextToken (p. 619)

返されるリソースの一部リストに続く次のアイテム。たとえば、返すリクエストが maxResults リ
ソース数を返すために行われる場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始
する、リスト内のより多くのアイテムを返すことができます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,000 です。

Pattern: ^.+$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護に限定されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
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• AWS SDK for Ruby V3
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ListHypervisors
サービス: AWS Backup gateway

ハイパーバイザーを一覧表示します。

リクエストの構文

{ 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

リクエストパラメータ

すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

MaxResults (p. 622)

リストするハイパーバイザーの最大数。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 1 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 622)

返されるリソースの一部リストに続く次のアイテム。たとえば、返すリクエストが maxResults リ
ソース数を返すために行われる場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始
する、リスト内のより多くのアイテムを返すことができます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,000 です。

Pattern: ^.+$

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "Hypervisors": [  
      {  
         "Host": "string", 
         "HypervisorArn": "string", 
         "KmsKeyArn": "string", 
         "Name": "string", 
         "State": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}
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レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Hypervisors (p. 622)

リスト Hypervisor Amazon リソースネーム (ARN) の順序が付けられたオブジェクト。

型: Hypervisor (p. 725) オブジェクトの配列
NextToken (p. 622)

返されるリソースの一部リストに続く次のアイテム。たとえば、返すリクエストが maxResults リ
ソース数を返すために行われる場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始
する、リスト内のより多くのアイテムを返すことができます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,000 です。

Pattern: ^.+$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護に限定されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
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• AWS SDK for Ruby V3
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ListTagsForResource
サービス: AWS Backup gateway

リソースの Amazon リソースネーム (ARN) によって識別されるリソースに適用されるタグを一覧表示しま
す。

リクエストの構文

{ 
   "ResourceArn": "string"
}

リクエストパラメータ

すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ResourceArn (p. 625)

一覧表示するリソースのタグの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "ResourceArn": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ResourceArn (p. 625)

一覧表示したリソースのタグの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。
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パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

Tags (p. 625)

リソースのタグの一覧表示。

型: Tag (p. 731) オブジェクトの配列

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護に限定されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListVirtualMachines
サービス: AWS Backup gateway

仮想マシンを一覧表示します。

リクエストの構文

{ 
   "HypervisorArn": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

HypervisorArn (p. 627)

仮想マシンに接続されているハイパーバイザーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: いいえ
MaxResults (p. 627)

一覧表示する仮想マシンの最大数。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 1 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 627)

返されるリソースの一部リストに続く次のアイテム。たとえば、返すリクエストが maxResults リ
ソース数を返すために行われる場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始
する、リスト内のより多くのアイテムを返すことができます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,000 です。

Pattern: ^.+$

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "NextToken": "string", 
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   "VirtualMachines": [  
      {  
         "HostName": "string", 
         "HypervisorId": "string", 
         "LastBackupDate": number, 
         "Name": "string", 
         "Path": "string", 
         "ResourceArn": "string" 
      } 
   ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

NextToken (p. 627)

返されるリソースの一部リストに続く次のアイテム。たとえば、返すリクエストが maxResults リ
ソース数を返すために行われる場合、NextToken では、次のトークンが指すロケーションから開始
する、リスト内のより多くのアイテムを返すことができます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,000 です。

Pattern: ^.+$
VirtualMachines (p. 627)

あなたのリストVirtualMachine Amazon リソースネーム (ARN) の順序が付けられたオブジェク
ト。

型: VirtualMachine (p. 732) オブジェクトの配列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護に限定されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PutBandwidthRateLimitSchedule
サービス: AWS Backup gateway

このアクションは、指定されたゲートウェイの帯域幅レート制限スケジュールを設定します。デフォルト
では、ゲートウェイには帯域幅レート制限スケジュールがありません。つまり、帯域幅レート制限は有効
ではありません。これを使用して、ゲートウェイの帯域幅レート制限スケジュールを開始します。

リクエストの構文

{ 
   "BandwidthRateLimitIntervals": [  
      {  
         "AverageUploadRateLimitInBitsPerSec": number, 
         "DaysOfWeek": [ number ], 
         "EndHourOfDay": number, 
         "EndMinuteOfHour": number, 
         "StartHourOfDay": number, 
         "StartMinuteOfHour": number
      } 
   ], 
   "GatewayArn": "string"
}

リクエストパラメータ

すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

BandwidthRateLimitIntervals (p. 630)

ゲートウェイの帯域幅レート制限スケジュールの間隔を含む配列。帯域幅レート制限間隔がスケ
ジュールされていない場合、アレイは空です。

型: BandwidthRateLimitInterval (p. 719) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 20 項目です。

必須: はい
GatewayArn (p. 630)

ゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)。ListGateways 操作を使用して、アカウントと 
AWS リージョン のリストを返します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "GatewayArn": "string"
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}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

GatewayArn (p. 630)

ゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)。ListGateways 操作を使用して、アカウントと 
AWS リージョン のリストを返します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護を目的として制限されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
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• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PutHypervisorPropertyMappings
サービス: AWS Backup gateway

このアクションは、指定されたハイパーバイザーのプロパティマッピングを設定します。ハイパーバイ
ザープロパティマッピングには、ハイパーバイザーから利用可能なエンティティプロパティとで使用可能
なプロパティとの関係が表示されますAWS。

リクエストの構文

{ 
   "HypervisorArn": "string", 
   "IamRoleArn": "string", 
   "VmwareToAwsTagMappings": [  
      {  
         "AwsTagKey": "string", 
         "AwsTagValue": "string", 
         "VmwareCategory": "string", 
         "VmwareTagName": "string" 
      } 
   ]
}

リクエストパラメータ

すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

HypervisorArn (p. 633)

ハイパーバイザーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい
IamRoleArn (p. 633)

IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):iam::([0-9]+):role/(\S+)$

必須: はい
VmwareToAwsTagMappings (p. 633)

このアクションは、VMware タグのタグへのマッピングを要求します。AWS

型: VmwareToAwsTagMapping (p. 737) オブジェクトの配列

必須: はい

633



AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

レスポンスの構文

{ 
   "HypervisorArn": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

HypervisorArn (p. 634)

ハイパーバイザーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

AccessDeniedException

権限が不足しているため、操作を続行できません。

HTTP ステータスコード: 400
ConflictException

サポートされていないため、操作を続行できません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護を目的として制限されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
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以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PutMaintenanceStartTime
サービス: AWS Backup gateway

ゲートウェイのメンテナンス開始時間を設定します。

リクエストの構文

{ 
   "DayOfMonth": number, 
   "DayOfWeek": number, 
   "GatewayArn": "string", 
   "HourOfDay": number, 
   "MinuteOfHour": number
}

リクエストパラメータ

すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

DayOfMonth (p. 636)

ゲートウェイでメンテナンスを開始する月の日。

有効な値の範囲は Sunday～Saturday です。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 1 です。31 の最大値。

必須: いいえ
DayOfWeek (p. 636)

ゲートウェイのメンテナンスを開始する曜日。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 0 です。6 の最大値。

必須: いいえ
GatewayArn (p. 636)

メンテナンス開始時刻を指定するために使用するゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい
HourOfDay (p. 636)

ゲートウェイでメンテナンスを開始する時間。

型: 整数
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有効な範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 23 です。

必須: はい
MinuteOfHour (p. 636)

ゲートウェイでメンテナンスを開始する時間の分。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 5959 です。

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

GatewayArn (p. 637)

メンテナンス開始時間を設定したゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

ConflictException

サポートされていないため、操作を続行できません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護に限定されています。
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HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StartVirtualMachinesMetadataSync
サービス: AWS Backup gateway

このアクションは、指定された仮想マシン間でメタデータを同期するリクエストを送信します。

リクエストの構文

{ 
   "HypervisorArn": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

HypervisorArn (p. 639)

ハイパーバイザーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "HypervisorArn": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

HypervisorArn (p. 639)

ハイパーバイザーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。
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AccessDeniedException

権限が不足しているため、操作を続行できません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護に限定されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-gateway-2021-01-01/StartVirtualMachinesMetadataSync
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-gateway-2021-01-01/StartVirtualMachinesMetadataSync
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-gateway-2021-01-01/StartVirtualMachinesMetadataSync
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-gateway-2021-01-01/StartVirtualMachinesMetadataSync
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-gateway-2021-01-01/StartVirtualMachinesMetadataSync
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/backup-gateway-2021-01-01/StartVirtualMachinesMetadataSync
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/backup-gateway-2021-01-01/StartVirtualMachinesMetadataSync
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-gateway-2021-01-01/StartVirtualMachinesMetadataSync
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-gateway-2021-01-01/StartVirtualMachinesMetadataSync


AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

TagResource
サービス: AWS Backup gateway

リソースをタグ付け。

リクエストの構文

{ 
   "ResourceARN": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ResourceARN (p. 641)

タグに対するのリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい
Tags (p. 641)

リソースに割り当てるタグのリスト。

型: Tag (p. 731) オブジェクトの配列

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "ResourceARN": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ResourceARN (p. 641)

タグ付けした リソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
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AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護に限定されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-gateway-2021-01-01/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-gateway-2021-01-01/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-gateway-2021-01-01/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-gateway-2021-01-01/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-gateway-2021-01-01/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/backup-gateway-2021-01-01/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/backup-gateway-2021-01-01/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-gateway-2021-01-01/TagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-gateway-2021-01-01/TagResource


AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

TestHypervisorConfiguration
サービス: AWS Backup gateway

ハイパーバイザー構成をテストして、バックアップゲートウェイがハイパーバイザーとそのリソースに接
続できることを確認します。

リクエストの構文

{ 
   "GatewayArn": "string", 
   "Host": "string", 
   "Password": "string", 
   "Username": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

GatewayArn (p. 643)

テストするハイパーバイザーへのゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい
Host (p. 643)

ハイパーバイザーのサーバーホスト。これは、IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 (FQDN) のいず
れかです。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 128 です。

パターン: ^.+$

必須: はい
Password (p. 643)

ハイパーバイザーのパスワード。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[ -~]+$

必須: いいえ
Username (p. 643)

ハイパーバイザーのユーザー名。
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AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[ -\.0-\[\]-~]*[!-\.0-\[\]-~][ -\.0-\[\]-~]*$

必須: いいえ

レスポンス要素

アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

ConflictException

サポートされていないため、操作を続行できません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護に限定されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-gateway-2021-01-01/TestHypervisorConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-gateway-2021-01-01/TestHypervisorConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-gateway-2021-01-01/TestHypervisorConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-gateway-2021-01-01/TestHypervisorConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-gateway-2021-01-01/TestHypervisorConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/backup-gateway-2021-01-01/TestHypervisorConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/backup-gateway-2021-01-01/TestHypervisorConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-gateway-2021-01-01/TestHypervisorConfiguration


AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

UntagResource
サービス: AWS Backup gateway

リソースからタグを削除します。

リクエストの構文

{ 
   "ResourceARN": "string", 
   "TagKeys": [ "string" ]
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ResourceARN (p. 646)

タグを削除するリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい
TagKeys (p. 646)

削除するタグを指定するタグキーのリスト。

型: 文字列の配列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。

パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "ResourceARN": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ResourceARN (p. 646)

タグを削除するリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
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AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護に限定されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-gateway-2021-01-01/UntagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-gateway-2021-01-01/UntagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-gateway-2021-01-01/UntagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-gateway-2021-01-01/UntagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-gateway-2021-01-01/UntagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/backup-gateway-2021-01-01/UntagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/backup-gateway-2021-01-01/UntagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-gateway-2021-01-01/UntagResource
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-gateway-2021-01-01/UntagResource


AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

UpdateGatewayInformation
サービス: AWS Backup gateway

ゲートウェイの名前を更新します。リクエストのゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN) を使用し
て、更新するゲートウェイを指定します。

リクエストの構文

{ 
   "GatewayArn": "string", 
   "GatewayDisplayName": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

GatewayArn (p. 648)

更新するゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい
GatewayDisplayName (p. 648)

ゲートウェイの更新された表示名。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-]*$

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

GatewayArn (p. 648)

更新したゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)。

648



AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

ConflictException

サポートされていないため、操作を続行できません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護に限定されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/backup-gateway-2021-01-01/UpdateGatewayInformation
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-gateway-2021-01-01/UpdateGatewayInformation
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-gateway-2021-01-01/UpdateGatewayInformation
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-gateway-2021-01-01/UpdateGatewayInformation
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-gateway-2021-01-01/UpdateGatewayInformation
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/backup-gateway-2021-01-01/UpdateGatewayInformation
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/backup-gateway-2021-01-01/UpdateGatewayInformation
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-gateway-2021-01-01/UpdateGatewayInformation
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-gateway-2021-01-01/UpdateGatewayInformation


AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

UpdateGatewaySoftwareNow
サービス: AWS Backup gateway

ゲートウェイ仮想マシン (VM) ソフトウェアを更新する。この要求により、ソフトウェアの更新がただち
にトリガーされます。

Note

このリクエストを行うと、200 OKすぐに成功応答が返されます。ただし、更新が完了するまでに
しばらく時間がかかることがあります。

リクエストの構文

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

リクエストパラメータ

すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

GatewayArn (p. 650)

更新するゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "GatewayArn": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

GatewayArn (p. 650)

更新したゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。
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AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護を目的として制限されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/backup-gateway-2021-01-01/UpdateGatewaySoftwareNow
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https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/backup-gateway-2021-01-01/UpdateGatewaySoftwareNow
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-gateway-2021-01-01/UpdateGatewaySoftwareNow


AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

UpdateHypervisor
サービス: AWS Backup gateway

ホスト、ユーザー名、パスワードなどのハイパーバイザーメタデータを更新します。リクエストのハイ
パーバイザーの Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、更新するハイパーバイザーを指定します。

リクエストの構文

{ 
   "Host": "string", 
   "HypervisorArn": "string", 
   "LogGroupArn": "string", 
   "Name": "string", 
   "Password": "string", 
   "Username": "string"
}

リクエストパラメータ

すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 738)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Host (p. 652)

ハイパーバイザーの更新されたホスト。これは、IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 (FQDN) のい
ずれかです。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 128 です。

Pattern: ^.+$

必須: いいえ
HypervisorArn (p. 652)

更新するハイパーバイザーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: はい
LogGroupArn (p. 652)

リクエストされたログ内のゲートウェイグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 2,048 です。

パターン: ^$|^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):logs:([a-zA-Z0-9-]+):([0-9]+):log-
group:[a-zA-Z0-9_\-\/\.]+:\*$
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必須: いいえ
Name (p. 652)

ハイパーバイザーの更新された名前

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-]*$

必須: いいえ
Password (p. 652)

ハイパーバイザーの更新されたパスワード。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[ -~]+$

必須: いいえ
Username (p. 652)

ハイパーバイザーの更新されたユーザー名。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[ -\.0-\[\]-~]*[!-\.0-\[\]-~][ -\.0-\[\]-~]*$

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "HypervisorArn": "string"
}

レスポンス要素

アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

HypervisorArn (p. 653)

更新したハイパーバイザーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$
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エラー

すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 739)」を参照してください。

AccessDeniedException

権限が不足しているため、操作を続行できません。

HTTP ステータスコード: 400
ConflictException

サポートされていないため、操作を続行できません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServerException

内部エラーが発生したために操作は成功しませんでした。あとでもう一度試してみてください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

アクションに必要なリソースが見つかりませんでした。

HTTP ステータスコード: 400
ThrottlingException

TPSは、意図的または意図しない高リクエスト量からの保護に限定されています。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationException

検証エラーが発生したため、操作は成功しませんでした。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

データ型
では以下のデータ型がサポートされていますAWS Backup。
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• AdvancedBackupSetting (p. 658)
• BackupJob (p. 659)
• BackupPlan (p. 663)
• BackupPlanInput (p. 664)
• BackupPlansListMember (p. 665)
• BackupPlanTemplatesListMember (p. 667)
• BackupRule (p. 668)
• BackupRuleInput (p. 671)
• BackupSelection (p. 673)
• BackupSelectionsListMember (p. 675)
• BackupVaultListMember (p. 677)
• CalculatedLifecycle (p. 680)
• Condition (p. 681)
• ConditionParameter (p. 682)
• Conditions (p. 683)
• ControlInputParameter (p. 684)
• ControlScope (p. 685)
• CopyAction (p. 686)
• CopyJob (p. 687)
• DateRange (p. 691)
• Framework (p. 692)
• FrameworkControl (p. 694)
• LegalHold (p. 695)
• Lifecycle (p. 697)
• ProtectedResource (p. 698)
• RecoveryPointByBackupVault (p. 699)
• RecoveryPointByResource (p. 703)
• RecoveryPointCreator (p. 705)
• RecoveryPointMember (p. 706)
• RecoveryPointSelection (p. 707)
• ReportDeliveryChannel (p. 708)
• ReportDestination (p. 709)
• ReportJob (p. 710)
• ReportPlan (p. 712)
• ReportSetting (p. 714)
• RestoreJobsListMember (p. 716)

では以下のデータ型がサポートされていますAWS Backup gateway。

• BandwidthRateLimitInterval (p. 719)
• Gateway (p. 721)
• GatewayDetails (p. 723)
• Hypervisor (p. 725)
• HypervisorDetails (p. 727)
• MaintenanceStartTime (p. 729)
• Tag (p. 731)
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• VirtualMachine (p. 732)
• VirtualMachineDetails (p. 734)
• VmwareTag (p. 736)
• VmwareToAwsTagMapping (p. 737)

AWS Backup
では、以下のデータ型がサポートされていますAWS Backup。

• AdvancedBackupSetting (p. 658)
• BackupJob (p. 659)
• BackupPlan (p. 663)
• BackupPlanInput (p. 664)
• BackupPlansListMember (p. 665)
• BackupPlanTemplatesListMember (p. 667)
• BackupRule (p. 668)
• BackupRuleInput (p. 671)
• BackupSelection (p. 673)
• BackupSelectionsListMember (p. 675)
• BackupVaultListMember (p. 677)
• CalculatedLifecycle (p. 680)
• Condition (p. 681)
• ConditionParameter (p. 682)
• Conditions (p. 683)
• ControlInputParameter (p. 684)
• ControlScope (p. 685)
• CopyAction (p. 686)
• CopyJob (p. 687)
• DateRange (p. 691)
• Framework (p. 692)
• FrameworkControl (p. 694)
• LegalHold (p. 695)
• Lifecycle (p. 697)
• ProtectedResource (p. 698)
• RecoveryPointByBackupVault (p. 699)
• RecoveryPointByResource (p. 703)
• RecoveryPointCreator (p. 705)
• RecoveryPointMember (p. 706)
• RecoveryPointSelection (p. 707)
• ReportDeliveryChannel (p. 708)
• ReportDestination (p. 709)
• ReportJob (p. 710)
• ReportPlan (p. 712)
• ReportSetting (p. 714)
• RestoreJobsListMember (p. 716)
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AdvancedBackupSetting
サービス: AWS Backup

各リソースタイプのバックアップオプションのリスト。

目次

BackupOptions

選択したリソースのバックアップオプションを指定します。このオプションは、Windows VSS バック
アップジョブでのみ有効です。

有効な値:

"WindowsVSS":"enabled" に設定すると、WindowsVSS のバックアップオプションが有効にな
り、Windows VSS バックアップが作成されます。

"WindowsVSS":"disabled" に設定すると、定期的にバックアップを作成します。WindowsVSS の
オプションはデフォルトでは、有効ではありません。

無効なオプションを指定すると、InvalidParameterValueException の例外が発生します。

Windows VSS バックアップの詳細については、VSS 対応の Windows Backup の作成を参照してくだ
さい。

型: 文字列から文字列へのマッピング

キーパターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

値パターン:^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

必須: いいえ
ResourceType

リソースタイプとバックアップオプションを含むオブジェクトを指定します。サポートされている
リソースタイプは、Windows Volume Shadow Copy Service (VSS)を使用した Amazon EC2 イン
スタンスのみです。 CloudFormation 例については、AWS Backupユーザーガイドの Windows VSS 
CloudFormation を有効にするサンプルテンプレートを参照してください。

有効な値: EC2。

タイプ: 文字列

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BackupJob
サービス: AWS Backup

バックアップジョブに関する詳細情報が含まれています。

内容

AccountId

バックアップジョブを所有する アカウント ID です。

型: 文字列

パターン: ^[0-9]{12}$

必須: いいえ
BackupJobId

リソースをバックアップするための AWS Backup へのリクエストを一意に識別します。

型: 文字列

必須: いいえ
BackupOptions

選択したリソースのバックアップオプションを指定します。このオプションは、Windows ボリューム
シャドウコピーサービス (VSS) バックアップジョブでのみ使用できます。

有効な値:"WindowsVSS":"enabled" に設定してWindowsVSS バックアップオプション
をを有効にし、Windows VSS バックアップを作成します。"WindowsVSS":"disabled"
に設定すると、定期的にバックアップを作成します。無効なオプションを指定する
と、InvalidParameterValueException の例外が発生します。

型: 文字列から文字列へのマッピング

キーパターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

値パターン:^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

必須: いいえ
BackupSizeInBytes

バックアップのサイズはバイト単位です。

型: Long

必須: いいえ
BackupType

バックアップジョブのバックアップのタイプを表します。

型: 文字列

必須: いいえ
BackupVaultArn

arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVaultなどのバックアップボール
トを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列
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必須: いいえ
BackupVaultName

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

型: 文字列

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: いいえ
BytesTransferred

ジョブステータスの照会時にバックアップボールトに転送されたバイト単位のサイズ。

型: Long

必須: いいえ
CompletionDate

バックアップジョブを作成するジョブが完了した日時 をUnix 形式および協定世界時 (UTC)で表示しま
す。CompletionDate の値は、ミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 
年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
CreatedBy

バックアップジョブの作成に使用されたバックアッププランの
BackupPlanArn,BackupPlanId,BackupPlanVersion, およびBackupRuleId 含む、バックアッ
プジョブの作成に関する識別情報がまれています。

型: RecoveryPointCreator (p. 705) オブジェクト

必須: いいえ
CreationDate

バックアップジョブが作成された日時をUnix形式および協定世界時（UTC）で表示しま
す。CreationDate の値は、ミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 
月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
ExpectedCompletionDate

リソースのバックアップを行うジョブが完了する予定の日時を、Unix形式および協定世界時
（UTC）で表示します。ExpectedCompletionDate の値は,ミリ秒単位の精度です。たとえ
ば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
IamRoleArn

対象となるリカバリーポイントの作成に使用する IAM ロール ARN を指定します。デフォルトロール
以外の IAM ロールには、ロール名に AWSBackup または AwsBackup のいずれかを含める必要があり
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ます。例えば、arn:aws:iam::123456789012:role/AWSBackupRDSAccess。これらの文字列の
ないロール名には、バックアップジョブを実行する権限がありません。

型: 文字列

必須: いいえ
IsParent

これは親 (複合) バックアップジョブであることを示すブール値です。

型: ブール

必須: いいえ
ParentJobId

リソースをバックアップするためのAWS Backupへのリクエストを一意に識別します。戻り値は親 (複
合) ジョブ ID になります。

型: 文字列

必須: いいえ
PercentDone

ジョブのステータスが照会された時点でのジョブの完了見込み率が含まれます。

型: 文字列

必須: いいえ
RecoveryPointArn

リカバリーポイントを一意に識別する ARN、たとえば、arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:recovery-point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45 で
す。

型: 文字列

必須: いいえ
ResourceArn

リソースを一意に識別するためのARN。ARN の形式は、リソースタイプによって異なります。

型: 文字列

必須: いいえ
ResourceName

これは、指定されたバックアップに属するリソースの一意ではない名前です。

型: 文字列

必須: いいえ
ResourceType

バックアップする AWS のリソースタイプ、たとえば Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 
ボリュームや Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) データベースなど。Windows 
Volume Shadow Copy Service (VSS) バックアップでは、サポートされているリソースタイプは 
Amazon EC2 のみです。

型: 文字列
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パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

必須: いいえ
StartBy

バックアップジョブがキャンセルされる前に開始しなければならない時刻を Unix 形式および協定世界
時 (UTC)) で指定します。この値は、スケジュールされた時刻に開始ウィンドウを追加して計算されま
す。そのため、予定時刻が午後6時でスタートウィンドウが2時間であれば、StartBy時刻は指定され
た日付の午後 8:00 になります。StartByの値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 
の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
State

リソース復旧ポイントの現在の状態。

型: 文字列

有効な値:  CREATED | PENDING | RUNNING | ABORTING | ABORTED | COMPLETED | 
FAILED | EXPIRED | PARTIAL

必須: いいえ
StatusMessage

リソースをバックアップするジョブのステータスを説明する詳細なメッセージ。　

型: 文字列

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BackupPlan
サービス: AWS Backup

バックアップ計画の表示名 (省略可能) と BackupRule オブジェクトの配列が含まれます。各オブジェク
トがバックアップルールを指定します。バックアップ計画の各ルールは、個別にスケジュールされるタス
クであり、異なる AWS リソースの選択をバックアップすることができます。

目次

AdvancedBackupSettings

リソースタイプごとにBackupOptions リストが含まれます。。

型: AdvancedBackupSetting (p. 658) オブジェクトの配列

必須: いいえ
BackupPlanName

バックアッププランの表示名。1～50 の英数字または 「-_」 を含める必要があります。文字.

タイプ: 文字列

必須: はい
Rules

BackupRule オブジェクトの配列。各オブジェクトは、選択したリソースのバックアップに使用され
る、スケジュールされたタスクを指定します。

型: BackupRule (p. 668) オブジェクトの配列

必須: はい

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BackupPlanInput
サービス: AWS Backup

バックアップ計画の表示名 (省略可能) と BackupRule オブジェクトの配列が含まれます。各オブジェク
トがバックアップルールを指定します。バックアップ計画の各ルールは、個別のスケジュールタスクで
す。　

目次

AdvancedBackupSettings

リソースタイプごとに BackupOptions のリストを指定します。これらの設定は、Windows Volume 
Shadow Copy Service (VSS) バックアップジョブでのみで有効です。

型: AdvancedBackupSetting (p. 658) オブジェクトの配列

必須: いいえ
BackupPlanName

バックアッププランの表示名。1～50 の英数字または 「-_」 を含める必要があります。文字.

タイプ: 文字列

必須: はい
Rules

BackupRule オブジェクトの配列。各オブジェクトは、選択したリソースのバックアップに使用され
る、スケジュールされたタスクを指定します。

型: BackupRuleInput (p. 671) オブジェクトの配列

必須: はい

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BackupPlansListMember
サービス: AWS Backup

バックアップ計画に関するメタデータが含まれます。

目次

AdvancedBackupSettings

リソースタイプの BackupOptions のリストが含まれます。

型: AdvancedBackupSetting (p. 658) オブジェクトの配列

必須: いいえ
BackupPlanArn

たとえば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:plan:8F81F553-3A74-4A3F-B93D-
B3360DC80C50などのバックアップ計画を一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN) です。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
BackupPlanId

バックアップ計画を一意に識別します。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
BackupPlanName

保存されたバックアップ計画の表示名。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
CreationDate

リソースのバックアップ計画が作成された日時をUnix 形式および協定世界時 (UTC)で表示しま
す。CreationDate の値は、ミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 
月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
CreatorRequestId

リクエストを識別するための一意の文字列で、失敗したリクエストを再試行する際に、オペレーショ
ンを2回実行するリスクを回避することができます。このパラメータはオプションです。

使用する場合、このパラメータには 1 ～ 50 の英数字または 「-_」 を含める必要があります。文字.

タイプ: 文字列

必須: いいえ
DeletionDate

バックアップ計画が削除される日時は、Unix 形式および協定世界時 (UTC)で表示されま
す。DeletionDateの値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 
26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。
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型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
LastExecutionDate

リソースをバックアップするジョブがこのルールで最後に実行された時刻です。日時は、Unix形式お
よび協定世界時 (UTC) で表示されます。LastExecutionDateの値はミリ秒単位の精度です。たとえ
ば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
VersionId

一意のランダムに生成された UTF-8 エンコード Unicode 文字列 (最大 1,024 バイト長)。バージョン 
ID を編集することはできません。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BackupPlanTemplatesListMember
サービス: AWS Backup

バックアップ計画テンプレートに関連するメタデータを指定するオブジェクトです。

目次

BackupPlanTemplateId

保存されているバックアップ計画テンプレートを一意に識別します。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
BackupPlanTemplateName

バックアップ計画テンプレートのオプション表示名です。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3

667

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-2018-11-15/BackupPlanTemplatesListMember
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-2018-11-15/BackupPlanTemplatesListMember
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-2018-11-15/BackupPlanTemplatesListMember
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-2018-11-15/BackupPlanTemplatesListMember


AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup

BackupRule
サービス: AWS Backup

選択したリソースをバックアップするスケジュールタスクを指定します。

内容

CompletionWindowMinutes

バックアップジョブが正常に開始されてから完了するまで、またはAWS Backup によってキャンセル
されるまでの分単位の値です。この値はオプションです。

型: Long

必須: いいえ
CopyActions

CopyAction オブジェクトの配列で、コピーオペレーションの詳細を含みます。

型: CopyAction (p. 686) オブジェクトの配列

必須: いいえ
EnableContinuousBackup

AWS Backup が連続したバックアップを作成するかどうかを指定します。AWS BackupTrueは、 
point-in-time リストア可能な連続バックアップ (PITR) を作成します。False (または指定なし)
は、AWS Backup でスナップショットバックアップを作成します。

型: ブール

必須: いいえ
Lifecycle

ライフサイクルにより、保護されたリソースがいつコールドストレージに移行するか、いつ期限切れ
になるかが定義されます。AWS Backup は、お客様が定義するライフサイクルに従って自動的にバッ
クアップを移行し、期限切れにします。

コールドストレージに移行されたバックアップは、そこに最低 90 日保存される必要があります。そ
のため、「リテンション」設定は「日数が経過すると低温状態に移行する」設定よりも 90 日長く設
定する必要があります。バックアップがコールドに移行された後で、「コールドへの移行 (日数)」設
定を変更することはできません。

コールドストレージに移行できるリソースタイプは、「リソース別の利用可能状況」表の「コールド
ストレージへのライフサイクル」セクションに記載されています。 AWS Backupこれは他のリソース
タイプにはこの式を無視します。

型: Lifecycle (p. 697) オブジェクト

必須: いいえ
RecoveryPointTags

バックアップから復元したときに、このルールに関連付けられているリソースに割り当てられるキー
と値のペアの文字列の配列です。

タイプ: 文字列間のマッピング

必須: いいえ
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RuleId

選択したリソースのバックアップをスケジュールに入れるために使用されるルールを一意に識別しま
す。　

型: 文字列

必須: いいえ
RuleName

バックアップルールの表示名。1～50 の英数字または 「-_」 を含める必要があります。文字。

型: 文字列

Pattern: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

必須: はい
ScheduleExpression

AWS Backup がバックアップジョブを開始するタイミングを指定する UTCのCRON 式で
す。AWSCron 式の詳細については、Amazon CloudWatch Events ユーザーガイドの Schedule 
Expressions for Rules を参照してください。 。AWS cron 式の 2 つの例は、 15 * ? * * * (毎時 
15 分にバックアップを取る) と 0 12 * * ? * (UTC 正午に毎日バックアップを取る) です。例の
テーブルについては、前のリンクをクリックし、ページを下にスクロールします。

型: 文字列

必須: いいえ
StartWindowMinutes

バックアップが予定されてから、ジョブが正常に開始されない場合にキャンセルされるまでの時間を
分単位で指定する値です。この値はオプションです。この値を含める場合、エラーを避けるために少
なくとも 60 分必要です。

開始ウィンドウの間、バックアップジョブのステータスは、正常に開始されるまで、または開始ウィ
ンドウの時間がなくなるまで、CREATEDステータスのままになります。AWS Backup開始時間内に
ジョブを再試行できるエラーを受け取った場合は、バックアップが正常に開始されるまで (ジョブの
ステータスがに変わるまで)、またはジョブのステータスがに変わるまで (開始ウィンドウ時間が過
ぎると予想されるRUNNING)、少なくとも 10 分ごとにジョブの開始を自動的に再試行します。AWS 
BackupEXPIRED

型: Long

必須: いいえ
TargetBackupVaultName

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

型: 文字列

Pattern: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BackupRuleInput
サービス: AWS Backup

選択したリソースをバックアップするスケジュールタスクを指定します。

内容

CompletionWindowMinutes

バックアップジョブが正常に開始されてから完了するまで、またはAWS Backup によってキャンセル
されるまでの分単位の値です。この値はオプションです。

型: Long

必須: いいえ
CopyActions

CopyAction オブジェクトの配列で、コピーオペレーションの詳細を含みます。

型: CopyAction (p. 686) オブジェクトの配列

必須: いいえ
EnableContinuousBackup

AWS Backup が連続したバックアップを作成するかどうかを指定します。AWS BackupTrueは、を
使ってポイントインタイムリソース (PITR) が可能な連続バックアップを作成します。 point-in-time 
False (または指定なし)は、AWS Backup でスナップショットバックアップを作成します。

型: ブール

必須: いいえ
Lifecycle

ライフサイクルにより、保護されたリソースがいつコールドストレージに移行するか、およびいつ期
限切れになるかが定義されます。AWS Backup は、お客様が定義するライフサイクルに従って自動的
にバックアップを移行し、期限切れにします。

コールドストレージに移行されたバックアップは、そこに最低 90 日保存される必要があります。そ
のため、「リテンション」設定は「日数が経過すると低温状態に移行する」設定よりも 90 日長く設
定する必要があります。バックアップがコールドに移行された後で、「コールドへの移行 (日数)」設
定を変更することはできません。

コールドストレージに移行できるリソースタイプは、「リソース別の利用可能状況」表の「コールド
ストレージへのライフサイクル」セクションに記載されています。 AWS Backupは、これは他のリ
ソースタイプには無視します。

型: Lifecycle (p. 697) オブジェクト

必須: いいえ
RecoveryPointTags

リソースを整理しやすくするために、作成したリソースに独自のメタデータを割り当てることができ
ます。各タグはキーバリューのペアです。

タイプ: 文字列間のマッピング

必須: いいえ
RuleName

バックアップルールの表示名。1～50 の英数字または 「-_」 を含める必要があります。文字。
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型: 文字列

Pattern: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

必須: はい
ScheduleExpression

AWS Backup がバックアップジョブを開始するタイミングを指定するUTCの CRON 式です。

型: 文字列

必須: いいえ
StartWindowMinutes

バックアップが予定されてから、ジョブが正常に開始されない場合にキャンセルされるまでの時間を
分単位で指定する値です。この値はオプションです。この値を含める場合、エラーを避けるために少
なくとも 60 分必要です。

開始ウィンドウの間、バックアップジョブのステータスは、正常に開始されるまで、または開始ウィ
ンドウの時間がなくなるまで、CREATEDステータスのままになります。AWS Backup開始時間内に
ジョブを再試行できるエラーを受け取った場合は、バックアップが正常に開始されるまで (ジョブの
ステータスがに変わるまで)、またはジョブのステータスがに変わるまで (開始ウィンドウ時間が過
ぎると予想されるRUNNING)、少なくとも 10 分ごとにジョブの開始を自動的に再試行します。AWS 
BackupEXPIRED

型: Long

必須: いいえ
TargetBackupVaultName

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

型: 文字列

Pattern: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: はい

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BackupSelection
サービス: AWS Backup

バックアップ計画にリソースのセットを指定するために使用します。

希望するConditions、ListOfTags、NotResources、Resourcesおよび/またはを指定することをお
勧めします。これらのいずれも指定されていない場合、Backup はサポート対象でオプトインされている
すべてのストレージリソースを選択しようとしますが、これは意図しないコスト上の影響をもたらす可能
性があります。

目次

Conditions

タグを使用してバックアップ計画にリソースを割り当てるために定義する条件のリストです。
例: "StringEquals": { "ConditionKey": "aws:ResourceTag/CreatedByCryo", 
"ConditionValue": "true" },。条件演算子では、大文字と小文字が区別されます。　

Conditions と ListOfTags は以下のように異なります。
• 複数の条件を指定する場合、すべての条件に一致するリソースのみを割り当てます (AND ロジック

を使用)。
• Conditions は、 StringEquals ,StringLike ,StringNotEquals およびStringNotLike を

サポートしています。ListOfTags は StringEquals のみをサポートしています。

型: Conditions (p. 683) オブジェクト

必須: いいえ
IamRoleArn

AWS Backup がターゲットリソースのバックアップ時に認証に使用する IAM ロールの ARN 、たとえ
ば arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access 。

タイプ: 文字列

必須: はい
ListOfTags

タグを使用してバックアップ計画にリソースを割り当てるために定義する条件のリストです。
例: "StringEquals": { "ConditionKey": "aws:ResourceTag/CreatedByCryo", 
"ConditionValue": "true" },。条件演算子では、大文字と小文字が区別されます。　

ListOfTags と Conditions は、以下のように異なります。
• 複数の条件を指定する場合は、 少なくとも 1 つの条件に一致するすべてのリソースを割り当てます

(OR ロジックを使用)。
• ListOfTags は、StringEquals のみをサポートしています。Conditions は、StringEquals

,StringLike ,StringNotEquals , および StringNotLike をサポートします。

型: Condition (p. 681) オブジェクトの配列

必須: いいえ
NotResources

バックアップ計画から除外する Amazon Resource Names (ARN) のリストです。ARN の最大数は、
ワイルドカードを使用しない場合は 500、またはワイルドカードを使用する場合は 30 の ARN です。

バックアップ計画から多くのリソースを除外する必要がある場合は、1 つまたは少数のリソースタイ
プのみを割り当てるか、タグを使用してリソース選択を調整するなど、異なるリソース選択戦略を検
討してください。
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型: 文字列の配列

必須: いいえ
Resources

バックアップ計画に割り当てる Amazon Resource Names (ARN) のリストです。ARN の最大数は、
ワイルドカードを使用しない場合は 500、またはワイルドカードを使用する場合は 30 ARNです。

バックアッププランに多数のリソースを割り当てる必要がある場合は、リソースタイプのすべてのリ
ソースを割り当てるか、タグを使用してリソース選択を調整するなど、異なるリソース選択戦略を検
討してください。

型: 文字列の配列

必須: いいえ
SelectionName

リソース選択ドキュメントの表示名。1～50 の英数字または 「-_」 を含める必要があります。文字.

タイプ: 文字列

Pattern: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

必須: はい

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BackupSelectionsListMember
サービス: AWS Backup

BackupSelection オブジェクトに関するメタデータが含まれます。

目次

BackupPlanId

バックアップ計画を一意に識別します。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
CreationDate

バックアップ計画が作成された日時は、Unix 時刻形式および協定世界時 (UTC)で表示されていま
す。CreationDateの値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 
26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
CreatorRequestId

リクエストを識別するための一意の文字列で、失敗したリクエストを再試行する際に、オペレーショ
ンを2回実行するリスクを回避することができます。このパラメータはオプションです。

使用する場合、このパラメータには 1 ～ 50 の英数字または 「-_」 を含める必要があります。文字.

タイプ: 文字列

必須: いいえ
IamRoleArn

ターゲットリカバリーポイントを作成する IAM ロール Amazon Resource Name (ARN) を指定しま
す。たとえば arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access 。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
SelectionId

バックアップ計画に一連のリソースを割り当てるためのリクエストを一意に識別します。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
SelectionName

リソース選択ドキュメントの表示名。

タイプ: 文字列

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

必須: いいえ
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以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BackupVaultListMember
サービス: AWS Backup

バックアップボールトに関するメタデータが含まれます。

目次

BackupVaultArn

arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVaultなどのバックアップボール
トを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
BackupVaultName

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

タイプ: 文字列

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: いいえ
CreationDate

リソースのバックアップが作成された日時は、Unix形式および、協定世界時（UTC）で表示されてい
ます。CreationDate の値は、ミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 
年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
CreatorRequestId

リクエストを識別するための一意の文字列で、失敗したリクエストを再試行する際に、オペレーショ
ンを2回実行するリスクを回避することができます。このパラメータはオプションです。

使用する場合、このパラメータには 1 ～ 50 の英数字または 「-_」 を含める必要があります。文字.

タイプ: 文字列

必須: いいえ
EncryptionKeyArn

完全な AWS Backup 管理 (arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab など) をサポートす
るサービスからのバックアップを暗号化するために指定できるサーバー側の暗号化キー。キーを指
定する場合は、エイリアスではなく ARN を指定する必要があります。キーを指定しない場合、AWS 
Backup はデフォルトで KMS キーを作成します。

完全な AWS Backup 管理をサポートする AWS Backup サービスと、完全な AWS Backup をまだサ
ポートしていないサービスからのバックアップの暗号化を AWS Backup が処理する方法については、
「AWS Backup でのバックアップの暗号化」を参照してください。

タイプ: 文字列
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必須: いいえ
LockDate

AWS Backup ボールトロック の設定は不変になる時の日時は、変更または削除できないことを意味し
ます。

ロック日を指定せずにボールトロックをボールトに適用した場合は、いつでもボールトロックの設定
を変更したり、ボールトからボールトロックを完全に削除したりできます。　

この値は、Unix 形式、協定世界時 (UTC) 、ミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値
は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
Locked

選択したバックアップボールトに、AWS Backup ボールトロックを適用るすかどうかを示すブール値
です。true の場合は、ボールトロックにより、選択したボールト内のリカバリーポイントに対する
削除および更新操作ができなくなります。

型: ブール

必須: いいえ
MaxRetentionDays

ボールトがリカバリーポイントを保持する最大保持期間を指定する AWS Backup ボールトロックの設
定です。このパラメータを指定しない場合、Vault Lock はボールト内のリカバリポイントに最大保持
期間を強制しません (無期限ストレージを許可)。

指定した場合、ボールトへのバックアップジョブもしくはコピージョブには、保存期間が最大保存期
間と同等もしくは以下のライフサイクル・ポリシーを持つ必要があります。ジョブの保持期間がそ
の最大保存期間よりも長い場合、ボールトはバックアップジョブもしくはコピージョブに失敗するた
め、ライフサイクル設定を変更するか、別のボールトを使用する必要があります。ボールトロックの
前にボールトにすでに格納されているリカバリポイントは影響を受けません。

型: Long

必須: いいえ
MinRetentionDays

ボールトがリカバリーポイントを保持する最小保存期間を指定する AWS Backup ボールトロック の
設定です。このパラメータを指定しない場合、ボールトロックは最小保持期間を強制しません。

指定した場合、ボールトへのバックアップジョブまたはコピージョブには、最小保存期間以上の保存
期間を持つライフサイクルポリシーが必要です。ジョブの保持期間がその最小保存期間より短い場
合、ボールトはバックアップジョブまたはコピージョブに失敗するため、ライフサイクル設定を変更
するか、別のボールトを使用する必要があります。ボールトロックの前にボールトにすでに格納され
ているリカバリポイントは影響を受けません。

型: Long

必須: いいえ
NumberOfRecoveryPoints

バックアップボールトに保存されているリカバリーポイントの数です。

型: Long

必須: いいえ
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以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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CalculatedLifecycle
サービス: AWS Backup

リカバリーポイントのライフサイクルを指定するために使用される DeleteAt および
MoveToColdStorageAtのタイムスタンプが含まれています。

ライフサイクルにより、保護されたリソースがいつコールドストレージに移行するか、いつ期限切れにな
るかが定義されます。AWS Backup は、お客様が定義するライフサイクルに従って自動的にバックアップ
を移行し、期限切れにします。

コールドストレージに移行されたバックアップは、そこに最低 90 日保存される必要があります。した
がって、「保持」設定は、「コールドへの移行 (日数)」設定よりも 90 日長くする必要があります。バック
アップがコールドに移行された後で、「コールドへの移行 (日数)」設定を変更することはできません。

コールドストレージに移行できるリソースタイプは、「リソース別の機能可用性」テーブルの「コールド
ストレージへのライフサイクル」セクションにリストされています。 AWS Backup他のリソースタイプで
はこの式を無視します。

目次

DeleteAt

リカバリーポイントを削除するタイミングを指定するタイムスタンプです。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
MoveToColdStorageAt

リカバリーポイントをコールドストレージに移行するタイミングを指定するタイムスタンプです。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Condition
サービス: AWS Backup

条件タイプ (StringEquals など)、キー、および値で構成されるトリプレットの配列を含みます。タグを
使用してリソースをフィルタリングし、バックアッププランに割り当てるために使用します。大文字と小
文字の区別があります。

目次

ConditionKey

キーと値のペアのキー。たとえば、タグでは Department: Accounting,Department がキーで
す。

タイプ: 文字列

必須: はい
ConditionType

バックアップ計画にリソースを割り当てるために使用されるキーと値のペアに適用される操作です。
条件は、StringEqualsのみサポートします。バックアップ計画からリソースを除外する機能を含
むStringLike、より柔軟な割り当てオプションについては、Conditions（末尾に「s」を付けて）
お使いくださいBackupSelection。

タイプ: 文字列

有効な値:  STRINGEQUALS

必須: はい
ConditionValue

キーと値のペアの値。たとえば、タグでは Department: Accounting,Accounting が値です。

タイプ: 文字列

必須: はい

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ConditionParameter
サービス: AWS Backup

タグ付きリソースをバックアップ計画に割り当てるときに定義したタグに関する情報が含まれています。
　

目次

ConditionKey

キーと値のペアのキー。たとえば、タグでは Department: Accounting,Department がキーで
す。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
ConditionValue

キーと値のペアの値。たとえば、タグでは Department: Accounting,Accounting が値です。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Conditions
サービス: AWS Backup

タグを使用してバックアップ計画に含める、または除外するリソースに関する情報が含まれています。条
件キーは大文字と小文字が区別されます。　

目次

StringEquals

タグ付きリソースの値を、同じ値でタグ付けしたリソースに対してのみフィルタリングします。　 
「完全一致」とも呼ばれます。　

型: ConditionParameter (p. 682) オブジェクトの配列

必須: いいえ
StringLike

タグ付きリソースの値をフィルタリングして、文字列内の任意の場所でワイルドカード文字（*）を使
用してタグ値を一致させます。　 たとえば、「prod*」または「*rod*」はタグ値「production」と一致
します。　

型: ConditionParameter (p. 682) オブジェクトの配列

必須: いいえ
StringNotEquals

タグ付きリソースの値を、同じ値を持たないタグ付きリソースに対してのみフィルタリングします。 
　　 「否定マッチング」とも呼ばれます。

型: ConditionParameter (p. 682) オブジェクトの配列

必須: いいえ
StringNotLike

文字列の任意の場所にワイルドカード文字 (*) を使用して、タグ付きリソースの値に一致しないタグ値
をフィルタリングします。

型: ConditionParameter (p. 682) オブジェクトの配列

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ControlInputParameter
サービス: AWS Backup

コントロールのパラメータのリストです。コントロールには、0、1、または複数のパラメーターを含める
ことができます。2 つのパラメーターを持つコントロールの例は、「バックアップ計画の頻度は少なくと
も daily で、保存期間は、少なくとも 1 year である」があげられます。最初のパラメータは daily で
す。2番目のパラメータは 1 year です。

目次

ParameterName

パラメータの名前は、たとえば、BackupPlanFrequency 。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
ParameterValue

パラメーターの値は、たとえば、hourly 。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ControlScope
サービス: AWS Backup

フレームワークは、1 つまたは、複数のコントロールで構成されます。各コントロールには独自のコント
ロールスコープがあります。　 コントロールスコープには、1 つ以上のリソースタイプ、タグキーと値の
組み合わせ、または 1 つのリソースタイプと 1 つのリソース ID の組み合わせを含めることができます。
スコープが指定されていない場合は、レコーディンググループ内のいずれかのリソースの設定が変更され
たときにルールの評価が行われます。

Note

特定のリソースをすべて含むコントロールスコープを設定するには、ControlScope を空にする
か、CreateFramework を呼び出し時にそれを渡さないようにします。

目次

ComplianceResourceIds

コントロールスコープに含める唯一の AWS リソースIDです。

型: 文字列の配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 100 項目です。

必須: いいえ
ComplianceResourceTypes

コントロールスコープに EFS または RDS などのリソースが含まれているかどうかを記述します。

型: 文字列の配列

必須: いいえ
Tags

ルールの評価をトリガーする AWS リソースに適用されるタグのキーと値のペアです。最大 1 つの
キーと値のペアを指定できます。タグ値は任意ですが、空の文字列にすることはできません。タグを
割り当てる構造は次のとおりです。[{"Key":"string","Value":"string"}] 。

タイプ: 文字列間のマッピング

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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CopyAction
サービス: AWS Backup

コピーオペレーションの詳細です。

目次

DestinationBackupVaultArn

コピーされたバックアップの送信先バックアップボールトを一意に識別する Amazon リソースネーム 
(ARN)。例えば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVault です。

タイプ: 文字列

必須: はい
Lifecycle

リカバリーポイントがコールドストレージに移行または削除されるまでの日数を指定する
Transition オブジェクトの配列を含みます。

コールドストレージに移行されたバックアップは、そこに最低 90 日保存される必要があります。し
たがって、コンソール上では、「保持 (日数)」の設定は、「コールドへの移行 (日数)」設定よりも 
90 日長くする必要があります。バックアップがコールドに移行された後で、「コールドへの移行 (日
数)」設定を変更することはできません。

コールドストレージに移行できるリソースタイプは、「リソース別の機能可用性」テーブルの「コー
ルドストレージへのライフサイクル」セクションにリストされています。 AWS Backup他のリソース
タイプではこの式を無視します。

型: Lifecycle (p. 697) オブジェクト

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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CopyJob
サービス: AWS Backup

コピージョブに関する詳細情報が含まれます。

内容

AccountId

コピージョブを所有するアカウント IDです。

型: 文字列

パターン: ^[0-9]{12}$

必須: いいえ
BackupSizeInBytes

コピージョブのサイズをバイト単位で表します。

型: Long

必須: いいえ
ChildJobsInState

これにより、含まれている子 (ネストされた) コピージョブの統計が返されます。

タイプ:ロングへのマップ

有効なキー:  CREATED | RUNNING | COMPLETED | FAILED | PARTIAL

必須: いいえ
CompletionDate

コピージョブが完了した日時をUnix 形式および協定世界時 (UTC)で表示します。CompletionDate
の値は、ミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前
12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
CompositeMemberIdentifier

これは、複合 (親) スタックに属する入れ子になった (子) 回復ポイントなど、複合グループ内のリソー
スの識別子です。ID はスタック内の論理 ID から転送されます。

型: 文字列

必須: いいえ
CopyJobId

コピージョブを一意に識別します。

型: 文字列

必須: いいえ
CreatedBy

AWS Backup がリカバリーポイントのバックアップを開始するために使用したバックアップ計画と
ルールに関する情報が含まれています。
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型: RecoveryPointCreator (p. 705) オブジェクト

必須: いいえ
CreationDate

コピージョブが作成された日時をUnix形式、および協定世界時（UTC）で表示しま
す。CreationDate の値は、ミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 
月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
DestinationBackupVaultArn

コピー先のボールトを一意に識別する Amazon Resource Name (ARN) 、たとえ
ば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVault です。

型: 文字列

必須: いいえ
DestinationRecoveryPointArn

宛先リカバリポイントを一意に識別するARN。例えば、 arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:recovery-point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45。

型: 文字列

必須: いいえ
IamRoleArn

ターゲットリカバリポイントのコピーに使用する IAM ロール ARN を指定します。たとえ
ば、arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access です。

型: 文字列

必須: いいえ
IsParent

これは親 (複合) コピージョブであることを示すブール値です。

型: ブール

必須: いいえ
NumberOfChildJobs

これは子 (ネストされた) コピージョブの数です。

型: Long

必須: いいえ
ParentJobId

これによりAWS Backupへのリクエストを一意に識別します。戻り値は親 (複合) ジョブ ID になりま
す。

型: 文字列

必須: いいえ
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ResourceArn

コピーされる AWS リソース 、たとえば(Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームや 
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) データベースなど。

型: 文字列

必須: いいえ
ResourceName

これは、指定されたバックアップに属するリソースの一意ではない名前です。

型: 文字列

必須: いいえ
ResourceType

コピーされる AWS リソース タイプたとえば(Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム
や Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) データベースなど。

型: 文字列

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

必須: いいえ
SourceBackupVaultArn

コピー元のボールトを一意に識別するAmazon Resource Name（ARN）、たとえ
ば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:vault:aBackupVault.です。

型: 文字列

必須: いいえ
SourceRecoveryPointArn

ソースリカバリーポイントを一意に識別する ARN、たとえば、arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:recovery-point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45 で
す。

型: 文字列

必須: いいえ
State

コピージョブの現在の状態です。

型: 文字列

有効な値:  CREATED | RUNNING | COMPLETED | FAILED | PARTIAL

必須: いいえ
StatusMessage

リソースをコピーするジョブの状態を説明する詳細なメッセージです。

型: 文字列

必須: いいえ
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以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DateRange
サービス: AWS Backup

これは FromDate: DateTime と ToDate: DateTimeを含むリソースフィルターです。両方の値も必須です。 
DateTime 将来の値は使用できません。

日時は Unix 形式および協定世界時 (UTC) で、ミリ秒単位です (ミリ秒はオプション)。たとえ
ば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

目次

FromDate

この値は開始日を含みます。

日時は Unix 形式および協定世界時 (UTC) で、ミリ秒単位です (ミリ秒はオプション)。

型: タイムスタンプ

必須: はい
ToDate

この値は終了日を含みます。

日時は Unix 形式および協定世界時 (UTC) で、ミリ秒単位です (ミリ秒はオプション)。

型: タイムスタンプ

必須: はい

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Framework
サービス: AWS Backup

フレームワークに関する詳細情報が含まれます。フレームワークには、バックアップイベントとリソース
を評価して報告するコントロールが含まれています。フレームワークは、毎日のコンプライアンスの結果
を生成します。

目次

CreationTime

フレームワークが作成された日時 (ISO 8601 形式)。CreationTime の値は、ミリ秒単位の精度で
す。たとえば、2020-07-10T 15:00:00。000-08:00 は、2020 年 7 月 10 日の午後 3 時、UTC から 8 時
間遅れていることを表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
DeploymentStatus

フレームワークのデプロイステータス。ステータスは次のとおりです。

CREATE_IN_PROGRESS | UPDATE_IN_PROGRESS | DELETE_IN_PROGRESS | COMPLETED | 
FAILED

タイプ: 文字列

必須: いいえ
FrameworkArn

リソースを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。ARN の形式は、リソースタイプによっ
て異なります。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
FrameworkDescription

最大 1,024 文字のフレームワークの説明 (オプション)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 1,024 です。

パターン: .*\S.*

必須: いいえ
FrameworkName

フレームワークの一意の名前です。この名前は、文字で始まり、文字 (a~z、A~Z)、数字 (0~9)、およ
びアンダースコア (_) を含む 1 から 256 文字で構成されます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

必須: いいえ
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NumberOfControls

フレームワークに含まれるコントロールの数です。

タイプ: 整数

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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FrameworkControl
サービス: AWS Backup

フレームワークのすべてのコントロールに関する詳細情報が含まれています。各フレームワークには、少
なくとも 1 つのコントロールを含める必要があります。

内容

ControlInputParameters

ParameterName および ParameterValue のペアのリストです。

型: ControlInputParameter (p. 684) オブジェクトの配列

必須: いいえ
ControlName

コントロールの名前です。この名前は1～256文字です。

型: 文字列

必須: はい
ControlScope

コントロールのスコープ。コントロールスコープは、コントロールが評価する内容を定義します。　 
コントロールスコープの 3 つの例は、特定のバックアップ計画、特定のタグを持つすべてのバック
アップ計画、またはすべてのバックアップ計画です。詳細については、ControlScope を参照してく
ださい。

型: ControlScope (p. 685) オブジェクト

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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LegalHold
サービス: AWS Backup

リーガルホールドは、ホールド中にバックアップが削除されないようにする管理ツールです。保留期間中
は、保留中のバックアップは削除できず、バックアップステータスを変更するライフサイクルポリシー
（コールドストレージへの移行など）は、法的保留が解除されるまで延期されます。バックアップには複
数のリーガルホールドを設定できます。リーガルホールドは 1 つ以上のバックアップ (リカバリポイント
とも呼ばれる) に適用されます。これらのバックアップは、リソースタイプとリソース ID でフィルタリン
グできます。

目次

CancellationDate

これは、リーガルホールドが取り消された時刻を数値形式で表したものです。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
CreationDate

これは、リーガルホールドが作成された時刻を数値形式で表したものです。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
Description

これはリーガルホールドの説明です。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
LegalHoldArn

これは ARN と指定しますarn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-
point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
LegalHoldId

1 つまたは複数のリカバリポイント上の特定のリーガルホールドの ID です。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
Status

これがリーガルホールドのステータスです。ステータスには、ACTIVE、CREATINGCANCELED、など
がありますCANCELING。

タイプ: 文字列

有効な値:  CREATING | ACTIVE | CANCELING | CANCELED

必須: いいえ
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Title

これはリーガルホールドのタイトルです。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Lifecycle
サービス: AWS Backup

リカバリーポイントがコールドストレージに移行または削除されるまでの日数を指定 Transition オブ
ジェクトの配列を含みます。

コールドストレージに移行されたバックアップは、そこに最低 90 日保存される必要があります。した
がって、コンソール上では、「保持」の設定は、「コールドへの移行 (日数)」設定よりも 90 日長くする必
要があります。バックアップがコールドに移行された後で、「コールドへの移行 (日数)」設定を変更する
ことはできません。

コールドストレージに移行できるリソースタイプは、「リソース別の機能可用性」テーブルの「コールド
ストレージへのライフサイクル」セクションにリストされています。 AWS Backup他のリソースタイプで
はこの式を無視します。

目次

DeleteAfterDays

復旧ポイントが作成されてから削除されるまでの日数を指定します。90 日以上のプラス
MoveToColdStorageAfterDays でなくてはなりません。

型: Long

必須: いいえ
MoveToColdStorageAfterDays

復旧ポイントが作成されてからコールドストレージに移動されるまでの日数を指定します。

型: Long

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ProtectedResource
サービス: AWS Backup

バックアップされたリソースに関する情報を含む構造体です。

内容

LastBackupTime

リソースが最後にバックアップされた日時 はUnix 形式および協定世界時 (UTC)で表示されま
す。LastBackupTime の値は、ミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 
年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
ResourceArn

リソースを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。ARN の形式は、リソースタイプによっ
て異なります。

型: 文字列

必須: いいえ
ResourceName

これは、指定されたバックアップに属するリソースの一意ではない名前です。

型: 文字列

必須: いいえ
ResourceType

たとえば、Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）のボリュームやAmazon Relational Database 
Service（Amazon RDS）のデータベースなど、AWS リソースのタイプを表します。Windows ボ
リュームシャドウコピーサービス (VSS) バックアップでは、サポートされているリソースタイプは 
Amazon EC2 のみです。　

型: 文字列

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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RecoveryPointByBackupVault
サービス: AWS Backup

バックアップボールトに保存されているリカバリーポイントに関する詳細情報が含まれています。

内容

BackupSizeInBytes

バックアップのサイズはバイト単位です。

型: Long

必須: いいえ
BackupVaultArn

バックアップボールトを一意に識別するARN、たとえば、arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:vault:aBackupVault です。

型: 文字列

必須: いいえ
BackupVaultName

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

型: 文字列

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: いいえ
CalculatedLifecycle

DeleteAt および MoveToColdStorageAt のタイムスタンプを含む CalculatedLifecycle オブ
ジェクト。

型: CalculatedLifecycle (p. 680) オブジェクト

必須: いいえ
CompletionDate

復旧ポイントの復元ジョブが完了した日時は、Unix 形式および協定世界時 (UTC)で表していま
す。CompletionDate の値は、ミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 
年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
CompositeMemberIdentifier

これは、複合 (親) スタックに属する入れ子になった (子) 回復ポイントなど、複合グループ内のリソー
スの識別子です。ID はスタック内の論理 ID から転送されます。

型: 文字列

必須: いいえ
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CreatedBy

リカバリーポイントの作成に使用されるバックアッププラン
のBackupPlanArn、BackupPlanId、BackupPlanVersion、およびBackupRuleIdを含む、リカ
バリポイントの作成に関する識別情報が含まれています。

型: RecoveryPointCreator (p. 705) オブジェクト

必須: いいえ
CreationDate

リカバリーポイントが作成された日時をUnix形式、および協定世界時（UTC）で表していま
す。CreationDate の値は、ミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 
月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
EncryptionKeyArn

たとえば、arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab などのバックアップ
を保護するために使用されるサーバー側の暗号化キーです。

型: 文字列

必須: いいえ
IamRoleArn

ターゲットリカバリポイントの作成に使用する IAM ロール ARN を指定します。たとえ
ば、arn:aws:iam::123456789012:role/S3Accessです。

型: 文字列

必須: いいえ
IsEncrypted

指定されたリカバリーポイントが暗号化されている場合は TRUE 、リカバリーポイントが暗号化され
ていない場合は FALSE として返されるブール値です。

型: ブール

必須: いいえ
IsParent

これは、これが親 (複合) リカバリポイントであることを示すブール値です。

型: ブール

必須: いいえ
LastRestoreTime

リカバリーポイントが最後に復元された日時をUnix 形式および協定世界時 (UTC)で表していま
す。LastRestoreTime 値は、ミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 
1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
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Lifecycle

ライフサイクルにより、保護されたリソースがいつコールドストレージに移行するか、いつ期限切れ
になるかが定義されます。AWS Backup は、お客様が定義するライフサイクルに従って自動的にバッ
クアップを移行し、期限切れにします。

コールドストレージに移行されたバックアップは、そこに最低 90 日保存される必要があります。し
たがって、「コールドへの移行 (日数)」設定は、設定よりも 90 日長くする必要があります。バック
アップがコールドに移行された後で、「コールドへの移行 (日数)」設定を変更することはできませ
ん。

コールドストレージに移行できるリソースタイプは、「リソース別の利用可能状況」表の「コールド
ストレージへのライフサイクル」セクションに記載されています。 AWS Backup他のリソースタイプ
ではこの式を無視します。

型: Lifecycle (p. 697) オブジェクト

必須: いいえ
ParentRecoveryPointArn

これは、親 (複合) 回復ポイントの Amazon リソースネーム (ARN) です。

型: 文字列

必須: いいえ
RecoveryPointArn

バックアップボールトを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN) 、たとえ
ば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-point:1EB3B5E7-9EB0-435A-
A80B-108B488B0D45 です。

型: 文字列

必須: いいえ
ResourceArn

リソースを一意に識別するためのARN。ARN の形式は、リソースタイプによって異なります。

型: 文字列

必須: いいえ
ResourceName

これは、指定されたバックアップに属するリソースの一意ではない名前です。

型: 文字列

必須: いいえ
ResourceType

リカバリーポイントとして保存される AWS リソースの種類。例えば、Amazon Elastic Block 
Store（Amazon EBS）のボリュームやAmazon Relational Database Service（Amazon RDS）のデー
タベースなどがあります。Windows ボリュームシャドウコピーサービス (VSS) バックアップでは、サ
ポートされているリソースタイプは Amazon EC2 のみです。

型: 文字列

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

必須: いいえ
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SourceBackupVaultArn

リカバリーポイントのコピー元のバックアップボールト。リカバリーポイントが同じアカウントに復
元された場合、この値は null です。

型: 文字列

必須: いいえ
Status

リカバリーポイントの状態を指定するステータスコードです。

型: 文字列

有効な値:  COMPLETED | PARTIAL | DELETING | EXPIRED

必須: いいえ
StatusMessage

リカバリーポイントの削除に失敗した理由を説明するメッセージです。

型: 文字列

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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RecoveryPointByResource
サービス: AWS Backup

保存されたリカバリーポイントに関する詳細情報が含まれています。

内容

BackupSizeBytes

バックアップのサイズはバイト単位です。

型: Long

必須: いいえ
BackupVaultName

バックアップを保存する論理コンテナの名前。バックアップボールトは、これらのボールトを作成
するために使用されたアカウントと作成先の AWS リージョンに一意の名前で識別されます。それら
は、小文字の英文字、数字、およびハイフン (-) で構成されます。

型: 文字列

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_]{2,50}$

必須: いいえ
CreationDate

リカバリーポイントが作成された日時をUnix形式、および協定世界時（UTC）で表していま
す。CreationDate の値は、ミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 
月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
EncryptionKeyArn

たとえば、arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab などのバックアップ
を保護するために使用されるサーバー側の暗号化キーです。

型: 文字列

必須: いいえ
IsParent

これは、これが親 (複合) リカバリポイントであることを示すブール値です。

型: ブール

必須: いいえ
ParentRecoveryPointArn

これは、親の (複合) リカバリポイントの Amazon リソースネーム (ARN) です。

型: 文字列

必須: いいえ
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RecoveryPointArn

バックアップボールトを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN) 、たとえ
ば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:recovery-point:1EB3B5E7-9EB0-435A-
A80B-108B488B0D45 です。

型: 文字列

必須: いいえ
ResourceName

これは、指定されたバックアップに属するリソースの一意ではない名前です。

型: 文字列

必須: いいえ
Status

リカバリーポイントの状態を指定するステータスコードです。

型: 文字列

有効な値:  COMPLETED | PARTIAL | DELETING | EXPIRED

必須: いいえ
StatusMessage

リカバリーポイントの削除に失敗した理由を説明するメッセージです。

型: 文字列

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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RecoveryPointCreator
サービス: AWS Backup

AWS Backup がリカバリーポイントのバックアップを開始するために使用したバックアップ計画とルール
に関する情報が含まれています。

目次

BackupPlanArn

たとえば、arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:plan:8F81F553-3A74-4A3F-B93D-
B3360DC80C50などのバックアップ計画を一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN) です。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
BackupPlanId

バックアップ計画を一意に識別します。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
BackupPlanVersion

バージョンIDは、一意のランダムに生成されたUnicode、UTF-8でエンコードされた文字列で、最大
1,024バイトの長さです。編集することはできません。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
BackupRuleId

選択したリソースのバックアップを予定するために使用されるルールを一意に識別します。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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RecoveryPointMember
サービス: AWS Backup

これは、親（複合）リカバリポイントの子（ネストされた）リカバリポイントであるリカバリポイント
です。これらのリカバリポイントは、親（複合）リカバリポイントとの関連付けを解除できます。その場
合、それらのリカバリポイントはメンバーではなくなります。

目次

RecoveryPointArn

これは、親 (複合) リカバリポイントの Amazon リソースネーム (ARN) です。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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RecoveryPointSelection
サービス: AWS Backup

これにより、リソースタイプやバックアップボルトなど、リソースセットを割り当てる基準が指定されま
す。

目次

DateRange

これは FromDate: DateTime と ToDate: DateTimeを含むリソースフィルターです。両方の値も、必須
です。 DateTime 将来の値は使用できません。

日時は、Unix形式および協定世界時（UTC）で、ミリ秒単位です（ミリ秒はオプション）。たとえ
ば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: DateRange (p. 691) オブジェクト

必須: いいえ
ResourceIdentifiers

これらはリソース選択に含まれるリソースです (リソースとボルトのタイプを含む)。

型: 文字列の配列

必須: いいえ
VaultNames

これらは、選択したリカバリポイントが格納されているボルトの名前です。

型: 文字列の配列

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ReportDeliveryChannel
サービス: AWS Backup

レポートを配信する場所について、具体的には Amazon S3 バケット名、S3 キープレフィックス、レポー
トの形式に関するレポートプランの情報が含まれています。

目次

Formats

レポートの形式のリストは、CSV ,JSON か、または両方となります。指定されなかった場合、デフォ
ルト値は CSV です。

型: 文字列の配列

必須: いいえ
S3BucketName

レポートを受け取る S3 バケットの一意の名前です。

タイプ: 文字列

必須: はい
S3KeyPrefix

AWS Backup Audit ManagerがレポートをAmazon S3に配信する場所のプレフィックスです。プ
レフィックスは次のパスのこの部分です：s3：your-bucket-name//prefixBackup/us-west-2/year/
month/day/report-name。指定しない場合、プレフィックスはありません。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ReportDestination
サービス: AWS Backup

レポートジョブからのレポート送信先に関する情報が含まれます。

目次

S3BucketName

レポートを受け取る Amazon S3 バケットの一意の名前です。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
S3Keys

S3バケット内のレポートを一意に識別するためのオブジェクトキーです。

型: 文字列の配列

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ReportJob
サービス: AWS Backup

レポートジョブに関する詳細情報が含まれています。レポートジョブは、レポートプランに基づいてレ
ポートをコンパイルし、Amazon S3 にパブリッシュします。

目次

CompletionTime

レポートジョブが完了した日時をUnix 形式および協定世界時 (UTC)で表していま
す。CompletionTime の値は、ミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 
年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
CreationTime

ドメインリストが作成された日時をUnix 時刻形式および協定世界時 (UTC)で表していま
す。CreationTime の値は、ミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 
月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
ReportDestination

レポートジョブがレポートを発行する宛先の S3 バケット名と S3 キーです。

型: ReportDestination (p. 709) オブジェクト

必須: いいえ
ReportJobId

レポートジョブの識別子です。一意で、ランダムに生成された、Unicode、UTF-8でエンコードされ
た、最大で1,024バイトの長さの文字列です。レポートジョブ ID を編集することはできません。　

タイプ: 文字列

必須: いいえ
ReportPlanArn

リソースを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。ARN の形式は、リソースタイプによっ
て異なります。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
ReportTemplate

レポートのレポートテンプレートを識別します。レポートは、レポートテンプレートを使用して構築
されます。レポートテンプレートは次のとおりです。　

RESOURCE_COMPLIANCE_REPORT | CONTROL_COMPLIANCE_REPORT | BACKUP_JOB_REPORT | 
COPY_JOB_REPORT | RESTORE_JOB_REPORT

タイプ: 文字列
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必須: いいえ
Status

レポートジョブのステータスです。ステータスは次のとおりです。

CREATED | RUNNING | COMPLETED | FAILED

COMPLETED は、指定された目的地でレポートを確認できることを意味します。ステータスが FAILED
の場合は、その理由を StatusMessage で確認してください。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
StatusMessage

レポートジョブのステータスを説明するメッセージです。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Backup

ReportPlan
サービス: AWS Backup

レポートプランに関する詳細情報が含まれています。

目次

CreationTime

レポートプランが作成された日時をUnix形式、および協定世界時（UTC）で表していま
す。CreationTimeの値はミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 
26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
DeploymentStatus

レポートプランの展開状況。ステータスは次のとおりです。　

CREATE_IN_PROGRESS | UPDATE_IN_PROGRESS | DELETE_IN_PROGRESS | COMPLETED

タイプ: 文字列

必須: いいえ
LastAttemptedExecutionTime

このレポートプランに関連付けられたレポートジョブが最後に実行しようとした日時はUnix 形式およ
び協定世界時 (UTC)で表しています。LastAttemptedExecutionTime の値は、ミリ秒単位の精度
です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
LastSuccessfulExecutionTime

このレポートプランに関連付けられたレポートジョブが最後に正常に実行された日時をUnix 形式およ
び協定世界時 (UTC)で表しています。LastSuccessfulExecutionTime の値は、ミリ秒単位の精度
です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
ReportDeliveryChannel

レポートを配信する場所と方法に関する情報、具体的にはAmazon S3バケット名、S3キーのプレ
フィックス、レポートの形式などが含まれています。

型: ReportDeliveryChannel (p. 708) オブジェクト

必須: いいえ
ReportPlanArn

リソースを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。ARN の形式は、リソースタイプによっ
て異なります。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
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ReportPlanDescription

最大 1,024 文字のレポートプランの説明（オプション）。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 1,024 です。

パターン: .*\S.*

必須: いいえ
ReportPlanName

レポートプランの一意の名前です。この名前は、アルファベットで始まり、アルファベット(a-z, A-
Z)、数字(0-9)、アンダースコア(_)で構成される1～256文字です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: [a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

必須: いいえ
ReportSetting

レポートのレポートテンプレートを識別します。レポートは、レポートテンプレートを使用して構築
されます。レポートテンプレートは次のとおりです。

RESOURCE_COMPLIANCE_REPORT | CONTROL_COMPLIANCE_REPORT | BACKUP_JOB_REPORT | 
COPY_JOB_REPORT | RESTORE_JOB_REPORT

レポートテンプレートがRESOURCE_COMPLIANCE_REPORTまたはCONTROL_COMPLIANCE_REPORTの
場合、この API リソースでは、AWS リージョン およびフレームワークによる次のレポートカバレッ
ジについても説明します。

型: ReportSetting (p. 714) オブジェクト

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ReportSetting
サービス: AWS Backup

レポート設定に関する詳細情報が含まれています。

目次

Accounts

これらはレポートに含まれるアカウントです。

型: 文字列の配列

必須: いいえ
FrameworkArns

レポートがカバーするフレームワークの Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列の配列

必須: いいえ
NumberOfFrameworks

レポートがカバーするフレームワークの数。

タイプ: 整数

必須: いいえ
OrganizationUnits

これらはレポートに含まれる組織単位です。

型: 文字列の配列

必須: いいえ
Regions

これらはレポートに含まれる地域です。

型: 文字列の配列

必須: いいえ
ReportTemplate

レポートのレポートテンプレートを識別します。レポートは、レポートテンプレートを使用して構築
されます。レポートテンプレートは次のとおりです。　

RESOURCE_COMPLIANCE_REPORT | CONTROL_COMPLIANCE_REPORT | BACKUP_JOB_REPORT | 
COPY_JOB_REPORT | RESTORE_JOB_REPORT

タイプ: 文字列

必須: はい

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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RestoreJobsListMember
サービス: AWS Backup

復元ジョブに関するメタデータが含まれます。　

目次

AccountId

復元ジョブを所有するアカウントIDです。

タイプ: 文字列

パターン: ^[0-9]{12}$

必須: いいえ
BackupSizeInBytes

復元されたリソースのサイズは、バイト単位で表します。

型: Long

必須: いいえ
CompletionDate

復旧ポイントの復元ジョブが完了した日時は、Unix 形式および協定世界時 (UTC)で表していま
す。CompletionDate の値は、ミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 
年 1 月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
CreatedResourceArn

リソースを一意に識別する Amazon リソースネーム (ARN)。ARN の形式は、リソースタイプによっ
て異なります。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
CreationDate

復元ジョブが作成された日付と時刻は、Unix形式、および協定世界時（UTC）で表示されま
す。CreationDate 値は、ミリ秒単位の精度です。たとえば、1516925490.087 の値は、2018 年 1 
月 26 日 (金) 午前12:11:30.087 を表します。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
ExpectedCompletionTimeMinutes

リカバリーポイントを復元するジョブに要する予想される分単位の時間です。

型: Long

必須: いいえ
IamRoleArn

ターゲットリカバリポイントの作成に使用する IAM ロール ARN を指定します。たとえ
ば、arn:aws:iam::123456789012:role/S3Accessです。
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タイプ: 文字列

必須: いいえ
PercentDone

ジョブのステータスが照会された時点でのジョブの完了見込み率が含まれます。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
RecoveryPointArn

リカバリーポイントを一意に識別する ARN、たとえば、arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:recovery-point:1EB3B5E7-9EB0-435A-A80B-108B488B0D45 で
す。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
ResourceType

リストされた復元ジョブのリソースタイプ、たとえば、Amazon Elastic Block Store（Amazon 
EBS）ボリュームまたはAmazon Relational Database Service（Amazon RDS）データベースなどで
す。。Windows ボリュームシャドウコピーサービス (VSS) バックアップでは、サポートされているリ
ソースタイプは Amazon EC2 のみです。　

タイプ: 文字列

パターン: ^[a-zA-Z0-9\-\_\.]{1,50}$

必須: いいえ
RestoreJobId

リカバリーポイントを復元するジョブを一意に識別します。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
Status

AWS Backup が、リカバリーポイントを復元するために開始されたジョブの状態を示すステータス
コードです。

タイプ: 文字列

有効な値:  PENDING | RUNNING | COMPLETED | ABORTED | FAILED

必須: いいえ
StatusMessage

復旧ポイントを復元するジョブのステータスを説明する詳細なメッセージです。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3

AWS Backup gateway
では、以下のデータ型がサポートされていますAWS Backup gateway。

• BandwidthRateLimitInterval (p. 719)
• Gateway (p. 721)
• GatewayDetails (p. 723)
• Hypervisor (p. 725)
• HypervisorDetails (p. 727)
• MaintenanceStartTime (p. 729)
• Tag (p. 731)
• VirtualMachine (p. 732)
• VirtualMachineDetails (p. 734)
• VmwareTag (p. 736)
• VmwareToAwsTagMapping (p. 737)
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BandwidthRateLimitInterval
サービス: AWS Backup gateway

ゲートウェイの帯域幅レート制限間隔を記述します。帯域幅レート制限スケジュールは、帯域幅レート制
限期間を 1 つ以上構成します。帯域幅レート制限間隔は、アップロード、ダウンロード、またはその両方
に対して帯域幅レート制限が指定される曜日の 1 つ以上の時間を定義します。

目次

AverageUploadRateLimitInBitsPerSec

帯域幅レート制限間隔の平均アップロードレート制限コンポーネント（ビット/秒）。アップロード速
度の制限が設定されていない場合、このフィールドは応答に表示されません。

Note

Backup ゲートウェイの最小値はです(Value)。

型: Long

値の範囲:最小値は 51200 です。最大値は 8000000000000 です。

必須: いいえ
DaysOfWeek

帯域幅レート制限間隔の曜日成分。0 ～ 6 の序数で表されます。0 は日曜日、6 は土曜日を表します。

タイプ: 整数の配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 7 項目です。

有効な範囲: 最小値 は 0 です。6 の最大値。

必須: はい
EndHourOfDay

帯域幅レート制限間隔を終了する時間帯。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 23 です。

必須: はい
EndMinuteOfHour

帯域幅レート制限間隔を終了する時間を 1 分単位で指定します。

Important

帯域幅レート制限期間は、1 分間の最後に終了します。1 時間の終わりに期間を終了するに
は、値を使用します59。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 5959 です。

必須: はい
StartHourOfDay

帯域幅レート制限期間を開始する時間。
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型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 23 です。

必須: はい
StartMinuteOfHour

帯域幅レート制限期間を開始する時間の分。インターバルはその 1 分間の開始点から始まります。間
隔をちょうどその時間の始まりに開始するには、値を使用します0。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 5959 です。

必須: はい

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Gateway
サービス: AWS Backup gateway

ゲートウェイとは、お客様のネットワーク上で動作する AWS Backup ゲートウェイアプライアンス
で、AWS クラウド上のバックアップストレージへのシームレスな接続を提供します。

目次

GatewayArn

ゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)。ListGateways 操作を使用して、アカウントと 
AWS リージョン のリストを返します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: いいえ
GatewayDisplayName

ゲートウェイの表示名です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-]*$

必須: いいえ
GatewayType

ゲートウェイのタイプ。

タイプ: 文字列

有効な値:  BACKUP_VM

必須: いいえ
HypervisorId

ゲートウェイのハイパーバイザー IDです。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

必須: いいえ
LastSeenTime

AWS Backup ゲートウェイがゲートウェイと最後に通信した時間を Unix 形式および UTC 時間で表し
ています。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
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以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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GatewayDetails
サービス: AWS Backup gateway

ゲートウェイの詳細。

目次

GatewayArn

ゲートウェイの Amazon リソースネーム (ARN)。ListGateways 操作を使用して、アカウントと 
AWS リージョン のリストを返します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: いいえ
GatewayDisplayName

ゲートウェイの表示名です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-]*$

必須: いいえ
GatewayType

ゲートウェイのタイプのタイプ。

タイプ: 文字列

有効な値:  BACKUP_VM

必須: いいえ
HypervisorId

ゲートウェイのハイパーバイザー IDです。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

必須: いいえ
LastSeenTime

AWS Backupゲートウェイがクラウドと最後に通信した時間を Unix 形式および UTC 時間で表してい
ます。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
MaintenanceStartTime

曜日と時刻を含むゲートウェイの週次メンテナンス開始時刻を返します。値はゲートウェイのタイム
ゾーンに基づくものであることに注意してください。週単位でも月単位でもかまいません。
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型: MaintenanceStartTime (p. 729) オブジェクト

必須: いいえ
NextUpdateAvailabilityTime

ゲートウェイの次回の更新利用可能時間を示す詳細。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
VpcEndpoint

ゲートウェイがバックアップゲートウェイのクラウドへの接続に使用する仮想プライベートクラウド 
(VPC) エンドポイントの DNS 名。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 255 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Hypervisor
サービス: AWS Backup gateway

ゲートウェイが接続するハイパーバイザーの権限を表します。

ハイパーバイザーは、仮想マシンを作成および管理し、それらにリソースを割り当てるハードウェア、ソ
フトウェア、またはファームウェアです。

目次

Host

ハイパーバイザーのサーバーホストです。これは、IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 (FQDN) の
いずれかです。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 128 です。

Pattern: ^.+$

必須: いいえ
HypervisorArn

ハイパーバイザーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: いいえ
KmsKeyArn

ハイパーバイザーの暗号化に AWS Key Management Service 使用する Amazon リソースネーム 
(ARN)です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^(^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):kms:([a-zA-Z0-9-]+):([0-9]+):(key|
alias)/(\S+)$)|(^alias/(\S+)$)$

必須: いいえ
Name

ハイパーバイザーの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-]*$

必須: いいえ
State

ハイパーバイザーの状態です。
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タイプ: 文字列

有効な値:  PENDING | ONLINE | OFFLINE | ERROR

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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HypervisorDetails
サービス: AWS Backup gateway

これらは、指定されたハイパーバイザーの詳細です。ハイパーバイザーは、仮想マシンを作成および管理
し、それらにリソースを割り当てるハードウェア、ソフトウェア、またはファームウェアです。

目次

Host

ハイパーバイザーのサーバーホストです。これは、IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 (FQDN) の
いずれかです。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 128 です。

Pattern: ^.+$

必須: いいえ
HypervisorArn

ハイパーバイザーの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: いいえ
KmsKeyArn

ハイパーバイザーの暗号化に AWS KMS 使用する Amazon リソースネーム (ARN)です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^(^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):kms:([a-zA-Z0-9-]+):([0-9]+):(key|
alias)/(\S+)$)|(^alias/(\S+)$)$

必須: いいえ
LastSuccessfulMetadataSyncTime

これは、メタデータの同期が最後に成功した時刻です。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
LatestMetadataSyncStatus

これは、指定されたメタデータ同期の最新のステータスです。

タイプ: 文字列

有効な値:  CREATED | RUNNING | FAILED | PARTIALLY_FAILED | SUCCEEDED

必須: いいえ
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LatestMetadataSyncStatusMessage

これは、指定されたメタデータ同期の最新のステータスです。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
LogGroupArn

リクエストされたログ内のゲートウェイグループの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 2,048 です。

パターン: ^$|^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):logs:([a-zA-Z0-9-]+):([0-9]+):log-
group:[a-zA-Z0-9_\-\/\.]+:\*$

必須: いいえ
Name

これは指定されたハイパーバイザーの名前です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-]*$

必須: いいえ
State

これは、指定されたハイパーバイザーの現在の状態です。

考えられる状態はPENDING、、ONLINEOFFLINE、ERRORまたはです。

タイプ: 文字列

有効な値:  PENDING | ONLINE | OFFLINE | ERROR

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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MaintenanceStartTime
サービス: AWS Backup gateway

曜日と時刻を含むゲートウェイの週次メンテナンス開始時刻です。値はゲートウェイのタイムゾーンに基
づくものであることに注意してください。週単位でも月単位でもかまいません。

目次

DayOfMonth

メンテナンス開始時刻の月の構成日は、1 から 28 までの序数で表されます。1 は月の初日、28 は月
の最終日を表します。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 1 です。31 の最大値。

必須: いいえ
DayOfWeek

曜日を表す 0 から 6 までの序数で、0 は日曜日、6 は土曜日を表します。曜日はゲートウェイのタイ
ムゾーンです。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 0 です。6 の最大値。

必須: いいえ
HourOfDay

メンテナンス開始時間の時間コンポーネントは hh で表されます。ここで hh は時間 (0 ～ 23) です。
時刻はゲートウェイのタイムゾーンです。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 23 です。

必須: はい
MinuteOfHour

メンテナンス開始時間の分単位はmmで表され、mmは分（0～59）です。時間の分 (分) はゲートウェ
イのタイムゾーンです。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 5959 です。

必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Tag
サービス: AWS Backup gateway

リソースの管理、フィルタリング、検索に使用できるキーと値のペアです。使用可能な文字は、UTF-8の
文字、数字、スペース、および以下の文字です。+ - = . _ : /.

目次

Key

タグのキーと値のペアのキー部分です。キーのスタートを aws: にすることはできません。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。

パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

必須: はい
Value

タグのキーと値のペアの値の部分です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。

パターン: ^[^\x00]*$

必須: はい

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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VirtualMachine
サービス: AWS Backup gateway

ハイパーバイザー上にある仮想マシンです。

目次

HostName

仮想マシンのホスト名です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-]*$

必須: いいえ
HypervisorId

仮想マシンのハイパーバイザーの IDです。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
LastBackupDate

仮想マシンがバックアップされた最新の日付は Unix 形式および UTC 時刻で表しています。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
Name

仮想マシンの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-]*$

必須: いいえ
Path

仮想マシンのパスです。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 4,096 です。

パターン: ^[^\x00]+$

必須: いいえ
ResourceArn

仮想マシンの Amazon リソースネーム (ARN)です。例えば、arn:aws:backup-gateway:us-
west-1:0000000000000:vm/vm-0000ABCDEFGIJKL です。

タイプ: 文字列
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長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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VirtualMachineDetails
サービス: AWS Backup gateway

VirtualMachineあなたのリスト Amazon リソースネーム (ARN) の順序が付けられたオブジェクト。

目次

HostName

仮想マシンのホスト名です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-]*$

必須: いいえ
HypervisorId

仮想マシンのハイパーバイザーの IDです。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
LastBackupDate

仮想マシンがバックアップされた最新の日付は Unix 形式および UTC 時刻で表しています。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
Name

仮想マシンの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9-]*$

必須: いいえ
Path

仮想マシンのパスです。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 4,096 です。

パターン: ^[^\x00]+$

必須: いいえ
ResourceArn

仮想マシンの Amazon リソースネーム (ARN)です。例えば、arn:aws:backup-gateway:us-
west-1:0000000000000:vm/vm-0000ABCDEFGIJKL です。

タイプ: 文字列
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長さの制限: 最小長は 50 です。500 の最大長。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov):backup-gateway(:[a-zA-Z-0-9]+){3}\/[a-
zA-Z-0-9]+$

必須: いいえ
VmwareTags

これらは、指定された仮想マシンに関連付けられた VMware タグの詳細です。

型: VmwareTag (p. 736) オブジェクトの配列

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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VmwareTag
サービス: AWS Backup gateway

VMware タグは、特定の仮想マシンにアタッチされたタグです。タグは、リソースの管理、フィルタリン
グ、検索に使用できるキーと値のペアです。

VMware タグの内容はタグと照合できます。AWS

目次

VmwareCategory

はヴイエムウェアのカテゴリです。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 80 です。

必須: いいえ
VmwareTagDescription

これは VMware タグのユーザー定義の説明です。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
VmwareTagName

これは VMware タグのユーザー定義名です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 80 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3

736

https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/API_BGW_Tag.html
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/backup-gateway-2021-01-01/VmwareTag
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/backup-gateway-2021-01-01/VmwareTag
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/backup-gateway-2021-01-01/VmwareTag
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/backup-gateway-2021-01-01/VmwareTag


AWS Backup デベロッパーガイド
AWS Backup gateway

VmwareToAwsTagMapping
サービス: AWS Backup gateway

これにより、VMwareAWS タグと対応するタグのマッピングが表示されます。

目次

AwsTagKey

AWSタグのキーと値のペアのキー部分です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。

パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

必須: はい
AwsTagValue

AWSタグのキーと値のペアの値の部分です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 256 です。

パターン: ^[^\x00]*$

必須: はい
VmwareCategory

はヴイエムウェアのカテゴリです。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 80 です。

必須: はい
VmwareTagName

これは VMware タグのユーザー定義名です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 80 です。

必須: はい

以下の資料も参照してください。

言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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共通パラメータ
次のリストには、すべてのアクションが署名バージョン 4 リクエストにクエリ文字列で署名するために
使用するパラメータを示します。アクション固有のパラメータは、アクションのトピックに示されていま
す。Signature Version 4 の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS API リクエストの署名」を
参照してください。

Action

実行するアクション。

型: 文字列

必須: はい
Version

リクエストが想定している API バージョンである、YYYY-MM-DD 形式で表示されます。

型: 文字列

必須: はい
X-Amz-Algorithm

リクエストの署名を作成するのに使用したハッシュアルゴリズム。

条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。

型: 文字列

有効な値: AWS4-HMAC-SHA256

必須: 条件による
X-Amz-Credential

認証情報スコープの値で、アクセスキー、日付、対象とするリージョン、リクエストしているサー
ビス、および終了文字列 ("aws4_request") を含む文字列です。値は次の形式で表現されます。
[access_key/YYYYYYYYMMDD/リージョン/サービス/aws4_request]

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「署名付きAWS API リクエストの作成」を参照してくだ
さい。

条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。

型: 文字列

必須: 条件による
X-Amz-Date

署名を作成するときに使用する日付です。形式は ISO 8601 基本形式の YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z' で
なければなりません。例えば、日付 20120325T120000Z は、有効な X-Amz-Date の値です。

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。ISO 8601 ベーシック形式で日付ヘッダーが指定されている
場合、X-Amz-Date は必要ありません。X-Amz-Date を使用すると、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、「IAM ユーザーガイド」の「AWS API リクエスト署名の要素」を参照
してください。
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タイプ: 文字列

必須: 条件による
X-Amz-Security-Token

AWS Security Token Service (AWS STS) へのを呼び出しで取得された一時的なセキュリティトーク
ン。AWS STS の一時的なセキュリティ認証情報をサポートするサービスのリストについては、「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。

条件:AWS STS の一時的なセキュリティ認証情報を使用する場合、セキュリティトークンを含める必
要があります。

タイプ: 文字列

必須: 条件による
X-Amz-Signature

署名する文字列と派生署名キーから計算された 16 進符号化署名を指定します。

条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。

型: 文字列

必須: 条件による
X-Amz-SignedHeaders

正規リクエストの一部として含まれていたすべての HTTP ヘッダーを指定します。署名付きヘッダー
の指定に関する詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「署名付き AWS API リクエストの作
成」を参照してください。

条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。

型: 文字列

必須: 条件による

一般的なエラー
このセクションでは、すべての AWS のサービスの API アクションに共通のエラーを一覧表示していま
す。このサービスの API アクションに固有のエラーについては、その API アクションのトピックを参照し
てください。

AccessDeniedException

このアクションを実行する十分なアクセス権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
IncompleteSignature

リクエストの署名が AWS 基準に適合しません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalFailure

リクエストの処理が、不明なエラー、例外、または障害により実行できませんでした。
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HTTP ステータスコード: 500
InvalidAction

要求されたアクション、または操作は無効です。アクションが正しく入力されていることを確認しま
す。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidClientTokenId

指定された x.509 証明書、または AWS アクセスキー ID が見つかりません。

HTTP ステータスコード: 403
InvalidParameterCombination

同時に使用できないパラメータが、同時使用されています。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValue

無効な値または範囲外の値が入力パラメータとして指定されました。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidQueryParameter

AWS クエリ文字列が正しい形式でないか、AWS 基準を順守していません。

HTTP ステータスコード: 400
MalformedQueryString

クエリ文字列に構文エラーがあります。

HTTP ステータスコード: 404
MissingAction

リクエストに、アクションまたは必須パラメータが含まれていません。

HTTP ステータスコード: 400
MissingAuthenticationToken

リクエストには、有効な (登録された) AWS アクセスキー ID、または X.509 証明書のどちらか一方が
含まれている必要があります。

HTTP ステータスコード: 403
MissingParameter

指定したアクションの必須パラメータが指定されていません。

HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorized

このアクションを実行するアクセス許可がありません。

HTTP ステータスコード: 400
OptInRequired

サービスを利用するためには、AWS アクセスキー ID を取得する必要があります。

HTTP ステータスコード: 403
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RequestExpired

リクエストの日付スタンプから 15 分を経過した後またはリクエストの有効期限 (署名付き URL の場
合など) から 15 分を経過した後に、リクエストが到着しました。または、リクエストの日付スタンプ
が現在より 15 分以上先です。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailable

リクエストは、サーバーの一時的障害のために実行に失敗しました。

HTTP ステータスコード: 503
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationError

入力は、AWS のサービスで指定された制約を満たしていません。

HTTP ステータスコード: 400
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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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AWS Backup のドキュメント履歴
• API バージョン:2023 年 2 月 8 日
• ドキュメントの最終更新日:2023 年 4 月 28 日

次の表は、2019 年 1AWS Backup 月のサービス開始以降から現在までのすべてのリリースを示していま
す。このドキュメントの更新に関する通知については、上の RSS フィードにサブスクライブできます。

変更 説明 日付

AWS BackupAWSユーザー通知
と統合

AWSユーザー通知コンソールか
ら、バックアップ、コピー、お
よび復元イベントに関連する通
知を受け取るように選択できる
ようになりました。

詳細については、「AWSユー
ザー通知の開始方法」を参照し
てください。

2023 年 5 月 10 日

クロスリージョンバックアップ
が利用可能に 4 か所のリージョ
ンで利用可能に

AWS Backup中東 (アラブ首長国
連邦)、欧州 (チューリッヒ) リー
ジョンおよびアジアパシフィッ
ク (ハイデラバード) リージョ
ンで、クロスリージョンバック
アップがサポートされるように
なりました。

2023 年 4 月 28 日

AWS Backupクロスリージョンコ
ピーのサポートが拡張されまし
た

Amazon 
EFS、VMware、DynamoDB リ
ソースのクロスリージョンバッ
クアップは、アジアパシフィッ
ク (ジャカルタ)、中東 (バーレー
ン)、アジアパシフィック (香
港)、アフリカ (ケープタウン)、
欧州 (ミラノ) で利用可能になり
ました。

2023 年 4 月 28 日

南米 (サンパウロ) リージョンで
Amazon S3 バックアップと復元

AWS BackupAmazon S3 
(Amazon シンプルストレージ
サービス) のサポートが南米 (サ
ンパウロ) リージョンで利用可能
になりました。

詳細については、「Amazon S3 
バックアップ」を参照してくだ
さい。

2023 年 4 月 20 日

AWS Backupアジアパシフィック 
(メルボルン) リージョンへの拡大

AWS Backupがアジアパシフィッ
ク (メルボルン) リージョンで利
用可能になりました。

詳細については、「AWSリー
ジョン別の機能の可用性」を参
照してください。

2023 年 4 月 20 日
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変更 説明 日付

Amazon S3 のリージョンサポー
トが拡張されました

AWS BackupAmazon S3 
(Amazon シンプルストレー
ジサービス) のサポートが
AWSGovCloud (米国東部) と
AWSGovCloud (米国西部) リー
ジョンで利用可能になりました

詳細については、「Amazon S3 
バックアップ」を参照してくだ
さい。

2023 年 4 月 19 日

Amazon EC2 インスタンス上
の SAP HANA データベースの
Backup と復元

AWS Backupでは、ほとんどの
リージョンの Amazon EC2 イン
スタンスで実行されている SAP 
HANA データベースをバック
アップおよび復元できるように
なりました。

詳細については、「Amazon EC2
インスタンスでの SAP HANA 
データベースのバックアップ」
を参照してください。

2023 年 4 月 17 日

AWS Backup欧州 (スペイン)、欧
州 (チューリッヒ)、アジアパシ
フィック (ハイデラバード) リー
ジョンでをご利いただけるよう
になりました。

AWS Backupが欧州 (スペイン)、
欧州 (チューリッヒ)、アジアパ
シフィック (ハイデラバード) を
含む新しいリージョンに拡大し
ました。サポートされているリ
ソースは、これらのリージョン
内でバックアップおよび復元で
きます。

詳細については、「AWSリー
ジョン別の機能の可用性」を参
照してください。

AWS Backup欧州 (スペイン)、欧
州 (チューリッヒ) リージョンで
をご利いただけるようになりま
した

AWS Backupサポートは、欧州 
(スペイン)、欧州 (チューリッ
ヒ)、アジアパシフィック (ハイ
デラバード) を含む 3 つの新し
いリージョンに拡大されまし
た。サポートされているリソー
スは、これらのリージョン内で
バックアップおよび復元できま
す。

詳細については、「AWSリー
ジョン別の機能の可用性」を参
照してください。

2023 年 4 月 13 日
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変更 説明 日付

AWS管理ポリシーの更
新AWSBackupAuditAccess

AWS管理ポリシーを更新しま
したAWSBackupAuditAccess。 
AWS 
BackupAPIconfig:DescribeComplianceByConfigRule
内のリソース選択をワイルド
カードリソースに置き換えまし
た。

詳細については、「のポリシー
更新」を参照してくださいAWS 
Backup。

2023 年 4 月 11 日

AmazonCloudWatch ログ付きの
ハイパーバイザー

AWS Backupゲートウェイユー
ザーは、CloudWatchハイパー
バイザーをログと統合してロ
グを管理できるようになりま
した。詳細については、「ハ
イパーバイザー設定の編集」と
「CloudWatchログ」を参照して
ください。

2023 年 3 月 29 日

Amazon S3 のリージョンサポー
トが拡張されました

AWS BackupAmazon S3 のサ
ポートは、アジアパシフィック 
(ジャカルタ) と中東 (アラブ首長
国連邦) リージョンで利用可能に
なりました。

2023 年 3 月 22 日

仮想マシンのインクリメンタル
バックアップの改善

CBT（変更ブロックトラッキ
ング）データの問題が発生し
たVMware VM（仮想マシン）
バックアップに、修正とトラブ
ルシューティングに役立つ追加
情報が含まれるようになりまし
た。

詳細については、「仮想マシン
のインクリメンタルバックアッ
プ」と「仮想マシンのトラブル
シューティング」を参照してく
ださい。

2023 年 3 月 15 日

AWS Backup複数のネットワーク
アダプタのサポート

AWS Backupゲートウェイは複数
のネットワークアダプタの設定
をサポートするようになりまし
た

ネットワークアダプタの構成の
詳細については、『AWS Backup
開発者ガイド』の「VMware の複
数の NIC 用のゲートウェイの設
定」を参照してください。

2023 年 3 月 8 日
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変更 説明 日付

AWS BackupvSphere 8 のサポー
ト

AWS BackupVMware vSphere 8 
上で稼働する仮想マシンのバッ
クアップとリストアをサポート
するようになりました。

サポートされている VMware オ
プションの詳細については、
『AWS Backup開発者ガイド』の
「サポートされている VM」を参
照してください。

2023 年 3 月 8 日

AWS BackupAudit Manager 
は、Amazon RDS マルチ AZ AZ 
バックアップをサポートしてい
ます

Backup Audit Manager 
は、Amazon Relational Database 
Service マルチアベイラビリ
ティーゾーンバックアップをサ
ポートするようになりました。

詳細については、「Audit
ManagerAWS Backup を使用
してバックアップを監査し、レ
ポートを作成する方法」を参照
してください。

2023 年 2 月 1 日

AWS BackupAmazon 
Timestream テーブルのインクリ
メンタルバックアップを提供し
ます

AWS BackupTimestream バック
アップのバックアップ機能が拡
張されました。Backup プランで
増分バックアップを実行できる
ようになったため、Timestream 
リソースのバックアップに必要
な時間を短縮し、ストレージコ
ストを削減できます。

詳細については、「Amazon 
Timestream バックアップ」を参
照してください。

2023 年 1 月 23 日

AWS Backupドバイでご利用いた
だけるようになりました

AWS Backupが中東 (UAE) リー
ジョンに拡大しました。サポー
トされているリソースは、この
リージョン内でバックアップお
よび復元できます。

2023 年 1 月 17 日

クロスリージョンコピーが追加
のリージョンで利用可能に

AWS Backup現在、アジアパシ
フィック (ジャカルタ) リージョ
ン、中東 (バーレーン)、アジア
パシフィック (香港)、アフリカ 
(ケープタウン) リージョンで、ほ
とんどのリソースのクロスリー
ジョンバックアップを提供して
います。

詳細については、「AWS リー
ジョン 全体のバックアップのコ
ピーの作成」を参照してくださ
い。

2022 年 12 月 21 日
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変更 説明 日付

Backup ゲートウェイの帯域幅制
限とスロットリング

AWS Backupゲートウェイで
は、AWS Backupゲートウェイ
が使用するネットワーク帯域
幅の量を制御するために、ゲー
トウェイからのアップロードス
ループットを制限できるように
なりました。

この機能をサポート
するために、AWS 
BackupAWSBackupFullAccessお
よびを含む管理ポリシー
を作成および更新しまし
たAWSBackupOperatorAccess。

詳細については、Backup 
Gateway の帯域幅調整を参照し
てください。

2022 年 12 月 15 日

Backup ゲートウェイ VMware タ
グのサポート

AWS Backupゲートウェイは 
VMware タグをサポートする
ようになりました。ユーザー
は、AWS仮想マシンに使用され
るタグと一致するタグをさらに
柔軟に作成できます。

この機能をサポート
するために、AWS 
Backup、AWSBackupGatewayServiceRolePolicyForVirtualMachineMetadataSyncAWSBackupFullAccess、な
どの管理ポリシーを
作成および更新しまし
たAWSBackupOperatorAccess。

詳細については、「VMware タ
グ」を参照してください。

2022 年 12 月 15 日

AWS BackupAmazon 
Timestream のサポート

AWS BackupAmazon 
Timestream テーブルのバック
アップと復元がサポートされる
ようになりました。詳細につい
ては、「Amazon Timestream 
バックアップ」を参照してくだ
さい。

2022 年 12 月 13 日

AWS Backupリーガルホールドを
提供

AWS Backupリーガルホールド
を通じてリカバリポイントを
保護するのに役立つ新しいツー
ルが導入されています。詳しく
は、リーガルホールドをご覧く
ださい。

2022 年 11 月 27 日
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変更 説明 日付

AWS BackupAudit Manager クロ
スリージョンおよびクロスアカ
ウントレポート

AWS BackupAudit Manager は、
コンプライアンスとジョブレ
ポートに追加機能をもたらし
ます。ユーザーは、複数のリー
ジョンおよび複数のアカウント
を組み込んだレポートを作成で
きます。

詳細については、「監査レポー
トの処理」を参照してくださ
い。

2022 年 11 月 27 日

AWS BackupAmazon Redshift サ
ポート

AWS BackupAmazon Redshift 
クラスターのバックアップと 
Amazon Redshift クラスターと
テーブルの復元がサポートされ
るようになりました。詳細につ
いては、「Amazon Redshift の
バックアップ」を参照してくだ
さい。

2022 年 11 月 27 日

AWS BackupAWS 
CloudFormationアプリケーショ
ンスタックのバックアップをサ
ポートします

AWS BackupCloudFormationス
タックをバックアップし、そ
の中のリソースを復元すること
で、複数のリソースを含むアプ
リケーションをバックアップお
よび復元できます。

詳細については、「アプリケー
ションスタックのバックアッ
プ」を参照してください。

2022 年 11 月 27 日

AWS Backup委任管理者アカウン
トとバックアップポリシー委任
を提供します

AWS Backup登録したアカウント
は、AWS Organizationsメンバー
アカウントを委任管理者アカウ
ントとして指定できます。

詳細については、「複数のアカ
ウントの管理」を参照してくだ
さいAWS Organizations。

2022 年 11 月 27 日

748

https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/working-with-audit-reports.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/working-with-audit-reports.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/redshift-backup.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/redshift-backup.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/applicationstackbackups.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/applicationstackbackups.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/applicationstackbackups.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/manage-cross-account.html#backup-delegatedadmin
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/manage-cross-account.html#backup-delegatedadmin


AWS Backup デベロッパーガイド

変更 説明 日付

Amazon EC2インスタンスでの 
SAP HANA のパブリックプレ
ビューと復元

AWS Backupと AWSBackint
は、EC2 インスタンス上の SAP 
HANA データベースをバック
アップおよび復元する機能の統
合パブリックプレビューを提供
しています。

詳細については、Amazon EC2 
インスタンスでの SAP HANA の
パブリックプレビューをご覧く
ださい。

このプレビューをサポートする
ために、AWS BackupAWSこれ
らの機能に関するポリシーの更
新と新しい管理ポリシーが提供
されました。

2022 年 11 月 20 日

Amazon EC2 インスタンスに 
VMware を復元する

AWS Backupで
は、EBS、VMware、VMware 
Cloud on、VMware Cloud on、
および VMware Cloud onAWS 
にマシンを復元する機能に加え
て、Amazon EC2 インスタンス
に仮想マシンを復元できるよう
になりましたAWS Outposts。

詳細については、AWS Backupコ
ンソールを使用して仮想マシン
のリカバリポイントを復元する
方法に関するドキュメントを参
照してください。

2022 年 11 月 9 日

AWS Backupヴォールトロック機
能の拡張

AWS BackupVault Lockをガバナ
ンスモードで作成してIAM保護
を強化したり、コンプライアン
スモードで作成して不変性を確
保したりできるようになりまし
た。

詳しくは、AWS Backupヴォール
トロックをご覧ください。

2022 年 10 月 4 日

AWS BackupAudit Manager がア
フリカ (ケープタウン) リージョ
ンおよび欧州 (ミラノ) リージョ
ンで利用可能になりました

AWS BackupAudit Manager がア
フリカ (ケープタウン) リージョ
ンおよび欧州 (ミラノ) リージョ
ンに拡大しました。Backup Audit 
Manager の詳細については、
「Audit ManagerAWS Backup 
によるバックアップの監査とレ
ポートの作成」を参照してくだ
さい。

2022 年 9 月 14 日
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変更 説明 日付

AWS 
BackupAmazonCloudWatch メ
トリクスをBackup コンソールの
ダッシュボードにもたらします

AWS Backupバックアップコン
ソールダッシュボードが強化
され、バックアップジョブと復
元ジョブに関する統合された 
AmazonCloudWatch メトリクス
を表示できるようになり、監視
機能と柔軟性が向上しました。

2022 年 9 月 8 日

復元中の Amazon EBS 暗号化
の柔軟性がさらに高まるよう
Support

AWS BackupAmazon EBS ス
ナップショットの復元時の暗号
化の選択肢が増えました。

2022 年 9 月 1 日

AWS BackupAmazon S3 クロ
スアカウントおよびクロスリー
ジョンバックアップコピーをサ
ポート

AWS Backupは、Amazon S3 
バックアップ用のクロスリー
ジョンおよびクロスアカウント
のバックアップコピーを提供で
きるようになりました。

詳細については、「Amazon S3 
バックアップ」を参照してくだ
さい。

2022 年 7 月 28 日

AWS BackupAudit Manager 
は、FSx for ONTAPの制御サポー
トを追加で提供します

AWS BackupAudit Manager 
には、バックアップリソース
はバックアッププランで保護
されていることや、最後に作
成されたリカバリポイントな
ど、ONTAPボリュームのFSxの
監視と監査をサポートする追加
の制御機能が追加されました。

詳細については、「AWS 
BackupAudit Manager の管理と
是正」を参照してください。

2022 年 7 月 22 日

AWS BackupPostgreSQL およ
び MySQL クラスターの Amazon 
RDS マルチ AZ クラスターの
バックアップと復元のサポート
を追加

AWS Backupには、プライマリ
データベースインスタンスが 1 
つと、読み取り可能なスタンバ
イデータベースインスタンスが 2 
つの Multi-Availability Zone クラ
スタバックアップおよび復元オ
プションが追加されました。

詳細については、「Amazon 
RDS マルチ AZ バックアップ」
を参照してください。

2022 年 7 月 20 日
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変更 説明 日付

AWS BackupAudit Manager がリ
カバリポイント作成の新しいコ
ントロールを追加

AWS BackupAudit Manager は、
コンプライアンスサポートを強
化するための新しい監査コント
ロールを提供します。

Last recovery point 
createdは、指定された時間内
にリカバリポイントが作成され
るようにするためのオプション
の追加制御です。

詳細については、「最終回復
ポイントが作成したコントロー
ル」を参照してください。

2022 年 6 月 29 日

AWS BackupGateway エンドポ
イントのサンプルを追加

AWS BackupGateway は、ユー
ザーが VPN (仮想プライベート
ネットワーク) に接続するのを支
援するサンプルエンドポイント
を提供しました。詳細について
は、「AWS BackupVPC エンド
ポイントの作成」を参照してく
ださい。

2022 年 6 月 14 日

AWS Backupでは、VMware の 
Amazon VPC エンドポイントが
提供されるようになりました

AWS BackupVMware 用の 
Amazon VPC エンドポイントが
サポートされるようになりまし
た。これにより、VMwareAWS 
環境ととの間で仮想プライベー
トネットワークを使用できます
AWS PrivateLink。

詳細については、「ゲート
ウェイの作成」AWS Backup
と「」を参照してくださいAWS 
PrivateLink。

2022 年 6 月 1 日

AWS BackupAudit Manager は 
Amazon S3 のコントロールサ
ポートを追加で提供します

Backup Audit Manager がコン
プライアンスコントロールを
サポートするようになりまし
た。S3 リソースタイプのバック
アッププランで保護されている
バックアップリソース。

詳細については、「AWS 
BackupAudit Manager の管理と
是正」を参照してください。

2022 年 5 月 25 日
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変更 説明 日付

AWS BackupAudit Manager 
は、Storage Gateway の制御サ
ポートを追加で提供します

Backup Audit Manager 
は、Storage Gatewayリソース
タイプのバックアッププランで
保護されているバックアップリ
ソースをコンプライアンスコン
トロールでサポートするように
なりました。

詳細については、「AWS 
BackupAudit Manager の管理と
是正」を参照してください。

2022 年 5 月 25 日

Amazon FSx for OpenZFS の
Support

AWS Backupでは、OpenZFS 
ファイルシステムの FSx への
バックアップとリストアのデー
タ保護管理機能が追加されまし
た。

2022 年 5 月 18 日

AWS BackupAudit Manager サ
ポート

AWS BackupBackup Audit 
Manager の制御と修正における
仮想マシンのサポートが提供さ
れるようになりました。詳細に
ついては、「AWS BackupAudit 
Manager の管理と是正」を参照
してください。

2022 年 5 月 11 日

Amazon FSx がアジアパシ
フィック (大阪) リージョンでサ
ポートされるようになりました

AWS Backup現在、アジアパシ
フィック (大阪) リージョン内の 
Amazon FSx のバックアップ、
およびアジアパシフィック (大阪) 
リージョン間のコピーのバック
アップを提供しています。

2022 年 4 月 26 日

Amazon FSx for Lustre Support AWS Backupが Amazon FSx for 
Lustre のサポートを一般提供で
きるようになりました。これは 
Persistent_1 ファイルシステムと
比較して、ストレージユニット
あたりのスループットが高いレ
ベルをサポートします。

2022 年 4 月 5 日

VMware 拡張機能 AWS BackupAmazon EBS ボ
リュームへの復元、ディスクレ
ベルの復元、および VMware on 
のサポートが提供されるように
なりましたAWS Outposts。詳細
については、「仮想マシンの復
元」を参照してください。

2022 年 3 月 31 日

AWS Backup空室状況アジアパシ
フィック (ジャカルタ)

AWS Backupアジアパシフィック 
(ジャカルタ) リージョンでをご利
いただけるようになりました。

2022 年 3 月 17 日
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変更 説明 日付

AWS BackupAudit Manager 向け
の新しいコントロール

AWS BackupAudit Manager 
には、クロスリージョンコ
ピー、クロスアカウントコ
ピー、Backup ボールトロッ
クという 3 つの新しい監査コ
ントロールが導入されていま
す。詳細については、「AWS 
BackupAudit Manager の管理と
是正」を参照してください。

2022 年 3 月 17 日

AWS PrivateLink のサポート AWS PrivateLinkfor を使用する
とAWS Backup、パブリックイン
ターネット経由で接続するので
はなく、VPCAWS Backup のイ
ンターフェイスエンドポイント
を使用して直接接続できます。
インターフェイスエンドポイン
トは、オンプレミスまたは別の 
AWS リージョンにあるアプリ
ケーションから直接アクセスで
きます。詳細については、AWS 
BackupおよびAWS PrivateLinkを
参照してください。

2022 年 2 月 28 日

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) のSupport

中国 (北京) リージョン、中国 (寧
夏) を除く、の Amazon S3AWS 
リージョン の一般提供は、
中国 (北京) リージョン、中国
AWSGovCloud (寧夏) を除くす
べてので使用できます。AWS 
BackupAWSGovCloud詳細につ
いては、「Amazon S3 データの
使用」を参照してください。

2022 年 2 月 14 日

AWS中国地域での高度な 
DynamoDB バックアップの
Support

アドバンスド DynamoDB バッ
クアップは、中国 (北京) リー
ジョンおよび中国 (寧夏) リー
ジョンで利用可能になりまし
た。詳細については、「高度な 
DynamoDB バックアップ」を参
照してください。

2022 年 1 月 18 日

Amazon S3 のサポートのプレ
ビュー公開

AWS Backup は Amazon S3 
バックアップのプレビュー公
開を提供します。詳細について
は、「Amazon S3 データの操
作 (p. 12)」を参照してくださ
い。

2021 年 11 月 30 日

VMware 仮想マシン (VM) のサ
ポート

AWS Backup を使用し
て、VMware VM を自動的にバッ
クアップできるようになりま
した。詳細については、「仮
想マシンのバックアップの作
成 (p. 77)」を参照してくださ
い。

2021 年 11 月 30 日
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高度な DynamoDB バックアップ
のSupport

これで、作成したすべての 
DynamoDB テーブルバックアッ
プで、コールドストレージ階層
化、コスト配分タグ付け、クロ
スリージョンコピー、クロスア
カウントコピー、独立暗号化、
ソース DynamoDB テーブルか
らのタグのコピーなどの機能
を実行できるようになりまし
た。AWS Backup詳細について
は、Amazon DynamoDB 開発
者ガイドの「DynamoDBアドバ
ンスト DynamoDB バックアッ
プ (p. 102)AWS Backup での使
用」を参照してください。

2021 年 11 月 23 日

AWS Backup 中国リージョンで
の AWS リソース割り当ての機能
強化のサポート

AWS Backup リソース割り当て
の機能強化は、中国 (北京) リー
ジョンおよび中国 (寧夏) リー
ジョンで使用できるようにな
りました。詳細については、
「バックアッププランへのリ
ソース割り当て」を参照してく
ださい。

2021 年 11 月 16 日

AWS Backup リソース割り当て
の機能強化の起動

バックアップリソース割り当て
の機能強化により、数十万もの 
AWS リソースを保護するバッ
クアッププランをデプロイする
ため、詳細なコントロールと新
しい合理化されたプロセスが提
供されます。この機能を使用す
ると、AWS Backup を使用し
てデータを保護する際のスピー
ド、柔軟性、精度を向上させる
ことができます。詳細について
は、「バックアッププランへの
リソース割り当て」を参照して
ください。

2021 年 11 月 10 日

Amazon Neptune のサポート AWS Backup を使用して 
Amazon Neptune クラスターを
バックアップできるようにな
りました。詳細については、
「AWS Backup とは」を参照し
てください。

2021 年 11 月 5 日

Amazon DocumentDB のサポー
ト

AWS Backup を使用して 
Amazon DocumentDB クラス
ターをバックアップできるよ
うになりました。詳細について
は、「AWS Backup とは」を参
照してください。

2021 年 11 月 5 日
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AWS Backup 中国リージョンで 
AWS のボールトロックのサポー
ト

AWS Backup のボールトロック
は、中国 (北京) リージョンおよ
び中国 (寧夏) リージョンで利用
可能になりました。詳細につい
ては、「AWS Backupのボールト
ロック」を参照してください。

2021 年 11 月 3 日

AWS Backup のボールトロック
の起動

AWS Backup のボールトロック
で、AWS Backup のバックアッ
プボールトに保存されている
バックアップの削除を防ぐこと
ができます。詳細については、
「AWS Backupのボールトロッ
ク」を参照してください。

2021 年 10 月 7 日

AWS Backup Audit Manager コン
プライアンスレポートの起動

コンプライアンスレポートで
は、AWS Backup Audit Manager 
フレームワークで定義したコン
トロールに対するバックアップ
アクティビティと、リソースの
コンプライアンスに関する日次
レポートを生成できます。詳細
については、「コンプライアン
スレポートのテンプレート」を
参照してください。

2021 年 10 月 5 日

AWS CloudFormation Audit 
Manager の AWS Backup サポー
ト

AWS CloudFormation で、AWS 
Backup Audit Manager フレーム
ワーク、コントロール、レポー
トプランを、安全かつ繰り返
し可能な方法で大規模にデプロ
イできるようになりました。詳
細については、「AWS Backup 
Audit Manager で監査とレポート
をバックアップする」を参照し
てください。

2021 年 10 月 4 日

AWS Backup Audit Manager の起
動

AWS Backup Audit Manager で
は、バックアップアクティビ
ティとリソースのコントロー
ルを定義し、コントロールに準
拠していないアクティビティと
リソースを特定できるようにな
りました。また、AWS Backup 
Audit Manager を使用して、定
義したコントロールへの経時的
なコンプライアンスの証拠とな
る日次レポートとオンデマンド
レポートを生成します。詳細に
ついては、「AWS Backup Audit 
Manager で監査とレポートを
バックアップする」を参照して
ください。

2021 年 8 月 24 日
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新しい非同期の復旧ポイントオ
ペレーションのSupport

AWS Backup は、元の IAM ロー
ルを変更または削除した場合
に、バックアップライフサイク
ルルールを管理するためのサー
ビスにリンクされたロールを引
き受けます。詳細については、
「バックアップの削除」を参照
してください。

2021 年 8 月 23 日

Amazon EBS マルチボリュー
ムのクラッシュコンシステント
バックアップのサポート

これで、AWS Backup を使用し
て Amazon EC2 インスタンス
を保護すると、AWS Backup は
デフォルトで各 Amazon EC2 イ
ンスタンスにアタッチされたす
べての Amazon EBS ボリュー
ムで、マルチボリュームでのク
ラッシュコンシステントなバッ
クアップを取ります。詳細につ
いては、「Amazon EBS マルチ
ボリューム、クラッシュコンシ
ステントバックアップの作成」
を参照してください。

2021 年 6 月 14 日

AWS リージョン 追加でAmazon 
FSx のサポート

AWS Backup を使用して、次
のリージョン: AWS GovCloud 
(US)、ヨーロッパ (ミラノ) リー
ジョン、アフリカ (ケープタウン) 
リージョン、および中東 (バー
レーン) リージョンで Amazon 
FSx ファイルシステムを保護で
きるようになりました。詳細に
ついては、AWS Backup 全般の
リファレンスの「AWS エンドポ
イントとクォータ」を参照して
ください。

2021 年 4 月 15 日

Amazon FSx クロスリージョン
およびクロスアカウントバック
アップのサポート

AWS Backup を使用して、AWS 
リージョン とアカウント間で 
Amazon FSx バックアップをコ
ピーできるようになりました。
詳細については、「バックアッ
プコピーの作成」を参照してく
ださい。

カスタマー管理ポリシーを使
用する場合は、既存のバック
アップジョブが失敗しないよ
うに、新しいアクセス権限
fsx:CopyBackup を追加する必
要があります。そのアクセス権
限については、カスタマー管理
ポリシーの Amazon FSx バック
アップポリシーの最後のステー
トメントを参照してください。

2021 年 4 月 12 日
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Amazon EFS バックアップのコ
スト配分タグのサポート

コスト配分タグを使用し
て、Amazon EFS バックアッ
プのコストを詳細レベルで追
跡し、AWS Cost Explorer を使
用してこれらのタグを表示およ
びフィルタリングできるように
なりました。詳細については、
「コスト配分タグの使用」を参
照してください。

2021 年 4 月 7 日

FedRAMP High 認証 AWS Backup は、FedRAMP 
High ワークロードをサポートす
る権限を許可されました。詳細
については、「コンプライアン
スプログラムによる対象範囲内
の AWS サービス」を参照してく
ださい。

2021 年 3 月 25 日

新しい AWS リージョン AWS Backup が アジアパシ
フィック (大阪) リージョン 
でご利用いただけるように
なりました。このリージョン
で、AWS Backup は現在 Storage 
Gateway、Amazon FSx、クロ
スアカウントバックアップは、
このリージョンでサポートさ
れていません。詳細について
は、AWS Backup 全般のリファ
レンスの「AWS エンドポイント
とクォータ」を参照してくださ
い。

2021 年 3 月 25 日

復旧ポイントのバッチ操作のサ
ポート

AWS Backup コンソールを使
用してバッチ操作を自動化し、
バックアップボールトの復旧ポ
イントをクリーンアップできる
ようになりました。詳細につい
ては、「バックアップの削除」
を参照してください。

2021 年 3 月 23 日

Amazon EFS ワンゾーンスト
レージクラスへの復元をサポー
ト

Amazon EFS バックアップを 
Amazon EFS ワンゾーンスト
レージクラスに復元できるよ
うになりました。詳細について
は、「Amazon EFS ファイルシ
ステムの復元」を参照してくだ
さい。

2021 年 3 月 12 日
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Amazon Relational Database 
Servicepoint-in-time 復元と継続
的なバックアップのSupport

スナップショットバックアッ
プのオーケストレーションに
加え、AWS Backupを使用して 
Amazon RDSpoint-in-time の継続
的なバックアップと復元 (PITR) 
を自動化できるようになりまし
た。詳細については、「point-in-
time復元を使用した指定時刻への
復元」を参照してください。

2021 年 3 月 10 日

アマゾンのSupportCloudWatch を使用してCloudWatchAWS 
Backupメトリクスをモニタリ
ングできるようになりました。
詳細については、「Amazon と
AmazonCloudWatch によるイ
ベントとメトリックスのモニ
タリング」を参照してください
EventBridge。

2021 年 2 月 3 日

アマゾンのSupportEventBridge EventBridgeを使用してAWS 
Backupイベントをモニタリン
グできるようになりました。
詳細については、「Amazon と
AmazonCloudWatch によるイ
ベントとメトリックスのモニ
タリング」を参照してください
EventBridge。

2021 年 2 月 3 日

クロスアカウントバックアップ
のサポート

AWS Backup を使用して複数の 
AWS アカウント にわたるリソー
スをバックアップできるように
なりました。詳細については、
「AWS アカウントにわたるバッ
クアップコピーの作成」を参照
してください。

2020 年 11 月 18 日

Amazon FSx ファイルシステム
のバックアップおよび復元サ
ポート

AWS Backup を使用して 
Amazon FSx ファイルシステム
をバックアップできるように
なりました。詳細については、
「Amazon FSx ファイルシステ
ムの操作」を参照してくださ
い。

2020 年 11 月 9 日

新しい AWS リージョン AWS Backup がアフリカ (ケープ
タウン) および EU (ミラノ) リー
ジョンで利用できるようになり
ました。詳細については、AWS 
全般のリファレンスの「AWS 
Backup エンドポイントとクォー
タ」を参照してください。

2020 年 10 月 21 日
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VSS 対応 Windows バックアップ
のサポート

Amazon EC2 インスタンスで
実行されている VSS (Volume 
Shadow Copy Service) 対応の 
Windows アプリケーションを
バックアップおよび復元できる
ようになりました。詳細につい
ては、「Windows VSS バック
アップの作成」を参照してくだ
さい。

2020 年 9 月 22 日

Amazon EFS 自動バックアップ
のサポート

AWS Backup を使用して 
Amazon EFS ファイルシステ
ムを自動的にバックアップでき
るようになりました。詳細につ
いては、「使用開始 4: Amazon 
EFS 自動バックアップの作成」
を参照してください。

2020 年 7 月 16 日

新しい AWS リージョン AWS Backup が AWS GovCloud 
(US) Region で利用可能になり
ました。詳細については、AWS 
全般のリファレンスの「AWS 
Backup エンドポイントとクォー
タ」を参照してください。

2020 年 6 月 24 日

複数 AWS アカウント にわたる
バックアップ管理のサポート

AWS アカウント を使用して、
複数 AWS Organizations にわた
るバックアップを管理できるよ
うになりました。詳細について
は、「クロスアカウント管理の
仕組み」を参照してください。

2020 年 6 月 24 日

に Amazon Aurora Support が追
加AWS Backup

Amazon Aurora のリソースを
バックアップするように AWS 
Backup を設定できるように
なりました。詳細について
は、Amazon Aurora のユーザー
ガイドの「Aurora DB クラス
ターのバックアップと復元の概
要」を参照してください。

2020 年 6 月 10 日

AWS Backup と連携するよう
にサービスを設定するためのサ
ポート

特定の AWS Backup サービスの
リソースをバックアップするよ
うに AWS を設定できるように
なりました。詳細については、
「AWS Backup でのサービス管
理へのオプトイン」を参照して
ください。

2020 年 5 月 20 日

Amazon EC2 インスタンスの
バックアップをサポート、およ
びリージョン間のバックアップ
のサポートも追加

Amazon EC2 インスタンス全体
をバックアップし、AWS リー
ジョン 間でのリソースもコピー
できるようになりました。詳細
については、「AWS リージョン 
間のバックアップのコピー」を
参照してください。

2020 年 1 月 13 日
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新規ガイド AWS は AWS Backup と AWS 
Backup 開発者ガイドを起動しま
す。

2019 年 1 月 15 日
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