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AWS DataSync ユーザーガイド
ユースケース

AWS DataSync の概要
AWS DataSyncは、データ移行を簡素化し、お客様がファイルまたはオブジェクトデータをストレージ
サービスへ、ストレージサービスから、AWSまたはストレージサービス間で迅速、簡単、安全に移動でき
るようにするオンラインデータ移動および検出サービスです。

DataSync は以下のストレージシステムとサービスと連携します。

• ネットワークファイルシステム (NFS) (p. 119) ファイルサーバー
• サーバーメッセージブロック (SMB) (p. 120) ファイルサーバー
• Hadoop Distributed File System (HDFS) (p. 122)
• オブジェクトストレージシステム (p. 125)
• Amazon S3 (p. 126) バケット
• Amazon EFS (p. 137) ファイルシステム
• Amazon FSx for Windows File Server (p. 141) System
• Amazon FSx for Lustre (p. 142) ファイルシステム
• Amazon FSx for OpenZFS (p. 144) ファイルシステム
• NetApp ONTAP ファイルシステム用 Amazon FSx (p. 146)
• AWS Snowcone (p. 120) デバイス
• Google Cloud Storage (p. 125) バケット
• マイクロソフトアズールファイル (p. 120)
• Microsoft Azure Blob Storage (p. 149) (プレビュー)

ユースケース
DataSyncは以下の主なユースケースは以下のとおりです。

• データ移行 — アクティブなデータセットをネットワーク経由で迅速に Amazon S3、Amazon 
EFS、Windows File Server に移動します。 DataSync には、自動暗号化やデータの整合性検証が含ま
れ、データが安全で完全、使用可能な状態で到着します。

• コールドデータのアーカイブ — オンプレミスストレージに保存されたコールドデータを、堅牢で安全
な長期ストレージや S3 Glacier S3 Glacier S3 Glacier S3 Glacier S3 Glacier S3 Glacier S3 Glacier S3 
Glacier S3 Glacier S3 Glacier Deep Archive S3 Glacier S3 そうすることで、オンプレミスのストレージ
容量を解放し、レガシーストレージシステムをシャットダウンできます。

• データ複製 — データをすべての Amazon S3 ストレージクラスにコピーし、ニーズに対して最もコ
ストパフォーマンスの高いストレージクラスを選択します。スタンバイファイルシステムのデータを 
Amazon EFS、Windows File Server に送信することもできます。

• タイムリーなクラウド上の処理でのデータの移動 —AWS 処理のためにデータを移動します。このアプ
ローチは、多くの業界における重要なハイブリッドクラウドのワークフローを高速化します。これに
は、メディアやエンターテインメントでの動画作成、ライフサイエンスの機械学習や金融におけるビッ
グデータ分析などが含まれます。

利点
AWS DataSync を使用すると、次の利点を得ることができます。
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AWS DataSync ユーザーガイド
その他の リソース

• データ移動を簡素化して自動化 — DataSync ストレージシステムとサービスの間でデータをネットワー
ク経由で簡単に移動します。 DataSync は、データ転送プロセスの管理と、高性能で安全なデータ転送
に必要なインフラストラクチャの両方を自動化します。

• データの安全な転送 — DataSync end-to-end 暗号化や整合性検証などのセキュリティを提供
し、データが安全で完全、使用可能な状態で到着します。 DataSyncAWS Identity and Access 
Management(IAM)AWSAWS ロールなどの組み込みセキュリティメカニズムを介してストレージにアク
セスします。また、Virtual Private Cloud（VPC）エンドポイントをサポートしているため、パブリッ
クインターネットを経由せずにデータを転送できるオプションが提供され、オンラインでコピーされる
データのセキュリティがさらに向上します。

• データの移動を専用のネットワークプロトコルとparallel DataSync ルのマルチスレッドアーキテクチャ
を使用して、転送を高速化します。このアプローチにより、移行、分析や機械学習のための定期的な
データ処理ワークフローやデータ保護プロセスが高速化されます。

• 運用コストの削減 — DataSync の一定したギガバイトあたりの料金でコスト効率よくデータを移動しま
す。カスタムスクリプトを作成して管理したり、高価な商用転送ツールを使用したりする必要はありま
せん。

その他の リソース
以下のセクションを読むことをお勧めします。

• DataSyncリソース — ブログ、ビデオ、その他のトレーニング教材が含まれます
• AWSre: post — 最新のディスカッションをご覧ください DataSync
• DataSync 価格設定
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AWS DataSync ユーザーガイド
DataSync 建築

AWS DataSync の仕組み
AWS DataSync仕組みの概要を視覚的に確認し、データを迅速に移動するのに役立つ重要な概念を学びま
しょう。

DataSync 建築
トピック

• オンプレミスストレージとオンプレミスストレージ間の転送AWS (p. 3)
• AWSストレージサービス間の転送 (p. 3)
• AWSクラウドストレージシステムとストレージサービス間の転送 (p. 4)

次の図は、 DataSync ストレージデータを一般的に転送する方法と場所を示しています。

DataSync サポートされているストレージシステムとサービスの一覧については、を参照してくださ
いAWS DataSync場所の使用 (p. 117)。

オンプレミスストレージとオンプレミスストレージ間
の転送AWS
次の図表は、 DataSync 自己管理型のオンプレミスストレージシステムととの間でのファイル転送のハイ
レベルな概要を示していますAWS のサービス。

この図は、 DataSync 一般的な構成を示しています。

• DataSync オンプレミスのストレージシステムからデータをコピーするエージェント。
• Transport Layer Security (TLS)AWS を経由してデータが移動されます。
• DataSync AWSサポートされているストレージサービスへのデータのコピー

AWSストレージサービス間の転送
次の図は、 DataSync AWS のサービス同じファイル間のファイル転送の大まかな概要を示しています
AWS アカウント。
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AWS DataSync ユーザーガイド
AWSクラウドストレージシステ
ムとストレージサービス間の転送

この図は、 DataSync 一般的な構成を示しています。

• DataSync AWSサポートされているストレージサービスからのデータのコピー
• TLSAWS リージョン 経由でデータを移動します。
• DataSync AWSサポートされているストレージサービスへのデータのコピー

ストレージサービス間（AWSAWS リージョン同じストレージサービスまたは別のストレージサービス
AWS リージョン）を転送する場合、AWSデータはネットワークに残り、パブリックインターネットを経
由しません。

Important

AWS リージョン間で転送されたデータに対してお支払いいただきます。これは、送信元リージョ
ンから送信先リージョンへのデータ転送出力として請求されます。詳細については、「データ転
送料金表」を参照してください。

AWSクラウドストレージシステムとストレージサービ
ス間の転送
を使用すると DataSync、クラウドストレージシステムとの間でデータを転送できますAWS のサービス。
この文脈では、クラウドストレージシステムには次のものが含まれます。

• によってホストされる自己管理型ストレージシステムAWS (たとえば、内部の仮想プライベートクラウ
ド内の NFS 共有AWS)。

• 別のクラウドプロバイダーがホストするストレージシステムまたはサービス。

詳細については、以下を参照してください。

• AWS DataSyncにエージェントをデプロイするAWS リージョン (p. 104)
• チュートリアル:Google クラウドストレージから Amazon S3 へのデータ転送 (p. 242)

概念と用語
DataSync 機能に慣れてください。

トピック
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エージェント

• エージェント (p. 5)
• Location (p. 5)
• タスク (p. 5)
• タスクの実行 (p. 5)

エージェント
エージェントは、転送中にストレージからの読み取りとストレージへの書き込みを行う仮想マシン (VM) 
または Amazon EC2 インスタンスです。 DataSync

VMware ESXi、Linux カーネルベースの仮想マシン (KVM)、Microsoft Hyper-V、ハイパーバイザーがあり
ます。Amazon EC2 インスタンスを使用している場合は、上の仮想プライベートクラウド (VPC)AWS に
エージェントをデプロイします。

はじめに、「エージェントを作成する (p. 23)」を参照してください。

Location
場所は、データのコピー元またはコピー先を特定します。 DataSync 各転送 (タスクとも呼ばれます) に
は、送信元と宛先の場所があります。詳細については、「AWS DataSync場所の使用 (p. 117)」を参照し
てください。

タスク
DataSync タスクは転送を記述します。コピー元とコピー先の場所と、それらの場所間でデータをコピー
する方法の詳細が示されます。また、タスクがメタデータ、削除されたファイル、権限などを処理する方
法を指定することもできます。

タスクの実行
タスク実行とは、 DataSync タスクを個別に実行することです。タスク実行にはいくつかのフェーズがあ
ります。詳細については、「タスク実行ステータス (p. 181)」を参照してください。

DataSync ファイルとオブジェクトの転送方法
トピック

• DataSync データの整合性を検証する方法 (p. 6)
• DataSync オープンファイルとロックファイルを処理する方法 (p. 6)

転送を開始すると、 DataSync ソースとデスティネーションのストレージシステムを調べて、何を同期
するかを決定します。これは、両方のシステムのコンテンツとメタデータを再帰的にスキャンして、2 つ
のシステムの違いを特定します。関係するファイルまたはオブジェクトの数 (ストレージシステムのパ
フォーマンスを含む) によっては、数分から数時間かかることがあります。

DataSync 次に、転送の設定方法に基づいて (p. 166)、データ (メタデータを含む) をソースから宛先に移
動し始めます。たとえば、 DataSync 転送中は常にデータ整合性チェックを実行します。転送が完了する
と、 DataSync 場所間のデータセット全体またはコピーしたデータのみを確認することもできます。(ほと
んどの場合、転送された内容のみを確認することをお勧めします)。転送する対象をフィルタリングするオ
プションもあります。
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DataSync データの整合性を検証する方法

DataSync データの整合性を検証する方法
DataSync は、ソースストレージシステムと送信先ストレージシステム内のすべてのファイルまたはオブ
ジェクトのチェックサムをローカルで計算し、これらを比較します。さらに、 DataSync 送信元のファイ
ルまたは送信先にあるすべてのファイルまたはオブジェクトのメタデータを比較します。いずれかに相
違がある場合には、検証は失敗し、何が失敗したかを明確に指定するエラーコードを示します。たとえ
ば、、Checksum failureMetadata failureFiles were addedFiles were removed、などのエ
ラーコードが表示される場合があります。

詳細については、「AWS DataSyncデータ整合性を検証する方法の設定 (p. 165)」を参照してください。

DataSync オープンファイルとロックファイルを処理
する方法
使用中またはロックされたファイルを転送するときは、次の点に注意してください。

• 通常、 DataSync 制限が一切ないオープンファイルを転送できます。
• 転送中にファイルが開かれ書き込まれている場合、 DataSync 転送タスクの検証段階でこの種の不整合

を検出できます。ファイルの最新バージョンを取得するには、タスクを再実行する必要があります。
• ファイルがロックされていて、 DataSync サーバーがそのファイルを開くことを禁止されている場合、 

DataSync 転送中にファイルをスキップし、エラーを記録します。
• DataSync ファイルをロックまたはロック解除することはできません。
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エージェントの要件

AWS DataSync の要件
AWS DataSyncエージェントとネットワークの要件は、データを転送する場所と方法によって異なりま
す。

トピック
• AWS DataSyncエージェント要件 (p. 7)
• AWS DataSyncネットワーク要件 (p. 8)
• 使用に必要な IAM アクセス許可AWS DataSync (p. 19)

AWS DataSyncエージェント要件
エージェントは、AWS DataSyncストレージシステムからの読み取りまたはストレージシステムへの書き
込みに使用する仮想マシン (VM) または Amazon EC2 インスタンスです。エージェントは通常、オンプレ
ミスストレージからにデータをコピーするときに使用されますAWS。DataSync エージェントはコンソー
ルからダウンロードできます。

次の情報を使用して、環境にエージェントをデプロイするために必要なものを理解してください。

サポートされているハイパーバイザー
DataSync エージェントは次のハイパーバイザーで実行できます。

• VMware また、ホストに接続するために VMware vSphere クライアントが必要です。

Note

VMware が ESXi ハイパーバイザーバージョンの全般的なサポートを終了すると、そのバー
ジョンのサポート DataSync も終了します。VMware でサポートされているハイパーバイザー
のバージョンについては、VMware ウェブサイトの「VMware ライフサイクルポリシー」を参
照してください。

• Microsoft Hyper-V Hyper-V Hyper-Visor (バージョン 2012 R2、2016、または 2019): Hyper-V の無料ス
タンドアロン版を Microsoft ダウンロードセンターから入手できます。このセットアップでは、ホストに
接続する Microsoft Windows クライアントコンピュータには Microsoft Hyper-V Manager が必要になり
ます。

Note

DataSync エージェント仮想マシン (VM) は、第 1 世代の仮想マシンです。第 1 世代の VM と第 
2 世代の VM の違いの詳細については、「Hyper-V で第 1 世代または 2 世代の仮想マシンを作
成すべきですか」を参照してください。

• Linux カーネルベースの仮想マシン (KVM): これは無料のオープンソースの仮想化テクノロジーで
す。KVM は、Linux バージョン 2.6.20 以降のすべてのバージョンに含まれています。AWS DataSync 
は CentOS/RHEL 7.8、Ubuntu 16.04 LTS、および Ubuntu 18.04 LTS ディストリビューションでテス
トおよびサポートされています。他の最新の Linux ディストリビューションは動作しますが、機能やパ
フォーマンスは保証されません。既に KVM 環境が稼働しており、KVM の仕組みに精通している場合
は、このオプションをお勧めします。

Note

Amazon EC2 での KVM の実行はサポートされておらず、 DataSync エージェントには使用で
きません。Amazon EC2 でエージェントを実行するには、エージェント Amazon マシンイメー
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AWS DataSync ユーザーガイド
仮想マシンの要件

ジ (AMI) をデプロイします。Amazon EC2 でのエージェント AMI のデプロイに関する詳細につ
いては、「「Deploy your agent as an Amazon EC2 instance」 (Amazon EC2 インスタンスと
してエージェントをデプロイする) (p. 25)」を参照してください。

• Amazon EC2 インスタンス: DataSync VM イメージを含む Amazon マシンイメージ (AMI) DataSync 
を提供します。推奨されるインスタンスタイプについては、「Amazon EC2 インスタンスの要
件 (p. 8)」を参照してください。

仮想マシンの要件
DataSync エージェントをオンプレミスにデプロイする場合、エージェント VM には次のリソースが必要
です。

• 仮想プロセッサ:VM に割り当てられた 4 つの仮想プロセッサ
• ディスク容量 VM イメージとシステムデータのインストール用 80 GB のディスクの空き容量
• RAM: 転送シナリオに応じて、以下のいずれかを選択します。

• 最大で 2,000 万個までのファイルを転送するタスクでは:VM に割り当てられた 32 GB の RAM
• 2,000 万個を超えるファイルを転送するタスクでは、VM に割り当てられた 64 GB の RAM。

Amazon EC2 インスタンスの要件
DataSync エージェントを Amazon EC2 インスタンスとしてデプロイする場合、インスタンスサイズは少
なくとも 2xlarge である必要があります。

以下のいずれかのインスタンスサイズを使用することをお勧めします。

• m5.2xlarge 2,000万個以下のファイルを転送するタスクの場合。
• m5.4xlarge 2,000万個を超えるファイルを転送するタスクの場合。

Note

この推奨事項の例外は、 DataSync AWS Snowconeデバイスで実行している場合です。2 つの 
CPU コアと 4 GiB のメモリを提供するデフォルトのインスタンスである snc1.medium を使用し
ます。

SSH を使用して Amazon EC2 エージェントに接続するには、次の暗号化アルゴリズムを使用する必要が
あります。

• SSH 暗号:aes128-ctr
• キー交換:diffie-hellman-group14-sha1

AWS DataSyncネットワーク要件
を使用する際のネットワーク要件は、データ転送の方法 (公共のインターネット経由やよりプライベート
な接続の使用など)AWS DataSync によって異なります。

自己管理型ストレージシステムのネットワーク要件
セルフマネージドストレージとは、管理するオンプレミスまたはクラウド内のストレージシステムを指し
ます。このようなシステムでの転送には、 DataSync エージェントを使用する必要があります。
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自己管理型ストレージシステムのネットワーク要件

次の表は、 DataSync エージェントがネットワークファイルシステム (NFS) サーバー、サーバーメッセー
ジブロック (SMB) サーバー、Amazon S3 API または Hadoop Distributed File System (HDFS) クラスター
にアクセスするために開く必要があるポートを示しています。

Note

ネットワークによっては、ここに記載されているポート以外のポートでのトラフィックを許可し
て、 DataSync 自己管理ストレージに接続する必要がある場合があります。

From To プロトコル ポート による使用方法 DataSync

DataSync 
エージェン
ト

NFS ファイルサーバー TCP / UDP 2049 NFS ファイルサーバーをマ
ウントします。

DataSync は、NFS バー
ジョン 3.x、4.0、4.1 をサ
ポートします。

DataSync 
エージェン
ト

SMB ファイルサーバー TCP / UDP 139 または 
445

SMB ファイルサーバーをマ
ウントします。

DataSync SMB バージョン 
1.0 以降をサポートします。

DataSync 
エージェン
ト

オブジェクトストレージ TCP 443 
(HTTPS) 
または 80 
(HTTP)

オブジェクトストレージに
アクセスします。

DataSync 
エージェン
ト

Hadoop クラスタ TCP NameNode 
ポート (デ
フォルトは 
8020)

ほとん
どのクラ
スターで
は、core-
site.xmlこ
のポー
ト番号は
ファイル
のfs.default
orfs.default.name
プロパティ
にありま
す (Hadoop 
ディストリ
ビューショ
ンによって
異なりま
す)。

Hadoop クラスタ内の
にアクセスします。 
NameNodes HDFS ロケー
ションを作成するときに
使用するポートを指定しま
す。

DataSync 
エージェン
ト

Hadoop クラスタ TCP DataNode 
ポート (デ
フォルトは 
50010)

Hadoop クラスタ内のにア
クセスします。 DataNodes 
DataSyncエージェントは、
使用するポートを自動的に
決定します。
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AWS DataSync ユーザーガイド
AWSストレージサービスのネットワーク要件

From To プロトコル ポート による使用方法 DataSync
ほとんどの
クラスタで
は、hdfs-
site.xmldfs.datanode.addressこ
のポート番
号はプロパ
ティの下の
ファイルに
あります。

DataSync 
エージェン
ト

Hadoop Key Management 
Server (KMS)

TCP KMS ポート 
(デフォルト
は 9600)

Hadoop クラスターの KMS 
にアクセスします。

DataSync 
エージェン
ト

Kerberos Key Distribution 
Center（KDC）サーバー

TCP KDC ポート 
(デフォルト
は 88)

Kerberos レルムで認証しま
す。このポートは HDFS で
のみ使用されます。

AWSストレージサービスのネットワーク要件
DataSync AWS転送中にストレージサービスに接続するために必要なネットワークポートはさまざまで
す。

From To プロトコル ポート

DataSync サービ
ス

Amazon EFS TCP 2049

DataSync サービ
ス

FSx for Windows File Server FSx for Windows File Server

DataSync サービ
ス

FSx for Lustre FSx for Lustre のファイルシステムアク
セス制御を参照してください。

DataSync サービ
ス

FSx for OpenZFS FSx for OpenZFS のファイルシステムア
クセス制御を参照してください。

DataSync サービ
ス

FSx for ONTAP TCP 111、635、2049 
(NFS)

445 (中規模の)

DataSync サービ
ス

Amazon S3 TCP 443 (HTTPS)

VPC エンドポイントのネットワーク要件
仮想プライベートクラウド (VPC) エンドポイントはエージェント間のプライベート接続で、AWSイ
ンターネット接続がないか、パブリック IP アドレスを使用しません。これはまた、パケットがネット
ワークに出入りするのを防ぐのにも役立ちます。詳細については、「VPC 評価項目でを使用するAWS 
DataSync (p. 101)」を参照してください。

DataSync エージェントが VPC エンドポイントを使用するには、次のポートが必要です。
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AWS DataSync ユーザーガイド
VPC エンドポイントのネットワーク要件

From To プロトコル ポート 使用方法

ウェブブラ
ウザ

DataSync あなたのエージェ
ント

TCP 80 (HTTP) コンピュータでエージェン
トアクティベーションキー
を取得するため。アクティ
ベーションが成功すると、
エージェントのポート 80 
DataSync を閉じます。

DataSync エージェントは、
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。

Note

または、エージェ
ントのローカル
コンソールからア
クティベーション
キーを取得するこ
ともできます。こ
の方法では、ブラ
ウザとエージェン
ト間の接続は必要
ありません。ロー
カルコンソール
を使用してアク
ティベーション
キーを取得する
方法については、
「ローカルコン
ソールを使用し
てアクティベー
ションキーを取得
する (p. 109)」
を参照してくださ
い。。

DataSync 
エージェン
ト

DataSync VPC エンドポイ
ント

正しい IP アドレスを見つ
けるには、Amazon VPC 
コンソールを開き、左側
のナビゲーションペイン
から [Endpoints (エンドポ
イント)] を選択します。 
DataSync エンドポイントを
選択し、[サブネット] リス
トをチェックして、VPC エ
ンドポイントの設定で選択
したサブネットに対応する
プライベート IP アドレスを
見つけます。

TCP 1024-1064 DataSync エージェントと
AWSサービス間の制御トラ
フィック用。
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AWS DataSync ユーザーガイド
VPC エンドポイントのネットワーク要件

From To プロトコル ポート 使用方法
詳細については、「VPC 
DataSync エンドポイントを
使用するようにエージェン
トを設定する (p. 102)」の
ステップ 5 を参照してくだ
さい。

DataSync 
エージェン
ト

タスクの Network Interface

関連する IP アドレスを見つ
けるには、Amazon EC2 コ
ンソールを開き、ナビゲー
ションペーンから [Network 
Interfaces (ネットワークイ
ンターフェイス)] を選択し
ます。検索フィルタにタス
ク ID を入力して、タスク
の 4 つのネットワークイ
ンターフェースを表示しま
す。

詳細については、「VPC 
DataSync エンドポイントを
使用するようにエージェン
トを設定する (p. 102)」の
ステップ 9 を参照してくだ
さい。

TCP 443 
(HTTPS)

DataSync VM からのサービ
スへのデータ転送用AWS の
サービス。

DataSync 
エージェン
ト

DataSync VPC エンドポイ
ント

TCP 22 (サポート
チャネル)

DataSync トラブルシュー
ティングのためにエージェ
ントにアクセスできるよう
にしますAWS Support。

通常の操作では、このポー
トを開く必要はありませ
ん。

次の図は、VPC DataSync エンドポイントを使用するときに必要なポートを示しています。
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AWS DataSync ユーザーガイド
パブリックまたは FIPS エンドポイントのネットワーク要件

パブリックまたは FIPS エンドポイントのネットワー
ク要件
パブリックサービスエンドポイントまたは FIPSAWS サービスエンドポイントを使用する場合、エージェ
ント VM はと通信するために以下の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を許可するようにファイアウォールまたはルーターを設定します。

From To プロトコ
ル

ポート 使用方法 エージェントがアクセスするエンドポ
イント

ウェブブ
ラウザ

DataSync 
エージェ
ント

TCP 80 
(HTTP)

DataSync コン
ピュータがエー
ジェントのア
クティベーショ
ンキーを取得で
きるようにしま
す。アクティベー
ションが成功す
ると、エージェ
ントのポート 80 
DataSync を閉じ
ます。

エージェントでは
ポート 80 がパブ
リックにアクセス
可能である必要は
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。

該当なし
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AWS DataSync ユーザーガイド
パブリックまたは FIPS エンドポイントのネットワーク要件

From To プロトコ
ル

ポート 使用方法 エージェントがアクセスするエンドポ
イント

Note

または、
エージェ
ントの
ローカル
コンソー
ルから
アクティ
ベーショ
ンキーを
取得する
こともで
きます。
この方法
では、ブ
ラウザと
エージェ
ント間の
接続は必
要ありま
せん。詳
細につい
ては、
「ロー
カルコン
ソールを
使用して
アクティ
ベーショ
ンキーを
取得す
る (p. 109)」
を参照し
てくださ
い。

DataSync 
エージェ
ント

アマゾン 
CloudFront

TCP 443 
(HTTPS)

DataSync アク
ティベーション前
にエージェントを
ブートストラップ
するのに役立ちま
す。

AWS リージョン:

• d3dvvaliwoko8h.cloudfront.net

AWS GovCloud (US)リージョン:

• s3.us-gov-
west-1.amazonaws.com/
fmrsendpoints-
endpointsbucket-
go4p5gpna6sk
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AWS DataSync ユーザーガイド
パブリックまたは FIPS エンドポイントのネットワーク要件

From To プロトコ
ル

ポート 使用方法 エージェントがアクセスするエンドポ
イント

DataSync 
エージェ
ント

AWS TCP 443 
(HTTPS)

DataSync エー
ジェントをアク
ティブ化し、エー
ジェントと関連付
けますAWS アカ
ウント。アクティ
ブ化後にパブリッ
クエンドポイント
をブロックできま
す。

AWS リージョン DataSync ここで
エージェントをアクティブ化しま
す。activation-region

パブリックエンドポイントのアクティ
ベーション:

• activation.datasync.activation-
region.amazonaws.com

FIPS エンドポイントのアクティベー
ション:

• activation.datasync-
fips.activation-
region.amazonaws.com

DataSync 
エージェ
ント

AWS TCP 443 
(HTTPS)

DataSync AWS
エージェントと
サービスエンドポ
イント間の通信を
許可します。

詳細については、
「AWS DataSync
エージェントの
サービスエンド
ポイントを選択
する (p. 28)」
を参照してくださ
い。

AWS リージョン DataSync ここで
エージェントをアクティブ化しまし
た。activation-region

DataSync API エンドポイント:

• datasync.activation-
region.amazonaws.com

データ転送エンドポイント:

• your-task-id.datasync-
dp.activation-
region.amazonaws.com

• cp.datasync.activation-
region.amazonaws.com

FIPS のデータ転送エンドポイント:

• cp.datasync-
fips.activation-
region.amazonaws.com
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AWS DataSync ユーザーガイド
パブリックまたは FIPS エンドポイントのネットワーク要件

From To プロトコ
ル

ポート 使用方法 エージェントがアクセスするエンドポ
イント

DataSync 
エージェ
ント

AWS TCP 80 
(HTTP)

DataSync エー
ジェントがから
アップデートを取
得できるようにし
ますAWS。

AWS リージョン DataSyncここで
エージェントをアクティブ化しまし
た。activation-region

• repo.default.amazonaws.com
• packages.us-
west-1.amazonaws.com

• packages.sa-
east-1.amazonaws.com

• repo.activation-
region.amazonaws.com

• packages.activation-
region.amazonaws.com

DataSync 
エージェ
ント

AWS TCP 443 
(HTTPS)

DataSync エー
ジェントがから
アップデートを取
得できるようにし
ますAWS。

AWS リージョン DataSync ここで
エージェントをアクティブ化しまし
た。activation-region

• amazonlinux.default.amazonaws.com
• cdn.amazonlinux.com
• amazonlinux-2-
repos-activation-
region.s3.dualstack.activation-
region.amazonaws.com

• amazonlinux-2-
repos-activation-
region.s3.activation-
region.amazonaws.com

• *.s3.activation-
region.amazonaws.com

DataSync 
エージェ
ント

ドメイ
ンネー
ムサービ
ス (DNS) 
サーバー

TCP / 
UDP

53 (DNS) DataSync エー
ジェントと DNS 
サーバー間の通信
を許可します。

該当なし

DataSync 
エージェ
ント

AWS TCP 22 (サ
ポート
チャネ
ル)

AWS Support 
DataSync エー
ジェントにアクセ
スして、問題のト
ラブルシューティ
ングに役立ちま
す。通常の操作で
は、このポートを
開く必要はありま
せん。

AWS Supportチャネル:

• 54.201.223.107
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AWS DataSync ユーザーガイド
パブリックまたは FIPS エンドポイントのネットワーク要件

From To プロトコ
ル

ポート 使用方法 エージェントがアクセスするエンドポ
イント

DataSync 
エージェ
ント

Network 
Time 
Protocol 
(NTP) 
サーバー

UDP 123 
(NTP)

ローカルシステム
が VM 時間をホス
ト時間に同期でき
るようにします。

NTP:

• 0.amazon.pool.ntp.org
• 1.amazon.pool.ntp.org
• 2.amazon.pool.ntp.org
• 3.amazon.pool.ntp.org

Note

ローカルコンソールを使用
して別の NTP サーバーを使
用するように VMware エー
ジェントのデフォルトの 
NTP 設定を変更する方法に
ついては、「」を参照して
くださいVMwareエージェン
トのネットワークタイムプロ
トコル (NTP) サーバーの設
定 (p. 114)。

次の図は、パブリックエンドポイントまたは FIPS DataSync エンドポイントを使用する場合に必要なポー
トを示しています。
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AWS DataSync ユーザーガイド
ネットワークインターフェイス要件

ネットワークインターフェイス要件
タスクを作成するたびに、 DataSync データ転送トラフィック用のネットワークインターフェースが自動
的に生成され、管理されます。 DataSync作成されるネットワークインターフェースの数と作成場所は、
タスクに関する次の詳細によって異なります。

• DataSync タスクにエージェントが必要かどうか。
• コピー元とコピー先の場所 (データのコピー元とコピー先)。
• エージェントをアクティブ化するために使用されるエンドポイントのタイプ。

各ネットワークインターフェイスは、サブネット内の 1 つの IP アドレスを使用します (ネットワークイン
ターフェイスが多いほど、必要な IP アドレスも多くなります)。次の表を使用して、サブネットにタスク
に必要な十分な IP アドレスがあることを確認してください。

トピック
• エージェントとの転送用ネットワークインターフェース (p. 18)
• エージェントなしで転送できるネットワークインターフェース (p. 18)
• ネットワークインターフェイスを表示する (p. 19)

エージェントとの転送用ネットワークインターフェース
AWSストレージサービスとそうでないストレージシステムとの間でデータをコピーする場合は、 
DataSync エージェントが必要ですAWS。

Location デフォルトで作成さ
れるネットワークイン
ターフェース

パブリックエンドポイ
ントまたは FIPS エンド
ポイントを使用すると
きにネットワークイン
ターフェースが作成さ
れる場所

プライベート (VPC) エ
ンドポイントを使用す
るときにネットワーク
インターフェースが作
成される場所

Amazon S3 4 N/A (S3 DataSync バ
ケットと直接通信する
ため、ネットワークイ
ンターフェースは不要)

DataSyncエージェント
をアクティブ化すると
きに指定したサブネッ
ト。

Amazon EFS 4 Amazon EFS ロケーションを作成
するときに指定するサブネット。

Amazon FSx for 
Windows File Server

4 ファイルシステムの優先ファイ
ルサーバーと同じサブネット。

Amazon FSx for Lustre 4 ファイルシステムと同じサブネット。

Amazon FSx for 
OpenZFS

4 ファイルシステムと同じサブネット。

Amazon FSx for NetApp 
ONTAP

4 ファイルシステムと同じサブネット。

エージェントなしで転送できるネットワークインターフェース
間でデータをコピーする場合、 DataSync エージェントは必要ありませんAWS のサービス。
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AWS DataSync ユーザーガイド
必要なアクセス許可

Note

DataSync ネットワークインターフェイスの合計数はタスクの場所によって異なります。たとえ
ば、Amazon EFS ロケーションから FSx for Lustre に転送するには、4 つのネットワークイン
ターフェイスが必要です。一方、FSx for Windows File Server から Amazon S3 バケットに転送す
るには、2 つのネットワークインターフェイスが必要です。

Location デフォルトで作成されるネット
ワークインターフェース

ネットワークインターフェース
が作成される場所

Amazon S3 N/A (S3 DataSync バケットと直接通信する
ため、ネットワークインターフェースは不要)

Amazon EFS 2 Amazon EFS ロケーションを作
成するときに指定するサブネッ
ト。

FSx for Windows File Server 2 ファイルシステムの優先ファイ
ルサーバーと同じサブネット。

FSx for Lustre 2 ファイルシステムと同じサブ
ネット。

FSx for OpenZFS 2 ファイルシステムと同じサブ
ネット。

FSx for ONTAP 2 ファイルシステムと同じサブ
ネット。

ネットワークインターフェイスを表示する
DataSync タスクに割り当てられたネットワークインターフェイスを確認するには、次のいずれかを実行
します。

• DescribeTask 操作を使用します。SourceNetworkInterfaceArnsオペレーションが返さ
れDestinationNetworkInterfaceArns、次のようなレスポンスが返されます。

arn:aws:ec2:your-region:your-account-id:network-interface/eni-f012345678abcdef0

この例では、ネットワークインターフェイス ID はですeni-f012345678abcdef0。
• Amazon EC2 コンソールで、タスク ID (などtask-f012345678abcdef0) を検索してネットワークイ

ンターフェイスを探します。

使用に必要な IAM アクセス許可AWS DataSync
AWS DataSyncデータを Amazon S3 バケット、Amazon EFS ファイルシステム、AWSまたはその他のさ
まざまなストレージサービスに移動できます (p. 117)。データを目的の場所に配置するには、ID に適切
なAWS Identity and Access Management (IAM) 権限が付与されている必要があります。たとえば、使用す
る IAM ロールには、 DataSync S3 バケットにデータを転送するために必要な Amazon S3 オペレーション
を使用する権限が必要です。

これらのアクセス権限は、提供されている IAMAWS ポリシーを使用して付与することも、独自のポリシー
を作成することによって付与することもできます。

19

https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/API_DescribeTask.html


AWS DataSync ユーザーガイド
AWS マネージドポリシー

AWS マネージドポリシー
AWSには、 DataSync 一般的なユースケース向けに以下の管理ポリシーが用意されています。

• AWSDataSyncReadOnlyAccess— への読み取り専用アクセスを提供します DataSync。
• AWSDataSyncFullAccess— DataSync へのフルアクセスと依存関係への最低限のアクセスを提供しま

す。

詳細については、「AWS の AWS DataSync 管理ポリシー (p. 201)」を参照してください。

カスタマー管理ポリシー
で使用するカスタム IAM ポリシーを作成できます DataSync。詳細については、「の IAM カスタマーマ
ネージド型ポリシーAWS DataSync (p. 203)」を参照してください。
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AWS DataSync ユーザーガイド
セットアップする

AWS DataSync の開始方法
このセクションでは、AWS DataSync主にを使用して作業を開始する方法に焦点を当てていますAWS 
Management Console。

開始する前に、読むことをお勧めしますAWS DataSync の仕組み (p. 3)。

トピック
• でセットアップAWS DataSync (p. 21)
• AWS DataSync コンソールにサインインします。 (p. 22)
• AWS DataSyncエージェントを作成 (p. 23)
• のソースロケーションの作成AWS DataSync (p. 30)
• 送信先を作成するAWS DataSync (p. 31)
• AWS DataSyncタスクを作成して開始する (p. 32)
• AWS リソースをクリーンアップする (p. 32)

でセットアップAWS DataSync
AWS アカウントアカウントをお持ちでない場合はAWS DataSync、始める前にサインアップする必要があ
ります。また、 DataSync どこで使用できるか、データの移動にどれくらいの費用がかかるかを知ってお
くこともお勧めします。

AWS アカウントにサインアップする
AWS アカウント がない場合は、以下のステップを実行して作成します。

AWS アカウント にサインアップするには

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

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

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

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。

管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。
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AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

1. [ルートユーザー] を選択し、AWS アカウント のメールアドレスを入力して、アカウント所有者とし
て AWS Management Console にサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの
「ルートユーザーとしてサインインする」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント のルートユーザーの仮想 MFA デバイスを
有効にする (コンソール)」を参照してください。

管理ユーザーを作成する

• 日常的な管理タスクのためには、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理
ユーザーに管理アクセスを割り当てます。

手順については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「開
始方法」を参照してください。

管理ユーザーとしてサインインする

• IAM Identity Center ユーザーとしてサインインするには、IAM Identity Center ユーザーの作成時に E 
メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザー
ガイドの「AWS アクセスポータルにサインインする」を参照してください。

どこから入手できますか DataSync?
AWS リージョン DataSync サポートするエンドポイントのリストについては、の「AWS DataSyncエンド
ポイントとクォータ」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

DataSync使用方法
この方法には、いくつかあります DataSync。

• DataSync コンソールは、の一部ですAWS Management Console。
• DataSync API AWS CLI (p. 252) DataSyncまたはをプログラム的に設定および管理します。
• AWS CloudFormation DataSync またはTerraformでリソースをプロビジョニングしてください。
• AWSを使用するアプリケーションを構築するためのSDK DataSync。

DataSync どのくらいのコストがかかりますか?
DataSync 料金ページで、コピーする予定のデータ量を使用してカスタム見積もりを作成します。

AWS DataSync コンソールにサインインします。
AWS DataSyncコンソールからすぐに使い始められます。
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AWS DataSyncコンソールを使用して開始するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync でコンソールを開きます。
2. 右上隅で、AWS リージョン使用したい場所を選択します DataSync。

AWS リージョンAWS転送に含まれるストレージリソースで使用されているものと同じものを選択す
ることをお勧めします。

3. DataSync ホームページで、AWSオンプレミスストレージとストレージサービス間でデータを転送す
るか、AWSストレージサービス間でデータを転送するかを選択します。

次のステップ: AWS DataSyncエージェントを作成 (p. 23)

AWS DataSyncエージェントを作成
自己管理型のオンプレミスまたはクラウドストレージにアクセスするには、AWS DataSync自分に関連す
るエージェントが必要ですAWS アカウント。

Tip

同じのAWSストレージサービス間で転送する場合は、AWS アカウントエージェントは不要で
す。AWSサービス間のデータ転送を設定するには、にスキップできますのソースロケーションの
作成AWS DataSync (p. 30)。

トピック
• AWS DataSyncエージェントをデプロイ (p. 23)
• AWS DataSyncエージェントのサービスエンドポイントを選択する (p. 28)
• AWS DataSyncエージェントのアクティベーション (p. 29)

AWS DataSyncエージェントをデプロイ
AWS DataSyncは、さまざまなストレージ環境用のエージェントを提供します。エージェントは、VMware 
ESXi、Linux カーネルベースの仮想マシン (KVM)、または Microsoft Hyper-V ハイパーバイザーにデプロイ
できます。の仮想プライベートクラウド (VPC) のストレージではAWS、Amazon EC2 インスタンスとし
てエージェントをデプロイできます。

トピック
• VMware にエージェントをデプロイする (p. 23)
• KVM にエージェントをデプロイする (p. 24)
• マイクロソフトの Hyper-V にエージェントをデプロイする (p. 25)
• 「Deploy your agent as an Amazon EC2 instance」 (Amazon EC2 インスタンスとしてエージェントを

デプロイする) (p. 25)
• AWS Snowconeのエージェントをデプロイする (p. 27)
• AWS Outpostsのエージェントをデプロイする (p. 27)

VMware にエージェントをデプロイする
DataSync コンソールからエージェントをダウンロードして、VMware 環境にデプロイできます。

始める前に: DataSync ストレージ環境がエージェントをサポートできることを確認してください。詳細に
ついては、「仮想マシンの要件 (p. 8)」を参照してください。
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エージェントを VMware にデプロイするには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync 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 [エージェント] を選択し、[エージェントの作成] を選択します。
3. ハイパーバイザーの場合は、[VMware ESXi] を選択し、[イメージのダウンロード] を選択します。

エージェントは、.zip.ovaイメージファイルを含むファイルをダウンロードします。
4. ネットワーク遅延を最小限に抑えるには、 DataSync アクセスする必要があるストレージシステムの

できるだけ近くにエージェントを配置します (可能であれば同じローカルネットワーク)。詳細につい
ては、「AWS DataSyncネットワーク要件 (p. 8)」を参照してください。

必要に応じて、VMware.ova ホストにファイルをデプロイする方法について、ハイパーバイザーのマ
ニュアルを参照してください。

5. ハイパーバイザーの電源を入れ、エージェント VM にログインして、エージェントの IP アドレスを取
得します。この IP アドレスは、エージェントをアクティブ化するために必要です。

エージェント仮想マシンのデフォルトの認証情報は、adminpasswordログインとパスワードです。
必要に応じて、仮想マシンのローカルコンソールからパスワードを変更します (p. 108)。

KVM にエージェントをデプロイする
DataSync コンソールからエージェントをダウンロードして、KVM 環境にデプロイできます。

始める前に: DataSync ストレージ環境がエージェントをサポートできることを確認してください。詳細に
ついては、「仮想マシンの要件 (p. 8)」を参照してください。

エージェントを KVM にデプロイするには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync 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 [エージェント] を選択し、[エージェントの作成] を選択します。
3. ハイパーバイザーでは、カーネルベースの仮想マシン (KVM) を選択し、次に [イメージのダウンロー

ド] を選択します。

エージェントは、.zip.qcow2イメージファイルを含むファイルをダウンロードします。
4. ネットワーク遅延を最小限に抑えるには、 DataSync アクセスする必要があるストレージシステムの

できるだけ近くにエージェントを配置します (可能であれば同じローカルネットワーク)。詳細につい
ては、「AWS DataSyncネットワーク要件 (p. 8)」を参照してください。

5. 次のコマンドを実行して、.qcow2イメージをインストールします。

virt-install \ 
    --name "datasync" \ 
    --description "DataSync agent" \ 
    --os-type=generic \ 
    --ram=32768 \ 
    --vcpus=4 \ 
    --disk path=datasync-yyyymmdd-x86_64.qcow2,bus=virtio,size=80 \ 
    --network default,model=virtio \ 
    --graphics none \ 
    --import

この VM および KVM ホストを管理する方法についての詳細は、ハイパーバイザーのドキュメントを
参照してください。

6. ハイパーバイザーの電源をオンにし、VM にログインして、エージェントの IP アドレスを取得しま
す。この IP アドレスは、エージェントをアクティブ化するために必要です。
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エージェント仮想マシンのデフォルトの認証情報は、adminpasswordログインとパスワードです。
必要に応じて、仮想マシンのローカルコンソールからパスワードを変更します (p. 108)。

マイクロソフトの Hyper-V にエージェントをデプロイする
DataSync コンソールからエージェントをダウンロードして、Microsoft Hyper-V 環境に展開できます。

始める前に: DataSync ストレージ環境がエージェントをサポートできることを確認してください。詳細に
ついては、「仮想マシンの要件 (p. 8)」を参照してください。

エージェントを Hyper-V にデプロイするには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync 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 [エージェント] を選択し、[エージェントの作成] を選択します。
3. ハイパーバイザーの場合は、Microsoft Hyper-V を選択し、次に [イメージのダウンロード] を選択しま

す。

エージェントは、.zip.vhdxイメージファイルを含むファイルをダウンロードします。
4. ネットワーク遅延を最小限に抑えるには、 DataSync アクセスする必要があるストレージシステムの

できるだけ近くにエージェントを配置します (可能であれば同じローカルネットワーク)。詳細につい
ては、「AWS DataSyncネットワーク要件 (p. 8)」を参照してください。

必要に応じて、Hyper-V.vhdx ホストにファイルをデプロイする方法について、ハイパーバイザーの
ドキュメントを参照してください。

Warning

Broadcom ネットワークアダプタを使用する Hyper-V ホストで仮想マシンキュー (VMQ) を
有効にすると、ネットワークパフォーマンスが低下することがあります。回避策について
は、Microsoft のマニュアルを参照してください。

5. ハイパーバイザーの電源をオンにし、VM にログインして、エージェントの IP アドレスを取得しま
す。この IP アドレスは、エージェントをアクティブ化するために必要です。

エージェント仮想マシンのデフォルトの認証情報は、adminpasswordログインとパスワードです。
必要に応じて、仮想マシンのローカルコンソールからパスワードを変更します (p. 108)。

「Deploy your agent as an Amazon EC2 instance」 (Amazon 
EC2 インスタンスとしてエージェントをデプロイする)
次の間でデータをコピーする場合は、 DataSync エージェントを Amazon EC2 インスタンスとしてデプロ
イできます。

• AWS自己管理型のクラウド内ストレージシステムとストレージサービス。

ハイレベルなアーキテクチャ図を含むこれらのユースケースの詳細については、AWS DataSyncにエー
ジェントをデプロイするAWS リージョン (p. 104)を参照してください。

• Amazon S3AWS Outposts がオンで (p. 27)、AWSストレージサービスも利用できます。

Warning

ネットワークレイテンシーが増加するため、Amazon EC2 エージェントを使用してオンプレミス
ストレージにアクセスすることはお勧めしません。代わりに、オンプレミスストレージにできる
だけ近いデータセンターに、VMware、KVM、または Hyper-V の仮想マシンとしてエージェント
をデプロイします。
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AWS リージョンのためのエージェント AMI を選択するには

• 次の CLI コマンドを使用して、指定した最新の DataSync Amazon マシンイメージ (AMI) ID を取得し
ますAWS リージョン。

aws ssm get-parameter --name /aws/service/datasync/ami --region region

Example コマンドと出力の例

aws ssm get-parameter --name /aws/service/datasync/ami --region us-east-1               
                 

{ 
    "Parameter": { 
        "Name": "/aws/service/datasync/ami", 
        "Type": "String", 
        "Value": "ami-id", 
        "Version": 6, 
        "LastModifiedDate": 1569946277.996, 
        "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-1::parameter/aws/service/datasync/ami" 
    }
}

DataSync エージェントを Amazon EC2 インスタンスとしてデプロイするには

Important

料金を回避するには、アベイラビリティーゾーン間のネットワークトラフィックを必要としない
方法でエージェントをデプロイします。たとえば、セルフマネージドファイルシステムが存在す
るアベイラビリティーゾーンにエージェントをデプロイします。
すべての AWS リージョン ーのデータ転送料金の詳細については、「Amazon EC2 オンデマンド
料金」を参照してください。。

1. ソースファイルシステムが存在するから、Amazon EC2 起動ウィザードから AMI を使用してエージェ
ントを起動します。AWS アカウント次の URL を使用して AMI を起動します。

https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=source-file-system-
region#LaunchInstanceWizard:ami=ami-id

URL で、source-file-system-regionAWS リージョンおよびを独自のソースおよびami-id AMI 
ID に置き換えます。[インスタンスタイプの選択] ページが Amazon EC2 コンソールに表示されます。

2. ユースケースに合った、推奨されるインスタンスタイプのいずれかを選択し、[次の手順: インスタン
スの詳細の設定] を選択します。推奨されるインスタンスタイプについては、「Amazon EC2 インス
タンスの要件 (p. 8)」を参照してください。

3. [Configure Instance Details] ページで以下の操作を実行します。

a. [ネットワーク] では、ソース Amazon EFS または NFS ファイルシステムが存在する仮想プライ
ベートクラウド (VPC) を選択します。

b. [パブリック IP の自動割り当て] で値を選択します。インスタンスをパブリックインターネットか
らアクセス可能にする場合は、[自動割り当てパブリック IP] を [有効化] に設定します。それ以外
の場合は、[自動割り当てパブリック IP] を [無効化] に設定します。パブリック IP アドレスが割
り当てられていない場合は、プライベート IP アドレスを使用して VPC のエージェントを有効化
します。

ファイルをクラウド内のファイルシステムから転送してパフォーマンスを高める場合は、NFS 
サーバーがある [プレイスメントグループ] を選択することをお勧めします。
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4. [Next: Add Storage] (次の手順: ストレージの追加) をクリックします。エージェントにストレージを追
加する必要はないため、このスキップはスキップして、[Next: Add tags (次の手順: タグの追加)] を選
択します。

5. (オプション) [タグの追加] ページで、タグを Amazon EC2 インスタンスに追加することができます。
このページのステップが完了したら、[Next: Configure Security Group (次の手順: セキュリティグルー
プの設定)] を選択します。

6. [セキュリティグループの設定] ページで、次の操作を行います。

a. 選択したセキュリティグループで、エージェントのアクティブ化に使用するウェブブラウザから 
HTTP ポート 80 へのインバウンドアクセスが許可されていることを確認します。

b. ソースファイルシステムのセキュリティグループで、エージェントからのインバウンドトラ
フィックが許可されていることを確認します。さらに、ソースファイルシステムへのアウトバウ
ンドトラフィックがエージェントで許可されていることを確認します。VPC エンドポイントを使
用してエージェントをデプロイする場合は、追加のポートを許可する必要があります。詳細につ
いては、「 DataSync エージェントが VPC エンドポイントを操作する方法 (p. 101)」を参照し
てください。

のネットワーク要件の詳細については DataSync、を参照してくださいAWS DataSyncネットワーク要
件 (p. 8)。

7. [確認と作成] を選択して設定を確認し、[作成] を選択してインスタンスを作成します。アクセス可能
なキーペアを使用することを忘れないでください。確認ページが表示され、インスタンスが起動して
いることが示されます。

8. [View Instances] を選択して確認ページを閉じ、Amazon EC2 インスタンス画面に戻ります。インス
タンスを起動した直後のステータスは [pending (保留中)] です。インスタンスが起動されると、状態は 
[running (実行中)] に変わります。この時点では、パブリックドメインネームシステム (DNS) 名と IP 
アドレスが割り当てられています。これらは、[説明] タブで確認できます。

9. [パブリック IP の自動割り当て] を [Enable (有効化)] に設定している場合は、インスタンスを選択し
て、[説明] タブ のパブリック IP アドレスを書き留めます。この IP アドレスは、同期エージェントに
接続するために後に使用します。

[パブリック IP の自動割り当て] を [Disable (無効化)] に設定している場合は、VPC の既存のインスタ
ンスを起動または使用してエージェントをアクティブ化します。この場合は、同期エージェントのプ
ライベート IP アドレスを使用して、VPC のこのインスタンスからエージェントをアクティブ化しま
す。

AWS Snowconeのエージェントをデプロイする
DataSync エージェント AMI は Snowcone デバイスにプリインストールされています。次のいずれかの
ツールでエージェントを起動します。

• AWS OpsHub
• Snowball エッジクライアント

AWS Outpostsのエージェントをデプロイする
Outpost で DataSync Amazon EC2 インスタンスを起動することができます。AWS Outposts での AMI の
起動については、AWS Outposts ユーザーガイドの 「アウトポストでインスタンスを起動する」 を参照し
てください。

DataSync を使用して Outposts 上の Amazon S3 にアクセスする場合は、Amazon S3 アクセスポイントへ
のアクセスを許可されている VPC でエージェントを起動し、Outpost の親リージョンでエージェントをア
クティベーションする必要があります。また、エージェントは、バケットの Outposts エンドポイントでの 
Amazon S3 にルーティングできる必要があります。Outposts エンドポイントでの Amazon S3 を使用した
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作業については、Amazon S3 ユーザーガイドの Outposts での Amazon S3 を使用した作業 を参照してく
ださい。

AWS DataSyncエージェントのサービスエンドポイン
トを選択する
AWS DataSyncAWSエージェントはサービスエンドポイントを使用して通信します。エージェントは次の
タイプのエンドポイントに接続できます。

• Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイントデータは、パブリックインターネット上ではなく、VPC を
介して転送されるため、コピーされたデータのセキュリティが向上します。

• パブリックエンドポイント — データはパブリックインターネット経由で転送されます。
• 連邦情報処理規格 (FIPS) エンドポイント — データは、FIPS に準拠したプロセスを使用してパブリック

インターネット経由で転送されます。

Note

DataSync エージェントは 1 種類のエンドポイントしか使用できません。異なるエンドポイント
タイプでデータを転送する必要がある場合は、タイプごとにエージェントを作成します。

詳細については、の「AWSサービスエンドポイント」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

トピック
• VPC エンドポイントの作成 (p. 28)
• パブリックエンドポイントを選択する (p. 29)
• FIPS エンドポイントを選択する (p. 29)

VPC エンドポイントの作成
DataSync エージェントは、が提供する VPCAWS エンドポイントを使用して通信できますAWS 
PrivateLink。このアプローチでは、ストレージシステム、VPC、、AWS のサービスをプライベート接続し
ます。

詳細については、「VPC 評価項目でを使用するAWS DataSync (p. 101)」を参照してください。

コンソールを使用して VPC エンドポイントを指定するには

1. VPC エンドポイントを作成し、エンドポイント ID をメモします。

現在の VPC エンドポイントで既存の VPC エンドポイントを使用することもできますAWS リージョ
ン。

2. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync でコンソールを開きます。
3. [エージェント] ページに移動し、[エージェントの作成] を選択します。
4. ハイパーバイザーの場合は、Amazon EC2 を選択してください。
5. サービスエンドポイント セクションで、AWS PrivateLinkを使用してVPC エンドポイントを選択しま

す。

これは、エージェントがアクセスできる VPC エンドポイントです。
6. VPC エンドポイントでは、エージェントが接続する VPC エンドポイントを選択します。

VPC エンドポイントの作成時にエンドポイント ID を記録しました。
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Important

DataSync サービス名を含む VPC エンドポイント (例:com.amazonaws.us-
east-2.datasync) を選択する必要があります。

7. [サブネット] で、 DataSync タスクを実行するサブネットを選択します。

これは、 DataSync 転送用のネットワークインターフェイスを作成および管理するサブネットで
す (p. 18)。

8. セキュリティグループでは、 DataSync タスクに適したセキュリティグループを選択します。

これは、転送のネットワークインターフェースを保護するセキュリティグループです。

VPC DataSync での使用の詳細については、を参照してくださいVPC 評価項目でを使用するAWS 
DataSync (p. 101)。

次のステップ :the section called “エージェントのアクティベーション” (p. 29)

パブリックエンドポイントを選択する
パブリックエンドポイントを使用する場合、 DataSync AWSエージェント間のすべての通信はパブリック
インターネットを介して行われます。

コンソールを使用してパブリックエンドポイントを指定するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync でコンソールを開きます。
2. [エージェント] ページに移動し、[エージェントの作成] を選択します。
3. サービスエンドポイント セクションで、AWS ##### ##のパブリックサービスエンドポイントを選択

します。AWSサポートされているリージョンのリストについては、AWS DataSyncのを参照してくだ
さいAWS 全般のリファレンス。

次のステップ :the section called “エージェントのアクティベーション” (p. 29)

FIPS エンドポイントを選択する
が使用している FIPS エンドポイントのリストをご覧ください DataSync。

コンソールを使用して FIPS エンドポイントを指定するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync でコンソールを開きます。
2. Hypervisor では、デプロイしたエージェントのタイプを選択します。
3. [サービスエンドポイント] セクションで、目的の FIPS エンドポイントを選択します。

次のステップ :the section called “エージェントのアクティベーション” (p. 29)

AWS DataSyncエージェントのアクティベーション
AWS DataSyncエージェントをデプロイし、接続するサービスエンドポイントを指定したら、エージェン
トをアクティブ化する必要があります。このプロセスにより、エージェントとが関連付けられますAWS ア
カウント。

Note

AWS アカウントAWS リージョンエージェントを一度に複数のエージェントでアクティブ化する
ことはできません。
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コンソールを使用してエージェントをアクティベーションするには

1. 同じ [エージェントの作成] ページで、[アクティベーションキー] セクションに移動します。
2. 次のいずれかのオプションを選択して、エージェントをアクティベーションします。

• エージェントからアクティベーションキーを自動的に取得 — このオプションでは、ブラウザがポー
ト 80 を使用してエージェントにアクセスする必要があります。アクティブ化されると、エージェ
ントはポートを閉じます。
• [エージェントアドレス] に、エージェントの IP アドレスまたはドメイン名を入力し、[キーを取

得] を選択します。

ブラウザは、IP アドレスに接続され、エージェントから一意のアクティベーションキーを取得し
ます。アクティベーションに失敗した場合は、ネットワーク構成を確認してください (p. 8)。

• エージェントのアクティベーションキーを手動で入力する — ブラウザとエージェントを接続したく
ない場合は、このオプションを使用してください。
• エージェントのローカルコンソールからキーを取得します (p. 109)。
• DataSync コンソールに戻り、アクティベーションキーフィールドにキーを入力します。

Note

エージェントアクティベーションキーは、未使用の場合、30 分で期限切れになります。
3. (オプション) [エージェント名] に、エージェントの名前を入力します。
4. (オプション)「タグ」では、「キー」フィールドと「値」フィールドに値を入力してエージェントを

タグ付けします。

タグは、AWSリソースの管理、フィルタリング、検索に役立ちます。
5. [エージェントの作成] を選択します。

エージェントが [エージェント] ページに表示されます。サービスエンドポイントが正しいことを確認
します。

一度作成すると、AWSエージェントを管理します (転送を中断しないソフトウェアアップデートを含む)。
必要に応じて、ローカルコンソールを使用してエージェントと直接連携できます (p. 108)。

のソースロケーションの作成AWS DataSync
ソースロケーションは、データの転送元のストレージシステムまたはサービスを定義します。AWS 
DataSync

次の手順では、ネットワークファイルシステム (NFS) ファイルサーバーのソースロケーションを作成する
方法について説明します。別のタイプのソースロケーションを作成する場合は、次のトピックを参照して
ください。

• 用に SMB のロケーションを作成するAWS DataSync (p. 120)
• の HDFS のロケーションを作成するAWS DataSync (p. 122)
• のオブジェクトストレージのロケーションを作成するAWS DataSync (p. 125)
• の Amazon S3 のロケーションを作成するAWS DataSync (p. 126)
• の Amazon EFS のロケーションを作成するAWS DataSync (p. 137)
• で Amazon FSx for Windows File Server の場所の作成AWS DataSync (p. 141)
• の Amazon FSx for Lustre のロケーションを作成するAWS DataSync (p. 142)
• の Amazon FSx for OpenZFS のロケーションを作成するAWS DataSync (p. 144)
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• の Amazon FSx for NetApp ONTAP ロケーションの作成AWS DataSync (p. 146)

コンソールを使用して NFS ロケーションを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync で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、[タスク] を選択し、次に [タスクの作成] を選択します。
3. [ソースロケーションの設定] ページで、[新しいロケーションの作成] を選択します。

または、すでにロケーションを作成している場合は、[既存のロケーションを選択] を選択しますAWS 
リージョン。

4. [ロケーションタイプ] で、[ネットワークファイルシステム (NFS)] を選択します。
5. 「エージェント」では、NFS サーバーを読み取るエージェントを選択します。
6. [NFS server (NFS サーバー)] に、使用する NFS サーバーの IP アドレスまたはドメイン名を入力しま

す。

オンプレミスにデプロイされたエージェントは、これを使用して NFS サーバーをマウントします。こ
れにより、すべてのファイルへのフルアクセスが可能になります。

7. [マウントパス] には、NFS サーバーからエクスポートしたパス、またはネットワーク内の他の NFS 
クライアントがマウントできるサブディレクトリを入力します。

DataSync このパスを使用して NFS サーバーからデータを読み取ります。
8. [次へ] を選択して目的地の場所を作成します。

送信先を作成するAWS DataSync
宛先ロケーションは、AWS DataSyncデータを転送するストレージシステムまたはサービスを定義しま
す。

以下の手順では、Amazon S3 バケットの送信先を作成する方法について説明します。別のタイプの目的地
を作成する場合は、次のトピックを参照してください。

• の NFS の場所を作成するAWS DataSync (p. 119)
• 用に SMB のロケーションを作成するAWS DataSync (p. 120)
• の HDFS のロケーションを作成するAWS DataSync (p. 122)
• のオブジェクトストレージのロケーションを作成するAWS DataSync (p. 125)
• の Amazon EFS のロケーションを作成するAWS DataSync (p. 137)
• で Amazon FSx for Windows File Server の場所の作成AWS DataSync (p. 141)
• の Amazon FSx for Lustre のロケーションを作成するAWS DataSync (p. 142)
• の Amazon FSx for OpenZFS のロケーションを作成するAWS DataSync (p. 144)
• の Amazon FSx for NetApp ONTAP ロケーションの作成AWS DataSync (p. 146)

コンソールを使用して Amazon S3 送信先を作成する

1. [宛先ロケーションの設定] ページで、[新しいロケーションの作成] を選択します。

または、すでにロケーションを作成している場合は、[既存のロケーションを選択] を選択しますAWS 
リージョン。

2. [ロケーションタイプ] には、Amazon S3 を選択します。
3. S3 バケットで、送信先の場所として使用するバケットを選択します。
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S3AWS Outposts バケットがリソースにある場合、Amazon S3 アクセスポイントを指定する必要があ
ります。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの「Amazon S3 アクセスポイントによるデー
タアクセスの管理」を参照してください。

4. S3 ストレージクラスで、オブジェクトに使用させたいストレージクラスを選択します。

詳細については、S3 ストレージクラスの考慮事項とリクエストコストを確認してくださ
い (p. 130) (p. 127)。

5. Folder には、S3 DataSync バケットから読み書きするプレフィックスを入力します (バケットがソー
スまたは送信先の場所であるかどうかに応じて)。

Note

プレフィックスの先頭をスラッシュ (例:/photos) にしたり、のように連続したスラッシュ
を含めたりすることはできませんphotos//2006/January。

6. IAM ロールには、「自動生成」を選択します。

DataSync S3 バケットにアクセスするために必要な権限を含むAWS Identity and Access Management 
(IAM) ロールを自動的に作成します。

7. [次へ] DataSync を選択してタスクの作成を終了します。

AWS DataSyncタスクを作成して開始する
移動元と移動先の場所を作成したら、AWS DataSyncタスクの設定を完了してデータの移動を開始できま
す。

Important

Amazon S3 ロケーションとの間でデータを転送する予定がある場合は、開始する前に  DataSync 
S3 DataSync リクエストの料金と料金ページにどのような影響があるかを確認してくださ
い (p. 130)。

タスクを作成する
1. [設定の構成] ページで、タスクに名前を付けて [次へ] を選択します。

この状況では、デフォルトのタスク設定を使用します。
2. レビューページで、タスクの設定方法を確認します。

必要に応じて、戻ってタスクや場所の設定を変更できます。
3. [Create task] (タスクの作成) を選択します。

タスクの開始
1. タスクのステータスが [利用可能] になったら、[開始] を選択します。
2. 「デフォルトで開始」を選択します。

AWS リソースをクリーンアップする
AWS DataSyncテスト用に使用した場合、AWSまたは作成したリソースを必要としない場合、これらを削
除することで使用する予定がないリソースによって課金されなくなります。
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1. DataSync 不要なタスクを削除します。手順については、「AWS DataSyncタスクを削除す
る (p. 180)」を参照してください。

2. DataSync 不要な場所を削除します。手順については、「AWS DataSyncロケーションを削除す
る (p. 164)」を参照してください。

3. DataSync 不要なエージェントを削除します。手順については、「AWS DataSyncエージェントを削除
する (p. 107)」を参照してください。
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AWS DataSync での AWS Command 
Line Interface の使用

このセクションでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを AWS DataSync で使用する例
を説明します。これらのコマンドを使用して、エージェントの作成、送信元と送信先の場所の作成、タス
クの実行を行います。

開始する前に、「」を読み、AWS DataSync の仕組み (p. 3)使用されているコンポーネントと用語と
本サービスの動作方法について理解することが推奨されます。 DataSync また、「」を読みの IAM カ
スタマーマネージド型ポリシーAWS DataSync (p. 203)、 DataSync 必要なAWS Identity and Access 
Management (IAM) アクセス権限について理解することも推奨されます。

AWS CLI コマンドを使用する前に、AWS CLI をインストールします。AWS CLI のインストール
またはアップグレード方法の詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの
「AWS Command Line Interface のインストール」を参照してください。をインストールしたらAWS 
CLI、helpコマンドを使用して、 DataSync オペレーションとそれに関連付けられたパラメータを確認で
きます。

使用可能なオペレーションを表示するには、次のコマンドを入力します。

aws datasync help

特定のオペレーションに関連付けられたパラメータを表示するには、次のコマンドを入力します。

aws datasync operation help

AWS CLI の詳細については、の「AWS Command Line Interface とは」を参照してください。

トピック
• AWS DataSyncによるエージェントの作成AWS CLI (p. 34)
• AWS DataSyncによるロケーションの作成AWS CLI (p. 37)
• AWS DataSyncを使用してタスクを作成するAWS CLI (p. 49)
• AWS DataSyncでタスクを開始するAWS CLI (p. 50)
• AWS DataSyncリソースのフィルタリング (p. 51)

AWS リージョンサポートされているエンドポイントとエンドポイントについては、「AWS DataSyncエン
ドポイントとクォータ」を参照してください。

DataSync Amazon リソースネーム (ARN) の値の詳細については、「Amazon リソースネーム」を参照し
てください。

AWS DataSyncによるエージェントの作成AWS CLI
セルフマネージドストレージにアクセスするには、まず AWS DataSync エージェントをデプロイしてア
クティブ化します。アクティブ化を行うと、エージェントが AWS アカウント に関連付けられます。同じ 
AWS アカウント 内のAWS ストレージサービス間の転送時にエージェントは不要です。2 つの間でデー
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タ転送を設定するにはAWS のサービス、を参照してくださいAWS DataSyncによるロケーションの作成
AWS CLI (p. 37)。

DataSync エージェントは、パブリックサービスエンドポイント、連邦情報処理規格 (FIPS) エンドポイ
ント、および Amazon VPC エンドポイントを介してデータを転送できます。詳細については、「AWS 
DataSyncエージェントの作成 (p. 101)」を参照してください。

Note

Amazon VPC エンドポイントを使用するようにエージェントを設定すると、 DataSync エージェ
ントとサービス間で転送されるデータはパブリックインターネットを経由しないため、パブリッ
ク IP アドレスは必要ありません。 end-to-end この設定の手順については、を参照してくださ
いVPC 評価項目でを使用するAWS DataSync (p. 101)。

ネットワークファイルシステム (NFS)、サーバーメッセージブロック (SMB)、Hadoop Distributed 
File System (HDFS)、またはセルフマネージドオブジェクトストレージソースのロケーションか
ら読み取るエージェントを作成するには

1. DataSync .ova現在のイメージをダウンロードするか、AWS DataSyncコンソールから DataSync 
Amazon EC2 に基づいた現在の Amazon Machine Image (AMI) を起動します。.ovaイメージまたは 
Amazon EC2 AMI を取得する方法については、を参照してくださいAWS DataSyncエージェントを作
成 (p. 23)。ハードウェア要件と推奨される Amazon EC2 インスタンスタイプの詳細については、を参
照してください仮想マシンの要件 (p. 8)。

Important

Amazon EC2 にエージェントをデプロイする場合は、アベイラビリティーゾーン間のネット
ワークトラフィックを必要としないようにエージェントをデプロイします（このようなトラ
フィックの料金を回避するため）。

• Amazon EFS または Amazon FSx for Windows File Server ファイルシステムにアクセス
するには、ファイルシステムへのマウントターゲットがあるアベイラビリティーゾーンに
エージェントをデプロイします。

• セルフマネージドファイルシステムの場合は、ファイルシステムが存在するアベイラビリ
ティーゾーンにエージェントをデプロイします。

すべてののデータ転送価格についてはAWS リージョン、Amazon EC2 On-Demand の価格を
参照してください。

2. エージェントのネットワーク接続要件を満たしていることを確認してください。ネットワーク要件に
ついては、「AWS DataSyncネットワーク要件 (p. 8)」を参照してください。

3. .ovaハイパーバイザーにイメージをデプロイし、ハイパーバイザーの電源をオンにして、エージェン
トの IP アドレスをメモします。エージェントの IP アドレスをメモします。ポート 80 でエージェン
トにアクセスできることを確認します。次のコマンドを使用して確認します。

nc -vz agent-ip-address 80

Note

.ova のデフォルトの認証情報は、ログイン admin、パスワード passwordです。パスワー
ドは仮想マシン (VM) ローカルコンソールで変更できます。 DataSync 基本機能用には VM に
ログインする必要はありません。ログインは主に、ネットワーク固有の設定などのトラブル
シューティングに必要となります。
エージェント VM ローカルコンソールには VM・のハイパーバイザークライアントを使用し
てログインします。VM ローカルコンソールの使用方法については、「AWS DataSyncエー
ジェントのローカルコンソールでの作業 (p. 108)」を参照してください。

4. HTTP/1.1 GET リクエストをエージェント送信して、アクティベーションキーを取得します。これ
は、スタンダードの Unix ツールを使用して行うことができます。
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• パブリックサービスエンドポイントを使用してエージェントをアクティブ化するには、次のコマン
ドを使用します。

curl "http://agent-ip-address/?gatewayType=SYNC&activationRegion=aws-
region&no_redirect"

• Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイントを使用してエージェントをアクティブ化するには、VPC 
エンドポイントの IP アドレスを使用する必要があります。以下のコマンドを使用します。

curl "http://agent-ip-address/?gatewayType=SYNC&activationRegion=aws-
region&privateLinkEndpoint=IP address of VPC 
 endpoint&endpointType=PRIVATE_LINK&no_redirect"

正しい IP アドレスを見つけるには、https://console.aws.amazon.com/vpc/で [Amazon VPC コン
ソール] を開き、左側のナビゲーションペインから [Endpoints (エンドポイント)] を選択します。 
DataSync エンドポイントを選択し、[サブネットリスト] をチェックして、VPC エンドポイントの
設定で選択したサブネットに対応するプライベート IP アドレスを見つけます。

VPC エンドポイント設定の詳細については、「VPC DataSync エンドポイントを使用するように
エージェントを設定する (p. 102)」のステップ 5 を参照してください。

• 連邦情報処理標準 (FIPS) エンドポイントを使用してエージェントをアクティブ化するに
は、endpointType=FIPS を指定します。また、activationRegion 値は米国内の AWS リー
ジョン に設定する必要があります。FIPS エンドポイントをアクティブ化するには、次のコマンド
を使用します。

curl "http://agent-IP-address/?gatewayType=SYNC&activationRegion=US-based-aws-
region&endpointType=FIPS&no_redirect"

これらのコマンドは、次のようなアクティベーションキーを返します。

F0EFT-7FPPR-GG7MC-3I9R3-27DOH
5. アクティベーションキーを取得したら、次のうちいずれかを実行します。

• パブリックエンドポイントまたは FIPS エンドポイントを使用してエージェントをアクティブ化す
るには、次のコマンドを使用します。

aws datasync create-agent \ 
  --agent-name agent-name-you-specify \ 
  --activation-key obtained-activation-key

• VPC エンドポイントを使用してエージェントをアクティブ化するには、次のコマンドを使用しま
す。

aws datasync create-agent \ 
  --agent-name agent-name-you-specify \ 
  --vpc-endpoint-id vpc-endpoint-id \ 
  --subnet-arns subnet-arns \ 
  --security-group-arns security-group-arns \ 
  --activation-key obtained-activation-key

このコマンドでは、次の引数を使用します。
• vpc-endpoint-id – エージェントが接続する AWS エンドポイント。エンドポイント ID を確認

するには、https://console.aws.amazon.com/vpc/・で Amazon VPC コンソールを開いて左側のナ
ビゲーションペインから エンドポイント を選択します。エンドポイントのエンドポイント ID 値
をコピーします。 DataSync VPC エンドポイント設定の詳細については、「VPC DataSync エン
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ドポイントを使用するようにエージェントを設定する (p. 102)」のステップ 5 を参照してくだ
さい。

• security-group-arn— タスクのエンドポイントに使用するセキュリティグループの Amazon 
リソースネーム (ARN)。

次に、「VPC DataSync エンドポイントを使用するようにエージェントを設定する (p. 102)」の
ステップ 3 で作成したセキュリティグループを選択します。

• subnet-arns— エージェントのタスクエンドポイントが作成されるサブネットの ARN。

これは、VPC DataSync エンドポイントを使用するようにエージェントを設定する (p. 102) の
ステップ 1 で選択したサブネットです。

これらのコマンドは、上記でアクティブ化したエージェントの ARN を返します。ARN は次のよう
になります。

{ 
    "AgentArn": "arn:aws:datasync:us-east-1:111222333444:agent/
agent-0b0addbeef44baca3”
}

Note

サービスエンドポイントを選択すると、後で変更することはできません。

エージェントがアクティブ化されると、ポート 80 が閉じ、ポートにはアクセスできなくなります。エー
ジェントをアクティブ化しても接続できない場合、以下のコマンドを使用してアクティベーションが成功
したかどうかを確認します。

aws datasync list-agents

Note

プロセス全体を通して同じ AWS 認証情報を使用していることを確認します。異なる AWS 認証情
報で認証されている複数のターミナル間で切り替えを行わないでください。

AWS DataSyncによるロケーションの作成AWS CLI
AWS DataSync 各タスクは、転送の 2 つのロケーションで構成されます。送信元の場所は、データの読み
取り元のストレージシステムまたはサービスを定義します。送信先の場所は、データを書き込むストレー
ジシステムまたはサービスを定義します。

AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用すると、次のストレージシステムおよびサービスの場所を
作成できます。

• ネットワークファイルシステム (NFS)
• サーバーメッセージブロック (SMB)
• Hadoop Distributed File System（HDFS）
• セルフマネージドオブジェクトストレージのソースの場所
• Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
• Amazon FSx for Windows File Server
• Amazon FSx for Lustre
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• Amazon FSx for OpenZFS
• Amazon FSx for NetApp ONTAP
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

詳細については、「AWS DataSync場所の使用 (p. 117)」を参照してください。

NFS のロケーションを作成する
NFS の場所は、NFS サーバー上の読み取りまたは書き込みが可能な NFS サーバー上のファイルシステム
を定義します。`を使用して NFS のロケーションを作成することもできますAWS Management Console。
詳細については、「の NFS の場所を作成するAWS DataSync (p. 119)」を参照してください。

Note

デバイスで NFS の場所を使用している場合は、AWS Snowcone上の NFS ロケーションAWS 
Snowcone (p. 120)そのデバイスとのデータ転送の詳細については、を参照してください。

CLI を使用して NFS のロケーションを作成するには

• NFS 送信元の場所を作成するには、以下のコマンドを使用します。

$ aws datasync create-location-nfs \ 
    --server-hostname nfs-server-address \ 
    --on-prem-config AgentArns=datasync-agent-arns \ 
    --subdirectory nfs-export-path

前述のコマンドでは、次の点に注意してください。

• --subdirectoryパラメーターに提供するパス (nfs-export-path) は、NFS サーバーからエク
スポートしたパス、またはサブディレクトリにする必要があります。ネットワーク内の他の NFS 
クライアントがこのパスをマウントできる必要があります。NFS サーバーからエクスポートした
すべてのパスを表示するには、NFS クライアントからサーバーへのアクセスを使用してコマンド
showmount -e nfs-server-address を実行します。結果として表示されるディレクトリ、お
よびそのディレクトリの任意のサブディレクトリを指定できます。

• 指定するフォルダのすべてのデータを転送するには、 DataSync にすべてのデータを読み取るアク
セス権限があることが必要です。 DataSync 権限を付与するには、以下の 2 つのうちいずれかを実
行します。NFS エクスポートは、no_root_squash を使用して設定できます。または、 DataSync 
がアクセスするすべてのファイルについて、アクセス権限がすべてのユーザーの読み取りアクセス
を許可することを確認することができます。いずれかを行うことで、エージェントはファイルを読
み取ることができます。エージェントがディレクトリにアクセスするため、さらにすべての実行ア
クセスをユーザーに付与にする必要があります。

• NFS エクスポートパスが Kerberos 認証なしでアクセスできることを確認してください。

DataSync NFS の場所からの読み取りに使用される NFS バージョンを自動選択する。NFS バージョ
ンを指定するには、NfsMountOptions (p. 412) API オペレーションでオプションの Version パラ
メータを使用します。

これらのコマンドは、次の ARN のような NFS の場所の Amazon リソースネーム (ARN) を返します。

{ "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-1:111222333444:location/
loc-0f01451b140b2af49" }

ディレクトリがマウントできることを確認するには、エージェントと同じネットワーク設定がある任意の
コンピュータに接続して、次のコマンドを実行します。
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mount -t nfs -o nfsvers=<nfs-server-version <nfs-server-address:<nfs-export-path <test-
folder

コマンドの例を次に示します。

mount -t nfs -o nfsvers=3 198.51.100.123:/path_for_sync_to_read_from /
temp_folder_to_test_mount_on_local_machine

SMB のロケーションを作成する
SMB の場所は、読み取りまたは書き込み可能な SMB サーバー上のファイルシステムを定義します。コン
ソールを使用して SMB のロケーションを作成することもできます。詳細については、「用に SMB のロ
ケーションを作成するAWS DataSync (p. 120)」を参照してください。

CLI を使用して SMB のロケーションを作成するには

• SMB ソースの場所を作成するには、次のコマンドを使用します。

aws datasync create-location-smb \ 
    --server-hostname smb-server-address \ 
    --user user-who-can-mount-share \ 
    --domain windows-domain-of-smb-server \ 
    --password user-password \ 
    --agent-arns datasync-agent-arns \ 
    --subdirectory smb-export-path

smb-export-path--subdirectoryパラメータに提供するパスは、SMB サーバーによってエクス
ポートされたパスにする必要があります。パスをスラッシュで指定します (例:)/path/to/folder。
ネットワーク内の他の SMB クライアントがこのパスにアクセスできる必要があります。

DataSync SMB の場所からの読み取りに使用される SMB バージョンが自動選択されます。SMB バー
ジョンを指定するには、SmbMountOptions (p. 424) API オペレーションでオプションの Version
パラメータを使用します。

このコマンドは、以下の ARN と同様に、SMB ロケーションの Amazon リソースネーム (ARN) を返しま
す。

{  
    "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-1:111222333444:location/
loc-0f01451b140b2af49"  
}

HDFS のロケーションを作成する
HDFS の場所は、読み取りまたは書き込み可能な Hadoop クラスター上のファイルシステムを定義しま
す。を使用して HDFS のロケーションを作成することもできますAWS Management Console。詳細につい
ては、「の HDFS のロケーションを作成するAWS DataSync (p. 122)」を参照してください。

を使用して HDFS のロケーションを作成するにはAWS CLI

• HDFS の場所を作成するには、以下のコマンドを使用します。以下の例では、各user input 
placeholder を独自の情報に置き換えます。

aws datasync create-location-hdfs --name-nodes [{"Hostname":"host1", "Port": 8020}] \ 
    --authentication-type "SIMPLE|KERBEROS" \ 

39



AWS DataSync ユーザーガイド
オブジェクトストレージのロケーションを作成する

    --agent-arns [arn:aws:datasync:us-east-1:123456789012:agent/
agent-01234567890example] \ 
    --subdirectory "/path/to/my/data"

create-location-hdfsコマンドには以下のパラメータが必須です。:

• name-nodes— Hadoop NameNode クラスタ内ののホスト名または IP アドレス、 NameNode およ
びがリッスンしている TCP ポートを指定します。

• authentication-type— Hadoop クラスターに接続するときに使用する認証のタイプ。SIMPLE
または KERBEROS を指定します。

SIMPLE認証を使用した場合、--simple-userパラメータを使用して、ユーザーのユーザー名を
指定します。KERBEROS認証を使用した場合、--kerberos-principal,--kerberos-keytab, 
および--kerberos-krb5-confパラメータを使用します。詳細については、を参照してくださ
いcreate-location-hdfs。

• agent-arns— HDFS DataSync のロケーションに使用するエージェントの ARN。

上記のコマンドは、次に類似するロケーション ARN を返します。

{ 
    "arn:aws:datasync:us-east-1:123456789012:location/loc-01234567890example"
}

オブジェクトストレージのロケーションを作成する
ロケーションは、オンプレミスまたは他のクラウドプロバイダー（Google Cloud Storage バケットなど） 
DataSync によってホストされるオブジェクトストレージシステムを表すエンドポイントです。

互換性の要件など、オブジェクトのストレージのロケーションの詳細については、のオブジェクトスト
レージのロケーションを作成するAWS DataSync (p. 125)を参照してください。

を使用してオブジェクトストレージのロケーションを作成するにはAWS CLI

1. create-location-object-storage次のコマンドをコピーします。

aws datasync create-location-object-storage \ 
    --server-hostname object-storage-server.example.com \ 
    --bucket-name your-bucket \ 
    --agent-arns arn:aws:datasync:us-east-1:123456789012:agent/agent-01234567890deadfb

2. コマンドで、次の必須パラメータを指定します。

• --server-hostname— オブジェクトストレージサーバーのドメイン名または IP アドレスを指定
します。

• --bucket-name— 転送先または転送元のオブジェクトストレージサーバー上のバケットの名前を
指定します。

• --agent-arns— DataSync オブジェクトストレージサーバーに接続するエージェントを指定しま
す。

3. (オプション) コマンドに次のパラメータのいずれかを追加します。

• --server-port— オブジェクトストレージサーバーがインバウンドネットワークトラフィックを
受け入れるポート (ポートなど443) を指定します。

• --server-protocol— オブジェクトストレージサーバーが通信に使用するプロトコル (HTTPまた
はHTTPS) を指定します。
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• --access-key— オブジェクトストレージサーバーとの認証に認証情報が必要な場合、アクセス
キー (ユーザー名など) を指定します。

• --secret-key— オブジェクトストレージサーバーとの認証に認証情報が必要な場合、秘密鍵 (パ
スワードなど) を指定します。

• --server-certificate— DataSync オブジェクトストレージサーバーに接続するときにエー
ジェントが信頼するプライベート証明書または自己署名証明書を指定します。

.pemカスタム証明書ファイルには拡張子が必要です (例:file:///home/user/mycert.pem)。
• --subdirectory— オブジェクトストレージサーバーのオブジェクトプレフィックスを指定しま

す。

DataSync このプレフィックスを持つオブジェクトのみをコピーします。
• --tags— ロケーションリソースに追加するタグを表すキーと値のペアを指定します。

タグは、リソースの管理、フィルタリング、検索に役立ちます。場所の名前タグを作成することを
推奨します。

4. create-location-object-storage コマンドを実行します。

作成したばかりのロケーション ARN を示す応答が表示されます。

{ 
    "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-1:123456789012:location/
loc-01234567890abcdef"
}

Amazon EFS のロケーションを作成する
場所は、読み書き可能な Amazon EFS ファイルシステムのエンドポイントです。コンソールを使用してこ
のようなロケーションを作成することもできます。詳細については、「の Amazon EFS のロケーションを
作成するAWS DataSync (p. 137)」を参照してください。

を使用して Amazon EFS のロケーションを作成するにはAWS CLI

1. Amazon EFS ファイルシステムがない場合は作成します。EFS ファイルシステムを作成する方法につ
いては、「Amazon Elastic File System ユーザーガイドのAmazon Elastic File System 入門」を参照し
てください。

2. そのファイルシステムに少なくとも 1 つのマウントターゲットがあるサブネットを識別しま
す。describe-mount-targetsコマンドを使用すると、EFS ファイルシステムに関連するすべての
マウントターゲットとサブネットを表示できます。

aws efs describe-mount-targets \ 
    --region aws-region  \ 
    --file-system-id file-system-id

Note

指定した AWS リージョン は、ターゲットの S3 バケットあるいは EFS ファイルシステムが
配置されているリージョンです。

このコマンドは、次に示すようなターゲットに関する情報を返します。

{ 
    "MountTargets": [ 
        { 
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            "OwnerId": "111222333444", 
            "MountTargetId": "fsmt-22334a10", 
            "FileSystemId": "fs-123456ab", 
            "SubnetId": "subnet-f12a0e34", 
            "LifeCycleState": "available", 
            "IpAddress": "11.222.0.123", 
            "NetworkInterfaceId": "eni-1234a044" 
        } 
    ]
}

3. マウントターゲットにアクセスできる Amazon EC2 セキュリティグループを指定します。次のコマン
ドを実行すると、マウントターゲットのセキュリティグループを見つけることができます。

aws efs describe-mount-target-security-groups \ 
    --region aws-region \ 
    --mount-target-id mount-target-id

提供するセキュリティグループは、指定したサブネットのマウントターゲットのセキュリティグルー
プと通信できることが必要です。

マウントターゲット上のセキュリティグループ M と、 DataSync このステージで使用するために指定
したセキュリティグループ S の関係は次のとおりです。

• セキュリティグループ M (マウントターゲットに関連付けたもの) は、セキュリティグループ S から
の TCP プロトコルへのインバウンドアクセスを NFS ポート (2049) で許可する必要があります。

インバウンド接続は、IP アドレス (CIDR 範囲) またはセキュリティグループによって有効にするこ
とができます。

• Amazon EFS DataSync にアクセスするために提供するセキュリティグループ S には、NFS ポート
へのアウトバウンド接続を有効化するルールがあることが必要です。これにより、ファイルシステ
ムのマウントターゲットの 1 つでアウトバウンド接続が有効になります。

IP アドレス (CIDR 範囲) またはセキュリティグループのいずれかを使用してアウトバウンド接続を
有効化できます。

セキュリティグループとマウントターゲットについては、Amazon Elastic File System ユーザーガ
イドの「Amazon EC2 インスタンスとマウントターゲットのセキュリティグループ」を参照してく
ださい。

4. ロケーションを作成する EFS のロケーションを作成するには、Amazon EC2 サブネットの 
ARN、Amazon EC2 セキュリティグループ、およびファイルシステムが必要です。 DataSync の API 
は完全修飾 ARN を受け入れるため、これらの ARN を構築できます。さまざまなサービスの ARN を
構築する方法については、の「Amazon リソースネーム (ARN)」を参照してくださいAWS 全般のリ
ファレンス。

EFS のロケーションを作成するには、以下のコマンドを使用します。

aws datasync create-location-efs \ 
    --subdirectory /path/to/your/subdirectory \ 
    --efs-filesystem-arn 'arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-
system/filesystem-id' \ 
    --ec2-config SecurityGroupArns='arn:aws:ec2:region:account-id:security-
group/security-group-id',SubnetArn='arn:aws:ec2:region:account-id:subnet/subnet-id'

Note

指定した AWS リージョン は、ターゲットの S3 バケットあるいは EFS ファイルシステムが配置
されているリージョンです。
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Server のロケーションを作成する

このコマンドは、次に示すような場所 ARN を返します。

{  
    "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-west-2:111222333444:location/
loc-07db7abfc326c50fb"  
}

Amazon FSx for Windows File Server のロケーション
を作成する
場所は、読み取りまたは書き込み可能な FSx for Windows File Server エンドポイントです。

コンソールを使用して FSx for Windows File Server のロケーションを作成することもできます。詳細につ
いては、「で Amazon FSx for Windows File Server の場所の作成AWS DataSync (p. 141)」を参照してく
ださい。

を使用して FSx for Windows File Server のロケーションを作成するにはAWS CLI

• Amazon FSx のロケーションを作成するには、以下のコマンドを使用します。

aws datasync create-location-fsx-windows \ 
    --fsx-filesystem-arn arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/filesystem-id \ 
    --security-group-arns arn:aws:ec2:region:account-id:security-group/group-id \ 
    --user smb-user --password password

create-location-fsx-windows コマンドで、以下を指定します。

• fsx-filesystem-arn— 読み取りまたは書き込みの対象となるファイルシステムの完全修飾 
Amazon リソースネーム (ARN)。

DataSync この API は完全修飾 ARN を受け入れるため、これらの ARN を構築できます。さまざま
なサービスの ARN を構築する方法については、の「Amazon リソースネーム (ARN)」を参照して
くださいAWS 全般のリファレンス。

• security-group-arns— ファイルシステムの優先サブネットのネットワークインターフェイス
に適用できる (p. 18) Amazon EC2 セキュリティグループの ARN。

• AWS リージョン— 指定したリージョンは、ターゲットの Amazon FSx ファイルシステムが配置さ
れているリージョンです。

上記のコマンドは、次に示すような場所 ARN を返します。

{  
    "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-west-2:111222333444:location/
loc-07db7abfc326c50fb"  
}

Amazon FSx for Lustre のロケーションを作成する
場所は、読み取りまたは書き込み可能な FSx for Lustre ファイルシステムのエンドポイントです。

コンソールを使用して FSx for Lustre のロケーションを作成することもできます。詳細については、「の 
Amazon FSx for Lustre のロケーションを作成するAWS DataSync (p. 142)」を参照してください。

を使用して FSx for Lustre のロケーションを作成するにはAWS CLI

• FSx for Lustre のロケーションを作成するには、以下のコマンドを使用します。
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aws datasync create-location-fsx-lustre \ 
    --fsx-filesystem-arn arn:aws:fsx:region:account-id:file-system:filesystem-id \ 
    --security-group-arns arn:aws:ec2:region:account-id:security-group/group-id

以下のパラメータは、create-location-fsx-lustre コマンドで必須です。

• fsx-filesystem-arn— 読み取りまたは書き込みの対象となるファイルシステムの完全修飾 
Amazon リソースネーム (ARN)。

• security-group-arns— ファイルシステムの優先サブネットのネットワークインターフェイス
に適用される (p. 18) Amazon EC2 セキュリティグループの ARN。

上記のコマンドは、次に類似するロケーション ARN を返します。

{ 
    "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-west-2:111222333444:location/loc-07sb7abfc326c50fb"
}

Amazon FSx for OpenZFS のロケーションを作成する
場所は、 DataSync アクセスして転送できる FSx for OpenZFS ファイルシステムのエンドポイントで
す。コンソールで FSx for OpenZFS ロケーションを作成することもできます (p. 144)。

を使用して FSx for OpenZFS のロケーションを作成するにはAWS CLI

1. 次のコマンドをコピーします。

$ aws datasync create-location-fsx-openzfs \ 
   --fsx-filesystem-arn arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/filesystem-id \ 
   --security-group-arns arn:aws:ec2:region:account-id:security-group/group-id \ 
   --protocol NFS={}

2. コマンドで、次の必須パラメータを指定します。

• にはfsx-filesystem-arn、ロケーションファイルシステムの完全修飾 Amazon リソースネーム 
(ARN) を指定します。これには、AWS リージョンファイルシステムが存在する場所、ユーザAWS 
アカウント、およびファイルシステム ID が含まれます。

• にはsecurity-group-arns、FSx for OpenZFS ファイルシステムの優先サブネットのネットワー
クインターフェイスへのアクセスを提供する (p. 18) Amazon EC2 セキュリティグループの ARN 
を指定します。これには、Amazon EC2AWS リージョン インスタンスが置かれている場所、ユー
ザーAWS アカウント、およびセキュリティグループ ID が含まれます。

セキュリティグループの詳細については、Amazon FSx for OpenZFS ユーザーガイドの「Amazon 
VPC によるファイルシステムアクセスコントロール」を参照してください。

• でprotocol、 DataSync がファイルシステムへのアクセスに使用するプロトコルを指定します。
(DataSync 現在 NFS のみをサポートしています)。

3. コマンドを実行します。先ほど作成したロケーションを示すレスポンスが表示されます。

{  
    "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:location/loc-
abcdef01234567890"  
}
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Amazon FSx for NetApp ONTAP のロケーションを作
成する
場所は、 DataSync アクセスして転送できる FSx for ONTAP ファイルシステムのエンドポイントです。コ
ンソールで FSx for ONTAP ロケーションを作成することもできます (p. 146)。

を使用して FSx for ONTAP のロケーションを作成するにはAWS CLI

1. 次のコマンドをコピーします。

$ aws datasync create-location-fsx-ontap \ 
   --storage-virtual-machine-arn arn:aws:fsx:region:account-id:storage-virtual-machine/
fs-file-system-id \ 
   --security-group-arns arn:aws:ec2:region:account-id:security-group/group-id \ 
   --protocol data-transfer-protocol={}

2. コマンドで、次の必須パラメータを指定します。

• にはstorage-virtual-machine-arn、データのコピーのやり取りをするファイルシステム上の
ストレージ仮想マシン (SVM) の完全修飾 Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

この ARN には、AWS リージョンファイルシステムが存在する場所、ユーザAWS アカウント、
ファイルシステム、SVM ID が含まれます。

• にはsecurity-group-arns、ファイルシステムの優先サブネットのネットワークインターフェイ
スへのアクセスを提供する (p. 18) Amazon EC2 セキュリティグループの ARN を指定します。

これには、Amazon EC2AWS リージョン インスタンスが置かれている場所、ユーザーAWS アカウ
ント、およびセキュリティグループ ID が含まれます。最大 5 つのセキュリティグループ ARN を指
定できます。

セキュリティグループの詳細については、Amazon FSx for NetApp ONTAP ユーザーガイドの
「Amazon VPC によるファイルシステムアクセスコントロール」を参照してください。

• についてはprotocol、がファイルシステムの SVM DataSync へのアクセスに使用するプロトコル
を設定します。
• NFS の場合は、デフォルト設定を使用できます。

--protocol NFS={}

• SMB の場合は、SVM にアクセスできるユーザー名とパスワードを指定する必要があります。

--protocol SMB={User=smb-user,Password=smb-password}

3. コマンドを実行します。

先ほど作成したロケーションを示すレスポンスが表示されます。

{  
    "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:location/loc-
abcdef01234567890"  
}

Amazon S3 のロケーションを作成する
Amazon S3 のロケーションには、読み書き可能な S3 バケットが必要です。S3 バケットを作成するに
は、「Amazon S3 ユーザーガイドのバケットの作成」を参照してください。
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S3 DataSync バケットにアクセスするには、 DataSync アクセス権限を必要としたAWS Identity and 
Access Management (IAM) ロールが必要です。次の手順では、を使用して IAM ロール、必要な IAM ポリ
シー、S3 の場所を作成しますAWS CLI。

IAM DataSync ロールを引き受けるには、AWS Security Token Service (AWS STS) がアカウントとリー
ジョンで有効にする必要があります。一時的なセキュリティ認証情報の詳細については、IAM ユーザーガ
イドの「IAM の一時的なセキュリティ認証情報」を参照してください。

コンソールを使用して S3 のロケーションを作成することもできます。詳細については、「の Amazon S3 
のロケーションを作成するAWS DataSync (p. 126)」を参照してください。

CLI を使用して S3 のロケーションを作成するには

1. S3 バケットへのアクセスに必要な IAM DataSync ロールを引き受けることを許可する IAM 信頼ポリ
シーを作成します。

以下に示しているのは、信頼ポリシーの例です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "datasync.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

2. 次の例に示すように、IAM ポリシーの一時ファイルを作成します。

$ ROLE_FILE=$(mktemp -t sync.iam.role.filename.json)
$ IAM_ROLE_NAME='YourBucketAccessRole'

$ cat<<EOF> ${ROLE_FILE}
{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
            "Service": "datasync.amazonaws.com" 
        }, 
        "Action": "sts:AssumeRole" 
    }]
}

3. IAM ロールを作成して、それに IAM ポリシーをアタッチします。

次のコマンドは、IAM ロールを作成して、これにポリシーをアタッチします。

$ aws iam create-role --role-name ${IAM_ROLE_NAME} --assume-role-policy-document 
 file://${ROLE_FILE}
{ 
    "Role": { 
        "Path": "/", 
        "RoleName": "YourBucketAccessRole", 
        "RoleId": "role-id", 
        "Arn": "arn:aws:iam::account-id:role/YourBucketAccessRole", 
        "CreateDate": "2018-07-27T02:49:23.117Z", 
        "AssumeRolePolicyDocument": { 
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            "Version": "2012-10-17", 
            "Statement": [{ 
                "Effect": "Allow", 
                "Principal": { 
                    "Service": "datasync.amazonaws.com" 
                }, 
                "Action": "sts:AssumeRole" 
            }] 
        } 
    }
}

4. 作成した IAM ロールに S3 バケットに書き込む許可を付与します。

S3 バケットへのアクセスに十分なアクセス許可がある IAM ポリシーを IAM ロールにアタッチしま
す。次の例は、の S3 DataSync バケットへの読み取りと書き込みに必要な最低限のアクセス権限を示
していますAWS リージョン。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "YourS3BucketArn" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListMultipartUploadParts", 
                "s3:PutObjectTagging", 
                "s3:GetObjectTagging", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "YourS3BucketArn/*" 
        } 
    ]
}

ポリシーを IAM ロールにアタッチするには、次のコマンドを実行します。

$ aws iam attach-role-policy \ 
    --role-name role-name  \ 
    --policy-arn 'arn:aws:iam::aws:policy/YourPolicyName'

AWS Outposts の Amazon S3 バケットについては以下のポリシーを使用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
            "Action": [ 
                "s3-outposts:ListBucket", 
                "s3-outposts:ListBucketMultipartUploads" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
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            "Resource": [ 
                "s3OutpostsBucketArn", 
                "s3OutpostsAccessPointArn" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "s3-outposts:DataAccessPointArn": "s3OutpostsAccessPointArn" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3-outposts:AbortMultipartUpload", 
                "s3-outposts:DeleteObject", 
                "s3-outposts:GetObject", 
                "s3-outposts:ListMultipartUploadParts", 
                "s3-outposts:PutObjectTagging", 
                "s3-outposts:GetObjectTagging", 
                "s3-outposts:PutObject" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "s3OutpostsBucketArn/*", 
                "s3OutpostsAccessPointArn" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "s3-outposts:DataAccessPointArn": "s3OutpostsAccessPointArn" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3-outposts:GetAccessPoint" 
            ], 
            "Resource": "s3OutpostsAccessPointArn" 
        } 
    ]
}

5. S3 の場所を作成します。

Amazon S3 のロケーションを作成するには、以下のコマンドを使用します。

$ aws datasync create-location-s3 \ 
    --s3-bucket-arn 'arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET' \ 
    --s3-storage-class 'your-S3-storage-class' \ 
    --s3-config 'BucketAccessRoleArn=arn:aws:iam::account-id:role/role-allowing-DS-
operations' \ 
    --subdirectory /your-folder

このコマンドは、次に示すような場所 ARN を返します。

{ 
    "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-1:111222333444:location/
loc-0b3017fc4ba4a2d8d"
}

ロケーションタイプの情報は、LocationUri でコード化されています。前述の例では、s3:// の
LocationUri プレフィックスがロケーションタイプを示しました。
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Amazon S3 バケットがAWS Outpost にある場合、Outpost に Amazon EC2 エージェントをデプロイ
する必要があります。エージェントは、コマンドで指定されたアクセスポイントへのアクセスを許可
されている仮想プライベートクラウド (VPC) 内に存在する必要があります。エージェントは Outpost 
の親リージョンでもアクティブ化されており、AWS Outpostsバケットのエンドポイントで Amazon 
S3 にルーティングできる必要があります。 DataSync でのエージェントの起動の詳細については
AWS Outposts、を参照してくださいAWS Outpostsのエージェントをデプロイする (p. 27)。

Outpost に Amazon S3 の場所を作成するには、以下のコマンドを使用します。

aws datasync create-location-s3 \ 
    --s3-bucket-arn access-point-arn \ 
    --s3-config BucketAccessRoleArn=arn:aws:iam::account-id:role/role-allowing-DS-
operations \ 
    --agent-arns arn-of-datasync-agent-in-vpc-that-can-access-your-s3-access-point

Note

• オブジェクトデータまたはメタデータの変更は、オブジェクトを削除して置き換える新しいオ
ブジェクトを作成することと同じです。これにより、次のシナリオでは追加料金が発生しま
す。
• オブジェクトのバージョニングを使用する場合、オブジェクトメタデータへの変更によって

オブジェクトの新しいバージョンが作成されます。
• オブジェクトの上書き、削除、取得に対して追加料金が発生する可能性があるストレージク

ラスを使用する場合— オブジェクトデータまたはメタデータを変更すると、このような料金
が発生します。詳細については、「Amazon S3 ロケーションのストレージクラスに関する考
慮事項 (p. 127)」を参照してください。

• オブジェクトのバージョニングを使用すると、1 DataSync 回のタスク実行で Amazon S3 オブ
ジェクトの複数のバージョンが作成される場合があります。

• DataSync アクセス許可を付与する IAM ポリシーに加えて、S3 バケットにマルチパートアップ
ロードバケットポリシーを作成することが推奨されます。これは、ストレージコストを制御す
るために便利です。詳細については、ブログポストの「S3 ライフサイクル管理アップデート - 
マルチパートアップロードと削除マーカーのサポート」を参照してください。

AWS DataSyncを使用してタスクを作成するAWS 
CLI

ソースとターゲットのロケーションを作成したら、AWS DataSyncタスクを作成できます。

Important

Amazon S3 ロケーションとの間でデータを転送する予定がある場合は、開始する前に  DataSync 
S3 DataSync リクエストの料金と料金ページにどのような影響があるかを確認してくださ
い (p. 130)。

を使用してタスクを作成するにはAWS CLI

1. 次のコマンドを使用して Amazon CloudWatch Logsロググループを作成します。

aws logs create-log-group \ 
    --log-group-name your-log-group
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2. ロググループにリソースポリシーをアタッチします。ポリシーをアタッチする方法については、
「Amazon CloudWatch ロググループへのログアップロードの許可 DataSync  (p. 191)」を参照して
ください。

3. 次のコマンドを使用してタスクを作成します。

aws datasync create-task \ 
    --source-location-arn 'arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id' \ 
    --destination-location-arn 'arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-
id' \ 
    --cloud-watch-log-group-arn 'arn:aws:logs:region:account-id:log-group:log-group' \ 
    --name task-name

このコマンドは、次に示すようなタスクの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。

{  
    "TaskArn": "arn:aws:datasync:us-east-1:111222333444:task/task-08de6e6697796f026"  
}

さまざまなリージョン間でデータを転送するタスクを作成する場合、AWS のサービス別のリージョン
で別の場所を指定する必要があります（たとえば、別のリージョンで別の場所を指定する必要があり
ます（たとえば、us-east-1別のリージョン間でデータを転送する場合などus-east-2） DataSync 
でリージョンの 1 つで使用し、次のコマンドを使用してタスクを作成します。

aws datasync create-task \ 
    --source-location-arn 'arn:aws:datasync:us-east-1:account-id:location/location-id \ 
    --destination-location-arn 'arn:aws:datasync:us-east-2:account-
id:location/location-id \ 
    --cloud-watch-log-group-arn 'arn:aws:logs:region:account-id' \ 
    --name task-name \ 
    --options 
 VerifyMode=NONE,OverwriteMode=NEVER,Atime=BEST_EFFORT,Mtime=PRESERVE,Uid=INT_VALUE,Gid=INT_VALUE,PreserveDevices=PRESERVE,PosixPermissions=PRESERVE,PreserveDeletedFiles=PRESERVE,TaskQueueing=ENABLED,LogLevel=TRANSFER

タスクはデフォルトの設定オプションを使用して作成されます。タスク作成の一部として別のオプ
ションを設定する場合は、create-task コマンドに --options パラメータを追加します。異なる
オプションを指定する方法を次の例に示します。これらのオプションの説明については、the section 
called “Options” (p. 414) を参照してください。

aws datasync create-task \ 
    --source-location-arn 'arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id' \ 
    --destination-location-arn 'arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-
id' \ 
    --cloud-watch-log-group-arn 'arn:aws:logs:region:account-id:log-group:log-group' \ 
    --name task-name \ 
    --options 
 VerifyMode=NONE,OverwriteMode=NEVER,Atime=BEST_EFFORT,Mtime=PRESERVE,Uid=INT_VALUE,Gid=INT_VALUE,PreserveDevices=PRESERVE,PosixPermissions=PRESERVE,PreserveDeletedFiles=PRESERVE,TaskQueueing=ENABLED,LogLevel=TRANSFER

タスクを作成する際には、特定のファイル、フォルダ、およびオブジェクトを転送から除外するよ
うにタスクを設定できます。詳細については、「によって転送されるデータのフィルタリングAWS 
DataSync (p. 169)」を参照してください。また、タスクを実行するタイミングをスケジュールする
こともできます。詳細については、「AWS DataSyncタスクのスケジュール (p. 173)」を参照してく
ださい。

AWS DataSyncでタスクを開始するAWS CLI
AWS DataSyncを使用してデータの転送を開始できますAWS CLI。
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DataSync タスクを開始するには、実行するタスクの Amazon リソースネーム (ARN) を指定する必要があ
ります。start-task-executionコマンドの例を示します。

aws datasync start-task-execution \ 
    --task-arn 'arn:aws:datasync:region:account-id:task/task-id'

次の例に示すように、特定のタスク実行に合わせてタスクの設定を変更できます。これらのオプションの
説明については、the section called “Options” (p. 414) を参照してください。また、転送する特定のファ
イル、フォルダ、およびオブジェクトに集中するように特定のタスク実行を設定します。詳細について
は、「によって転送されるデータのフィルタリングAWS DataSync (p. 169)」を参照してください。

次の例では、タスクのデフォルト設定とは異なるいくつかの設定でタスクを開始します。

aws datasync start-task-execution \ 
    --override-options VerifyMode=NONE,OverwriteMode=NEVER,PosixPermissions=NONE

コマンドは以下の例のような、タスク実行の ARN を返します。

{  
    "TaskExecutionArn": "arn:aws:datasync:us-east-1:209870788375:task/
task-08de6e6697796f026/execution/exec-04ce9d516d69bd52f"
}

Note

各エージェントは同時に 1 つのタスクを実行できます。

AWS DataSyncリソースのフィルタリング
のおよびListTasks API オペレーションを使用して、AWS DataSync ListLocationsロケーションとタ
スクをフィルタリングできますAWS CLI。たとえば、最新のタスクのリストを取得します。

フィルタリングのパラメータ
API フィルタを使用して、ListTasksおよびListLocationsによって返されるリソースのリ
ストを絞り込むことができます。たとえば、Amazon S3 のすべてのロケーションを取得するに
は、ListLocationsLocationTypeS3フィルタ名にとを使用しますOperatorEquals。

API の結果をフィルタリングするには、フィルタ名、演算子、および値を指定する必要があります。

• Name— 使用されているフィルタの名前。各 API 呼び出しでは、使用可能なフィルタのリストがサポー
トされています（たとえば、ListLocations用のLocationType)。

• Values— フィルタする値。たとえば、Amazon S3 のロケーションのみを表示することができます。
• Operator— フィルター値の比較に使用される演算子 (例:EqualsまたはContains)。

次の表では使用できるキーの一覧を示します。

演算子 キーのタイプ

Equals 文字列、数値

NotEquals 文字列、数値
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演算子 キーのタイプ

LessThan 数値

LessThanOrEqual 数値

GreaterThan 数値

GreaterThanOrEqual 数値

In 文字列

Contains 文字列

NotContains 文字列

BeginsWith 文字列

場所によるフィルタリング
ListLocationsでは、次のフィルタ名をサポートしています。

• LocationType— ロケーションタイプのフィルター:
• SMB
• NFS
• HDFS
• OBJECT_STORAGE
• S3
• OUTPOST_S3
• FSX_WINDOWS
• FSX_LUSTRE
• FSX_OPENZFS_NFS
• FSX_ONTAP_NFS
• FSX_ONTAP_SMB

• LocationUri— ロケーションに割り当てられたユニフォームリソース識別子 (URI) 
をDescribeLocation*API 呼び出し（たとえば、Amazon S3 ロケーション用のs3://bucket-
name/your-prefix)により返されるとおりにフィルタリングします。

• CreationTime— ロケーションが作成された時刻をフィルタリングします。入力形式は協定世界時 
(UTC) 表記の yyyy-MM-dd:mm:ss です。

以下のAWS CLI例haロケーション URI が文字列で始まるタイプの Amazon S3 のすべてのロケーションを
一覧表示し,"s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET" 2019-12-15 17:15:20 UTC 以降で作成されました。

aws datasync list-locations \ 
    --filters [{Name=LocationType, Values=["S3"], Operator=Equals}, 
 {Name=LocationUri, Values=["s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET"], Operator=BeginsWith}, 
 {Name=CreationTime,Values=["2019-12-15 17:15:20"],Operator=GreaterThanOrEqual}]

このコマンドは、次のような出力を返します。

{ 
    "Locations": [ 
        { 
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            "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-1:111122223333:location/
loc-333333333abcdef0", 
            "LocationUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET-examples/" 
        }, 
        { 
            "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-1:123456789012:location/
loc-987654321abcdef0", 
            "LocationUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET-examples-2/" 
        } 
    ]
}

タスクによるフィルタリング
ListTasksは次のフィルタ名をサポートしています。

• LocationId— Amazon リソースネーム (ARN) の値の送信元と送信先のロケーションの両方でフィルタ
リングします。

• CreationTime— タスクが作成された時刻をフィルタリングします。入力形式は yyyy-MM-dd:mm:ss
UTCです。

以下の AWS CLI 例は LocationId でフィルタリングする場合の構文例を示します。

aws datasync list-tasks \ 
    --filters Name=LocationId,Values=arn:aws:datasync:us-east-1:your-account-
id:location/your-location-id,Operator=Contains

このコマンドの出力は、次に類似しています。

{ 
    "Tasks": [ 
        { 
            "TaskArn": "arn:aws:datasync:us-east-1:your-account-id:task/your-task-id", 
            "Status": "AVAILABLE", 
            "Name": "DOC-EXAMPLE-BUCKET" 
        } 
    ]
}
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AWS DataSyncディスカバリーによ
るストレージの理解

AWS DataSyncDiscovery は DataSync のプレビューリリースにあり、変更される可能性があります。

AWS DataSyncディスカバリーは、への移行を加速するのに役立ちますAWS。 DataSync ディスカバリー
では、次のことを実行できます。

• オンプレミスのストレージがどのように使用されているかを把握できます。 DataSync Discoveryは、使
用率、容量、構成情報など、ストレージシステムリソースに関する詳細なレポートを提供します。

• データの移行に関する推奨事項をご覧くださいAWS — DataSync ディスカバリーでは、AWSデータ用
のストレージサービス ( NetApp ONTAP 用 Amazon FSx、Amazon EFS、Windows ファイルサーバー用 
Amazon FSx など) を提案できます。推奨事項には費用の見積もりが含まれ、推奨ストレージサービスの
構成方法を理解するのに役立ちます。準備ができたら、 DataSync を使用してデータをに移行できます
AWS。

DataSync ディスカバリーの仕組み
DataSync ディスカバリーに関連する主要な概念と用語について説明します。

エージェント
エージェントトは、デプロイして管理する仮想マシン (VM) または Amazon EC2 インスタンスです。 
DataSync Discoveryは、エージェントを使用してオンプレミスストレージシステムの管理インターフェイ
スにアクセスし、AWS結果を報告します。

詳細については、「エージェントを作成する (p. 56)」を参照してください。

ディスカバリー・ジョブ
検出ジョブを実行して、ストレージシステムの管理インターフェイスを介してオンプレミスストレージシ
ステムに関する情報を収集します。

検出ジョブは、1 時間から 31 日の間で実行できます。検出ジョブの実行時間が長くなるほど、AWSより
正確なストレージ推奨が得られます。

詳細については、「 DataSync ディスカバリー関連の仕事への取り組み (p. 62)」を参照してください。

ストレージシステムリソース情報
DataSync 検出により、オンプレミスのストレージシステムのリソースに関するパフォーマンスと使用率
に関する情報を得ることができます。たとえば、最初にプロビジョニングした容量と比較して、特定のス
トレージボリュームで使用されているストレージ容量を把握できます。
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この情報は、次の方法で追加および更新されたときに表示できます。

• DataSync コンソール
• DescribeStorageSystemResources (p. 82)オペレーション
• DescribeStorageSystemResourceMetrics (p. 79)オペレーション

詳細については、「AWS DataSyncDiscoveryによって収集されたストレージリソース情報 (p. 64)」を
参照してください。

AWSストレージに関する推奨事項
DataSync Discoveryは、オンプレミスのストレージシステムのリソースについて収集した情報を使用し
て、AWSAWS移行計画に役立つストレージサービスを推奨します。

以下を使用してレコメンデーションを表示できます。

• DataSync コンソール
• DescribeStorageSystemResources (p. 82)オペレーション

詳細については、「AWS DataSyncディスカバリーが提供する推奨事項 (p. 66)」を参照してください。

DataSync ディスカバリーアーキテクチャ
次の図は、 DataSync Discoveryがどのように情報を収集し、オンプレミスのストレージシステムからに
データを移行するための推奨事項を示しているかを示していますAWS。

リファレンス Description

1 DataSync エージェントは、(ポート 443 などを使
用して) オンプレミスストレージシステムの管理
インターフェイスに接続します。次に、検出ジョ
ブを実行して、システムに関する情報を収集しま
す。

2 エージェントは、収集した情報を DataSync 
Discovery に送信します。

3 DataSync Discoveryは、収集した情報を使用し
て、AWSデータを移行できるストレージサービス
を推奨します。
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データ保護
DataSync Discoveryは、オンプレミスのストレージシステムについて収集したデータを最大60日間保存お
よび管理します。 DataSync オンプレミスのストレージシステムリソースをDiscoveryから削除すると、関
連する検出ジョブ、収集されたデータ、および推奨事項がすべて完全に削除されます。

制限事項
• 現在、 DataSync Discovery は米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) でのみ使用できま

す。
• DataSync 現時点では、Discoveryは公共サービスのエンドポイントのみをサポートしています。
• 1 つにつきAWS アカウント、ストレージシステムを最大 10 個追加できますAWS リージョン。
• DataSync エージェントは一度に最大4つのストレージシステムにアクセスできます。

AWS DataSyncディスカバリーの開始方法

AWS DataSyncDiscovery Discofy は DataSync のプレビューリリースであり、変更される可能性があり
ます。

開始する前に、AWS DataSyncオンプレミスのストレージシステムが検出要件を満たしていることを確認
する必要があります。また、 DataSync ストレージシステムに接続できるエージェントを作成する必要が
あります。

要件
• DataSync Discoveryは現在、ONTAP NetApp 9.8以降を実行しているファブリック接続ストレージ

（FAS）およびオールフラッシュFAS（AFF）システムをサポートしています。
• DataSync ディスカバリーで使用するエージェントには (p. 56)、80 GB のディスク容量と 16 GB の 

RAM が必要です。

エージェントを作成する
DataSync Discoveryは、 DataSync エージェントを使用してオンプレミスストレージシステムの管理イン
ターフェイスに接続します。

Note

このエージェントは DataSync Discovery Discovery でのみ使用することが推奨されます。でデー
タを転送するには DataSync、別のエージェントを作成します。

エージェントを作成するプロセスには以下が含まれます。

1. オンプレミスのストレージシステムにアクセスできる場所にエージェントをデプロイします。
2. 次の方法でネットワークを設定します。

• エージェントから公共サービスのエンドポイントへのトラフィックを許可します (p. 13)。(現時点で
は、DataSync Discovery はパブリックサービスのエンドポイントのみをサポートしています。)
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• エージェントからストレージシステムの管理インターフェイスポートへのトラフィックを許可し
ます。（このポートは、 DataSync ストレージシステムをDiscoveryに追加するときに指定しま
す (p. 57)。）

• TCP ポート 443 (HTTPS)discovery-datasync.us-east-1.amazonaws.com でエージェントと
エンドポイント間のトラフィックを許可します。

3. 米国東部 (バージニア北部) リージョンのパブリックサービスエンドポイントを使用してエージェントッ
トを有効化します (us-east-1)。

Note

DataSync ディスカバリーは現在、米国東部 (バージニア北部) リージョンのみをサポートして
います。

詳細なステップについては、「AWS DataSyncエージェントを作成 (p. 23)」を参照してください。

オンプレミスストレージシステムを DataSync 
Discovery に追加する

AWS DataSyncDiscovery Discofy は DataSync のプレビューリリースであり、変更される可能性があり
ます。

AWS DataSyncDiscoveryに情報を収集させたいオンプレミスのストレージシステムを指定し、AWSそのス
トレージ移行に関する推奨事項を提示してください。

オンプレミスストレージシステムへのアクセスの提供
DataSync Discoveryは、ストレージシステムの管理インターフェイスの認証情報を使用して、ストレージ
に関する情報を収集します。

これらの認証情報はに保存する必要がありますAWS Secrets Manager。また、シークレットは、カスタ
マーマネージド型AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用して暗号化する必要がありま
す。AWS マネージドキーこのシークレットにを使用することはできません。

トピック
• 作成中AWS KMS key (p. 57)
• シークレットを作成する (p. 58)

作成中AWS KMS key
カスタマー管理キーは、AWS リージョン使用している場所と同じ設定で設定します DataSync。

AWS KMS key を作成するには

1. AWS KMS コンソール (https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。
2. AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
3. 左のナビゲーションペインで、[Customer managed keys ] を選択します。
4. [Create key] (キーの作成) を選択します。
5. [キーの種類] で、[対称] を選択します。[キーの使用方法] で、[暗号化と復号化] を選択します。
6. [詳細オプション] を展開し、以下の操作を行います。
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a. [キーマテリアルの起源] には、KMS を選択します。
b. [地域性] には、[単一地域キー] を選択します。

7. [Next] (次へ) を選択します。
8. キーにエイリアス (または名前) を付けて、[次へ] を選択します。
9. 自分をキー管理者として割り当て、[次へ] を選択します。
10. もう一度 [次へ] を選択し、[完了] を選択してキーを作成します。
11. 先ほど作成したキーを選択します。
12. キーポリシーを編集して、 DataSync キーの使用を許可するステートメントを追加します。

a. [ポリシービューに切り替える] を選択し、次に [編集] を選択し、次のステートメントをキーポリ
シーエディタに貼り付けます。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "discovery-datasync.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:DescribeKey" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:your-account-id:key/your-key-id"
}

b. your-account-idAWS アカウントあなたの番号に置き換えてください。
c. 作成したキーのリソース IDyour-key-id に置き換えます。

この ID は、コンソールのールの次のページにある Amazon リソースネーム (ARN) にあります。
d. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

シークレットを作成する
AWS KMS key作成したシークレットで暗号化されたシークレットを設定します。

シークレットを作成する

1. https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/ から AWS Secrets Manager コンソールを開きま
す。

2. 左のナビゲーションペインで [Secrets (シークレット)] を選択します。
3. [Store a new secret] (新しいシークレットの保存) を選択します。
4. 他の種類のシークレットを選択してください。
5. キーと値のペアの場合は、次のキーを入力し、対応するストレージシステム固有の値を指定します。

キー 値

username ストレージシステムの管理インターフェイスに
アクセスするために必要なユーザー名を入力し
ます。

password ストレージシステムの管理インターフェイスに
アクセスするために必要なパスワードを入力し
ます。

6. [暗号化キー] には、AWS KMS key作成したばかりのものを選択します。[Next] (次へ) を選択します。
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7. シークレットに名前を付けて、[次へ] を選択します。
8. [次へ] を選択して [ローテーションの設定] をスキップします。
9. 「Store」を選択してシークレットを作成します。
10. ページを更新し、作成したシークレットを選択します。
11. [リソース権限 (オプション)] で、[権限の編集] を選択し、次の操作を行います。

a. 次のポリシーをコピーし、ポリシーエディタに貼り付けます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
            "Service": "discovery-datasync.amazonaws.com" 
        }, 
        "Action": ["secretsmanager:GetSecretValue"], 
        "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:your-account-id:secret:your-
secret-id", 
        "Condition": { 
            "StringEquals": { 
                "aws:SourceAccount": "your-account-id" 
            }, 
            "ArnLike": { 
                "aws:SourceArn": "arn:aws:datasync:us-east-1:your-account-
id:system/*" 
            } 
        } 
    }]
}

b. your-account-idAWS アカウントあなたの番号に置き換えてください。
c. 先ほど作成したシークレットのリソース IDyour-secret-id に置き換えます。

この ID は、コンソールの同じページにある ARN にあります。
12. [Save] (保存) を選択します。

オンプレミスストレージシステムの追加
DataSync Discoveryがストレージシステムに関する情報を収集する前に、ストレージシステムに関する情
報を提供する必要があります。

DataSync コンソールを使用する

コンソールで、 DataSync Discoveryをオンプレミスのストレージシステムと連携するように構成します。

コンソールを使用してオンプレミスストレージシステムを追加するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync で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 [Discovery] を選択し、次に [ストレージシステムの追加] を選択しま

す。
3. [ストレージタイプ] で、追加するストレージシステムのタイプを選択します。
4. [ストレージ名] には、ストレージシステムの使い慣れた名前を入力します。
5. [Management Server] (管理サーバ) に、ストレージシステムの管理インターフェイスのドメイン名ま

たは IP アドレスを入力します。
6. [サーバポート] には、ストレージシステムの管理インターフェイスにアクセスするために必要なネッ

トワークポートを入力します。
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7. [シークレット] で、既存のシークレットを選択するか、ストレージシステムの管理インタフェース認
証情報として [新しいシークレットの作成] を選択します。

シークレットを作成する必要がある場合は、「オンプレミスストレージシステムへのアクセスの提
供 (p. 57)」を参照してください。

8. エージェントの場合、次のいずれかを実行します。

• DataSync ストレージシステムの管理インターフェイスに接続するエージェントを選択します。
• エージェントを作成していない場合は、[ DataSync 新しいエージェントをデプロイ] を選択しま

す。手順については、「」を参照してくださいエージェントを作成する (p. 56)。

エージェントを導入したら、ストレージシステムを DataSync Discovery に追加できます。
9. (オプション)「ログを有効にする」を選択します。既存の Amazon CloudWatch ロググループを選択す

るか、新しいロググループを作成します。

ストレージシステムに関する情報を収集している検出ジョブのトラブルシューティングが必要な場
合に備えて、ロギングを有効にすることをお勧めします。詳細については、「 DataSync ディスカバ
リーアクティビティのロギング CloudWatch (p. 62)」を参照してください。

10. （オプション）[Add tag] を選択して、 DataSyncストレージシステムを表すリソースにタグを付けま
す。

タグは、 DataSync リソースを管理、フィルタリング、検索に便利なキー値ペアです。
11. [ストレージシステムの追加] を選択します。

AWS CLIの使用
AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用して、 DataSync Discoveryがオンプレミスのストレージ
システムと連動するように構成します。

Note

datasync-discovery以下の説明ではコマンドを使用しますが、このコマンドには別の名前を
付けてもかまいません。詳細については、「AWS CLI DataSync ディスカバリー用のセットアッ
プ (p. 71)」を参照してください。

開始する前に

• オンプレミスストレージシステムの管理インターフェイスにアクセスできるシークレットを作成しま
す (p. 58)。

• (推奨) でロギングを有効にします CloudWatch (p. 62)。

を使用してオンプレミスストレージシステムを追加するにはAWS CLI

1. add-storage-system次のコマンドをコピーします。

aws datasync-discovery add-storage-system \ 
  --server-configuration ServerHostname="domain-or-ip",ServerPort=network-port \ 
  --system-type storage-system-type \ 
  --agent-arns "agent-arn" \ 
  --secrets-manager-arn "secret-arn"

2. コマンドで次の必須パラメータを指定します。

• --server-configuration ServerHostname— ストレージシステムの管理インタフェースのド
メイン名または IP アドレスを指定します。

• --server-configuration ServerPort— システムの管理インターフェイスとの接続に必要な
ネットワークポートを指定します。
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• --system-type— 追加するストレージシステムのタイプを指定します。
• --agent-arns— DataSync ストレージ・システムの管理インタフェースに接続するエージェント

を指定します。
3. (オプション) コマンドに、次のパラメータのいずれかを追加します。

• --cloud-watch-log-group-arn— DataSync 検出アクティビティの次のリストのグループの 
CloudWatch Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

• --tags—Value DataSync ストレージシステムを表すリソースにタグを付けるには、Keyとを指定
します。

タグは、 DataSyncリソースを管理、フィルタリング、検索に便利なキー値ペアです。
• --name— ストレージシステムの名前を指定します。

4. add-storage-system コマンドを実行します。

追加したばかりのストレージシステムの ARN を示す応答が表示されます。

{ 
    "StorageSystemArn": "arn:aws:datasync:us-east-1:123456789012:system/storage-system-
abcdef01234567890"
}

ストレージシステムを追加したら、検出ジョブを実行してストレージシステムに関する情報を収集できま
す。

オンプレミスストレージシステムの削除
オンプレミスのストレージシステムを DataSync Discovery から削除すると、関連する検出ジョブ、収集さ
れたデータ、および推奨事項がすべて完全に削除されます。

DataSync コンソールを使用する

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync 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、[Discovery] (ディスカバリー) を選択し、削除するストレージシステム

を選択します。
3. 「アクション」を選択し、「削除」を選択します。
4. と入力しremove、[削除] を選択します。

AWS CLIの使用
Note

datasync-discovery以下の説明ではコマンドを使用しますが、このコマンドには別の名前を
付けてもかまいません。詳細については、「AWS CLI DataSync ディスカバリー用のセットアッ
プ (p. 71)」を参照してください。

1. remove-storage-system次のコマンドをコピーします。

aws datasync-discovery remove-storage-system --storage-system-arn "your-storage-system-
arn"

2. には--storage-system-arn、ストレージシステムの ARN を指定します。
3. remove-storage-system コマンドを実行します。

成功すると、HTTP 本文を持つ HTTP 200 レスポンスが返されます。
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ティビティのロギング CloudWatch

DataSync ディスカバリーアクティビティのロギング 
CloudWatch
でロギングを有効にすると CloudWatch、 DataSync Discoveryに関する問題をより簡単にトラブルシュー
ティングできます。たとえば、検出ジョブが中断された場合は、ログを確認して問題を特定できます。問
題が発生してから 12 時間以内に問題を解決すると、検出ジョブは中断したところから再開されます。

コンソールを使用してオンプレミスストレージシステムを追加すると、 DataSync 自動的にロギングを有
効にできます。

を使用してシステムを設定する場合はAWS CLI、 DataSync ロググループにイベントを記録することを許
可するリソースポリシーを含むロググループを作成する必要があります。 DataSync タスク用のものと同
様のロググループリソースポリシーを使用できますが (p. 191)、いくつかの違いがあります。

• サービスプリンシパルには、を使用してくださいdiscovery-datasync.amazonaws.com。
• ArnLikeこの条件を使用する場合は、ストレージシステムの ARN を次のように指定します。

"ArnLike": { 
  "aws:SourceArn": [ 
    "arn:aws:datasync:region:account-id:system/*" 
   ]
},

DataSync ディスカバリー関連の仕事への取り組み
AWS DataSyncDiscovery Discofy は DataSync のプレビューリリースであり、変更される可能性があり
ます。

AWS DataSyncエージェントをデプロイし、オンプレミスのストレージシステムを DataSync Discovery に
追加したら、検出ジョブを実行してシステムに関する情報を収集し、AWS移行に関する推奨事項を取得で
きます。

ディスカバリーのジョブの開始
検出ジョブは最大 31 日間実行できます。ストレージシステムでは、アクティブな検出ジョブは一度に 1 
つだけアクティブにできます。検出ジョブによって収集された情報は、ジョブの終了後最大60日間利用で
きます（ DataSync それ以前に関連するストレージシステムを検出から削除しない限り）。

Tip

DataSync ディスカバリーでは、ディスカバリジョブの実行時間が長くなるほど、より正確なレコ
メンデーションを提供できます。

DataSync コンソールを使用する
コンソールでは、わずか1日で検出ジョブを実行できます。

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync 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、[Discovery] (検出ジョブ) を選択し、検出ジョブを実行するストレージ

システムを選択します。
3. 「アクション」を選択し、「開始」を選択します。
4. Duration には、検出ジョブの実行時間を選択します。
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5. [ディスカバリジョブを開始] を選択します。

AWS CLIの使用
AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用すると、検出ジョブをわずか 1 時間実行できます。

Note

datasync-discovery以下の説明ではコマンドを使用しますが、このコマンドには別の名前を
付けてもかまいません。詳細については、「AWS CLI DataSync ディスカバリー用のセットアッ
プ (p. 71)」を参照してください。

1. start-discovery-job次のコマンドをコピーします。

aws datasync-discovery start-discovery-job \ 
  --storage-system-arn "your-storage-system-arn" \ 
  --collection-duration-minutes discovery-job-duration

2. コマンドで次のパラメータを指定します。

• --storage-system-arn— DataSync Discovery に追加したオンプレミスストレージシステム
の (p. 59) Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

• --collection-duration-minutes— 検出ジョブを実行する時間を分単位で指定します。60(1 
時間) から44640 (31 日) までの値を入力します。

3. start-discovery-job コマンドを実行します。

開始したばかりの検出ジョブを示す応答が表示されます。

{ 
    "DiscoveryJobArn": "arn:aws:datasync:us-east-1:123456789012:system/storage-system-
abcdef01234567890/job/discovery-job-12345678-90ab-cdef-0abc-021345abcdef6"
}

検出ジョブを開始して間もなく、ジョブによって収集される情報（ストレージシステムの容量と使用状況
を含む）を調べることができます (p. 64)。

ディスカバリージョブの停止
ディスカバリージョブはいつでも中止できます。停止したジョブに関する推奨事項は引き続き表示されま
すが、レポートは手動で生成する必要があります (p. 67)。

DataSync コンソールを使用する

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync 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、[Discovery] (検出ジョブ) を選択し、検出ジョブを実行するストレージ

システムを選択します。
3. 「アクション」を選択し、「停止 (データを保持)」を選択します。

AWS CLIの使用
Note

datasync-discovery以下の説明ではコマンドを使用しますが、このコマンドには別の名前を
付けてもかまいません。詳細については、「AWS CLI DataSync ディスカバリー用のセットアッ
プ (p. 71)」を参照してください。

63

https://console.aws.amazon.com/datasync/


AWS DataSync ユーザーガイド
ストレージリソース情報

1. stop-discovery-job次のコマンドをコピーします。

aws datasync-discovery stop-discovery-job --discovery-job-arn "your-discovery-job-arn"

2. には--discovery-job-arn、現在実行中の検出ジョブの ARN を指定します。
3. stop-discovery-job コマンドを実行します。

成功すると、HTTP 本文を持つ HTTP 200 レスポンスが返されます。

AWS DataSyncDiscoveryによって収集されたスト
レージリソース情報

AWS DataSyncDiscovery Discofy は DataSync のプレビューリリースであり、変更される可能性があり
ます。

AWS DataSyncDiscoveryは、ストレージリソースがどのように構成、実行、利用されているかを理解する
のに役立つオンプレミスストレージシステムに関する情報を収集します。 DataSyncまた、Discoveryはこ
の情報を使用して、データを移行するための推奨事項を生成しますAWS。

検出ジョブでは、ストレージシステムのリソース (ボリュームなど) に関する次の情報を得ることができま
す。

• ストレージの合計容量
• 使用可能な容量と使用中の容量
• ネットワークファイルシステム (NFS) クライアントおよび共通のインターネットファイルシステム 

(CIFS) クライアントの数
• IOPS
• ボリューム設定

Note

DataSync 現在のところ、検出機能では、ボリュームがインターネットスモールコンピュータシ
ステムインターフェイス (iSCSI) プロトコルを使用するように構成されていても、そのプロト
コルが使用されていることは示されません。

• ボリュームスループット
• ボリュームレイテンシー

ストレージシステムについて収集された情報を表示す
る
検出ジョブを開始した直後に、 DataSync Discoveryがオンプレミスのストレージシステムについてどのよ
うな情報を収集しているかを確認できます。

この情報は、次のオプションを使用して表示できます。

• DataSync コンソール — 使用率、容量、構成データなど、 DataSync Discoveryが情報を収集できるすべ
てのストレージシステムリソースに関するデータを視覚化します。ストレージシステムのリソースの概
要を確認することも、個々のリソースに焦点を当てることもできます。

• DescribeStorageSystemResources (p. 82)操作：使用率、容量、構成データなど、 DataSync 
Discoveryが情報を収集できるすべてのストレージシステムリソースに関するデータを取得します。
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• DescribeStorageSystemResourceMetrics (p. 79)操作： DataSync ストレージシステム内の特定のリ
ソースについてDiscoveryが収集できるパフォーマンスと容量の情報を取得します。

DataSync コンソールを使用する

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync 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、[Discovery] (検出) を選択してから、 DataSync Discoveryが情報を収集

しているストレージシステムを選択します。

ボリュームパネルには、ストレージシステムのリソースに関する基本的なメトリックが表示されま
す。

3. リソースを選択すると、そのリソースに関する詳細情報が [容量とパフォーマンスのデータ] タブに表
示されます。

リソース容量、IOPS のピークなどを示すグラフが表示されます。

AWS CLIの使用

以下の手順は、DescribeStorageSystemResourcesでの操作の使用方法を示していますAWS CLI。

Note

datasync-discovery以下の説明ではコマンドを使用しますが、このコマンドには別の名前を
付けてもかまいません。詳細については、「AWS CLI DataSync ディスカバリー用のセットアッ
プ (p. 71)」を参照してください。

1. describe-storage-system-resources次のコマンドをコピーします。

aws datasync-discovery describe-storage-system-resources \ 
  --discovery-job-arn "your-discovery-job-arn" \ 
  --resource-type "svm-or-volume"

2. コマンドで次のパラメータを指定します。

• --discovery-job-arn— 実行した検出ジョブの (p. 62) Amazon リソースネーム (ARN) を指
定します。

• --resource-type— 情報が必要なストレージシステムリソースの種類に応じて、次のいずれかの
値を指定します。
• SVM
• VOLUME

3. （オプション）--resource-ids情報が必要なストレージシステムリソースのIDを含むパラメータを
指定します。

4. describe-storage-system-resources コマンドを実行します。

次のレスポンス例では、検出ジョブが 2 つのストレージシステムボリュームについて収集した情報が
返されます。

Recommendations各ボリュームの要素は空であることに注意してください。この状況で
は、generate-recommendationsdescribe-storage-system-resourcesコマンドの前にコマ
ンドを実行する必要があります。詳細については、「 の推奨事項の表示 (p. 67)」を参照してくだ
さい。

{ 
    "ResourceDetails": { 
        "NetAppONTAPVolumes": [{ 
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                "VolumeName": "svm1_root", 
                "VolumeUuid": "81e2cfd0-0de4-11ed-ac91-1357c81f7672", 
                "EnabledProtocols": [ 
                    "NFS" 
                ], 
                "CifsClientCount": 0, 
                "NfsClientCount": 1, 
                "SvmUuid": "7aaf267d-0de4-11ed-a083-5d35b5c8e451", 
                "SvmName": "svm1", 
                "CapacityUsed": 868352, 
                "CapacityProvisioned": 1073741824, 
                "MaxP95Performance": { 
                    "IopsRead": 251.0, 
                    "IopsWrite": 44.0, 
                    "IopsOther": 17.0, 
                    "IopsTotal": 345.0, 
                    "ThroughputRead": 2.06, 
                    "ThroughputWrite": 0.88, 
                    "ThroughputOther": 0.11, 
                    "ThroughputTotal": 2.17, 
                    "LatencyRead": 0.06, 
                    "LatencyWrite": 0.07, 
                    "LatencyOther": 0.13 
                }, 
                "Recommendations": [] 
            }, 
            { 
                "VolumeName": "vol1", 
                "VolumeUuid": "c3d02a5f-0de4-11ed-a083-5d35b5c8e451", 
                "EnabledProtocols": [ 
                    "NFS" 
                ], 
                "CifsClientCount": 0, 
                "NfsClientCount": 1, 
                "SvmUuid": "7aaf267d-0de4-11ed-a083-5d35b5c8e451", 
                "SvmName": "svm1", 
                "CapacityUsed": 1426984960, 
                "CapacityProvisioned": 10737418240, 
                "MaxP95Performance": { 
                    "IopsRead": 117.14999999999995, 
                    "IopsWrite": 130.34999999999988, 
                    "IopsOther": 0.0, 
                    "IopsTotal": 151.0, 
                    "ThroughputRead": 7700042.749999996, 
                    "ThroughputWrite": 8552884.749999993, 
                    "ThroughputOther": 0.0, 
                    "ThroughputTotal": 9926519.0, 
                    "LatencyRead": 367.04999999999995, 
                    "LatencyWrite": 3422.8499999999995, 
                    "LatencyOther": 817.3499999999999 
                }, 
                "Recommendations": [] 
            } 
        ] 
    }
}

AWS DataSyncディスカバリーが提供する推奨事項
AWS DataSyncDiscovery Discofy は DataSync のプレビューリリースであり、変更される可能性があり
ます。
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DataSync Discoveryがオンプレミスのストレージシステムに関する情報を収集すると、AWSボリュームご
とにデータを次の1つ以上のストレージサービスに移動することを推奨できます。

• Amazon FSx for NetApp ONTAP
• Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
• Amazon FSx for Windows File Server

推奨事項に含まれているもの
DataSync 検出に関する推奨事項には、AWSデータに適したストレージサービスを選択するのに役立つス
トレージ構成とコスト見積もりが含まれます。

AWS ストレージ設定
DataSync Discoveryは、AWS推奨ストレージサービスの構成方法に関する情報を提供します。ストレージ
構成は、検出作業中に収集された情報に基づいてストレージのパフォーマンスと容量のニーズを満たすと
同時に、コストを最適化するように設計されています。

ストレージ構成はあくまでも概算であり、AWSストレージサービスが提供するすべての機能を説明してい
るわけではありません。詳細については、「推奨事項に含まれていないものは何ですか？ (p. 67)」を参
照してください。

推定コスト
DataSync Discoveryは、AWS推奨する各ストレージサービスの推定月額費用を提示します。AWS料金は標
準価格に基づいており、AWS手数料の見積もりのみを示しています。適用される可能性のある税金は含ま
れません。実際の料金は、AWSサービスの利用状況を含むさまざまな要因によって異なります。

推定費用には、データを移行するための 1 回限りの料金や定期的な料金も含まれていませんAWS。

推奨事項に含まれていないものは何ですか？
現在、AWS以下のストレージ機能は、 DataSync Discoveryがお客様向けの推奨事項を決定する際には考慮
されていません。

• Amazon FSx for NetApp ONTAP — シングル AZ 導入とバックアップストレージ
• Amazon EFS — EFS 1 ゾーンストレージクラスとバックアップストレージ
• Windows ファイルサーバー用 Amazon FSx — シングル AZ 配置とバックアップストレージ

の推奨事項の表示
検出ジョブが正常に完了した後、ジョブを停止したときや、ジョブが完了してもストレージシステム
からの情報収集で問題が発生した場合に、推奨事項を表示できます。ディスカバリージョブが失敗した
場合、レコメンデーションは表示されません。詳細については、「ディスカバリーのジョブのステータ
ス (p. 69)」を参照してください。

検出ジョブが完了してからレコメンデーションが生成されるまでに最大で 1 時間かかることがあります。
検出ジョブが正常に完了すると、 DataSync Discoveryが自動的に推奨事項を生成します。ジョブを早期に
停止した場合、またはジョブに問題が発生して完了した場合は、推奨事項を手動で生成する必要がありま
す。

Tip

への移行を開始する前にAWS、AWSアカウントチームに DataSync Discovery の推奨事項を確認
してください。
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の推奨事項の表示

DataSync コンソールを使用する

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync 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、[Discovery] (検出ジョブ) を選択し、検出ジョブを実行したストレージ

システムを選択します。
3. レコメンデーションが自動的に生成されない場合は、ディスカバリーパネルに移動して「レコメン

デーションを取得」を選択します。
4. レコメンデーションが利用可能になったら、レコメンデーションの対象となるリソースを選択しま

す。
5. 「推奨事項と見積もり」を選択すると、そのリソースに関する推奨事項が表示されます。

AWS CLIの使用
Note

datasync-discovery以下の説明ではコマンドを使用しますが、このコマンドには別の名前を
付けてもかまいません。詳細については、「AWS CLI DataSync ディスカバリー用のセットアッ
プ (p. 71)」を参照してください。

1. describe-discovery-job次のコマンドをコピーします。

aws datasync-discovery describe-discovery-job --discovery-job-arn "your-discovery-job-
arn"

2. --discovery-job-arnパラメータには、ストレージシステムで実行した検出ジョブの (p. 62)
Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

3. describe-discovery-job コマンドを実行します。

回答に「含まれていない」Status が含まれる場合はFAILED、続行できます。表示された場合
はFAILED、ストレージシステム上で別の検出ジョブを実行して、推奨事項を生成する必要がありま
す。

4. 検出ジョブが正常に完了したら、このステップをスキップしてください。それ以外の場合は、以下の
作業を行ってレコメンデーションを手動で生成します。

a. generate-recommendations次のコマンドをコピーします。

aws datasync-discovery generate-recommendations --discovery-job-arn "your-
discovery-job-arn"

b. --discovery-job-arnパラメータには、ステップ 2 で指定したのと同じ検出ジョブの ARN を
指定します。

c. generate-recommendations コマンドを実行します。
d. RecommendationStatusCOMPLETEDレスポンス内の要素にステータスが表示されるまで待って

から、次のステップに進みます。
5. describe-storage-system-resources次のコマンドをコピーします。

aws datasync-discovery describe-storage-system-resources \ 
  --discovery-job-arn "your-discovery-job-arn" \ 
  --resource-type "VOLUME"

6. コマンドで次のパラメータを指定します。

• --discovery-job-arn— ステップ 2 で指定したのと同じ検出ジョブの ARN を指定します。
• --resource-type— 指定VOLUME。
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このパラメータは、ストレージシステム内のボリュームの推奨を返します。
7. describe-storage-system-resources コマンドを実行します。

このレスポンス例では、RecommendationsAWSエレメントは特定のボリュームを移行できるスト
レージサービス、そのサービスの構成方法、AWSおよび推定月間ストレージコストを提案していま
す。

{ 
    "Recommendations": [{ 
        "StorageType": "fsxOntap", 
        "StorageConfiguration": { 
            "DeploymentType": "Multi-AZ", 
            "ProvisionedIOpsMode": "User Provisioned", 
            "StorageCapacityGB": "2940", 
            "ThroughputCapacity": "2048", 
            "TotalIOps": "65000" 
        }, 
        "EstimatedMonthlyStorageCost": "5617.81" 
    }]
}

AWS DataSyncディスカバリーステータス
AWS DataSyncDiscovery は DataSync のプレビューリリースにあり、変更される可能性があります。

ディスカバリジョブのステータスと、AWS DataSyncAWSディスカバリーが移行に関する推奨事項を提供
できるかどうかを確認できます。

ディスカバリーのジョブのステータス
次の表を参考にして、ディスカバリージョブの状況を把握してください。

コンソールのステータス API ステータス 説明

進行中 RUNNING ディスカバリジョブは実行中で
す。このジョブは、指定した期
間、オンプレミスストレージシ
ステムに関するデータを収集し
ます。

エラー中 ERROR 検出ジョブでエラーが発生した
ため、現在データを収集できま
せん。Amazon CloudWatch の
ログを確認して、12 時間以内に
これらの問題を解決してくださ
い。そうしないと、ジョブは終
了します。

停止 STOPPED 仕事が終わる予定になる前に発
見の仕事をやめました。

完了 COMPLETED 検出ジョブにより、オンプレミ
スのストレージシステムからす
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コンソールのステータス API ステータス 説明
べてのデータが正常に収集され
ました。

完了しましたがエラーあり COMPLETED_WITH_ERROR ディスカバリーの仕事中に、 
DataSync Discoveryがデータ
を収集できないことがあり
ました。詳細については、 
CloudWatch ログを参照してくだ
さい。

Terminated TERMINATED 未解決の問題や一部のデー
タが収集されなかったため、
検出ジョブがキャンセルされ
ました。詳細については、 
CloudWatch ログを参照してくだ
さい。

[Failed] (失敗) FAILED 検出ジョブで問題が発生し、オ
ンプレミスのストレージシス
テムからデータを収集できませ
んでした。詳細については、 
CloudWatchログを参照してくだ
さい。

レコメンデーションステータス
次の表を参照して、 DataSync ディスカバリーレコメンデーションがすぐに表示できるか、不完全か、判
断できないかを判断してください。

コンソールのステータス API ステータス 説明

推奨事項の取得 NONE ディスカバリジョブは、 
DataSyncディスカバリーがレコ
メンデーションを作成するのに
十分なデータを収集しました。

使用不可 NONE ディスカバリジョブが失敗した
場合、 DataSync ディスカバリは
レコメンデーションを生成でき
ません。

生成中 IN_PROGRESS DataSync ディスカバリーによっ
てレコメンデーションが生成さ
れます。

使用可能 COMPLETED レコメンデーションを表示する
準備ができました。

問題がある場合はこちらです COMPLETED_WITH_ERROR DataSync Discoveryでは、スト
レージシステムの一部のリソー
スに関する推奨事項を生成でき
ませんでした。 CloudWatch ロ
グを確認して詳細を確認してか
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コンソールのステータス API ステータス 説明
ら、推奨事項をもう一度生成し
てみてください。

[Failed] (失敗) FAILED DataSync Discovery は推奨情
報を生成できませんでした。 
CloudWatch ログを確認して問題
を特定し、推奨事項を再度生成
してみてください。

AWS DataSyncディスカバリー API リファレンス
AWS DataSyncDiscovery は DataSync のプレビューリリースにあり、変更される可能性があります。

次の API オペレーションを使用して、AWS DataSyncディスカバリーの構成と管理を行います。

トピック
• AWS CLI DataSync ディスカバリー用のセットアップ (p. 71)
• AWS DataSyncディスカバリー API オペレーション (p. 71)
• AWS DataSyncディスカバリー API データタイプ (p. 94)

AWS CLI DataSync ディスカバリー用のセットアップ
現在、AWS Command Line Interface(AWS CLI) バージョン 2 では DataSync Discovery API オペレーショ
ンを使用できます。

AWS CLI DataSync ディスカバリー用を設定するには

1. DataSync ディスカバリー API モデルをダウンロードします。
2. 次のコマンドを実行して、モデル (api-2.json)AWS CLI を設定に追加します。

この例では、datasync-discoveryサービス名を作成します。別の名前を指定できます。

aws configure add-model --service-model file://api-2.json --service-name datasync-
discovery

モデルを追加したら、 DataSync 検出コマンド (などaws datasync-discovery start-discovery-
job) を実行できます。

AWS DataSyncディスカバリー API オペレーション

AWS DataSyncDiscovery は DataSync のプレビューリリースにあり、変更される可能性があります。

DataSync Discovery API では以下のオペレーションがサポートされています。

トピック
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• AddStorageSystem (p. 72)
• DescribeDiscoveryJob (p. 75)
• DescribeStorageSystem (p. 77)
• DescribeStorageSystemResourceMetrics (p. 79)
• DescribeStorageSystemResources (p. 82)
• GenerateRecommendations (p. 84)
• ListDiscoveryJobs (p. 85)
• ListStorageSystems (p. 87)
• RemoveStorageSystem (p. 88)
• StartDiscoveryJob (p. 89)
• StopDiscoveryJob (p. 90)
• UpdateDiscoveryJob (p. 91)
• UpdateStorageSystem (p. 92)

AddStorageSystem
DataSync Discoveryに情報を収集させたいオンプレミスのストレージシステム用のリソースを作成しま
す。

リクエストの構文

{ 
   "AgentArns": [ "string" ], 
   "ClientToken": "string", 
   "CloudWatchLogGroupArn": "string", 
   "Name": "string", 
   "SecretsManagerArn": "string", 
   "ServerConfiguration": {  
      "ServerHostname": "string", 
      "ServerPort": number
   }, 
   "SystemType": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

パラメータのリクエスト

AgentArns

DataSync オンプレミスストレージシステムの管理インターフェイスに接続して読み取るエージェント
の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

型: 文字列の配列

配列メンバー:定数は 1 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 文字です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$
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必須: はい
ClientToken

この API オペレーションのリクエストが同等であることを確認するためのクライアントトークンを指
定します。クライアントトークンを指定しない場合は、 DataSync 自動的に生成されます。

型: 文字列

Pattern: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}

必須: はい
SecretsManagerArn

に保存されているシークレットの ARN を指定しますAWS Secrets Manager。 DataSyncDiscovery
は、このシークレットを使用してオンプレミスストレージシステムの管理インターフェイスにアクセ
スします。シークレットの作成については、「」を参照してくださいオンプレミスストレージシステ
ムへのアクセスの提供 (p. 57)。

型: 文字列

長さの制約:2048

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):secretsmanager:[a-z\
\-0-9]+:[0-9]{12}:secret:.*

必須: はい
ServerConfiguration

オンプレミスストレージシステムの管理インターフェイスに接続するために必要なサーバー名とネッ
トワークポートを指定します。

型: DiscoveryServerConfiguration (p. 95) オブジェクト

必須: はい
SystemType

DataSync Discoveryに分析させたいオンプレミスストレージシステムのタイプを指定します。

Note

DataSync Discoveryは現在、ONTAP NetApp 9.8以降を実行するファブリック接続ストレージ
（FAS）およびオールフラッシュFAS（AFF）システムをサポートしています。

タイプ: 文字列

有効な値: NetAppONTAP

必須: はい
CloudWatchLogGroupArn

検出ジョブイベントの監視と記録に使用される Amazon CloudWatch ロググループの ARN を指定しま
す。

型: 文字列

長さ制限:最大長は 562 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):logs:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:log-group:([^:\*]*)(:\*)?$
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必須: いいえ
Tags

AWS リソースの分類、フィルタリング、および検索に役立つラベルを指定します。オンプレミススト
レージシステムには、少なくとも名前タグを作成することを推奨します。

型: TagListEntry 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 50 項目です。

必須: いいえ
Name

オンプレミスストレージシステムの使い慣れた名前を指定します。

型: 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-Z0-9\s+=._:@/-]+$

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "StorageSystemArn": "string"
}

レスポンス要素

StorageSystemArn

DataSyncDiscovery に追加したオンプレミスストレージシステムの ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 文字です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:system/storage-system-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]
{4}-[a-f0-9]{12}$

エラー

すべてのオペレーションに共通のエラーについては、「共通のエラー」を参照してください。

InternalException

この例外は、 DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
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DescribeDiscoveryJob
DataSync ディスカバリー・ジョブに関する情報を返します。

リクエストの構文

{ 
   "DiscoveryJobArn": "string"
}

パラメータのリクエスト

DiscoveryJobArn

情報が必要な検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 文字です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:system/storage-system-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]
{4}-[a-f0-9]{12}/job/discovery-job-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-
f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "CollectionDurationMinutes": number, 
   "DiscoveryJobArn": "string", 
   "JobEndTime": number, 
   "JobStartTime": number, 
   "RecommendationStatus": "string", 
   "Status": "string", 
   "StorageSystemArn": "string"
}

レスポンス要素

CollectionDurationMinutes

検出ジョブが実行される分数。

型: 整数

長さ制限:最小値は 60 です。最大値は 44,640 です。
DiscoveryJobArn

ディスカバリジョブの ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 文字です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:system/storage-system-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]
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{4}-[a-f0-9]{12}/job/discovery-job-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-
f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}$

JobEndTime

ディスカバリージョブが終了した時刻。

タイプ: Timestamp
JobStartTime

ディスカバリージョブが開始された時刻。

タイプ: Timestamp
RecommendationStatus

DataSync ディスカバリーがディスカバリジョブによって収集されたデータからレコメンデーションを
生成できるかどうかを示します。詳細については、「レコメンデーションステータス (p. 70)」を参
照してください。

タイプ: 文字列

有効な値: NONE | IN_PROGRESS | COMPLETED | COMPLETED_WITH_ERROR | FAILED
Status

検出ジョブのステータスを示します。詳細については、「ディスカバリーのジョブのステータ
ス (p. 69)」を参照してください。

タイプ: 文字列

有効な値: RUNNING | ERROR | TERMINATED | FAILED | STOPPED | COMPLETED | 
COMPLETED_WITH_ERROR

StorageSystemArn

オンプレミスストレージシステムの ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 文字です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:system/storage-system-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]
{4}-[a-f0-9]{12}$

エラー

すべてのオペレーションに共通のエラーについては、「共通のエラー」を参照してください。

InternalException

この例外は、 DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
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DescribeStorageSystem
DataSync Discoveryで使用しているオンプレミスのストレージシステムに関する情報を返します。

リクエストの構文

{ 
   "StorageSystemArn": "string"
}

パラメータのリクエスト

StorageSystemArn

DataSync Discovery で使用しているオンプレミスストレージシステムの Amazon リソースネーム 
(ARN) を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 文字です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:system/storage-system-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]
{4}-[a-f0-9]{12}$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "AgentArns": [ "string" ], 
   "CloudWatchLogGroupArn": "string", 
   "ConnectivityStatus": "string", 
   "ErrorMessage": "string", 
   "Name": "string", 
   "SecretsManagerArn": "string", 
   "ServerConfiguration": {  
      "ServerHostname": "string", 
      "ServerPort": number
   }, 
   "StorageSystemArn": "string", 
   "SystemType": "string"
}

レスポンス要素

AgentArns

オンプレミスストレージシステムに接続し、 DataSync オンプレミスストレージシステムからデータ
を読み取るエージェントの ARN。

型: 文字列の配列

配列メンバー:定数は 1 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 文字です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$
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CloudWatchLogGroupArn

検出ジョブイベントの監視と記録に使用される Amazon CloudWatch ロググループの ARN。

型: 文字列

長さ制限:最大長は 562 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):logs:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:log-group:([^:\*]*)(:\*)?$

ConnectivityStatus

DataSync エージェントがオンプレミスのストレージシステムにアクセスできるかどうかを示します。

タイプ: 文字列

有効な値: PASS | FAIL | UNKNOWN
ErrorMessage

DataSync エージェントがオンプレミスストレージシステムで発生している接続エラーについて説明し
ます。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 文字です。

パターン: .*
SecretsManagerArn

によって保存されているシークレットの ARNAWS Secrets Manager。 DataSync Discoveryは、この
シークレットを使用してオンプレミスストレージシステムの管理インターフェイスにアクセスしま
す。シークレットの作成については、「」を参照してくださいオンプレミスストレージシステムへの
アクセスの提供 (p. 57)。

型: 文字列

長さの制約:2048

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):secretsmanager:[a-z\
\-0-9]+:[0-9]{12}:secret:.*

ServerConfiguration

オンプレミスストレージシステムの管理インターフェイスに接続するために必要なサーバー名とネッ
トワークポート。

型: DiscoveryServerConfiguration (p. 95) オブジェクト
SystemType

オンプレミスストレージシステムのタイプ。
Note

DataSync Discoveryは現在、ONTAP NetApp 9.8以降を実行しているファブリック接続スト
レージ（FAS）およびオールフラッシュFAS（AFF）システムのみをサポートしています。

タイプ: 文字列

有効な値: NetAppONTAP

エラー
すべてのオペレーションに共通のエラーについては、「共通のエラー」を参照してください。
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InternalException

この例外は、 DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

DescribeStorageSystemResourceMetrics
DataSync Discoveryが特定のオンプレミスストレージシステムリソースについて収集したパフォーマンス
データや容量使用量などの情報を返します。

リクエストの構文

{ 
   "DiscoveryJobArn": "string", 
   "EndTime": number, 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "ResourceId": "string", 
   "ResourceType": "string", 
   "StartTime": number
}

パラメータのリクエスト

DiscoveryJobArn

オンプレミスストレージシステムから情報を収集する検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN) を
指定します。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 文字です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:system/storage-system-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]
{4}-[a-f0-9]{12}/job/discovery-job-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-
f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}$

必須: はい
ResourceId

情報を取得するストレージシステムリソースの識別子を指定します。

型: 文字列

Pattern: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}

必須: はい
ResourceType

どの種類のストレージシステムリソースを返すかを指定します。

タイプ: 文字列
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有効な値: VOLUME

必須: はい
EndTime

検出ジョブが実行された合計時間内の時間を指定します。特定の期間に収集された情報を表示するに
は、このパラメータをとともに使用しますStartTime。

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。
MaxResults

レスポンスに含める結果の数を指定します。

型: 整数

値の範囲:最小値は 1 です。最大値は 100 です。

必須: いいえ
NextToken

応答の次のリストの開始位置を示す不明瞭な文字列を指定します。

型: 文字列

長さ制限:最大長は 65,535 です。

パターン: [a-zA-Z0-9=_-]+

必須: いいえ
StartTime

検出ジョブが実行された合計時間内の時間を指定します。特定の期間に収集された情報を表示するに
は、このパラメータをとともに使用しますEndTime。

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。

レスポンスの構文

{ 
   "Metrics": [  
      {  
         "Capacity": { 
            "LogicalUsed": number, 
            "Provisioned": number, 
            "Used": number
         }, 
         "P95Metrics": {  
            "IOPS": {  
               "Other": number, 
               "Read": number, 
               "Total": number, 
               "Write": number
            }, 
            "Latency": {  
               "Other": number, 
               "Read": number, 
               "Write": number
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            }, 
            "Throughput": {  
               "Other": number, 
               "Read": number, 
               "Total": number, 
               "Write": number
            } 
         }, 
         "Timestamp": number
      } 
   ], 
   "NextToken": "string", 
   "ResourceId": "string", 
   "ResourceType": "string"
}

レスポンス要素

Metrics

DataSync Discoveryによって収集されたストレージシステムリソースに関する詳細。

型: ResourceMetrics (p. 99) オブジェクトの配列
NextToken

応答の次のリストの開始位置を示す不明瞭な文字列。

型: 文字列

長さ制限:最大長は 65,535 です。

パターン: [a-zA-Z0-9=_-]+
ResourceId

情報が必要なストレージシステムリソースの識別子。

型: 文字列

パターン: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}
ResourceType

返したいストレージシステムリソースの種類。

タイプ: 文字列

有効な値: VOLUME

エラー
すべてのオペレーションに共通のエラーについては、「共通のエラー」を参照してください。

InternalException

この例外は、 DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
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DescribeStorageSystemResources
検出ジョブによって収集されたオンプレミスストレージシステム上のリソースに関する情報を返します。

リクエストの構文

{ 
   "DiscoveryJobArn": "string", 
   "Filter": {  
      "string" : [ "string" ] 
   }, 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "ResourceIds": [ "string" ], 
   "ResourceType": "string"
}

パラメータのリクエスト

DiscoveryJobArn

オンプレミスストレージシステムからデータを収集する検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN) 
を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 文字です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:system/storage-system-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]
{4}-[a-f0-9]{12}/job/discovery-job-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-
f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}$

必須: はい
ResourceType

どの種類のストレージシステムリソースを返すかを指定します。

タイプ: 文字列

有効な値: SVM | VOLUME

必須: はい
Filter

返したいストレージシステムリソースをフィルタリングします。たとえば、特定のストレージ仮想マ
シン (SVM) に関連するボリュームがこれに該当します。

タイプ: 文字列マップの配列への文字列

有効なキー:SVM

長さの制限: 最大長は 1024 文字です。

必須: いいえ
MaxResults

一覧表示するストレージシステムリソースの最大数を指定します。
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型: 整数

値の範囲:最小値は 1 です。最大値は 100 です。

必須: いいえ
NextToken

応答の次のリストの開始位置を示す不明瞭な文字列を指定します。

型: 文字列

長さ制限:最大長は 65,535 です。

パターン: [a-zA-Z0-9=_-]+

必須: いいえ
ResourceIds

情報を取得するストレージシステムリソースの識別子を指定します。Filterこのパラメータをパラ
メータと組み合わせて使用することはできません。

型: 文字列の配列

パターン: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "NextToken": "string", 
   "ResourceDetails": { array of storage system-specific objects }
}

レスポンス要素

NextToken

応答の次のリストの開始位置を示す不明瞭な文字列。

型: 文字列

長さ制限:最大長は 65,535 です。

パターン: [a-zA-Z0-9=_-]+
ResourceDetails

ストレージシステムのリソースについて収集された情報。この情報には、AWSストレージサービス
の推奨事項が含まれる場合もあります。詳細については、「AWS DataSyncDiscoveryによって収集さ
れたストレージリソース情報 (p. 64)」および「AWS DataSyncディスカバリーが提供する推奨事
項 (p. 66)」を参照してください。

型: ResourceDetails (p. 99) オブジェクト

エラー

すべてのオペレーションに共通のエラーについては、「共通のエラー」を参照してください。
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InternalException

この例外は、 DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

GenerateRecommendations
データをどこに移行するかについての推奨事項を作成しますAWS。推奨事項は、 DataSync Discoveryがオ
ンプレミスストレージシステムのリソースについて収集した情報に基づいて生成されます。詳細について
は、「AWS DataSyncディスカバリーが提供する推奨事項 (p. 66)」を参照してください。

検出ジョブが正常に完了した場合、この操作を使用する必要はありません。この場合、 DataSync 
Discoveryが自動的にレコメンデーションを生成します。

リクエストの構文

{ 
   "DiscoveryJobArn": "string"
}

パラメータのリクエスト

DiscoveryJobArn

オンプレミスストレージシステムに関する情報を収集した検出ジョブの Amazon リソースネーム 
(ARN) を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 文字です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:system/storage-system-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]
{4}-[a-f0-9]{12}/job/discovery-job-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-
f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "RecommendationStatus": "string"
}

レスポンス要素

RecommendationStatus

DataSync ディスカバリーがレコメンデーションを提供できるかどうかを示します。詳細については、
「レコメンデーションステータス (p. 70)」を参照してください。
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タイプ: 文字列

有効な値: NONE | IN_PROGRESS | COMPLETED | COMPLETED_WITH_ERROR | FAILED

エラー
すべてのオペレーションに共通のエラーについては、「共通のエラー」を参照してください。

InternalException

この例外は、 DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

ListDiscoveryJobs
AWS リージョンに存在し、 DataSync AWS アカウント現在使用しているすべての既存の検出ジョブのリ
スト。

リクエストの構文

{ 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "StorageSystemArn": "string"
}

パラメータのリクエスト

MaxResults

レスポンスに含める結果の数を指定します。

型: 整数

値の範囲:最小値は 1 です。最大値は 100 です。

必須: いいえ
NextToken

応答の次のリストの開始位置を示す不明瞭な文字列を指定します。

型: 文字列

長さ制限:最大長は 65,535 です。

パターン: [a-zA-Z0-9=_-]+

必須: いいえ
StorageSystemArn

オンプレミスストレージの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。特定のストレージシステム
に関連する検出ジョブのみを一覧表示する場合は、このパラメータを含めてください。
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型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:system/storage-system-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]
{4}-[a-f0-9]{12}$

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "DiscoveryJobs": [  
      {  
         "DiscoveryJobArn": "string", 
         "Status": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

レスポンス要素

DiscoveryJobs

実行した検出ジョブ。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 文字です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:system/storage-system-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]
{4}-[a-f0-9]{12}$

NextToken

応答の次のリストの開始位置を示す不明瞭な文字列。

型: 文字列

長さ制限:最大長は 65,535 です。

パターン: [a-zA-Z0-9=_-]+

エラー

すべてのオペレーションに共通のエラーについては、「共通のエラー」を参照してください。

InternalException

この例外は、 DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。
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HTTP ステータスコード: 400

ListStorageSystems
DataSyncDiscoveryで使用しているオンプレミスのストレージシステムの一覧が表示されます。

リクエストの構文

{ 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

パラメータのリクエスト

MaxResults

レスポンスに含める結果の数を指定します。

型: 整数

値の範囲:最小値は 1 です。最大値は 100 です。

必須: いいえ
NextToken

応答の次のリストの開始位置を示す不明瞭な文字列を指定します。

型: 文字列

長さ制限:最大長は 65,535 です。

パターン: [a-zA-Z0-9=_-]+

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "NextToken": "string", 
   "StorageSystems": [  
      {  
         "StorageSystemArn": "string" 
      } 
   ]
}

レスポンス要素

NextToken

応答の次のリストの開始位置を示す不明瞭な文字列。

型: 文字列

長さ制限:最大長は 65,535 です。
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パターン: [a-zA-Z0-9=_-]+
StorageSystems

DataSync Discoveryで使用しているオンプレミスストレージシステムのARN。

型: StorageSystemListEntry (p. 99) オブジェクトの配列

エラー
すべてのオペレーションに共通のエラーについては、「共通のエラー」を参照してください。

InternalException

この例外は、 DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

RemoveStorageSystem
関連する検出ジョブ、収集されたデータ、 DataSync 推奨事項を含むストレージシステムリソースを
Discoveryから完全に削除します。

リクエストの構文

{ 
   "StorageSystemArn": "string"
}

パラメータのリクエスト

StorageSystemArn

DataSync 検出から削除するストレージシステムの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 文字です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:system/storage-system-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]
{4}-[a-f0-9]{12}$

必須: はい

レスポンス要素
操作が成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのオペレーションに共通のエラーについては、「共通のエラー」を参照してください。
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InternalException

この例外は、 DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

StartDiscoveryJob
DataSync オンプレミスのストレージシステムで検出ジョブを実行します。ストレージシステムをまだ追
加していない場合は、AddStorageSystem (p. 72)オペレーションを使用して追加する必要があります。

リクエストの構文

{ 
   "ClientToken": "string", 
   "CollectionDurationMinutes": number, 
   "StorageSystemArn": "string"
}

パラメータのリクエスト

ClientToken

クライアントトークンを指定して、この API オペレーションのリクエストが同等であることを確認し
ます。クライアントトークンを指定しない場合は、 DataSync 自動的に生成されます。

型: 文字列

Pattern: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}

必須: はい
CollectionDurationMinutes

DataSync 検出ジョブの実行時間を分単位で指定します。

型: 整数

値の範囲:最小値は 60 です。最大値は 44,640 です。

必須: はい
StorageSystemArn

検出ジョブを実行するオンプレミスストレージシステムの Amazon リソースネーム (ARN) を指定しま
す。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 文字です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:system/storage-system-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]
{4}-[a-f0-9]{12}$
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必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "DiscoveryJobArn": "string"
}

レスポンス要素

DiscoveryJobArn

開始したディスカバリジョブの ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 文字です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:system/storage-system-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]
{4}-[a-f0-9]{12}$

エラー
すべてのオペレーションに共通のエラーについては、「共通のエラー」を参照してください。

InternalException

この例外は、 DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

StopDiscoveryJob
DataSync 実行中の検出ジョブを停止します。ディスカバリージョブはいつでも中止できます。終了予定
日前にジョブが停止すると、ストレージシステムリソースに関する情報が得られる可能性があります。停
止したジョブの推奨情報を取得するには、GenerateRecommendations (p. 84)オペレーションを使用す
る必要があります。

リクエストの構文

{ 
   "DiscoveryJobArn": "string"
}

パラメータのリクエスト

DiscoveryJobArn

停止する検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。
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長さの制限: 最大長は 256 文字です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:system/storage-system-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]
{4}-[a-f0-9]{12}/job/discovery-job-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-
f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}$

必須: はい

レスポンス要素

操作が成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー

すべてのオペレーションに共通のエラーについては、「共通のエラー」を参照してください。

InternalException

この例外は、 DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

UpdateDiscoveryJob
DataSync 検出ジョブの構成を変更します。

リクエストの構文

{ 
   "CollectionDurationMinutes": number, 
   "DiscoveryJobArn": "string"
}

パラメータのリクエスト

CollectionDurationMinutes

DataSync検出ジョブの実行時間を分単位で指定します。(このパラメータを、ジョブがすでに実行さ
れている分数未満に設定することはできません)。

型: 整数

値の範囲:最小値は 60 です。最大値は 44,640 です。

必須: はい
DiscoveryJobArn

更新する検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

型: 文字列
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長さの制限: 最大長は 256 文字です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:system/storage-system-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]
{4}-[a-f0-9]{12}/job/discovery-job-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-
f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}$

必須: はい

レスポンス要素
操作が成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのオペレーションに共通のエラーについては、「共通のエラー」を参照してください。

InternalException

この例外は、 DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

UpdateStorageSystem
DataSync Discoveryが使用するオンプレミスのストレージシステムリソースの一部の構成を変更します。

リクエストの構文

{ 
   "AgentArns": [ "string" ], 
   "CloudWatchLogGroupArn": "string", 
   "Name": "string", 
   "SecretsManagerArn": "string", 
   "ServerConfiguration": {  
      "ServerHostname": "string", 
      "ServerPort": number
   }, 
   "StorageSystemArn": "string"
}

パラメータのリクエスト

AgentArns

DataSync オンプレミスストレージシステムに接続してデータを取得するエージェントの Amazon リ
ソースネーム (ARN) を指定します。

型: 文字列の配列

配列メンバー:定数は 1 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 文字です。
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パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$

必須: はい
CloudWatchLogGroupArn

CloudWatch 検出ジョブイベントのモニタリングとログ記録に使用される Amazon ロググループの 
ARN を指定します。

型: 文字列

長さ制限:最大長は 562 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):logs:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:log-group:([^:\*]*)(:\*)?$

必須: いいえ
Name

オンプレミスストレージシステムの使い慣れた名前を指定します。

型: 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-Z0-9\s+=._:@/-]+$

必須: いいえ
SecretsManagerArn

に保存されているシークレットの ARN を指定しますAWS Secrets Manager。 DataSyncDiscoveryは
このシークレットを使用して、オンプレミスのストレージシステムの管理インターフェイスにアクセ
スします。

型: 文字列

長さの制約:2048

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):secretsmanager:[a-z\
\-0-9]+:[0-9]{12}:secret:.*

必須: はい
ServerConfiguration

オンプレミスストレージシステムの管理インターフェイスに接続するために必要なサーバー名とネッ
トワークポートを指定します。

型: DiscoveryServerConfiguration (p. 95) オブジェクト

必須: はい
StorageSystemArn

再構成するオンプレミスストレージシステムの ARN を指定します。

長さの制限: 最大長は 128 文字です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:system/storage-system-[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]
{4}-[a-f0-9]{12}$
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必須: はい

レスポンス要素

操作が成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー

すべてのオペレーションに共通のエラーについては、「共通のエラー」を参照してください。

InternalException

この例外は、 DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

AWS DataSyncディスカバリー API データタイプ

AWS DataSyncDiscovery は DataSync のプレビューリリースにあり、変更される可能性があります。

DataSync Discovery API では以下のデータ型がサポートされています。

トピック
• Capacity (p. 94)
• DiscoveryJobListEntry (p. 95)
• DiscoveryServerConfiguration (p. 95)
• IOPS (p. 95)
• Latency (p. 96)
• MaxP95Performance (p. 96)
• NetAppONTAPSVM (p. 97)
• NetAppONTAPVolume (p. 97)
• P95Metrics (p. 98)
• Recommendation (p. 98)
• ResourceDetails (p. 99)
• ResourceMetrics (p. 99)
• StorageSystemListEntry (p. 99)
• Throughput (p. 99)

Capacity
オンプレミスのストレージシステムリソース (ストレージ仮想マシン (SVM) やボリュームなど) のストレー
ジ容量。
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プロパティ データ型 説明

LogicalUsed Long ストレージシステムリソースで
使用されている容量。圧縮や重
複排除は考慮されていません。

Provisioned Long ストレージシステムリソースで
使用可能な領域の総量。

Used Long ストレージシステムリソースで
使用されているスペースの量。

DiscoveryJobListEntry
特定のディスカバリージョブの詳細。

プロパティ データ型 説明

DiscoveryJobArn 文字列 DataSync ディスカバリジョ
ブの Amazon リソースネーム 
(ARN)。

Status 文字列 ディスカバリージョブのステー
タス。詳細については、「ディ
スカバリーのジョブのステータ
ス (p. 69)」を参照してくださ
い。

DiscoveryServerConfiguration
DataSync Discoveryがオンプレミスストレージシステムの管理インターフェイスに接続するために使用す
る設定。

プロパティ データ型 説明

ServerHostname 文字列 ストレージシステムの管理イン
ターフェイスのドメイン名また
は IP アドレス。

ServerPort 文字列 システムの管理インターフェー
スにアクセスするために必要な
ネットワークポート。

IOPS
オンプレミスのストレージシステムボリュームの IOPS がピークに達します。各データポイントは、1 時
間間隔での 95 パーセンタイルのピーク値を表します。

プロパティ データ型 説明

Other ダブル ピーク IOPS は読み込み操作と書
き込み操作とは無関係。

95



AWS DataSync ユーザーガイド
データ型

プロパティ データ型 説明

Read ダブル 読み取り操作に関連するピーク 
IOPS。

Total ダブル オンプレミスストレージシステ
ムリソースのピーク時合計 IOPS

Write ダブル 書き込み操作に関連するピーク 
IOPS。

Latency
オンプレミスのストレージシステムボリュームのレイテンシーがピークに達します。各データポイント
は、1 時間間隔での 95 パーセンタイルのピーク値を表します。

プロパティ データ型 説明

Other ダブル 読み取り操作と書き込み操作に
関係のない操作のピーク待ち時
間。

Read ダブル ディスク読み取りオペレーショ
ンのピークレイテンシ。

Write ダブル 書き込みオペレーションのピー
クレイテンシー。

MaxP95Performance
DataSync Discovery がオンプレミスのストレージシステムボリュームについて収集するパフォーマンス
データ。

プロパティ データ型 説明

IopsOther ダブル IOPS (p. 95) を参照してくだ
さい。

IopsRead ダブル IOPS (p. 95) を参照してくだ
さい。

IopsTotal ダブル IOPS (p. 95) を参照してくだ
さい。

IopsWrite ダブル IOPS (p. 95) を参照してくだ
さい。

LatencyOther ダブル Latency (p. 96) を参照してく
ださい。

LatencyRead ダブル Latency (p. 96) を参照してく
ださい。

LatencyWrite ダブル Latency (p. 96) を参照してく
ださい。
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プロパティ データ型 説明

ThroughputOther ダブル Throughput (p. 99) を参照して
ください。

ThroughputRead ダブル Throughput (p. 99) を参照して
ください。

ThroughputTotal ダブル Throughput (p. 99) を参照して
ください。

ThroughputWrite ダブル Throughput (p. 99) を参照して
ください。

NetAppONTAPSVM
DataSync Discovery がオンプレミスストレージシステム SVM について収集する情報。

プロパティ データ型 説明

SvmName 文字列 ストレージシステム内のスト
レージ仮想マシン (SVM) の名
前。

SvmUuid 文字列 ストレージシステムの SVM の汎
用一意識別子 (UID)。

NetAppONTAPVolume
DataSync Discovery がオンプレミスのストレージシステムボリュームについて収集する情報。

プロパティ データ型 説明

CapacityProvisioned Long ボリュームで使用可能な合計ス
トレージ容量。

CapacityUsed Long ボリュームで使用されているス
トレージ容量。

CifsClientCount Long ボリュームに接続されている共
通インターネットファイルシス
テムプロトコル (CIFS) クライア
ントの数。

EnabledProtocols 文字列の配列 ボリュームで有効になっている
データ転送プロトコル (ネット
ワークファイルシステム (NFS) 
など)。

LogicalCapacityUsed Long ストレージシステムリソースで
使用されている容量。圧縮や重
複排除は考慮されていません。

MaxP95Performance オブジェクト MaxP95Performance (p. 96)
を参照してください。
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プロパティ データ型 説明

NfsClientCount Long ボリュームに接続されている
ネットワークファイルシステム 
(NFS) クライアントの数。

Recommendations オブジェクト 「Recommendation (p. 98)」
を参照してください。

SvmName 文字列 ボリュームに関連付けられてい
る SVM の名前。

SvmUuid 文字列 ボリュームに関連付けられてい
る SVM の UUID。

VolumeName 文字列 ボリュームの名前。

VolumeUuid 文字列 ボリュームの UID です。

P95Metrics
DataSync Discoveryがオンプレミスのストレージシステムボリュームについて収集するパフォーマンス
データの種類。

プロパティ データ型 説明

IOPS オブジェクト IOPS (p. 95) を参照してくだ
さい。

Latency オブジェクト Latency (p. 96) を参照してく
ださい。

Throughput オブジェクト Throughput (p. 99) を参照して
ください。

Recommendation
AWS DataSync Discoveryが推奨するストレージサービスに関する詳細。詳細については、「AWS 
DataSyncディスカバリーが提供する推奨事項 (p. 66)」を参照してください。

プロパティ データ型 説明

EstimatedMonthlyStorageCost文字列 AWSに記載されている推奨ス
トレージサービスの推定月額費
用StorageType。

StorageConfiguration 文字列から文字列へのマッピン
グ

AWS推奨ストレージサービスの
設定方法に関する情報。

StorageType 文字列 AWS DataSync Discoveryがオ
ンプレミスのストレージシステ
ムから収集した情報に基づいて
データを移行したい場合がある
推奨ストレージサービス。
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ResourceDetails
DataSync Discoveryが情報を収集するオンプレミスのストレージシステムリソース。

プロパティ データ型 説明

NetAppONTAPSVMs オブジェクトの配列 NetAppONTAPSVM (p. 97) を
参照してください。

NetAppONTAPVolumes オブジェクトの配列 NetAppONTAPVolume (p. 97)
を参照してください。

ResourceMetrics
DataSync Discoveryが特定のオンプレミスストレージシステムリソースについて収集するパフォーマンス
データや容量使用量などの情報。

プロパティ データ型 説明

Capacity オブジェクト Capacity (p. 94) を参照してく
ださい。

P95Metrics オブジェクト P95Metrics (p. 98) を参照して
ください。

Timestamp タイムスタンプ DataSync Discovery がリソース
情報をいつ提供したかを示しま
す。

StorageSystemListEntry
DataSync Discoveryで使用しているオンプレミスストレージシステムのARN。

プロパティ データ型 説明

StorageSystemArn 文字列 DataSync Discovery に追加した
オンプレミスストレージシステ
ムの ARN。

Throughput
オンプレミスのストレージシステムボリュームのスループットがピークに達します。各データポイント
は、1 時間間隔での 95 パーセンタイルのピーク値を表します。

プロパティ データ型 説明

Other ダブル 読み込み操作と書き込み操作と
は無関係のピークスループッ
ト。
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プロパティ データ型 説明

Read ダブル 読み取り操作に関連するピーク
スループット。

Total ダブル オンプレミスのストレージシス
テムリソースのピーク時合計ス
ループット。

Write ダブル 書き込み操作に関連するピーク
スループット。
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AWS DataSyncエージェントの使用
エージェントは、AWS DataSyncストレージシステムからの読み取りまたはストレージシステムへの書き
込みに使用する仮想マシン (VM) または Amazon EC2 インスタンスです。エージェントは通常、オンプレ
ミスストレージからにデータをコピーするときに使用されますAWS。

トピック
• AWS DataSyncエージェントの作成 (p. 101)
• VPC 評価項目でを使用するAWS DataSync (p. 101)
• AWS DataSyncにエージェントをデプロイするAWS リージョン (p. 104)
• AWS DataSyncエージェントのプロパティを編集する (p. 106)
• 1AWS DataSync つのロケーションで複数のエージェントを使用する (p. 107)
• AWS DataSyncエージェントステータス (p. 107)
• AWS DataSyncエージェントを削除する (p. 107)
• 複数の NIC DataSync に対するエージェントの設定 (p. 108)
• AWS DataSyncエージェントのローカルコンソールでの作業 (p. 108)

AWS DataSyncエージェントの作成
AWS DataSyncには、さまざまなストレージ環境に対応する複数のタイプのエージェントが用意されてい
ます。たとえば、VMware エージェントを使用してオンプレミスのファイルシステムからデータを転送で
きます。AWSストレージサービスではないクラウドベースのファイル共有からデータをコピーする場合
は、 DataSync エージェントを Amazon EC2 インスタンスとしてデプロイする必要があります。

Tip

AWSストレージサービス間でデータをコピーするのにエージェントは必要ありません。

エージェントを作成するには、以下の手順を実行します。

1. エージェントがストレージシステムと通信できるようにネットワークを構成し (p. 8)、AWS
2. エージェントをストレージシステムのできるだけ近くに配置します (p. 23)。
3. エージェントが通信に使用するサービスエンドポイントを選択します (p. 28)AWS。
4. エージェントを有効化します (p. 29)。

VPC 評価項目でを使用するAWS DataSync
仮想プライベートクラウド (VPC) エンドポイントを使用すると、パブリックインターネット経由でデータ
を移動する必要はありません。 AWS DataSyncAmazon VPC サービスに基づく VPCAWS を介してデータ
を転送できます。

DataSync エージェントが VPC エンドポイントを操作
する方法
VPC エンドポイントはによって提供されますAWS PrivateLink。これらのタイプのエンドポイントでは、
サポートされている VPCAWS のサービス にプライベートに接続できます。で VPC エンドポイントを使
用する場合 DataSync、 DataSync エージェント間のすべての通信は VPCAWS に残ります。

オンプレミスのストレージシステムから転送する場合は、ストレージが置かれているローカルネットワー
クに VPC を拡張する必要があります。AWS Direct ConnectAWS Site-to-Site VPN これには、ローカル
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ネットワークから VPC エンドポイントにアクセスするためのルートテーブルを設定することが含まれま
す。詳細については、AWS PrivateLinkガイドの「ゲートウェイエンドポイントルーティング」を参照して
ください。

エージェントがデプロイされてアクティブ化されたら、転送用のタスクを作成できます。これを行うと、 
DataSync データトラフィック用のネットワークインターフェースが作成されます (p. 18)。これらのイン
ターフェースは、VPC 内からのみアクセス可能なプライベート IP アドレスです。

VPC の要件
と共に使用する VPC DataSync にはデフォルトテナンシーが必要です。専用テナントの VPC はサポート
されていません。詳細については、「VPC の使用」を参照してください。

VPC DataSync エンドポイントを使用するようにエー
ジェントを設定する
以下の手順では、VPC DataSync エンドポイントを使用するようにエージェントを設定する方法を学びま
す。

次の図は、セットアッププロセスを示しています。

VPC DataSync AWS エンドポイントを使用して通信するようにエージェントを設定するには

1. DataSync プライベート IP アドレスを設定する VPC とサブネットを選択します。
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用するようにエージェントを設定する

VPC は、AWS Direct Connectまたは VPN 経由のルーティングルールを使用して、ローカル環境 (セ
ルフマネージドオブジェクトストレージが存在する場所) に拡張する必要があります。

2. DataSync ストレージの近くでエージェントをデプロイします。

エージェントは、NFS、SMB または Amazon S3 API を使用してソースストレージの場所にアクセ
スできる必要があります。.ova DataSync DataSync エージェント用のファイルはコンソールから
ダウンロードできます。エージェントはパブリック IP アドレスを必要としません。.ovaイメージ
のダウンロードとデプロイの詳細については、「」AWS DataSyncによるエージェントの作成AWS 
CLI (p. 34) を参照してください

Note

エージェントは、プライベート、パブリック、または連邦情報処理規格 (FIPS) の 1 つのタイ
プのエンドポイントに対してのみ使用できます。パブリックインターネット経由でデータを
転送するようにエージェントがすでに設定されている場合は、 DataSync 新しいエージェン
トをデプロイしてプライベートのエンドポイントにデータを転送します。詳細な手順につい
ては、「AWS DataSyncエージェントをデプロイ (p. 23)」を参照してください。

3. ステップ 1 で選択した VPC で、 DataSync を使用するプライベート IP アドレスに確実にアクセスで
きるようにするセキュリティグループを作成します。

これらのアドレスには、コントロールトラフィック用の VPC エンドポイントが 1 つと、データ転送
トラフィック用の 4 つのネットワークインターフェイスが含まれます (p. 18)。このセキュリティグ
ループを使用して、これらのプライベート IP アドレスへのアクセスを管理し、エージェントがそれら
のアドレスにルーティングできるようにします。

エージェントは、これらの IP アドレスへの接続を確立できるようにする必要があります。エンドポイ
ントにアタッチされたセキュリティグループで、エージェントのプライベート IP アドレスがこれらの
エンドポイントに接続できるようにインバウンドルールを設定します。

4. DataSync サービスの VPC エンドポイントを作成します。

これを行うには、https://console.aws.amazon.com/vpc/ でAmazon VPC コンソールを開き、左のナビ
ゲーションペインからエンドポイントを選択します。[Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選
択します。

[Service category] (サービスカテゴリ) で、AWS のサービス を選択します。[サービス名] DataSyncに
は、AWS リージョン (たとえばcom.amazonaws.us-east-1.datasync) を選択します。次に、ス
テップ 1 と 3 で選択した VPC とセキュリティグループを選択します。必ず、[Enable Private DNS 
Name (プライベート DNS 名を有効にする)] チェックボックスをオフにします。

Important

Amazon EC2 DataSync インスタンスにエージェントをデプロイした場合は、アベイラビリ
ティーゾーン間のネットワークトラフィックの料金を回避するために、エージェントが存在
するアベイラビリティーゾーンを選択します。
すべての AWS リージョン ーのデータ転送料金の詳細については、「Amazon EC2 オンデマ
ンド料金」を参照してください。。

VPC エンドポイントの作成の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターフェイスエ
ンドポイントの作成」を参照してください。

5. 新しい VPC エンドポイントが使用可能になったら、ストレージ環境のネットワーク設定でエージェン
トのアクティベーションが許可されていることを確認します。

アクティベーションは、エージェントを AWS アカウント に安全に関連付ける 1 回限りのオペレー
ションです。エージェントをアクティブ化するには、ポート 80 を使用してエージェントに到達でき
るコンピュータを使用します。アクティベーション後、このアクセスを取り消すことができます。
エージェントは、ステップ 4 で作成した VPC エンドポイントのプライベート IP アドレスにアクセス
できる必要があります。
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この IP アドレスを見つけるには、https://console.aws.amazon.com/vpc/ で Amazon VPC コンソール
を開き、左側のナビゲーションペインから [エンドポイント] を選択します。 DataSync エンドポイン
トを選択し、[Subnets (サブネット)] リストで選択したサブネットのプライベート IP アドレスを確認
します。これは VPC エンドポイントの IP アドレスです。

Note

ポート 443、1024–1064、およびポート 22 を使用して、エージェントから VPC エンドポイ
ントへのアウトバウンドトラフィックを許可することを確認します。ポート 22 はオプション
であり、AWS Supportチャネルに使用されます。

6. エージェントをアクティブ化します。ポート 80 を使用してエージェントにルーティングでき、コン
ソールにアクセスできるコンピュータがある場合は、 DataSync コンソールを開き、左側のナビゲー
ションペインで [Create Agent] (エージェントの作成) を選択します。サービスエンドポイント セク
ションで、AWS PrivateLinkを使用してVPC エンドポイントを選択します。

ステップ 4 で VPC エンドポイント、ステップ 1 でサブネット、ステップ 3 でセキュリティグループ
を選択します。エージェントの IP アドレスを入力します。

DataSync 同じコンピュータを使用してエージェントとコンソールにアクセスできない場合は、
エージェントのポート 80 にアクセスできるコンピュータからコマンドラインを使用してエージェ
ントをアクティブ化します。詳細については、「AWS DataSyncによるエージェントの作成AWS 
CLI (p. 34)」を参照してください。

7. [キーを取得] を選択し、オプションでエージェント名とタグを入力して、[エージェントの作成] を選
択します。

DataSync新しいエージェントがコンソールの [エージェント] タブに表示されます。緑色の VPC エン
ドポイントステータスは、このエージェントで実行されるすべてのタスクがパブリックインターネッ
トを経由せずにプライベートエンドポイントを使用していることを示します。

8. 転送元と転送先の場所を設定してタスクを作成します。

詳細については、「AWS DataSync場所の使用 (p. 117)」を参照してください。

プライベート IP アドレスを使用して簡単に転送できるように、タスクでは選択した VPC とサブネッ
トに 4 つのネットワークインターフェイスを作成します。

9. エージェントが、タスクが作成する 4 つのネットワークインターフェイスと関連する IP アドレスにア
クセスできることを確認します。

これらの IP アドレスを見つけるには、https://console.aws.amazon.com/ec2/で Amazon EC2 コンソー
ルを開き、ダッシュボードのネットワークインターフェイスを選択します。検索フィルターにタスク 
ID を入力すると、タスクの 4 つのネットワークインターフェースが表示されます。これらは VPC エ
ンドポイントが使用するネットワークインターフェースです。ポート 443 を使用して、エージェント
からこれらのインターフェイスへのアウトバウンドトラフィックを許可していることを確認します。

これで、タスクを開始できるようになりました。このエージェントを使用する追加のタスクごとに、ス
テップ 9 を繰り返して、タスクのトラフィックがポート 443 を通過できるようにします。

AWS DataSyncにエージェントをデプロイする
AWS リージョン

次のガイダンスは、AWS DataSyncにエージェントをデプロイする場合の一般的なシナリオに役立ちま
すAWS リージョン。エージェントがない場合は、「」を参照してください「Deploy your agent as an 
Amazon EC2 instance」 (Amazon EC2 インスタンスとしてエージェントをデプロイする) (p. 25)。
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クラウドファイルシステムから別のクラウドファイル
システムまたは Amazon S3 へのデータ転送
クラウドファイルシステム間でデータを転送するAWS アカウント、AWS アカウントまたはクラウドファ
イルシステムからもう一つにデータを転送するためにはAWS リージョン、 DataSyncエージェントを、同
じロケーションに配置する必要があります。このタイプの転送には、次のものが含まれます。

• Amazon EFS または FSx for Windows File Server ファイルシステム間で別の AWS アカウント の AWS 
ストレージに転送します。

• セルフマネージドファイルシステムから AWS ストレージサービスへの転送。

Important

アベイラビリティーゾーン間のネットワークトラフィックを必要としないように（このようなト
ラフィックの料金を回避するため）エージェントを展開します。

• Amazon EFS または FSx for Windows File Server ファイルシステムにアクセスするには、ファ
イルシステムへのマウントターゲットがあるアベイラビリティーゾーンにエージェントをデプ
ロイします。

• セルフマネージドファイルシステムの場合は、ファイルシステムが存在するアベイラビリ
ティーゾーンにエージェントをデプロイします。

すべての AWS リージョン ーのデータ転送料金の詳細については、「Amazon EC2 オンデマンド
料金」を参照してください。。

たとえば、次の図は、クラウド内のネットワークファイルシステム (NFS) からクラウド内 NFS または 
Amazon S3 DataSync にデータを転送するアーキテクチャの概要を示しています。

Note

ソースファイルシステムが存在する AWS リージョン と AWS アカウント でエージェントをデプ
ロイする。
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• 異なるAWS アカウントの2 つのAmazon EFSファイルシステムの間でコピーするときは、NFS 
(コピー元) および EFS (コピー先) の転送を使用することをお勧めします。

• 異なる AWS アカウント の2 つの Amazon FSx ファイルシステム間でコピーする場合で
は、Amazon FSx (コピー先) へのサーバーメッセージブロック (SMB) (送信元) の転送を使用す
ることをお勧めします。

Amazon S3 からクラウドファイルシステムへのデー
タ転送
次の図では、Amazon S3 とクラウド内 NFS ファイルシステム間でデータを転送する、 DataSync アーキ
テクチャの概要を示しています。このアーキテクチャを使用して、1つのAWS アカウントから別の、また
は Amazon S3 からセルフマネージドクラウド内ファイルシステムにデータを転送します。

AWS DataSyncエージェントのプロパティを編集す
る

エージェントに関する詳細情報を取得して、エージェントの詳細ページでエージェントのプロパティを編
集できます。

エージェントのプロパティを編集するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync でコンソールを開きます。
2. 左ナビゲーションペインで、[エージェント] を選択して [エージェント] ページを開きます。
3. [エージェント ID] 列で、編集するエージェントを選択します。
4. [編集] を選択し、希望する変更を行います。
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Note

エージェントタイプを変更することはできません。

1AWS DataSync つのロケーションで複数のエー
ジェントを使用する

ほとんどのワークロードでは、セルフマネージドのロケーションごとに 1AWS DataSync つのエージェン
トを使用することをお勧めします。

ただし、一部のワークロードには数千万の小さなファイルが含まれている場合があります。このような場
合は、1 つのロケーションで最大 4 つのエージェントをお勧めします。

1 つのロケーションで複数のエージェントを使用する場合は、次の点に注意してください。

• DataSync タスクを実行するには、すべてのエージェントがオンラインである必要があります。

Note

エージェントが 1 人でもオフラインになると、その場所をタスクで使用できなくなります。
• Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイントを使用して通信する場合はAWS、すべてのエージェントが

同じエンドポイントとサブネットを使用する必要があります。

AWS DataSyncエージェントステータス
次の表では、AWS DataSyncエージェントのステータスを説明しています。

エージェントステータス 意味

ONLINE エージェントは正しく設定が完了し、使
用可能となりました。これは、エージェ
ントが正常に実行中であることを示すス
テータスです。

OFFLINE エージェントの仮想マシン (VM) がオフ
になっているか、エージェントが正常で
ない状態で、5 分以上サービスとの接続
が切れています。異常状態の原因となっ
た問題が解決されると、エージェントは
オンライン状態に戻ります。

AWS DataSyncエージェントを削除する
エージェントを削除すると、 DataSync AWS アカウントそのエージェントは自分に関連付けられなくな
り、元に戻すことはできません。

Note

削除しても、エージェントの仮想マシン (VM) は環境から削除されません。VM を再利用して、新
しいエージェントを作成してアクティブ化できます。
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エージェントを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync 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 [エージェント] を選択します。
3. 削除するエージェントを選択します。
4. [削除] を選択し、表示されるテキストボックスに delete と入力したら、[削除] を選択します。

エージェントを削除した後、VM または Amazon EC2 インスタンスでエージェントを作成してア
クティブ化するには

1. 古いエージェントを削除します (手順については前の手順を参照)。VM または Amazon EC2 インスタ
ンスを削除しないでください。

2. 古いエージェントが削除され、仮想マシンをアクティブ化する準備が整うまで待ちます（通常は約 3 
分）。または、ポート 80 のステータスをチェックして、エージェントが削除されたことを確認する
こともできます。VM をアクティブ化する準備ができたら、ポート 80 が開かれます。

3. 既存の VM または Amazon EC2 DataSync インスタンスで新しいエージェントを作成してアクティブ
化します。 DataSync エージェントの作成については、を参照してくださいAWS DataSyncエージェ
ントの作成 (p. 101)。新しいエージェントは、ネットワーク接続によって別のAWS リージョンでア
クティブ化できます。

複数の NIC DataSync に対するエージェントの設定
複数のネットワークアダプター (NIC) を使用するようにエージェントを設定すると、複数の IP アドレスか
らアクセスできます。このようにするのは、次のような場合です。

• スループットを最大化する – ネットワークアダプターがボトルネックの場合に、エージェントへのス
ループットを最大化できます。

• ネットワークの隔離— セキュリティ上の理由から、ネットワークファイルシステム (NFS)、サーバー
メッセージブロック (SMB)、Hadoop Distributed File System (HDFS)、またはオブジェクトストレージ
サーバーが、インターネット接続がない仮想 LAN (VLAN) にあることがあります。

複数のアダプターの標準的なユースケースでは、エージェントが AWS と通信するルートとして 
(デフォルトのエージェントとして)、1 つのアダプターを設定します。この 1 つのアダプターを除
き、NFS、SMB、HDFS またはセルフマネージドオブジェクトストレージのロケーションはこのロケー
ションに接続するアダプターと同じサブネット内に存在する必要があります。そうでない場合は、意図し
た NFS、SMB、HDFS またはオブジェクトストレージのロケーションと通信できない可能性があります。
場合によっては、NFS、SMB、HDFS またはオブジェクトストレージのロケーションを、AWS との通信
に使用するものと同じアダプターに設定できます。この場合、そのサーバーの NFS、SMB、HDFS または
オブジェクトストレージトラフィックと AWS トラフィックフローは、同じアダプターを経由します。

場合によっては、1 つのアダプターを AWS DataSync コンソールに接続するように設定した後、2 つ目の
アダプターを追加できます。そのような場合、2 DataSync つ目のアダプターを優先ルートとして使用する
ようにルートテーブルを自動的に設定します。

AWS DataSyncエージェントのローカルコンソール
での作業

AWSAWS DataSyncエージェントを管理しますが、必要に応じてローカルコンソールからエージェントを
操作できます。たとえば、エージェントの IP アドレスを手動で割り当てたり、ネットワークテストを実行

108

https://console.aws.amazon.com/datasync/


AWS DataSync ユーザーガイド
エージェントローカルコンソールへのログイン

したりする必要がある場合があります。また、AWS Supportエージェントへのアクセスを許可して、問題 
(ファイアウォールの設定ミスなど) のトラブルシューティングに役立てることもできます。

Tip

DataSync標準機能では、エージェントのローカルコンソールを使用する必要はありません。

エージェントローカルコンソールへのログイン
セキュリティ上の理由で、エージェント仮想マシン (VM) のローカルコンソールには、 DataSyncエージェ
ント仮想マシン (VM) にリモートで接続することはできません。

エージェントのローカルコンソールにログインするには

• ローカルコンソールを初めて使用する場合は、デフォルトの認証情報でログインします。デフォルト
のユーザー名は admin、パスワードは password です。初めてではない場合は、認証情報を使用し
てログインします。

Note

デフォルトのパスワードを変更することをお勧めします。これを行うには、ローカルコン
ソールメニューから passwd コマンドを実行します (項目 5メインメニューでコマンドプロン
プトが開きます。 VMware 仮想マシンの場合は、項目 6 を選択します。） このコマンドを実
行する方法については、「ローカルコンソールによるエージェントの設定 (p. 114)」を参照
してください。

ローカルコンソールを使用してアクティベーション
キーを取得する
エージェントがまだアクティブ化されていない場合は、ローカルコンソールからエージェントのアクティ
ベーションキーを取得します。このオプションは、エージェントがまだアクティブ化されていない場合に
のみ表示されます。

ローカルコンソールからエージェントのアクティベーションキーを取得するには

1. エージェントのローカルコンソールにログインします。
2. [AWS DataSync アクティベーション-設定-Configuration] (アクティベーション-設定) メインメニュー

で、0と入力してアクティベーションキーを取得します。
3. AWS リージョンを入力すると、エージェントがでアクティブ化されます。
4. エージェントが使用するサービスエンドポイントタイプを入力します。オプションには、パブリッ

ク、連邦情報処理規格 (FIPS)、およびAWS PrivateLinkを使用した仮想プライベートクラウド (VPC) 
が含まれます。

5. アクティベーションキーが自動的に生成され、画面に表示されます。この値を選択してコピーしま
す。

6. 最後の手順でコピーしたアクティベーションキーを使用し、次のcreate-agent CLI コマンドを使用
してエージェントを作成してアクティブ化します。

$ aws datasync create-agent --agent-name your-new-agent-name --activation-
key generated-activation-key

アクティベーションが成功すると、このコマンドは次のような内容を返します。

{
"AgentArn": "arn:aws:datasync:us-west-1:1234567890A:agent/agent-ID"
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}

エージェント作成ウィザードを使用して、 DataSync コンソールにアクティベーションキーを挿入す
ることもできます。

エージェントがアクティブ化されると、コンソールメニューにエージェント IDおよびAWS リージョ
ンが表示されます。アクティベーションキーを取得するオプションは、コンソールメニューに表示さ
れなくなりました。

エージェントのネットワーク設定を構成する
エージェントのデフォルトのネットワーク設定は、動的ホスト構成プロトコル (DHCP) です。DHCP を使
用すると、エージェントには IP アドレスが自動的に割り当てられます。場合によっては、以下に示すよう
に、エージェントの IP を静的 IP アドレスとして手動で割り当てる必要があります。

静的 IP アドレスを使用するようにエージェントを設定するには

1. エージェントのローカルコンソールにログインします。
2. [AWS DataSync アクティベーション-設定-Configuration] (アクティベーション-設定) メインメニュー

で、を入力し1、ネットワークの設定を開始します。
3. [Network Configuration (ネットワーク設定)] メニューで次のいずれかのオプションを選択します。

To 操作

ネットワークアダプタに関する情報を取得す
る

1 と入力します。

アダプタ名のリストが表示され、例えば「eth0」
のようなアダプタ名の入力を求めるプロンプト
が表示されます。指定したアダプタが使用中の場
合、アダプタに関する次の情報が表示されます。

• メディアアクセスコントロール (MAC) アドレス
• IP アドレス
• ネットマスク
• エージェント IP アドレス
• DHCP 有効ステータス

静的 IP アドレスを設定する(オプション 3) には、
エージェントのデフォルトルートアダプタを設定
する(オプション 5)場合と同じアダプタ名を使用し
ます。

DHCP を設定する 2 と入力します。

DHCP を使用するようにネットワークインター
フェイスを設定するように求められます。

エージェントの静的 IP アドレスを設定する 3 と入力します。

ネットワークアダプタ名を入力するプロンプトが
表示されます。
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To 操作

Important

エージェントが既にアクティブ化され
ている場合、設定を有効にするには、 
DataSync エージェントをシャットダウン
し、再起動する必要があります。

エージェントのすべてのネットワーク設定を 
DHCP にリセットする

4 と入力します。

すべてのネットワークインターフェイスが、DHCP 
を使用するように設定されます。

Important

エージェントが既にアクティブ化され
ている場合、設定を有効にするには、 
DataSync コンソールでエージェントを
シャットダウンし、再起動する必要があり
ます。

エージェントのデフォルトルートアダプタを
設定する

5 と入力します。

エージェントで使用できるアダプタが表示さ
れ、eth0 などのいずれかのアダプタを選択するよ
うに求めるプロンプトが表示されます。

エージェントのドメインネームシステム 
(DNS) 設定を編集する

6 と入力します。
プライマリとセカンダリの DNS サーバーの使用可
能なアダプタが表示されます。新しい IP アドレス
を指定するよう求められます。

エージェントの DNS 設定を表示する 7 と入力します。

プライマリとセカンダリの DNS サーバーの使用可
能なアダプタが表示されます。

Note

VMware ハイパーバイザの一部のバージョ
ンでは、このメニューでアダプタ設定を編
集できます。

ルーティングテーブルを表示する 8 と入力します。

エージェントのデフォルトルートが表示されま
す。

エージェントの DataSync エンドポイントへの接続を
テストする
エージェントのローカルコンソールを使用してインターネット接続をテストできます。このテストは、
エージェントのネットワーク問題をトラブルシューティングするときに役立ちます。
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エージェントのAWS DataSyncエンドポイントへの接続をテストするには

1. エージェントのローカルコンソールにログインします。
2. [AWS DataSync アクティベーション-設定-Configuration] (アクティベーション-設定) メインメニュー

で、を入力し2、ネットワーク接続のテストを開始します。
3. エージェントが接続しているサービスエンドポイントタイプを入力します。有効なエンドポイントタ

イプには、パブリック、FIPS、およびを使用する VPC エンドポイントがありますAWS PrivateLink。

エージェントがアクティブ化されると、リージョンとエンドポイントタイプがアクティブ化された
エージェント情報から取得されるため、追加のユーザー入力なしでネットワーク接続のテストオプ
ションを開始できます。

a. パブリックエンドポイントの接続をテストするには、1を入力し、続いてエージェントがアクティ
ブ化されているAWS リージョンを入力します。エージェントのリージョンの正しいエンドポイ
ントでの接続テスト結果が表示されます。AWS リージョンおよびエンドポイントの詳細について
は、どこから入手できますか DataSync? (p. 22)を参照してください。

選択されたAWS リージョンの各エンドポイントには、PASSED（合格） またはFAILED（不合
格）のメッセージが表示されます。

b. FIPS エンドポイントの接続をテストするには、2を入力し、続いてエージェントがアクティブ化
されているAWS リージョンを入力します。エージェントのリージョンの正しいエンドポイントで
の接続テスト結果が表示されます。AWS リージョンおよびエンドポイントの詳細については、ど
こから入手できますか DataSync? (p. 22)を参照してください。

選択されたAWS リージョンの各エンドポイントには、PASSED（合格） またはFAILED（不合
格）のメッセージが表示されます。

c. VPC 接続をテストするには、3を入力します。エージェントの VPC エンドポイントのネットワー
ク接続テスト結果が表示されます。

各 VPC エンドポイントには、PASSED または FAILEDメッセージが表示されます｡

ネットワークおよびファイアウォールの要件については、AWS DataSyncネットワーク要件 (p. 8)を参照し
てください。

ストレージシステムへの接続テスト
コンソールを使用して、ネットワークファイルシステム (NFS)、サーバーメッセージブロック (SMB)、
サーバーメッセージブロック (SMB)、Hadoop Distributed File System (HDFS)、オブジェクトストレージ
サーバーなど、転送に関係するストレージシステムへの接続をテストできます。

ストレージシステムへの接続をテストするには

1. エージェントのローカルコンソールにログインします。
2. AWS DataSync アクティベーション-設定のメインメニューで、3と入力してネットワークテストを開

始します。
3. 次のいずれかのオプションを使用して、テストするロケーションタイプを選択します。

a. NFS1 サーバ接続をテストするには、を入力します。
b. SMB2 サーバ接続をテストするには、を入力します。
c. Enter3 キーを押して、オブジェクトストレージサーバ接続をテストします。
d. 4を入力して HDFS 接続をテストします。

4. ストレージサーバーの IP アドレスまたはサーバードメイン名を入力します。

HDFS の場合は、Hadoop DataNode クラスター内の、 NameNode または IP アドレスまたはホスト
名を入力し、続いて TCP ポート番号を入力します。
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指定したサーバーの接続テスト結果は、PASSEDまたはFAILEDのどちらかが、テストしたサーバーの IP 
アドレスおよびポートとともに表示されます。

エージェントシステムリソースのステータスの表示
エージェントコンソールにログインすると、仮想 CPU コア、ルートボリュームサイズ、RAM が自動的に
チェックされます。エラーまたは警告が発生した場合は、コンソールメニューディスプレイにフラグが付
けられ、それらのエラーまたは警告の詳細を示すバナーが表示されます。

コンソールの起動時にエラーまたは警告がない場合は、メニューに白いテキストが表示されます。View 
System Resource Check（システムリソースチェックの表示）オプションが表示されます(0 Errors)。

エラーまたは警告が発生した場合は、コンソールメニューの上部にあるバナーに、エラーと警告の数がそ
れぞれ赤と黄色で表示されます。例えば、(1 ERROR, 1 WARNING)。

システムリソースチェックのステータスを表示するには

1. エージェントのローカルコンソールにログインします。
2. [AWS DataSync アクティベーション-設定-Configuration] (アクティベーション-設定) メインメニュー

で、4と入力してシステムリソースチェックの結果を表示します。

コンソールで各リソースに対して [OK]、[WARNING]、または [FAIL] というメッセージが表示されま
す。その説明は、次のとおりです。

Amazon EC2 インスタンスの場合、システムリソースチェックは、インスタンスタイプが、での使用
が推奨されるインスタンスのいずれかであることを確認します DataSync。インスタンスタイプがそ
のリストと一致する場合、次のように 1 つの結果が緑色のテキストで表示されます。

[ OK ] Instance Type Check

Amazon EC2 インスタンスが推奨リストにない場合は、システムリソースチェックで次のリソースを
検証します。

• CPU コアチェック:少なくとも 4 つのコアが必要です。
• ディスクサイズチェック:最低 80 GB の使用可能なディスク容量が必要です。
• RAM チェック:タスクごとに最大 2,000 万のファイルを転送するには、最低 32 GiB の RAM が必要

です。タスクごとに 2,000 万を超えるファイルを転送するには、最低 64 GiB の RAM が必要です。
• CPU フラグチェック:エージェント VMの CPU には SSSE3 または SSE4 命令セットフラグが必要

です。

Amazon EC2 インスタンスが、 DataSyncの推奨インスタンスのリストに含まれていなくても十分な
リソースがある場合、システムリソースチェックの結果には 4 つの結果がすべて緑色のテキストで表
示されます。

Hyper-V、Linux カーネルベースの仮想マシン (KVM)、および VMware VMsにデプロイされたエー
ジェントについても、同じリソースが検証されます。

VMware エージェントは、サポートされているバージョンもチェックします。サポートされてい
ないバージョンでは、赤いバナーエラーをトリガーします。サポートされているバージョンに
は、VMware バージョン 6.5 および 6.7 が含まれます。
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VMware エージェントの時刻を同期させる

VMwareエージェントのネットワークタイムプロトコ
ル (NTP) サーバーの設定
VMware VMを使用している場合は、ネットワークタイムプロトコル (NTP) サーバー設定を表示し、エー
ジェントの VM の時刻をVMwareのハイパーバイザーホストと同期できます。

システム時刻を管理するには

1. エージェントのローカルコンソールにログインします。
2. [AWS DataSync アクティベーション-設定-Configuration] (アクティベーション-設定) メインメニュー

で、5と入力してシステムの時刻を管理します。
3. [System Time Management (システムの時刻管理)] メニューで1を入力し、VM システムの時刻を表示

して同期します。

To 操作

VM の時刻を表示して NTP サーバーの時刻と
同期します。

1 と入力します。

エージェントの現在の時刻が表示されます。エー
ジェントによりエージェント VM とNTP サーバー
の時刻の差が判別され、エージェントの時刻と 
NTP の時刻を同期するように求められます。

エージェントをデプロイして実行した後、エー
ジェントの時刻がずれることがあります。たと
えば、長時間のネットワーク中断が発生し、ハ
イパーバイザーホストとエージェントの時刻が更
新されないとします。この場合、エージェントの
時刻が実際の時刻と一致しなくなります。時刻に
ずれがあると、スナップショットなどのオペレー
ションが発生した時点を示す時刻と、実際の発生
時刻との間に相違が発生します。

NTP サーバー設定の編集 2 と入力します。

優先およびセカンダリ NTP サーバーを指定するよ
うに求められます。

NTP サーバー設定の表示 3 と入力します。

NTP サーバー設定が表示されます。

ローカルコンソールによるエージェントの設定
DataSync エージェントのローカルコンソールで、エージェントのメンテナンスタスクの一部を実行した
り、エージェントの問題を診断できます。

エージェントのローカルコンソールで構成コマンドまたは診断コマンドを実行するには

1. エージェントのローカルコンソールにログインします。
2. AWS DataSync アクティベーション-設定のメインメニューで、コマンドプロンプトに5 (または 

VMware VM の場合は) と入力します。6
3. 次のコマンドを使用して、エージェントで以下のタスクを実行できます。
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コマンド 説明

dig ホストのDNS情報を検索します。

diskclean ディスククリーンアップを実行します。

exit コンソール設定メニューに戻ります。

h 使用できるコマンドのリストを表示します。

ifconfig ネットワークインターフェイスを表示または設定
する。

ip ルーティング、デバイス、トンネルを表示または
設定する。

iptables IPv4 パケットフィルタリングおよびネットワーク
アドレス変換 (NAT) をセットアップし、管理しま
す。

ncport 特定のネットワーク TCP ポートへの接続をテスト
します。

nping ネットワークの問題をトラブルシューティングす
るための情報を入手してください。

open-support-channel エージェントをConnectAWS Support。

save-iptables IP テーブルのファイアウォールルールを永続的に
保存します。

save-routing-table 新しく追加されたルーティングテーブルエント
リーを保存します。

sslcheck SSL 証明書が有効かどうかを確認してください。

tcptraceroute 宛先への TCPtraceroute トラフィックの出力を
収集します。

4. 画面上の指示に従います。

エージェントのサポートを受けるにはAWS Support
AWS SupportAWS DataSync エージェントへのアクセスを許可し、エージェントの問題をトラブルシュー
ティングするのに役立ちます。デフォルトでは、AWS Support DataSync へのアクセスは無効になってい
ます。このアクセスは、ホストのローカルコンソールを通して有効にします。AWS Supportへのアクセス
をに許可するには DataSync、最初にホストのローカルコンソールにログインし、Supportサーバーに接続
します。

Amazon EC2 で実行されているエージェントにログインするには、セキュアシェル (SSH) アクセス用に 
TCP ポート 22 を開くインスタンスのセキュリティグループ用のルールを作成します。

Note

既存のセキュリティグループに新しいルールを追加すると、新しいルールが、そのセキュリティ
グループを使用するすべてのインスタンスに適用されます。 セキュリティグループの詳細および
セキュリティグループの追加方法については、「Linux インスタンス用のAmazon EC2 ユーザー
ガイド」の「Linux インスタンス用の Amazon EC2 セキュリティグループ」を参照してくださ
い。
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AWS Supportへのアクセスを有効にするにはAWS DataSync

1. ホストのローカルコンソールにログインします。

ローカルコンソールに初めてログインする場合は、を参照してくださいエージェントローカルコン
ソールへのログイン (p. 109)。

2. プロンプトで、コマンドプロンプトを開くには5を入力します(VMware VM の場合は、6を使用してく
ださい)。

3. 「h」と入力して [AVAILABLE COMMANDS (利用可能なコマンド)] ウィンドウを開きます。
4. AVAILABLE COMMANDS (利用可能なコマンド)ウィンドウで、次のように入力してAWS Supportに接

続します:

open-support-channel

VPC エンドポイントでエージェントを使用している場合は、次のように、サポートチャネルの VPC 
エンドポイント IP アドレスを指定してください:

open-support-channel vpc-ip-address

AWSへのサポートチャネルを開始するには、ファイアウォールがアウトバウンド TCP ポート 22 を許
可する必要があります。に接続する際AWS Support、 DataSync サポート番号が割り当てられます。
サポート番号を書き留めます。

Note

チャネル番号は Transmission Control Protocol/User Datagram Protocol (TCP/UDP) ポート番
号ではありません。代わりに、サーバーへの Secure Shell (SSH) (TCP 22) 接続を作成し接続
のサポートチャネルを提供します。

5. サポートチャネルが確立されると、AWS Supportにサポートサービス番号を指定し、トラブルシュー
ティングの支援を提供できるようにします。

6. サポートセッションが完了した時点で、Enterを押してセッションを終了します。
7. exit DataSync ローカルコンソールからログアウトするには、を入力します。
8. プロンプトに従ってローカルコンソールを終了します。
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AWS DataSync場所の使用
ロケーションは、AWS DataSync読み取りまたは書き込みを行うストレージシステムまたはサービスで
す。 DataSync 各転送には、送信元と送信先の場所があります。

DataSync は、以下の位置タイプをサポートしています。

• ネットワークファイルシステム (NFS)
• サーバーメッセージブロック (SMB)
• Hadoop マネージドファイルシステム (HDFS)
• オブジェクトストレージ
• Amazon S3
• Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
• Amazon FSx for Windows File Server
• Amazon FSx for Lustre
• Amazon FSx for OpenZFS
• Amazon FSx for NetApp ONTAP
• Microsoft Azure Blob ストレージ (プレビュー版)

データを転送できる場所は、次の要因によって異なります。

• 転送に関係する送信元と宛先の場所
• 場所が別の場所にある場合AWS アカウント
• AWS リージョン譲渡に関与した者

同じものでの転送をサポートAWS アカウント
DataSync 同じ場所に属する以下のロケーション間の転送をサポートしますAWS アカウント。

送信元 (から) 送信先 (へ)

• NFS
• SMB
• HDFS
• オブジェクトストレージ
• NFS オンAWS Snowcone
• Microsoft Azure Blob ストレージ (プレビュー

版)

• Amazon S3 (AWS リージョン 内)
• Amazon EFS
• FSx for Windows File Server
• FSx for Lustre
• FSx for OpenZFS
• FSx for ONTAP

• Amazon S3 (AWS リージョン 内)
• Amazon EFS
• FSx for Windows File Server
• FSx for Lustre
• FSx for OpenZFS

• NFS
• SMB
• HDFS
• オブジェクトストレージ
• NFS オンAWS Snowcone
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送信元 (から) 送信先 (へ)
• FSx for ONTAP

• Amazon S3 (AWS リージョン 内)
• Amazon EFS
• FSx for Windows File Server
• FSx for Lustre
• FSx for OpenZFS
• FSx for ONTAP

• Amazon S3 (AWS リージョン 内)
• Amazon EFS
• FSx for Windows File Server
• FSx for Lustre
• FSx for OpenZFS
• FSx for ONTAP

• Amazon S3 (AWS リージョン内) • AWS Outposts の Amazon S3

• AWS Outposts の Amazon S3 • Amazon S3 (AWS リージョン 内)

複数での転送をサポートAWS アカウント
DataSync は、異なるストレージシステム間の一部の転送をサポートしますAWS アカウント。通常、 
DataSync 間の転送にはエージェントは必要ありませんがAWS のサービス、この種の転送に Amazon EFS 
または Amazon FSx ファイルシステムのみが含まれる場合はエージェントが必要です。

送信元 (から) 送信先 (へ)

• Amazon EFS

(NFS ロケーションとして設
定)

• FSx for Windows File Server

(SMB ロケーションとして設
定)

• Amazon S3 (AWS リージョン 内)
• Amazon EFS
• FSx for Windows File Server
• FSx for Lustre
• FSx for OpenZFS
• FSx for ONTAP

• Amazon S3 (AWS リージョン 
内)

• Amazon S3 (AWS リージョン 内)
• Amazon EFS
• FSx for Windows File Server
• FSx for Lustre
• FSx for OpenZFS
• FSx for ONTAP

• Amazon S3 (AWS リージョン 
内)

• Amazon EFS
• FSx for Windows File Server
• FSx for Lustre
• FSx for OpenZFS
• FSx for ONTAP

• Amazon S3 (AWS リージョン 内)

• NFS
• SMB
• HDFS
• オブジェクトストレージ

• Amazon S3 (AWS リージョン 内)
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同じものでの転送をサポートAWS リージョン
同じリージョン内でデータを転送する場合、制限はありませんAWS リージョン（デフォルトで無効になっ
ているリージョンを含む）。詳細については、「AWS リージョンサポート」 DataSync

複数での転送をサポートAWS リージョン
DataSync次の場合を除いて、AWS リージョンサポートされている間でデータを転送できます。

• AWS GovCloud (US)リージョンでは、AWS GovCloud (米国東部) とAWS GovCloud (米国西部) 間での
み転送できます。

• リージョンの一方または両方がデフォルトで無効になっている場合は、リージョン間で移行することは
できません。

AWS のサービス異なる地域間でデータを転送する場合AWS リージョン、2 つの場所のうちの 1 つが使用
している地域にある必要があります DataSync。

Important

AWS リージョン間で転送されたデータに対してお支払いいただきます。この転送は、送信元から
送信先リージョンへのデータ転送出力として請求されます。詳細については、「データ転送料金
表」を参照してください。

の NFS の場所を作成するAWS DataSync
場所は、ネットワークファイルシステム (NFS) ファイルサーバーのエンドポイントです。 AWS DataSync
この場所を送信元あるいは送信先として使えます。

ロケーションの作成
開始する前に、データをコピーする予定の既存の NFS ファイルサーバーが必要です。場所を作成したら、 
DataSync タスクで指定できます。

コンソールを使用して NFS ロケーションを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync で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 [ロケーション] を選択し、[ロケーションの作成] を選択します。
3. [ロケーションタイプ] で、[ネットワークファイルシステム (NFS)] を選択します。
4. [エージェント] で、NFS DataSync ファイルサーバーに接続するエージェントを 1 つ以上選択しま

す。

複数のエージェントを選択する場合は、1 つのロケーションで複数のエージェントを使用することを
理解してください (p. 107)。

5. NFS server (NFS server) に、 DataSync エージェントがマウントする NFS ファイルサーバーのドメ
インネームシステム (DNS) 名あるいは IP アドレスを入力します。

6. [マウントパス] に NFS の場所のマウントパスを入力します。

このパスは、NFS ファイルサーバーからエクスポートしたパス、あるいはそのパスのサブディレクト
リにする必要があります。このパスは、他の NFS クライアントがネットワークでマウントできるよう
にする必要があります。マウントパスの問題を解決する方法の詳細については、「タスクのステータ
スが使用不可であり、マウントエラーを示す (p. 225)」を参照してください。
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DataSync 指定するフォルダのすべてのデータを転送するには、すべてのデータを読み取るアクセス
許可を持つことが必要です。これを行うには、を使用して NFSno_root_squash エクスポートを設
定するか、 DataSync 転送したいファイルの権限がすべてのユーザーで読み取りアクセス許可になっ
ていることを確認します。いずれかを行うことで、エージェントはファイルを読み取れるようになり
ます。エージェントがディレクトリにアクセスするため、すべての実行アクセスを有効にする必要が
あります。

7. (オプション) [その他の設定] を展開し、 DataSync ファイルサーバーにアクセスするときに使用する
特定の NFS バージョンを選択します。

デフォルトでは、NFS バージョン 4.1 DataSync を使用します。 DataSync NFS 3.x と 4.0 もサポート
しています。

8. (オプション) [タグを追加] を選択して NFS の場所にタグを付けます。

タグは、場所の管理、フィルタリング、検索に役立つキー値ペアです。
9. [ロケーションを作成] を選択します。

上の NFS ロケーションAWS Snowcone
AWS Snowconeデバイスとの間でデータをコピーする場合は、次の設定に注意してください。

• エージェント:AWS Snowconeデバイスで起動した Amazon EC2 エージェントを選択します。Snowcone 
DataSync での使用の詳細については、AWSAWS Snowconeユーザーガイドの「 DataSyncファイル転
送方法」を参照してください。

• NFS サーバー:を使用して Snowcone デバイス上の NFS サーバーにアタッチした仮想 IP アドレスを指
定しますAWS OpsHub for Snow Family。AWS OpsHub の使用方法の詳細については、「AWS OpsHub 
for Snow Family を使用してデバイスを管理する」を参照してください。

• マウントパス:データを転送するバケットの NFS エクスポートパスを指定します。Amazon S3 バケット
のエクスポートパスの形式は /buckets/bucket-name です。AWS Snowcone NFS サーバーの使用方
法の詳細については、AWS Snowconeユーザーガイドの「NFS ファイル共有を使用してファイルスト
レージを管理する」を参照してください。

用に SMB のロケーションを作成するAWS 
DataSync

ロケーションはサーバーメッセージブロック (SMB) ファイルサーバーのエンドポイントであり、オンプレ
ミスでホストすることも、別のクラウドプロバイダー (Azure Files など) でホストすることもできます。 
AWS DataSyncこの場所を送信元あるいは送信先として使えます。

SMB ファイルサーバーへのアクセス
DataSync SMB プロトコルを使用してファイルサーバーに接続し、指定した認証情報で認証します。

トピック
• サポートされている SMB プロトコルバージョン (p. 120)
• 必要なアクセス許可 (p. 121)

サポートされている SMB プロトコルバージョン
デフォルトでは、SMB DataSync ファイルサーバーとのネゴシエーションに基づいて自動的に SMB プロ
トコルのバージョンを選択します。
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特定の SMB DataSync バージョンを使用するように設定することもできますが、これは SMB DataSync 
ファイルサーバーと自動的にネゴシエーションできない場合にのみ行うことをお勧めします。(SMB バー
ジョン 1.0DataSync 以降をサポートします。 )

DataSyncコンソールと API のオプションのリストについては、次の表を参照してください。

コンソールオプ
ション

API オプション 説明

自動 AUTOMATIC DataSync そして、SMB ファイルサーバは、相互にサポート
している SMB の最新バージョンを 2.1 から 3.1.1 の間でネゴ
シエートします。

これがデフォルトの推奨オプションです。代わりに、ファイ
ルサーバーがサポートしていない特定のバージョンを選択す
ると、Operation Not Supported エラーが表示されるこ
とがあります。

SMB 3.0.2 SMB3 プロトコルネゴシエーションを SMB バージョン 3.0.2 のみ
に制限します。

SMB 2.1 SMB2 プロトコルネゴシエーションを SMB バージョン 2.1 のみに
制限します。

SMB 2.0 SMB2_0 プロトコルネゴシエーションを SMB バージョン 2.0 のみに
制限します。

SMB 1.0 SMB1 プロトコルネゴシエーションを SMB バージョン 1.0 のみに
制限します。

必要なアクセス許可
DataSync SMB の場所をマウントしてアクセスする権限を持つユーザーが必要です。これは、Windows 
File Server のローカルユーザーとすることも、Microsoft Active Directory で定義されたドメインユーザー
とすることもできます。

オブジェクト所有権を設定するには、通常、組み込みの Active Directory グループのメンバー、Backup オ
ペレーター、ドメイン管理者 DataSync SE_RESTORE_NAMEに付与されている権限が必要です。また、 
DataSync この権限を持つユーザーには、NTFS システムアクセス制御リスト (SACL) を除く、ファイル、
フォルダ、およびファイルメタデータに対する十分な権限を確保できます。

SACL をコピーするには、追加の権限が必要です。具体的には、これには ドメイン管理者グループのメン
バーに付与される Windows SE_SECURITY_NAME 権限が必要です。SACL をコピーするようにタスクを設
定する場合は、ユーザーに必要な権限があることを確認してください。SACL をコピーするタスクの設定
の詳細については、「ファイル、オブジェクト、AWS DataSyncメタデータの転送方法の管理 (p. 166)」
を参照してください。

SMB ファイルサーバーと Amazon FSx for Windows File Server ファイルシステム間でデータをコピーする
場合、送信元と送信先の場所が同じMicrosoft Active Directory ドメインに属しているか、ドメイン間のアク
ティブディレクトリ信頼関係を持っている必要があります。

ロケーションの作成
開始する前に、データをコピーする予定の既存の SMB ファイルサーバーが必要です。場所を作成した
ら、 DataSync タスクで指定できます。
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コンソールを使用して SMB ロケーションを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync で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 [ロケーション] を選択し、[ロケーションの作成] を選択します。
3. [Location type (場所のタイプ)] で [Server Message Block (サーバーメッセージブロック) (SMB)] を選

択します。

後でこの場所を送信元あるいは送信先として設定します。
4. [エージェント] で、SMB DataSync ファイルサーバーに接続するエージェントを 1 つ以上選択しま

す。

複数のエージェントを選択する場合は、1 つのロケーションで複数のエージェントを使用することを
理解してください (p. 107)。

5. [SMB Server (SMB server)] に、 DataSync エージェントがマウントする SMB ファイルサーバーのド
メインネームシステム (DNS) 名あるいは IP アドレスを入力します。

Note

IP バージョン 6 (IPv6) アドレスは指定できません。
6. [共有名] に、データの読み取りまたは書き込みを行うSMBファイルサーバーによってエクスポートさ

れた共有の名前を入力します。 DataSync

共有パスにはサブディレクトリを含めることができます (例:/path/to/subdirectory)。ネット
ワーク内の他の SMB クライアントもこのパスをマウントできることを確認してください。

サブディレクトリ内のすべてのデータをコピーするには、SMB 共有をマウントし、 DataSync そのす
べてのデータにアクセスできる必要があります。詳細については、「必要なアクセス許可 (p. 121)」
を参照してください。

7. (オプション) [その他の設定] を展開し、ファイルサーバーにアクセスするときに使用する SMB バー
ジョンを選択します。 DataSync

デフォルトでは、SMB DataSync ファイルサーバーとのネゴシエーションに基づいて自動的に
バージョンを選択します。詳細については、「サポートされている SMB プロトコルバージョ
ン (p. 120)」を参照してください。

8. [ユーザー] には、SMB ファイルサーバーをマウントでき、転送に含まれるファイルとフォルダーにア
クセスする権限を持つユーザー名を入力します。

詳細については、「必要なアクセス許可 (p. 121)」を参照してください。
9. [パスワード] には、SMB ファイルサーバーをマウントでき、転送に含まれるファイルとフォルダーに

アクセスする権限を持つユーザーのパスワードを入力します。
10. (オプション) [ドメイン] で、SMB ファイルサーバーが属する Windows ドメイン名を入力します。
11. (オプション) [タグを追加] を選択して SMB ロケーションにタグを付けます。

タグは、場所の管理、フィルタリング、検索に役立つキー値ペアです。
12. [ロケーションを作成] を選択します。

の HDFS のロケーションを作成するAWS 
DataSync

場所は、Hadoop Distributed File System (HDFS) のエンドポイントです。 AWS DataSyncこの場所を送信
元あるいは送信先として使えます。
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HDFS クラスターへのアクセス
HDFS クラスターに接続するには、HDFS DataSync クラスターの近くにデプロイしたエージェントを使用
します。 DataSync エージェントの詳細については、を参照してくださいAWS DataSyncエージェントの
使用 (p. 101)。 DataSync エージェントは HDFS クライアントとして機能し、 NameNodes DataNodes ク
ラスター内のおよびと通信します。

タスクを開始すると、 DataSync NameNode にクラスター上のファイルとフォルダの場所を照会しま
す。HDFS ロケーションがソースとして設定されている場合、 DataSync クラスター内のからファイルと
フォルダーのデータを読み取り、そのデータを宛先にコピーします。 DataNodes HDFS の場所が宛先とし
て設定されている場合、 DataSync DataNodes 宛先からクラスター内のにファイルとフォルダーを書き込
みます。 DataSync タスクを実行する前に、HDFS クラスターへのエージェント接続を確認します。詳細
については、「ストレージシステムへの接続テスト (p. 112)」を参照してください。

認証
HDFS クラスターに接続する場合、簡易認証または Kerberos DataSync 認証をサポートします。簡
易認証を使用するには、HDFS クラスターに対する読み書き権限をユーザーのユーザー名に指定しま
す。Kerberos 認証を使用するには、Kerberos 設定ファイル、Kerberos キーテーブル (キータブ) ファイ
ル、および Kerberos プリンシパル名を指定します。Kerberos プリンシパルの認証情報は、指定された
キータブ ファイル にある必要があります。

暗号化
Kerberos 認証を使用する場合、 DataSync エージェントと HDFS DataSync クラスター間で送信される
データの暗号化をサポートします。HDFS クラスターの [保護の品質 (QOP)] 設定を使用し、HDFS の場所
の作成時に QOP 設定を指定することにより、データを暗号化します。QOP 設定には、データ転送保護と
リモートプロシージャコール (RPC) 保護の設定が含まれます。

DataSync は、以下の Kerberos 暗号化タイプをサポートしています。

• des-cbc-crc
• des-cbc-md4
• des-cbc-md5
• des3-cbc-sha1
• arcfour-hmac
• arcfour-hmac-exp
• aes128-cts-hmac-sha1-96
• aes256-cts-hmac-sha1-96
• aes128-cts-hmac-sha256-128
• aes256-cts-hmac-sha384-192
• camellia128-cts-cmac
• camellia256-cts-cmac

また、Transparent Data Encryption (TDE) を使用して、暗号化の HDFS クラスターを安心して設定できま
す。簡易認証を使用する場合、TDE DataSync 対応クラスターへの読み書きを行います。 DataSync を使
用して TDE 対応クラスターにデータをコピーする場合は、まず HDFS クラスターの暗号化ゾーンを設定
します。 DataSync 暗号化ゾーンを作成しません。

HDFS のロケーションを作成する
DataSync転送元または宛先を使用できる場所を設定します。

123



AWS DataSync ユーザーガイド
サポートされない HDFS 機能

始める前に:次の手順を実行して、エージェントと Hadoop クラスター間のネットワーク接続を確認しま
す。

• に示されている TCP 自己管理型ストレージシステムのネットワーク要件 (p. 8) ポートへのアクセスをテ
ストします。

• ローカルエージェントと Hadoop クラスター間のアクセスをテストします。手順については、「スト
レージシステムへの接続テスト (p. 112)」を参照してください。

HDFS の場所を作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync でコンソールを開きます。
2. [Locations (場所)] ページで、[Create location (場所の作成)] を選択します。
3. ロケーションタイプに、Hadoop Distributed File System（HDFS） を選択します。後でこの場所を送

信元あるいは送信先として設定することができます。
4. [エージェント]で、使用可能なエージェントのリストから、使用するエージェントを 1 つ以上選択し

ます。エージェントは HDFS クラスターに接続し、HDFS DataSync クラスターとの間でデータを安
全に転送します。

5. NameNodeで、HDFS クラスターのプライマリのドメイン名または IP アドレスを指定します 
NameNode。

6. フォルダで、データ転送に使用する HDFS クラスター上のフォルダを入力します。 DataSync 場所
がタスクの送信元として使用される場合、 DataSync 指定されたフォルダ内のファイルをコピーしま
す。あなたの場所がタスクの送信先として使用される場合、 DataSync 指定されたフォルダにすべて
のファイルが書き込まれます。

7. ブロックサイズまたはレプリケーション係数を設定するには、追加設定を選択します。デフォルト
のブロックサイズは 128 MiB で、指定するブロックサイズは 512 バイトの倍数でなければなりませ
ん。HDFS DataNodes クラスターにデータを転送するときのデフォルトのレプリケーション係数は 3 
です。

8. [Security (セキュリティ)] セクションで、HDFS クラスターで使用する認証タイプを選択します。

• シンプル —「ユーザー」には、HDFS クラスターで以下の権限を持つユーザー名を指定します 
(ユースケースによって異なります)。
• この場所をソースの場所として使用する場合は、読み取り権限のみを持つユーザーを指定してく

ださい。
• この場所を宛先場所として使用する場合は、読み取り権限と書き込み権限を持つユーザーを指定

してください。

必要に応じて、HDFS クラスターのキー管理サーバー (KMS) の URI を指定します。
• Kerberos — HDFS クラスターにアクセスできる Kerberos プリンシパルを指定します。次に、指

定した Kerberos KeyTab プリンシパルを含むファイルを指定します。次に、Kerberos 設定ファイ
ルを指定します。最後に、RPC 保護とデータ転送保護ドロップダウンリストで転送中の暗号化の種
類を指定します。

9. (オプション) タグは、場所の管理、フィルタリング、検索に役立つキーバリューペアです。タグの追
加はオプションです。リソースの命名にタグを使用することをお勧めします。

10. [ロケーションを作成] を選択します。

サポートされない HDFS 機能
HDFS の次の機能は、現在サポートされません DataSync。

• Kerberos 認証を使用する場合の Transparent Data Encryption (TDE)
• 複数の設定 NameNodes
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• Hadoop HDFS over HTTP (httpFS)
• POSIX アクセスコントロールリスト (ACL)
• HDFS 拡張属性 (xattrs)

のオブジェクトストレージのロケーションを作成す
るAWS DataSync

ロケーションはオブジェクトストレージシステムのエンドポイントであり、オンプレミスでホストするこ
とも、別のクラウドプロバイダー（Google Cloud Storage バケットなど）でホストすることもできます。 
AWS DataSyncこの場所を送信元あるいは送信先として使えます。

前提条件
AWS DataSyncオブジェクトストレージシステムに接続するには、次の Amazon S3 API オペレーションと
互換性がある必要があります。

• AbortMultipartUpload

• CompleteMultipartUpload

• CopyObject

• CreateMultipartUpload

• DeleteObject

• DeleteObjects

• DeleteObjectTagging

• GetBucketLocation

• GetObject

• GetObjectTagging

• HeadBucket

• HeadObject

• ListObjectsV2

• PutObject

• PutObjectTagging

• UploadPart

Google Cloud Storage バケットへ、またはバケットか
ら移行する場合の考慮事項
は Amazon S3 API を使用して Google Cloud Storage DataSync と通信するため、 DataSync オブジェクト
タグをコピーしようとするとタスクが失敗する原因となる制限があります。これを防ぐには、タスク設定
を行うときに [オブジェクトタグをコピー] チェックボックスをオフにします。詳細については、「ファイ
ル、オブジェクト、AWS DataSyncメタデータの転送方法の管理 (p. 166)」を参照してください。

Google Cloud Storage からの移行の詳細な手順については、を参照してくださいチュートリアル:Google 
クラウドストレージから Amazon S3 へのデータ転送 (p. 242)。
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ロケーションの作成
オブジェクトストレージシステムは、のソースまたはデスティネーションの場所にすることができます 
DataSync。

コンソールを使用してオブジェクトストレージロケーションを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync 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 [Locations] を選択します。
3. [Locations (場所)] ページで、[Create location (場所の作成)] を選択します。
4. ロケーションタイプで、オブジェクトストレージを選択します。

後でこの場所を送信元あるいは送信先として設定します。
5. [エージェント] には、1 DataSync 人または複数のエージェントを選択します。

転送中、エージェントはオブジェクトストレージサーバーに安全に接続します。
6. サーバーで、オブジェクトストレージサーバーのドメイン名または IP アドレスを指定します。
7. [バケット名] で、転送に関係するオブジェクトストレージバケットの名前を入力します。
8. [フォルダ] に、オブジェクトプレフィックスを入力します。

DataSync このプレフィックスを持つオブジェクトのみをコピーします。
9. オブジェクトストレージサーバーへの接続を設定するには、[その他の設定] を展開して次の操作を行

います。

a. [サーバープロトコル] で、[HTTP] または [HTTPS] を選択します。
b. サーバーポートには、デフォルトポート (HTTP の場合は 80、HTTPS の場合は 443) を使用する

か、必要に応じてカスタムポートを指定します。
c. 「証明書」で「ファイルを選択」を選択し、 DataSync オブジェクトストレージサーバーに接続

する際にエージェントが信頼するプライベート証明書または自己署名証明書を指定します。

カスタム証明書ファイルには、.pem拡張子が必要です。
10. オブジェクトストレージサーバーへのアクセスに認証情報が必要な場合は、「認証情報を必要」を選

択し、バケットにアクセスするためのアクセスキーとシークレットキーを入力します。

アクセスキーとシークレットキーは、それぞれユーザー名とパスワードにすることができます。
11. [タグを追加] を選択して位置情報をタグ付けします。

タグは、AWSリソースの管理、フィルタリング、検索に役立ちます。少なくても場所の名前タグを作
成することを推奨します。

12. [ロケーションを作成] を選択します。

の Amazon S3 のロケーションを作成するAWS 
DataSync

ロケーションは Amazon S3 バケットのエンドポイントです。 AWS DataSyncこの場所を送信元あるいは
送信先として使えます。

Important

場所を作成する前に、以下のセクションを必ずお読みください。

• Amazon S3 ロケーションのストレージクラスに関する考慮事項 (p. 127)
• 使用時の S3 リクエストコストの評価 DataSync (p. 130)
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S3 バケットへのアクセス
DataSync Amazon S3 バケットへのアクセスが必要です。そのためには、IAM ポリシーとAWS Identity 
and Access Management () DataSync 信頼関係を持つAWS Security Token Service (IAMAWS STS) ロール
を引き受けます。ポリシーは、ロールが実行できるアクションを決定します。

DataSync このロールは作成できますが、ロールを手動で作成する必要がある場合があります。詳細につ
いては、「IAM ポリシーを使用して S3 バケットにアクセスする (p. 133)」を参照してください。

Amazon S3 ロケーションのストレージクラスに関す
る考慮事項
DataSync Amazon S3 の場所を作成するときに指定した Amazon S3 ストレージクラスに直接オブジェク
トを転送できます。一部のストレージクラスの動作は、Amazon S3 のストレージコストに影響する場合が
あります。詳細については、「Amazon S3 の料金」を参照してください。

Important

S3 バケットにコピーされた新しいオブジェクトは、Amazon S3 ロケーションの作成時に指定し
たストレージクラスを使用して保存されます。 DataSync バケット内の既存のオブジェクトのス
トレージクラスは変更されません (そのオブジェクトが元の場所で変更された場合でも)。

Amazon S3 ストレージ
クラス

考慮事項

S3 Standard アクセスが頻繁なファイルを、地理的に分散した複数のアベイラビリティー
ゾーンに冗長的に保存するには、[S3 Standard] を選択します。これは、スト
レージクラスを指定しない場合のデフォルトです。

S3 Intelligent-Tiering [S3 Intelligent-Tiering] を選択すると、最もコスト効率の高いストレージアク
セス階層に自動的にデータを移動して、ストレージコストを最適化できま
す。

S3 Intelligent-Tiering ストレージクラスに保存されているオブジェクトごとに
月額料金が発生します。この Amazon S3 料金には、データアクセスパター
ンのモニタリングと階層間のオブジェクトの移動が含まれます。

S3 Standard – IA アクセスが頻繁ではないオブジェクトを、地理的に分散した複数のアベイラ
ビリティーゾーンに冗長的に保存するには、S3 Standard-IA を選択します。

S3 Standard – IA ストレージクラスにオブジェクトを保存すると、上書き、
削除、または取得に対して追加料金が発生する可能性があります。これら
のオブジェクトを変更する頻度、これらのオブジェクトを保持する期間、お
よびオブジェクトへの必要なアクセス頻度を検討します。オブジェクトデー
タまたはメタデータの変更は、オブジェクトを削除して置き換える新しいオ
ブジェクトを作成することと同じです。これにより、S3 Standard — IA ス
トレージクラスに保存されているオブジェクトに対して追加料金が発生しま
す。

128 KB 未満のオブジェクトは、S3 Standard – IA ストレージアクセスのオブ
ジェクトあたりの最小容量料金より小さくなります。これらのオブジェクト
は S3 Standardストレージクラスに保存されます。

S3 1 ゾーン - IA アクセスが頻繁ではないオブジェクトを 1 つのアベイラビリティーゾーンに
保存するには、S3 1 1 ゾーン — IA を選択します。
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Amazon S3 ストレージ
クラス

考慮事項

S3 1 ゾーン – IA ストレージクラスにオブジェクトを保存すると、上書き、
削除、または取得に対して追加料金が発生する可能性があります。これら
のオブジェクトを変更する頻度、これらのオブジェクトを保持する期間、お
よびオブジェクトへの必要なアクセス頻度を検討します。オブジェクトデー
タまたはメタデータの変更は、オブジェクトを削除して置き換える新しい
オブジェクトを作成することと同じです。これにより、S3 1 ゾーン – IA ス
トレージクラスに保存されているオブジェクトに対して追加料金が発生しま
す。

128 KB 未満のオブジェクトは、S3 1 ゾーン – IA 低頻度アクセスストレージ
クラスのオブジェクトあたりの最小容量料金より小さくなります。これらの
オブジェクトは S3 Standardストレージクラスに保存されます。

S3 Glacier Instant 
Retrieval

ほとんどアクセスされないがミリ秒単位での取得が必要なオブジェクトを
アーカイブするには、S3 Glacier Instant Retrieval を選択します。

S3 Glacier Instant Retrieval ストレージクラスに保存されたデータは、S3 
標準 IA ストレージクラスと比較して、同じレイテンシーとスループット
パフォーマンスを実現し、コスト削減を実現します。ただし、S3 Glacier 
Instant Retrieval は、S3 標準 — IA よりもデータアクセスコストは高くなり
ます。

S3 Glacier Instant Retrieeval にオブジェクトを保存すると、上書き、削除、
取得に対して追加料金が発生する場合があります。これらのオブジェクトを
変更する頻度、これらのオブジェクトを保持する期間、およびオブジェクト
への必要なアクセス頻度を検討します。オブジェクトデータまたはメタデー
タの変更は、オブジェクトを削除して置き換える新しいオブジェクトを作成
することと同じです。これにより、S3 Glacier Instant Retrieval ストレージク
ラスに保存されているオブジェクトに対して追加料金が発生します。

128 KB 未満のオブジェクトは、S3 Glacier Instant Retrieval ストレージアク
セスのオブジェクトあたりの最小容量料金より小さくなります。これらのオ
ブジェクトは S3 Standardストレージクラスに保存されます。
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Amazon S3 ストレージ
クラス

考慮事項

S3 Glacier Flexible 
Retrieval

よりアクティブなアーカイブには、S3 Glacier Flexible Retrieval を選択しま
す。

S3 Glacier Flexible Retrieval にオブジェクトを保存すると、上書き、削除、
取得に対して追加料金が発生する場合があります。これらのオブジェクトを
変更する頻度、これらのオブジェクトを保持する期間、およびオブジェクト
への必要なアクセス頻度を検討します。オブジェクトデータまたはメタデー
タの変更は、オブジェクトを削除して置き換える新しいオブジェクトを作成
することと同じです。これにより、S3 Glacier Flexible Flexieval ストレージ
クラスに保存されているオブジェクトに対して追加料金が発生します。

40 KB 未満のオブジェクトは、S3 Glacier Flexible Retrieval ストレージアク
セスのオブジェクトあたりの最小容量料金より小さくなります。これらのオ
ブジェクトは S3 Standardストレージクラスに保存されます。
このストレージクラスにアーカイブされたオブジェクトは、 DataSync 読み
取る前に復元する必要があります。詳細については、Amazon S3 ユーザーガ
イドの「アーカイブされたオブジェクトの使用」を参照してください。

S3 Glacier Flexible Retrieval を使用する場合、転送の最後にデータとメタ
データのチェックサムを比較するには、[転送されたデータのみを確認] タス
クオプションを選択します。このストレージクラスでは、宛先から既存のオ
ブジェクトをすべて取得する必要があるため、[宛先のすべてのデータを確
認] オプションは使用できません。

S3 Glacier Deep Archive 長期のデータ保持、およびデータのアクセス回数が年 1、2 回のデジタル保
存のためのオブジェクトのアーカイブには、S3 Glacier Deep Archive を選択
します。

S3 Glacier Deep Archive にオブジェクトを保存すると、上書き、削除、取得
に対して追加料金が発生する場合があります。これらのオブジェクトを変更
する頻度、これらのオブジェクトを保持する期間、およびオブジェクトへの
必要なアクセス頻度を検討します。オブジェクトデータまたはメタデータの
変更は、オブジェクトを削除して置き換える新しいオブジェクトを作成する
ことと同じです。これにより、S3 Glacier Deep Archive ストレージクラスに
保存されているオブジェクトに対して追加料金が発生します。

40 KB 未満のオブジェクトは、S3 Glacier Deep Archive ストレージクラスの
オブジェクトあたりの最小容量料金より小さくなります。これらのオブジェ
クトは S3 Standardストレージクラスに保存されます。

このストレージクラスにアーカイブされたオブジェクトは、 DataSync 読み
取る前に復元する必要があります。詳細については、Amazon S3 ユーザーガ
イドの「アーカイブされたオブジェクトの使用」を参照してください。

S3 Glacier Deep Archive を使用する場合は、転送の最後にデータとメタデー
タのチェックサムを比較するには、[転送されたデータのみを確認] タスクオ
プションを選択します。このストレージクラスでは、宛先から既存のオブ
ジェクトをすべて取得する必要があるため、[宛先のすべてのデータを確認] 
オプションは使用できません。

S3 Outposts Outposts の Amazon S3 のストレージクラス
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使用時の S3 リクエストコストの評価 DataSync
Amazon S3 ロケーションでは、による S3 API リクエストに関連する費用が発生します DataSync。この
セクションは、 DataSync これらのリクエストがどのように使用され、Amazon S3 のコストにどのように
影響するかを理解するのに役立ちます。

トピック
• によって行われた S3 リクエスト DataSync (p. 130)
• コストに関する考慮事項 (p. 130)

によって行われた S3 リクエスト DataSync
次の表は、Amazon S3 ロケーションへ、または Amazon S3 DataSync ロケーションからデータをコピー
するときに実行できる S3 リクエストをまとめたものです。

S3 リクエスト DataSync 使い方

ListObjectV2 DataSync スラッシュ (/) で終わるすべてのオブ
ジェクトについて、LISTそのプレフィックスで始
まるオブジェクトを一覧表示するリクエストを少
なくとも 1 回行います。このリクエストは、タス
クの準備段階で呼び出されます (p. 181)。

HeadObject DataSync タスクの準備段階と検証段階
で (p. 181) (p. 181)、HEADオブジェクトメ
タデータの取得を要求します。 DataSync 転送
するデータの整合性を検証する方法によって
は、HEAD (p. 165)オブジェクトごとに複数のリ
クエストが発生する可能性があります。

GetObject DataSync タスクの転送フェーズ中
に (p. 181)、GETオブジェクトからデータを読み
取るように要求します。GETラージオブジェクトに
は複数のリクエストがある可能性があります。

PutObject DataSync タスクの転送フェーズ中に (p. 181)、
宛先 S3PUT バケットにオブジェクトを作成するよ
うリクエストします。は Amazon S3 DataSync の
マルチパートアップロード機能を使用しているた
め、PUT大きなオブジェクトに対して複数のリクエ
ストが発生する可能性があります。

CopyObject DataSync オブジェクトのメタデータが変更された
場合にのみ、COPYオブジェクトのコピーの作成を
要求します。これは、最初にメタデータを引き継
がない別のサービスまたはツールを使用して S3 バ
ケットにデータをコピーした場合に発生する可能
性があります。

コストに関する考慮事項
DataSync タスクを実行するたびに S3 バケットで S3 リクエストを行います。これにより、特定の状況で
は料金が積み重なる可能性があります。例:

130

http://aws.amazon.com/s3/pricing/
http://aws.amazon.com/s3/pricing/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/API_ListObjectsV2.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/API_HeadObject.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/API_GetObject.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/API_PutObject.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/mpuoverview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/mpuoverview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/mpuoverview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/API_CopyObject.html


AWS DataSync ユーザーガイド
Amazon S3 のロケーションに関するその他の考慮事項

• S3 バケットとの間でオブジェクトを頻繁に転送します。
• あまりデータを転送していないかもしれませんが、S3 バケットにはたくさんのオブジェクトがありま

す。このシナリオでは、バケットの各オブジェクトに対して S3 DataSync リクエストを行うため、依然
として高額な料金が発生する可能性があります。

• S3 バケット間で転送するので、 DataSync ソースと宛先で S3 リクエストを行うことも同様です。

関連する S3 リクエストのコストを最小限に抑えるには DataSync、次の点を考慮してください。

トピック
• どの S3 ストレージクラスを使用していますか? (p. 131)
• どのくらいの頻度でデータを転送する必要がありますか？  (p. 131)

どの S3 ストレージクラスを使用していますか?
S3 リクエスト料金は、オブジェクトが使用している Amazon S3 ストレージクラスによって異なる場合が
あります。特に、オブジェクトをアーカイブするクラス (S3 Glacier Instant Glacier Instant Retrieval、S3 
Glacier Glacier Instant Glacier Instant Glacier Instant、S3 Glacier Deep Archive など) によって異なる場合
があります。

使用時にストレージクラスが S3 リクエスト料金に影響するシナリオをいくつか示します DataSync。

• タスクを実行するたびに、 DataSync HEADオブジェクトメタデータの取得を要求します。これらのリク
エストでは、オブジェクトを移動しない場合でも料金が発生します。これらのリクエストが請求額にど
の程度影響するかは、オブジェクトが使用しているストレージクラスと、 DataSync スキャンするオブ
ジェクトの数によって異なります。

• オブジェクトを S3 Glacier Instant Retrieval ストレージクラスに (直接またはバケットライフサイクル設
定で) 移動した場合、このクラスのオブジェクトに対するリクエストは、他のストレージクラスのオブ
ジェクトよりも高価になります。

• DataSync ソースとターゲットのロケーションが完全に同期されていることを確認するようにタスクを
設定すると (p. 165)、すべてのストレージクラス (S3 Glacier Flexible Retrieval と S3 Glacier Deep 
Archive を除く)GET の各オブジェクトに対するリクエストが送信されます。

• GETリクエストに加えて、S3 標準 — IA、S3 1 ゾーン — IA、S3 Glacier Instant Retrieval ストレージク
ラス内のオブジェクトに対してデータ取り出しコストが発生します。

詳細については、「Amazon S3 の料金」を参照してください。

どのくらいの頻度でデータを転送する必要がありますか？
データを定期的に移動する必要がある場合は、必要以上のタスクを実行しないスケジュールを検討してく
ださい (p. 173)。

また、転送の範囲を制限することを検討することもできます。たとえば、特定のプレフィックスのオブ
ジェクトに焦点を当てたり、 DataSync 転送されるデータをフィルタリングしたりするように構成できま
す (p. 169)。これらのオプションは、 DataSync タスクを実行するたびに行われる S3 リクエストの数を
減らすのに役立ちます。

Amazon S3 のロケーションに関するその他の考慮事
項
で Amazon S3 を使用するときは DataSync、次の点に注意してください。

• オブジェクトデータまたはメタデータの変更は、オブジェクトを削除して置き換えることと同じです。
これらの変更により、次のシナリオでは追加料金が発生します。
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• オブジェクトのバージョニングを使用する場合 – オブジェクトデータまたはメタデータへの変更に
よってオブジェクトの新しいバージョンが作成されます。

• オブジェクトの上書き、削除、取得に対して追加料金が発生する可能性のあるストレージクラスを使
用する場合 — オブジェクトデータまたはメタデータを変更すると、このような料金が発生します。詳
細については、「Amazon S3 ロケーションのストレージクラスに関する考慮事項 (p. 127)」を参照
してください。

• Amazon S3 でオブジェクトのバージョニングを使用する場合、 DataSync タスクを 1 回実行する
と、Amazon S3 オブジェクトの複数のバージョンが作成される場合があります。

• DataSync 名前に標準以外の文字が含まれていると、オブジェクトを転送できない可能性があります。
詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドのオブジェクトキー命名ガイドラインを参照してくださ
い。

• Amazon S3 ストレージのコストを最小限に抑えるには、ライフサイクル設定を使用して不完全なマルチ
パートアップロードを停止することをお勧めします。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドを参
照してください。

• 最初に S3 バケットからファイルシステム (NFS や Amazon FSx など) にデータを転送した後、 
DataSync 同じタスクを2回実行しても、変更されたが最初の転送時と同じサイズのオブジェクトは含ま
れません。

ロケーションの作成
ロケーションを作成するには、既存の S3 バケットが必要です。お持ちでない場合は、Amazon S3 ユー
ザーガイドの「Amazon S3 を使い始める」を参照してください。

Tip

S3 バケットに異なるストレージクラスのオブジェクトがある場合は、DataSyncこれらのスト
レージクラスがどのように機能するか (p. 127)、AWSまたそれが請求にどのように影響するか
を学んでください (p. 131)。

Amazon S3 の場所を作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync でコンソールを開きます。
2. 「ロケーション」ページに移動し、「ロケーションの作成」を選択します。
3. [ロケーションタイプ] には、Amazon S3 を選択します。
4. S3 バケットで、場所として使用するバケットを選択します。( DataSync 後でタスクを作成するとき

は、この場所が送信元か宛先かを指定します。)

S3AWS Outposts バケットがリソースにある場合、Amazon S3 アクセスポイントを指定する必要があ
ります。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの Amazon S3 アクセスポイントによるデータ
アクセスの管理を参照してください。

5. S3 ストレージクラスで、オブジェクトに使用させたいストレージクラスを選択します。

詳細については、「」Amazon S3 ロケーションのストレージクラスに関する考慮事項 (p. 127) を参
照してください DataSync デフォルトでは、Outposts 上の Amazon S3 の S3 Outposts ストレージク
ラスを使用します。

6. (Amazon S3 (Outposts のみ) [エージェント] で、Outpost DataSync のエージェントの Amazon リソー
スネーム (ARN) を指定します。

詳細については、「AWS Outpostsのエージェントをデプロイする (p. 27)」を参照してください。
7. [フォルダ] に、S3 DataSync バケットの読み取りまたは書き込み先となる S3 バケットのプレフィッ

クスを入力します (バケットが送信元または送信先の場所であるかどうかに応じて)。
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Note

プレフィックスの先頭をスラッシュ (例:/photos) にしたり、のように連続したスラッシュ
を含めたりすることはできませんphotos//2006/January。

8. [IAM role] (IAM ロール) で、次のいずれかを実行します。

• Automated for DataSync を選択すると、S3 バケットにアクセスするために必要なアクセス権限を
持つ IAM ロールが自動的に作成されます。

DataSync 以前にこの S3 バケットの IAM ロールを作成した場合、そのロールはデフォルトで選択
されます。

• 作成したカスタム IAM ロールを選択します。詳細については、「Amazon S3 バケットにアクセス
するための IAM ロールを手動で作成 (p. 133)」を参照してください。

9. (オプション) [タグを追加] を選択して Amazon S3 ロケーションにタグを付けます。

タグは、場所の管理、フィルタリング、検索に便利なキー値ペアです。
10. [ロケーションを作成] を選択します。

IAM ポリシーを使用して S3 バケットにアクセスする
S3 バケットのセキュリティ設定によっては、 DataSync バケットへのアクセスを許可するカスタム IAM 
ポリシーを作成する必要がある場合があります。

トピック
• Amazon S3 バケットにアクセスするための IAM ロールを手動で作成 (p. 133)
• サービス間での混乱した代理問題の防止 (p. 135)
• サーバー側の暗号化を使用して S3 バケットにアクセスする (p. 135)

Amazon S3 バケットにアクセスするための IAM ロールを手動で
作成
必要な S3 バケット権限を持つ IAM DataSync ロールを作成できますが、ロールを自分で設定することも
できます。

Amazon S3 バケットにアクセスするための IAM ロールを手動で作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインの [アクセス管理] で、[ロール] を選択し、[ロールの作成] を選択しま

す。
3. [信頼済みエンティティの選択] ページの [信頼済みエンティティタイプ] で、を選択しますAWS のサー

ビス。
4. 「ユースケース」DataSyncでは、ドロップダウンリストから「DataSync -S3 Location」を選択しま

す。[Next] (次へ) を選択します。
5. [権限の追加] ページで、の S3 バケットにFullAccess AmazonS3 を選択しますAWS リージョ

ン。[Next] (次へ) を選択します。

AmazonS3 よりも制限の厳しいポリシーを手動で作成できますFullAccess。例を示します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "YourS3BucketArn" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListMultipartUploadParts", 
                "s3:GetObjectTagging", 
                "s3:PutObjectTagging", 
                "s3:PutObject" 
              ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "YourS3BucketArn/*" 
        } 
    ]
}

Outposts の Amazon S3 については、次のポリシーを使用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "s3-outposts:ListBucket", 
                "s3-outposts:ListBucketMultipartUploads" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "s3OutpostsBucketArn", 
                "s3OutpostsAccessPointArn" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "s3-outposts:DataAccessPointArn": "s3OutpostsAccessPointArn" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3-outposts:AbortMultipartUpload", 
                "s3-outposts:DeleteObject", 
                "s3-outposts:GetObject", 
                "s3-outposts:ListMultipartUploadParts", 
                "s3-outposts:GetObjectTagging", 
                "s3-outposts:PutObjectTagging" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "s3OutpostsBucketArn/*", 
                "s3OutpostsAccessPointArn" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "s3-outposts:DataAccessPointArn": "s3OutpostsAccessPointArn" 
                } 
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            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3-outposts:GetAccessPoint" 
            ], 
            "Resource": "s3OutpostsAccessPointArn" 
        } 
    ]
}
 

6. ロールに名前を付け、[ロールの作成] を選択します。
7. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync でコンソールを開きます。
8. IAM ロール設定の横にある更新ボタンを選択し、作成したばかりのロールを選択します。

サービス間での混乱した代理問題の防止
サービス間の混乱を防ぐため (p. 208)、IAMaws:SourceArnaws:SourceAccount ロールの信頼ポリ
シーでおよびグローバル条件コンテキストキーを使用することをおすすめします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "datasync.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "123456789012" 
                }, 
                "StringLike": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:123456789012:*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}                           

サーバー側の暗号化を使用して S3 バケットにアクセスする
DataSync サーバー側の暗号化を使用する S3 バケットにデータをコピーしたり、S3 バケットからデータ
をコピーしたりできます。バケットが使用する暗号化キーの種類によって、 DataSync バケットへのアク
セスを許可するカスタムポリシーが必要かどうかが決まります。

サーバー側の暗号化を使用する DataSync S3 バケットで使用する場合は、次の点に注意してください。

• S3AWS バケットがマネージドキーで暗号化されている場合、すべてのリソースが同じであれば、デ
フォルトでバケットのオブジェクトにアクセスできますAWS アカウント。 DataSync

• S3 バケットが顧客管理AWS Key Management Service (AWS KMS) キー (SSE-KMS) で暗号化されてい
る場合 — キーのポリシーには、 DataSync バケットへのアクセスに使用する IAM ロールを含める必要
があります。

• S3 バケットがカスタマー管理の SSE-KMS キーで暗号化されていて、AWS アカウント別のキーで暗号
化されている場合、 DataSync もう一方のバケットにアクセスする権限が必要ですAWS アカウント。こ
れを設定するには、次の操作を行います。

135

https://console.aws.amazon.com/datasync/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/serv-side-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/serv-side-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/key-policy-modifying.html


AWS DataSync ユーザーガイド
IAM ポリシーを使用して S3 バケットにアクセスする

• が使用する IAM ロールで DataSync、宛先バケットに関連付けられた SSE-KMS キーを指定します。
• SSE-KMS キーポリシーで、が使用する IAM ロールを指定します DataSync。

• S3 バケットがお客様が提供する暗号化キー (SSE-C) で暗号化されている場合、 DataSyncこのバケット
にアクセスすることはできません。

例:の SSE-KMS キーポリシー DataSync

次の例は、顧客管理の SSE-KMS キーのキーポリシーです。このポリシーは、サーバー側の暗号化を使用
する S3 バケットに関連付けられています。次の値は設定に固有です。

• #########—####AWS アカウント.
• your-admin-role— キーを管理できる IAM ロール。
• your-datasync-role— バケットにアクセスする際にキーを使用できる DataSync IAM ロール。

{ 
    "Id": "key-consolepolicy-3", 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Enable IAM Permissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::your-account:root" 
            }, 
            "Action": "kms:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow access for Key Administrators", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::your-account:role/your-admin-role" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Create*", 
                "kms:Describe*", 
                "kms:Enable*", 
                "kms:List*", 
                "kms:Put*", 
                "kms:Update*", 
                "kms:Revoke*", 
                "kms:Disable*", 
                "kms:Get*", 
                "kms:Delete*", 
                "kms:TagResource", 
                "kms:UntagResource", 
                "kms:ScheduleKeyDeletion", 
                "kms:CancelKeyDeletion" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow use of the key", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::your-account:role/your-datasync-role" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Encrypt", 
                "kms:Decrypt", 
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                "kms:ReEncrypt*", 
                "kms:GenerateDataKey*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow attachment of persistent resources", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::your-account:role/your-datasync-role" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:CreateGrant", 
                "kms:ListGrants", 
                "kms:RevokeGrant" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "kms:GrantIsForAWSResource": "true" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

の Amazon EFS のロケーションを作成するAWS 
DataSync

場所は Amazon EFS ファイルシステムのエンドポイントです。 AWS DataSyncこの場所を送信元あるいは
送信先として使えます。

Amazon EFS ファイルシステムへのアクセス
DataSync は、ネットワークインターフェイスを使用して (p. 18)、Amazon EFS ファイルシステムを
Virtual Private Cloud (VPC) からルートユーザーとしてマウントします。

ロケーションを作成するときは、ネットワークファイルシステム (NFS) ポート 2049 DataSync を使用して 
Amazon EFS ファイルシステムのマウントターゲットまたはアクセスポイントに接続するために使用する
サブネットとセキュリティグループを指定します。

DataSync 制限付きアクセスに設定された Amazon EFS ファイルシステムをマウントすることもできま
す。たとえば、 DataSync ファイルシステムへの接続に必要なレベルの権限を付与するAWS Identity and 
Access Management (IAM) ロールを指定できます。詳細については、「IAM ポリシーを使用して Amazon 
EFS ファイルシステムにアクセスする (p. 139)」を参照してください。

Amazon EFS のロケーションに関する考慮事項
Amazon EFS DataSync ファイルシステムの場所を作成するときに、以下の事項を考慮してください。

• と共に使用する VPC DataSync にはデフォルトテナンシーが必要です。専用テナントの VPC はサポー
トされていません。詳細については、「VPC の使用」を参照してください。

• バーストスループットモードで Amazon EFS ファイルシステムを作成すると、2.1 TB 分のバーストク
レジットが割り当てられます。バーストスループットモードでは、すべての Amazon EFS ファイルシス
テムで最大 100 MB/秒のスループットを達成できます。1 TiB を超える Amazon S3 Standard class スト
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レージを持つファイルシステムでは、バーストクレジットが使用可能な場合、1 TB あたり 100 MiB をド
ライブできます。

DataSync ファイルシステムのバーストクレジットを消費します。これが原因で、アプリケーションの
パフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。 DataSync アクティブなワークロードがあるファイ
ルシステムで使用する場合、Amazon EFS EFS エラスティックスループットモードまたはプロビジョン
ドスループットモードの使用を検討してください。

• 汎用パフォーマンスモードの Amazon EFS ファイルシステムでは、1 秒間に 35,000 ファイルシステム
のオペレーションに制限されています。この制限によって、 DataSync ファイルのコピー時に達成でき
る最大スループットに影響を及ぼす可能性があります。

データまたはメタデータを読み取り操作では 1 回のファイル操作が消費されます。データの書き込みま
たはメタデータを更新操作では、5 回のファイル操作が消費されます。つまり、ファイルシステムは、1 
秒あたり 35,000 件の読み取り操作、7,000 件の書き込み操作、またはこの 2 つの組み合わせをサポート
できるということです。ファイル操作は、接続しているすべてのクライアントからカウントされます。

詳細については、Amazon Elastic File System ユーザーガイドの「Amazon EFS のパフォーマンス」を
参照してください。

ロケーションの作成
場所を作成するには、既存の Amazon EFS ファイルシステムが必要です。お持ちでない場合は、Amazon 
Elastic Elastic File System ユーザーガイドの「Amazon Elastic File System 入門」を参照してください。

Amazon EFS のロケーションを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync で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 [ロケーション] を選択し、[ロケーションの作成] を選択します。
3. ロケーションタイプには、Amazon EFS ファイルシステムを選択します。

後でこの場所を送信元あるいは送信先として設定します。
4. ファイルシステムで、場所として使用する Amazon EFSファイルシステムを選択します。

後でこの場所を送信元あるいは送信先として設定します。
5. マウントパスには、Amazon EFS ファイルシステムのマウントパスを入力します。

これにより、 DataSync データを読み書きする場所を指定します (送信元あるいは送信先の場所によっ
て異なります)。

デフォルトでは、ルートディレクトリ (設定した場合はアクセスポイント) DataSync を使用します。
スラッシュを使用してサブディレクトリを指定することもできます (例:/path/to/directory)。

6. [サブネット] で、 DataSync 転送中のトラフィックを管理するためのネットワークインターフェイス
を作成するサブネットを選択します。

サブネットは次の場所にある必要があります。

• Amazon EFS ファイルシステムと同じ VPC にあります。
• 少なくとも 1 回のファイルシステムのマウントターゲットと同じアベイラビリティーゾーン内。

Note

ファイルシステムのマウントターゲットが含まれるサブネットを指定する必要はありませ
ん。

7. セキュリティグループで、Amazon EFS ファイルシステムのマウントターゲットに関連付けられてい
るセキュリティグループを選択します。
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ファイルシステムにアクセスする

Note

指定するセキュリティグループは、NFS ポート 2049 でのインバウンドトラフィックを許
可する必要があります。詳細については、Amazon Elastic File System ユーザーガイドの
「Amazon EC2 インスタンスとマウントターゲットに VPC セキュリティグループを使用す
る」を参照してください。

8. 送信中の暗号化では、 DataSync ファイルシステムとの間でデータをコピーするときに Transport 
Layer Security (TLS) 暗号化を使用するかどうかを選択します。

Note

ロケーションでアクセスポイント、IAM ロール、またはその両方を設定する場合は、この設
定を有効にする必要があります。

9. (オプション) EFS アクセスポイントの場合は、Amazon EFS DataSync ファイルシステムのマウント
に使用できるアクセスポイントを選択します。

10. (オプション) IAM ロールには、 DataSync ファイルシステムへのアクセスを許可するロールを指定し
ます。

このロールの作成に関する詳細については、「共有」を参照してくださいIAM ポリシーを使用して 
Amazon EFS ファイルシステムにアクセスする (p. 139)

11. (オプション) [タグを追加] を選択してファイルシステムにタグを付けます。

タグは、場所の管理、フィルタリング、検索に便利なキー値ペアです。
12. [ロケーションを作成] を選択します。

IAM ポリシーを使用して Amazon EFS ファイルシス
テムにアクセスする
IAM ポリシーを使用して、Amazon EFS ファイルシステムをより高いレベルのセキュリティで設定できま
す。ファイルシステムポリシーでは (p. 140)、 DataSync 引き続きファイルシステムに接続できる IAM 
ロールを指定できます。

Note

IAM ロールを使用するには、 DataSyncファイルシステムの場所を作成するときに TLS で転送中
の暗号化を有効にする必要があります。

詳細については、Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「IAM を使用してファイルシステム
データアクセスを制御する」を参照してください。

用に IAM ロール (作成) DataSync
DataSync を信頼済みエンティティとしてロールを作成します。

IAM ロールを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインの [アクセス管理] で、[ロール] を選択し、[ロールの作成] を選択しま

す。
3. [信頼済みエンティティの選択] ページの [信頼済みエンティティタイプ] で、[カスタム信頼ポリシー] 

を選択します。
4. 以下の JSON をポリシーエディタに貼り付けます。
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IAM ポリシーを使用して Amazon EFS 

ファイルシステムにアクセスする

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
            "Service": "datasync.amazonaws.com" 
        }, 
        "Action": "sts:AssumeRole" 
    }]
}

5. [Next] (次へ) を選択します。[Add permissions] (アクセス許可を追加する) ページで Next (次へ) を選択
します。

6. ロールに名前を付け、[ロールの作成] を選択します。

Amazon EFS ファイルシステムの場所を作成するときに、このロールを指定します。

Amazon EFS ファイルシステムポリシーの例
以下のサンプル IAM ポリシーには、Amazon EFS ファイルシステム (ポリシーでは次のように指定されて
いますfs-1234567890abcdef0) へのアクセスを制限するのに役立つ要素が含まれています。

• Principal: DataSync ファイルシステムに接続する権限を与える IAM ロールを指定します。
• Action: DataSync ルートアクセスを許可し、ファイルシステムからの読み取りとファイルシステムへ

の書き込みを許可します。
• aws:SecureTransport: NFS クライアントがファイルシステムに接続する場合、TLS の使用が要求さ

れます。
• elasticfilesystem:AccessPointArn: 特定のアクセスポイントからのみファイルシステムへのア

クセスを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "ExampleEFSFileSystemPolicy", 
    "Statement": [{ 
        "Sid": "AccessEFSFileSystem", 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/MyDataSyncRole" 
        }, 
        "Action": [ 
            "elasticfilesystem:ClientMount", 
            "elasticfilesystem:ClientWrite", 
            "elasticfilesystem:ClientRootAccess" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-1:111122223333:file-system/
fs-1234567890abcdef0", 
        "Condition": { 
            "Bool": { 
                "aws:SecureTransport": "true" 
            }, 
            "StringEquals": { 
                "elasticfilesystem:AccessPointArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-
east-1:111122223333:access-point/fsap-abcdef01234567890" 
            } 
        } 
    }]
}
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で Amazon FSx for Windows File Server の場所の
作成AWS DataSync

場所は、Amazon FSx for Windows File Server のファイルシステムのエンドポイントです。 AWS 
DataSyncこの場所を送信元あるいは送信先として使えます。

FSx for Windows File Server ファイルシステムへのア
クセス
DataSync サーバーメッセージブロック (SMB) プロトコルを使用して FSx for Windows File Server にアク
セスします。 DataSync ファイルシステムのユーザー名とパスワードで認証します。ファイルUser、フォ
ルダ、およびメタデータに対する十分な権限を確保するユーザーを選択する方法の詳細については、を参
照してください。

SMB 共有と Amazon FSx 間、または Amazon FSx の場所間でデータをコピーする場合、送信元と送信先
が同じMicrosoft Active Directory ドメインに属しているか、ドメイン間の Active Directory 信頼関係を持っ
ている必要があります。

DataSync は、ネットワークインターフェイスを使用してVirtual (p. 18) Private Cloud (VPC) からファイル
システムをマウントします。 DataSync ユーザーに代わってこれらのネットワークインターフェイスの作
成、使用、および削除を完全に管理します。

Note

と共に使用する VPC DataSync にはデフォルトテナンシーが必要です。専用テナントの VPC は
サポートされていません。詳細については、「VPC の使用」を参照してください。

ロケーションの作成
に FSx for Windows File Server がない場合はAWS リージョン、作成します。詳細については、Amazon 
FSx for Windows File Server ユーザーガイドの「Amazon FSx の使用開始」を参照してください。

FSx for Windows File Server のロケーションを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync で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 [ロケーション] を選択し、[ロケーションの作成] を選択します。
3. ロケーションタイプには、Amazon FSx を選択します。

後でこの場所を送信元あるいは送信先として設定します。
4. FSx ファイルシステムの場合、場所として使用する FSx for Windows File Server ファイルシステムを

選択します。
5. 共有名で、スラッシュを使用して、ファイルシステムのマウントパスを入力します。

これにより、 DataSync データを読み書きする場所を指定します (送信元あるいは送信先の場所によっ
て異なります)。

サブディレクトリ (など/path/to/directory) を含めることもできます。
6. セキュリティグループには、ファイルシステムの優先サブネットへのアクセスを提供するセキュリ

ティグループを最大 5 つ選択します。
Note

内部からの接続を許可しないセキュリティグループを選択した場合は、次のいずれかの操作
を行います。
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FSx for Lustre のロケーションを作成する

• セキュリティグループ内で通信できるように設定します。
• マウントターゲットのセキュリティグループと通信できる別のセキュリティグループを選

択します。
7. 「ユーザー設定」セクションで、 DataSync ファイルシステムにアクセスできるように次の情報を入

力します。

User

場所をマウントでき、Amazon FSx サーバーへのアクセス許可を持つユーザー。

ファイル、フォルダ、およびファイルメタデータに対する十分なアクセス許可を確保するために、
このユーザーをファイルシステム管理者グループのメンバーにすることをお勧めします。FSx for 
Windows File ServerAWS Directory Service for Microsoft Active Directory でを使用する場合、ユー
ザーはAWS委任 FSx 管理者のメンバーである必要があります。FSx for Windows File Server でセルフ
マネージド型の Active Directory を使用している場合、ユーザーは 2 つのグループのいずれかのメン
バーである必要があります。これらは Domain Admins グループ、またはファイルシステムを作成した
ときにファイルシステム管理用に指定したカスタムグループです。

オブジェクト所有権を設定するには、通常、組み込みの Active Directory グループのメン
バー、Backup オペレーター、ドメイン管理者 DataSync SE_RESTORE_NAMEに付与されている権限が
必要です。また、 DataSync この権限をユーザーに提供することにより、NTFS システムアクセス制
御リスト (SACL) を除く、ファイル、フォルダ、およびファイルメタデータに対する十分な権限を確
保できます。

SACL をコピーするには、追加の権限が必要です。具体的には、これには ドメイン管理者グループの
メンバーに付与される Windows SE_SECURITY_NAME 権限が必要です。SACL をコピーするようにタ
スクを設定する場合は、ユーザーに必要な権限があることを確認してください。SACL をコピーする
タスクの設定の詳細については、「ファイル、オブジェクト、AWS DataSyncメタデータの転送方法
の管理 (p. 166)」を参照してください。

SMB 共有と Amazon FSx 間、または 2 つの Amazon FSx の場所間でデータをコピーする場合、送信
元と送信先の両方が同じ Active Directory ドメインに属しているか、ドメイン間の Active Directory 信
頼関係を持っている必要があります。

[Password] (パスワード)

場所をマウントでき、FSx for Windows File Server のファイルとフォルダへのアクセス許可を持つ
ユーザーのパスワード。

ドメイン

(オプション) FSx for Windows File Server が属する Windows ドメインの名前。
8. (オプション) キーと値に値を入力して、FSx for Windows File Server ファイルシステムにタグを付け

ます。

タグは、AWSリソースの管理、フィルタリング、検索に役立ちます。少なくても場所の名前タグを作
成することを推奨します。

9. [ロケーションを作成] を選択します。

の Amazon FSx for Lustre のロケーションを作成す
るAWS DataSync

場所は、Amazon FSx for Lustre ファイルシステムのエンドポイントです。 AWS DataSyncこの場所を送
信元あるいは送信先として使えます。
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FSx for Lustre ファイルシステムの詳細については、「Amazon FSx for Lustre」を参照してください。

FSx for Lustre ファイルシステムへのアクセス
DataSync は、FSx for Lustre ファイルシステムにアクセスします。 DataSyncFSx for Lustre ファイルシス
テムのすべてのデータにアクセスする必要があります。このレベルのアクセスを実現するには、ユーザー 
ID (UID) とグループ ID (GID) を使用して、ファイルシステムを root DataSync 0 ユーザーとしてマウント
します。

DataSync は、ネットワークインターフェイスを使用してVirtual (p. 18) Private Cloud (VPC) からファイル
システムをマウントします。 DataSync ユーザーに代わってこれらのネットワークインターフェイスの作
成、使用、および削除を完全に管理します。

Note

と共に使用する VPC DataSync にはデフォルトテナンシーが必要です。専用テナントの VPC は
サポートされていません。詳細については、「VPC の使用」を参照してください。

ロケーションの作成
に FSx for Lustre がない場合はAWS リージョン、作成します。詳細については、『Amazon FSx for Lustre 
ユーザーガイド』の「Amazon FSx for Lustre の使用開始」を参照してください。

FSx for Lustre ロケーションを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync で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 [ロケーション] を選択し、[ロケーションの作成] を選択します。
3. ロケーションタイプには、Amazon FSx を選択します。

後でこの場所を送信元あるいは送信先として設定します。
4. FSx ファイルシステムの場合、場所として使用する FSx for Lustre ファイルシステムを選択します。
5. マウントパスで、FSx for Lustre ファイルシステムのマウントパスを入力します。

パスにはサブディレクトリを含めることができます。場所がソースとして使用される場合、 
DataSync マウントパスからデータを読み取ります。場所が宛先として使用される場合、 DataSync す
べてのデータをマウントパスに書き込みます。サブディレクトリが指定されていない場合は、ルート
ディレクトリ (/) DataSync を使用します。

6. セキュリティグループには、FSx for Lustre ファイルシステムへのアクセスを提供するセキュリティグ
ループを 5 つまで選択します。

セキュリティグループはファイルシステムのポートにアクセスできる必要があります。また、ファイ
ルシステムはセキュリティグループからのアクセスを許可する必要があります。

セキュリティグループの詳細については、Amazon FSx for Lustre ユーザーガイドの「Amazon VPC 
によるファイルシステムアクセスコントロール」を参照してください。

7. (オプション)「キー」フィールドと「値」フィールドに値を入力して、FSx for Lustre ファイルシステ
ムにタグを付けます。

タグは、AWSリソースの管理、フィルタリング、検索に役立ちます。少なくても場所の名前タグを作
成することを推奨します。

8. [ロケーションを作成] を選択します。
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FSx for OpenZFS の場所を作成する

の Amazon FSx for OpenZFS のロケーションを作
成するAWS DataSync

場所は、が Amazon FSx for OpenZFS ファイルシステムのエンドポイントです。 AWS DataSyncこの場所
を送信元あるいは送信先として使えます。

FSx for OpenZFS ファイルシステムへのアクセス
DataSync FSx for OpenZFS ファイルシステムを、ネットワークインターフェイスを使用して
Virtual (p. 18) Private Cloud (VPC) からマウントします。 DataSyncユーザーに代わってこれらのネット
ワークインターフェイスの作成、使用、および削除を完全に管理します。

Note

と共に使用する VPC DataSync にはデフォルトテナンシーが必要です。専用テナントの VPC は
サポートされていません。詳細については、「VPC の使用」を参照してください。

FSx for OpenZFS ファイルシステム認証の設定
DataSync FSx for OpenZFS ファイルシステムに NFS クライアントとしてアクセスし、ユーザー ID (UID) 
とグループ ID (GID) を持つ root0 ユーザーとしてファイルシステムをマウントします。

DataSync すべてのファイルメタデータをコピーするには、を使用してファイルシステムボリュームの 
NFS エクスポート設定を構成する必要がありますno_root_squash。ただし、 DataSync このレベルのア
クセスは特定のタスクのみに制限できます。

詳細については、「Amazon FSx for OpenZFS ユーザーガイド」の「ボリュームのプロパティ」を参照し
てください。

に固有の NFS エクスポートの設定 DataSync (推奨)
DataSync タスクのみがアクセスする各ボリュームに固有の NFS エクスポートを設定できます。これ
を、FSx for OpenZFS ロケーションの作成時に指定したマウントパスの最新の祖先ボリュームに対して行
います。

に固有の NFS エクスポートを設定するには DataSync

1. DataSync タスクを作成します (p. 165)。

これにより、NFS エクスポート設定で指定するタスクのエラスティックネットワークインターフェイ
スが作成されます。

2. Amazon EC2 コンソールまたはを使用して、タスクのネットワークインターフェイスのプライベート 
IP アドレスを確認しますAWS CLI。

3. FSx for OpenZFS ファイルシステムボリュームでは、タスクのネットワークインターフェイスごとに
次の NFS エクスポート設定を構成します。

• クライアントアドレス:ネットワークインターフェースのプライベート IP アドレス 
(例:10.24.34.0) を入力します。

• NFS オプション:と入力しますrw,no_root_squash。

すべてのクライアントの NFS エクスポートの設定
すべてのクライアントに root アクセスを許可する NFS エクスポートを指定できます。
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ロケーションの作成

すべてのクライアントに NFS エクスポートを設定するには

• FSx for OpenZFS ファイルシステムボリュームには、次の NFS エクスポート設定を設定します。

• クライアントアドレス:入力してください*。
• NFS オプション:と入力しますrw,no_root_squash。

ロケーションの作成
場所を作成するには、既存の FSx for OpenZFS ファイルシステムが必要です。お持ちでない場合は、
『Amazon FSx for OpenZFS ユーザーガイド』の「Amazon FSx for OpenZFS の使用開始」を参照してく
ださい。

FSx for OpenZFS の場所を作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync で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 [ロケーション] を選択し、[ロケーションの作成] を選択します。
3. ロケーションタイプには、Amazon FSx を選択します。

後でこの場所を送信元あるいは送信先として設定します。
4. FSx ファイルシステムの場合、場所として使用する FSx for OpenZFS ファイルシステムを選択しま

す。
5. マウントパスで、FSx for OpenZFS ファイルシステムのマウントパスを入力します。

/fsxパスはで始まる必要があり、ファイルシステム内の既存のディレクトリパスであればどれでも
かまいません。場所がソースとして使用される場合、 DataSync マウントパスからデータを読み取
ります。場所が宛先として使用される場合、 DataSync すべてのデータをマウントパスに書き込みま
す。サブディレクトリが指定されていない場合は、ルートボリュームディレクトリ (たとえば、/fsx) 
DataSync を使用します。

6. セキュリティグループには、FSx for OpenZFS ファイルシステムへのネットワークアクセスを提供す
るセキュリティグループを 5 つまで選択します。

セキュリティグループは、FSx for OpenZFS ファイルシステムが使用するネットワークポートへのア
クセスを提供する必要があります。ファイルシステムは、セキュリティグループからのネットワーク
アクセスを許可する必要があります。

セキュリティグループの詳細については、Amazon FSx for OpenZFS ユーザーガイドの「Amazon 
VPC によるファイルシステムアクセスコントロール」を参照してください。

7. (オプション) [その他の設定] を展開し、[NFS バージョン] には、 DataSync ファイルシステムへのア
クセスに使用する NFS バージョンを選択します。

デフォルトでは、NFS バージョン 4.1 DataSync を使用します。
8. （オプション）「キー」フィールドと「値」フィールドに値を入力して、FSx for OpenZFS ファイル

システムにタグを付けます。

タグは、位置の管理、フィルタリング、検索に役立ちます。少なくても場所の名前タグを作成するこ
とを推奨します。

9. [ロケーションを作成] を選択します。
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FSx for ONTAP の場所を作成する

の Amazon FSx for NetApp ONTAP ロケーションの
作成AWS DataSync

場所は、Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムのエンドポイントです。 AWS DataSyncこの
場所を送信元あるいは送信先として使えます。

FSx for ONTAP ファイルシステムへのアクセス
FSx for ONTAP ファイルシステムにアクセスするには、仮想プライベートクラウド（VPC）のネットワー
クインターフェイスを使用して (p. 18)、ストレージ仮想マシン（SVM） DataSync をファイルシステムに
マウントします。 DataSync FSx for ONTAP ロケーションを含むタスクを作成した場合にのみ、これらの
ネットワークインターフェイスがファイルシステムの優先サブネットに作成されます。

Note

と共に使用する VPC DataSync にはデフォルトテナンシーが必要です。専用テナントの VPC は
サポートされていません。詳細については、「VPC の使用」を参照してください。

トピック
• サポートされるプロトコル (p. 146)
• サポートされていないプロトコル (p. 147)
• 適切なプロトコルを選択する (p. 147)

サポートされるプロトコル
DataSync FSx for ONTAP ファイルシステムの SVM に接続し、次のプロトコルを使用してデータをコピー
できます。

• ネットワークファイルシステム (NFS) — NFS DataSync プロトコルでは、ユーザー ID (UID) とグループ 
ID (GID)AUTH_SYS0 のセキュリティメカニズムを使用して SVM で認証します。

Note

DataSync 現在、FSx for ONTAP ロケーションにおいて NFS バージョン 3 のみをサポートして
います。NFS version 4 のアクセス制御リスト (ACL) をコピーする必要がある場合は、AWSス
トレージの専門家にご相談ください。

• サーバーメッセージブロック (SMB) — SMB DataSync プロトコルでは、提供された認証情報を使用し
て SVM の認証を行います。ロケーションを作成するときは、SVM のローカルユーザーまたは Microsoft 
Active Directory のドメインユーザーを指定できます。

SMB を使用する FSx for ONTAP ファイルシステム (または SMB を使用する他のタイプのファイルシス
テム) 間でコピーするには、送信元と送信先が同じアクティブディレクトリドメインに属しているか、
ドメイン間のアクティブディレクトリ信頼関係を持っている必要があります。

デフォルトでは、SMB DataSync ファイルサーバーとのネゴシエーションに基づいて自動的に SMB プ
ロトコルのバージョンを選択します。 DataSync 特定のバージョンを使用するように設定することもで
きますが、これは SMB DataSync ファイルサーバーと自動的にネゴシエーションできない場合にのみ行
うことをお勧めします。

FSx for ONTAP ロケーションで SMB DataSync バージョンを設定するためのコンソールと API のオプ
ションのリストについては、次の表を参照してください。
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コンソールオプ
ション

API オプション 説明

自動 AUTOMATIC DataSync そして、SMB ファイルサーバは、相互にサポー
トしている SMB の最新バージョンを 2.1 から 3.1.1 の間で
ネゴシエートします。

これがデフォルトの推奨オプションです。代わりに、ファ
イルサーバーがサポートしていない特定のバージョンを選
択すると、Operation Not Supported エラーが表示さ
れることがあります。

SMB 3.0.2 SMB3 プロトコルネゴシエーションを SMB バージョン 3.0.2 のみ
に制限します。

SMB 2.1 SMB2 プロトコルネゴシエーションを SMB バージョン 2.1 のみに
制限します。

SMB 2.0 SMB2_0 プロトコルネゴシエーションを SMB バージョン 2.0 のみに
制限します。

サポートされていないプロトコル
DataSync iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface) プロトコルを使用して FSx for ONTAP ファ
イルシステムにアクセスできない。

適切なプロトコルを選択する
ONTAP 移行用に FSx にファイルメタデータを保存するには、 DataSyncソースとターゲットの場所が同
じプロトコルを使用するように設定します。サポートされているプロトコルの中でも、SMB はメタデータ
を最も忠実に保持します (AWS DataSyncメタデータおよび特殊ファイルの処理方法 (p. 157)詳細につい
ては、を参照してください)。

NFS を介してユーザーにサービスを提供する UNIX (Linux) サーバーまたはネットワーク接続ストレージ 
(NAS) 共有から移行する場合は、次の操作を行います。

1. Unix (Linux) サーバーまたは NAS 共有用の NFS ロケーションを作成します (p. 119)。(これがソース
ロケーションになります。)

2. データ転送先の FSx for ONTAP ボリュームを UNIX セキュリティスタイルで設定します。
3. NFS 用に設定されている FSx for ONTAP ファイルシステムの場所を作成します。(これが目的地になり

ます。)

SMB 経由でユーザーにサービスを提供する Windows サーバーまたは NAS 共有から移行する場合は、次
の操作を行います。

1. Windows サーバーまたは NAS 共有用の SMB ロケーションを作成します (p. 120)。(これがソースロ
ケーションになります。)

2. データ転送先の FSx for ONTAP ボリュームを NTFS セキュリティスタイルで設定します。
3. SMB 用に設定された FSx for ONTAP ファイルシステムの場所を作成します。(これが目的地になりま

す。)
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FSx for ONTAP環境が複数のプロトコルを使用している場合は、AWSストレージスペシャリストに相談す
ることをお勧めします。マルチプロトコルアクセスのベストプラクティスについては、「Amazon FSx for 
NetApp ONTAP によるマルチプロトコルワークロードの有効化」を参照してください。

ロケーションの作成
場所を作成するには、既存の FSx for ONTAP ファイルシステムが必要です。お持ちでない場合は、
『Amazon FSx for NetApp ONTAP ユーザーガイド』の「Amazon FSx for NetApp ONTAP 入門」を参照し
てください。

FSx for ONTAP ファイルシステムを指定するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync で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 [ロケーション] を選択し、[ロケーションの作成] を選択します。
3. ロケーションタイプには、Amazon FSx を選択します。

後でこの場所を送信元あるいは送信先として設定します。
4. FSx ファイルシステムの場合、場所として使用する FSx for ONTAP ファイルシステムを選択します。
5. Storage Virtual Machine で、データのコピーのやり取りをするファイルシステム上のストレージ仮想

マシン (SVM) を選択します。
6. マウントパスで、データをコピーする SVM 内のファイル共有へのパスを指定します。

ジャンクションパス (マウントポイントとも呼ばれます)、qtree パス (NFS ファイル共有用)、または
共有名 (SMB ファイル共有用) を指定できます。例えば、マウントパスは /vol1、/vol1/tree1、ま
たは /share1 かもしれません。

Tip

SVM のルートボリュームにはパスを指定しないでください。詳細については、Amazon FSx 
for ONTAP ユーザーガイドの「FSx for NetApp ONTAP ストレージ仮想マシンの管理」を参
照してください。

7. セキュリティグループには、ファイルシステムの優先サブネットへのアクセスを提供する Amazon 
EC2 セキュリティグループを最大 5 つ選択します。

セキュリティグループは、次のポートでアウトバウンドトラフィックを許可する必要があります (使
用するプロトコルによって異なります)。

• NFS — TCP ポート 111、635、2049
• 中小規模ビジネス — TCP ポート 445

ファイルシステムのセキュリティグループは、同じポートでのインバウンドトラフィックも許可する
必要があります。

8. Protocol で、ファイルシステムの SVM DataSync にアクセスするために使用するデータ転送プロトコ
ルを選択します。

詳細については、「適切なプロトコルを選択する (p. 147)」を参照してください。

NFS

DataSync NFS バージョン 3 を使用します。
SMB

SVM にアクセスするための SMB バージョン、ユーザー名、パスワード、および Active Directory 
ドメイン名 (必要な場合) を設定します。
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• (オプション) [その他の設定] を展開し、SVM にアクセスするときに使用する SMB バージョン
を選択します。 DataSync

デフォルトでは、SMB DataSync ファイルサーバーとのネゴシエーションに基づいて自動的に
バージョンを選択します。詳細については、「サポートされるプロトコル (p. 146)」を参照し
てください。

• [ユーザー] で、場所をマウントし、SVM で必要なファイル、フォルダ、およびメタデータにア
クセスできるユーザー名を入力します。

Active Directory でユーザーを提供する場合は、次の点に注意してください。
• を使用する場合AWS Directory Service for Microsoft Active Directory、ユーザーはAWS委任 

FSx 管理者のメンバーである必要があります。
• セルフマネージド Active Directory を使用している場合、ユーザーは Domain Admins グルー

プ、またはファイルシステムを作成したときにファイルシステム管理用に指定したカスタム
グループのメンバーである必要があります。

そのユーザーが、必要なデータをコピーするために必要なアクセス許可を持つことを確認しま
す。
• SE_TCB_NAME— オブジェクトの所有権とファイルのメタデータを設定するために必要で

す。この権限では、NTFS 任意アクセスリスト (DACL) をコピーすることもできます。
• SE_SECURITY_NAME— NTFS システムアクセス制御リスト (SACL) のコピーに必要な場合が

あります。このオペレーションでは、特にドメイン管理者グループのメンバーに付与される
Windows 権限が必要です。SACL をコピーするようにタスクを設定する場合は、ユーザーに
必要な権限があることを確認してください。SACL のコピーについては、を参照してくださ
いファイル、オブジェクト、AWS DataSyncメタデータの転送方法の管理 (p. 166)。

• Password には、SVM にアクセスできる指定したユーザーのパスワードを入力します。
• (オプション) Active Directory ドメイン名に、SVM が属する Active Directory の完全修飾ドメイ

ン名 (FQDN) を入力します。
9. （オプション）「キー」フィールドと「値」フィールドに値を入力して、FSx for ONTAP ファイルシ

ステムにタグを付けます。

タグは、AWSリソースの管理、フィルタリング、検索に役立ちます。少なくても場所の名前タグを作
成することを推奨します。

10. [ロケーションを作成] を選択します。

の Azure Blob ストレージロケーションの作成AWS 
DataSync

この機能は AWS DataSync 向けプレビューリリースであり、変更される可能性があります。

ロケーションは Microsoft Azure Blob ストレージコンテナのエンドポイントです。 AWS DataSyncこの場
所を、AWS DataSync サポートする任意のストレージサービスに (p. 117) BLOB (オブジェクトとも呼ば
れます) を転送するためのソースとして使用できます。

Azure ブロブストレージへのアクセス
オブジェクトを転送するには、Azure Blob DataSync ストレージを読み取る権限が必要です。また、 
DataSync オブジェクトは連携できるアクセス層になければなりません。
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トピック
• SAS トークン (p. 150)
• アクセス階層 (p. 151)

SAS トークン
共有アクセス署名 (SAS) トークンは、BLOB ストレージへのアクセス権限を指定します。(SAS の詳細に
ついては、Azure Blob ストレージのドキュメントを参照してください)。

SAS トークンはさまざまなアクセスレベルで生成できます。 DataSync は、次のアクセスレベルのトーク
ンをサポートします。

• アカウント
• コンテナ
• フォルダ

DataSync 転送に必要なアクセスを提供するには、SAS トークンに少なくとも読み取り権限と一覧表示権
限が必要です。アクセスレベルによっては、他の権限でトークンを設定する必要がある場合もあります。
たとえば、アカウントレベルのアクセス権を持つトークンには、フォルダーレベルのアクセス権を持つ
トークンよりも多くの権限が必要です。

トピック
• アカウントレベルのアクセス用の SAS トークンの権限 (p. 150)
• コンテナレベルのアクセス用の SAS トークン権限 (p. 150)
• フォルダーレベルのアクセス用の SAS トークンの権限 (p. 151)
• SAS 有効期限ポリシー (p. 151)

アカウントレベルのアクセス用の SAS トークンの権限

DataSync には、以下の権限を持つアカウントレベルのアクセストークンを設定する必要があります。

• 許可されたサービス — Blob
• 許可されるリソースタイプ — コンテナ、オブジェクト (これらの権限を含めないと、 DataSync オブ

ジェクトメタデータを転送できません)
• 許可された権限 — 読み取り、一覧
• 許可されている BLOB インデックス権限 — 読み取り/書き込み (オブジェクトタグをコピーする場合 

DataSync )

コンテナレベルのアクセス用の SAS トークン権限

DataSync 次の権限を持つコンテナレベルのアクセストークンを設定する必要があります。

• 読み込み
• リスト
• タグ ( DataSync オブジェクトタグをコピーする場合)

Note

Azure ポータルで SAS トークンを生成するときに、オプションのタグ権限を追加すること
はできません。権限を追加するには、代わりに Azure Storage Explorer アプリを使用して
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トークンを生成するか、アカウントレベルのアクセスを提供する SAS トークンを生成しま
す (p. 150)。

フォルダーレベルのアクセス用の SAS トークンの権限
ブロブストレージで Azure Data Lake Storage Gen2 を使用している場合は、コンテナー内の特定のフォル
ダーにのみアクセスを許可する SAS トークンを指定できます。 DataSync

DataSync には、次の権限を持つフォルダーレベルのアクセストークンを設定する必要があります。

• 読み込み
• リスト

この種のトークンの設定の詳細については、Azure Blob Storage のドキュメントを参照してください。

の Azure Blob Storage の場所を作成するときは DataSync (p. 153)、この同じフォルダーへのフルパスを
指定する必要があります。

SAS 有効期限ポリシー
転送を完了する前に、SAS の有効期限が切れないようにしてください。SAS 有効期限ポリシーの設定につ
いては、Azure Blob ストレージのドキュメントを参照してください。

転送中に SAS DataSync の有効期限が切れると、Azure Blob Storage の場所にアクセスできなくなります 
(「ディレクトリを開くことができませんでした」というエラーが表示される場合があります)。このよう
な場合は、新しい SAS トークンでロケーションを更新し (p. 155)、 DataSync タスクを再開する必要が
あります。

アクセス階層
DataSync ホットティアまたはコールドティアの Azure Blob Storage オブジェクトを転送できます。アー
カイブアクセス階層のオブジェクトの転送はスキップされます。転送する前に、アーカイブ階層のオブ
ジェクトをホット層またはコールド層にリハイドレートする必要があります。

ブロブの種類
DataSync ブロック、ページ、アペンド BLOB など、任意の BLOB タイプを転送できます。詳細について
は、Azure Blob ストレージのドキュメントを参照してください。

セットアップ
現在、 DataSync この機能はコンソール、AWS Command Line Interface、またはでのみ使用できます
AWS SDK for Java 2.x。

Note

DataSync コンソールを使用している場合は、セットアップは不要です。

AWS CLI によるセットアップ
以下の手順では、この機能を使用するように AWS Command Line Interface(AWS CLI) バージョン 2 を設
定する方法について説明します。

AWS CLI をセットアップする方法

1. DataSync API モデルをダウンロードし、JSON ファイルを解凍します。
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2. 次のコマンドを実行して、AWS CLIサービスモデルを設定します。

この例では、datasync-azure-blobサービス名を作成します。別の名前を指定できます。

aws configure add-model \ 
  --service-model file://datasync-service-model.json \ 
  --service-name datasync-azure-blob

モデルを追加すると、この機能をで使用できますAWS CLI。

AWS SDK for Java 2.x によるセットアップ
次の手順では、AWS SDK for Java 2.xこの機能を使用するようにを設定する方法について説明します。

SDK for x を設定するには

1. AwsJavaSdk-DataSync-2.0.jarファイルがあることを確認します。そうでない場合は、 
DataSync 連絡先に連絡してください。

2. Maven プロジェクトで、pom.xmlファイルに DataSync Java SDK の明示的な依存関係がないかどう
かを確認します。存在しない場合は、次の例を使用して依存関係を作成します。

<dependency> 
    <groupId>software.amazon.awssdk</groupId> 
    <artifactId>datasync</artifactId> 
    <version>2.17.290</version>
</dependency>

3. 次のコマンドを実行します。

mvn org.apache.maven.plugins:maven-install-plugin:3.0.0-M1:install-file \ 
    --batch-mode -Dfile=/AwsJavaSdk-DataSync-2.0.jar \ 
    -DgroupId=software.amazon.awssdk \ 
    -DartifactId=datasync \ 
    -Dversion=2.17.290 \ 
    -Dpackaging=jar

留意してください。

• 必ず、AwsJavaSdk-DataSync-2.0.jarファイルの正しいパスを使用してください。
• 2.17.290バージョンは一例です。

DataSync エージェントの作成
Azure Blob DataSync ストレージコンテナに接続できるエージェントが必要です。エージェントはコンテ
ナを読み取り、オブジェクトの移動を容易にしますAWS。

エージェントを作成するには

1. Amazon EC2 エージェントをダウンロードして、AWS環境の仮想プライベートクラウド (VPC) にデ
プロイします。

2. エージェントが通信に使用する VPC サービスエンドポイントを指定しますAWS。
3. VPC エンドポイントと連携するようにネットワークを設定します。
4. エージェントを有効にします。
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Azure Blob ストレージロケーションの作成
既存の Azure Blob Storage DataSync コンテナを転送のソース場所として使用するように構成できます。

始める前に:Azure Blob Storage DataSync へのアクセス方法と BLOB ストレージアクセス階層との連携方
法を確認してください。

DataSync コンソールを使用する

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync で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、[ロケーション] を選択し、[ロケーションの作成] を選択します。
3. ロケーションタイプには、Microsoft Azure Blob ストレージを選択します。
4. エージェントについては、Azure Blob Storage DataSync コンテナに接続できるエージェントを選択し

ます。

エージェントは複数選択できます。詳細については、「1AWS DataSync つのロケーションで複数の
エージェントを使用する (p. 107)」を参照してください。

5. コンテナの URL には、転送に関係するコンテナの URL を入力します。
6. 転送をコンテナ内の仮想ディレクトリ (たとえば、/my/images) に制限する場合は、「フォルダ」に

パスセグメントを入力します。

DataSync これらのパスセグメントを持つオブジェクトのみをコピーします。

Important

SAS トークンがフォルダーへのアクセスしか許可していない場合、転送を行うにはこのフォ
ルダーへのフルパスをここで指定する必要があります。

7. SAS トークンの場合は、BLOB DataSync ストレージへのアクセスを許可する SAS トークンを入力し
ます。

トークンは、ストレージリソース URI と疑問符の後に付く SAS URI 文字列の一部です。トークンは
のようにします。

sp=r&st=2023-12-20T14:54:52Z&se=2023-12-20T22:54:52Z&spr=https&sv=2021-06-08&sr=c&sig=aBBKDWQvyuVcTPH9EBp
%2FXTI9E%2F%2Fmq171%2BZU178wcwqU%3D

8. （オプション）「キー」フィールドと「値」フィールドに値を入力して、場所にタグを付けます。

タグは、AWSリソースの管理、フィルタリング、検索に役立ちます。少なくても場所の名前タグを作
成することを推奨します。

9. [ロケーションを作成] を選択します。

AWS CLIの使用
Note

datasync-azure-blob以下の説明ではコマンドを使用しますが、このコマンドには別の名前を
付けてもかまいません。詳細については、「AWS CLI によるセットアップ (p. 151)」を参照し
てください。

1. create-location-azure-blob次のコマンドをコピーします。

aws datasync-azure-blob create-location-azure-blob \ 
  --container-url "https://path/to/container" \ 
  --authentication-type "SAS" \ 
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  --sas-configuration '{ 
      "Token": "your-sas-token" 
    }' \ 
  --agent-arns my-datasync-agent-arn \ 
  --subdirectory "/path/to/my/data" \ 
  --tags [{"Key": "key1","Value": "value1"}]

2. --container-urlパラメータには、転送に関係する Azure Blob ストレージコンテナの URL を指定
します。

3. --authentication-type パラメータでは、SAS を指定します。
4. --sas-configurationTokenパラメータのオプションには、BLOB DataSync ストレージへのアク

セスを許可する SAS トークンを指定します。

トークンは、ストレージリソース URI と疑問符の後に付く SAS URI 文字列の一部です。トークンは
のようにします。

sp=r&st=2023-12-20T14:54:52Z&se=2023-12-20T22:54:52Z&spr=https&sv=2021-06-08&sr=c&sig=aBBKDWQvyuVcTPH9EBp
%2FXTI9E%2F%2Fmq171%2BZU178wcwqU%3D

5. --agent-arnsパラメータで、 DataSync コンテナに接続できるエージェントの Amazon リソース
ネーム (ARN) を指定します。

エージェントARN (ARN) を示します。arn:aws:datasync:us-east-1:123456789012:agent/
agent-01234567890deadfb

エージェントは複数指定できます。詳細については、「1AWS DataSync つのロケーションで複数の
エージェントを使用する (p. 107)」を参照してください。

6. 転送をコンテナ内の仮想ディレクトリ (たとえば、/my/images) に制限する場合は、--
subdirectoryパラメータにパスセグメントを指定します。

DataSync これらのパスセグメントを持つオブジェクトのみをコピーします。

Important

SAS トークンがサブディレクトリ (またはフォルダ) へのアクセスのみを許可している場合、
転送を行うには、このサブディレクトリへのフルパスをここで指定する必要があります。

7. (オプション))--tags] で、場所の管理、フィルタリング、検索に役立つキーバリューペアを指定しま
す。

場所の名前タグを作成することを推奨します。
8. create-location-azure-blob コマンドを実行します。

作成したロケーションの ARN を示す応答が表示されます。例:

{  
    "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-1:123456789012:location/
loc-12345678abcdefgh"  
}

Azure Blob ストレージの場所を表示する
既存の Azure Blob ストレージの場所に関する詳細を取得できます。

DataSync コンソールを使用する

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync でコンソールを開きます。
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2. 左のナビゲーションペインで [場所] を選択します。
3. Azure Blob ストレージの場所を選択してください。

DataSync 現在地を使用しているタスクなど、現在地に関する詳細を確認できます。

AWS CLIの使用
Note

datasync-azure-blob以下の説明ではコマンドを使用しますが、このコマンドには別の名前を
付けてもかまいません。詳細については、「AWS CLI によるセットアップ (p. 151)」を参照し
てください。

1. describe-location-azure-blob次のコマンドをコピーします。

aws datasync-azure-blob describe-location-azure-blob \ 
  --location-arn "your-azure-blob-location-arn"

2. --location-arnパラメータには、作成した Azure Blob ストレージの場所の ARN を指定します。
3. describe-location-azure-blob コマンドを実行します。

現在地の詳細を示す応答が届きます。例:

{ 
    "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-1:123456789012:location/
loc-12345678abcdefgh", 
    "LocationUri": "azure-blob://my-user.blob.core.windows.net/container-1", 
    "AuthenticationType": "SAS", 
    "Subdirectory": "/my/images", 
    "AgentArns": ["arn:aws:datasync:us-east-1:123456789012:agent/
agent-01234567890deadfb"],
}

Azure Blob ストレージロケーションの更新
必要に応じて、ロケーションの設定を変更できます。

Note

DataSync これはコンソールでは実行できません。

AWS CLIの使用
Note

datasync-azure-blob以下の説明ではコマンドを使用しますが、このコマンドには別の名前を
付けてもかまいません。詳細については、「AWS CLI によるセットアップ (p. 151)」を参照し
てください。

1. update-location-azure-blob次のコマンドをコピーします。

aws datasync-azure-blob update-location-azure-blob \ 
  --location-arn "your-azure-blob-location-arn" \ 
  --authentication-type "SAS" \ 
  --sas-configuration '{ 
      "Token": "your-sas-token" 
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    }' \ 
  --agent-arns my-datasync-agent-arn \ 
  --subdirectory "/path/to/my/data"

2. --location-arnパラメータには、更新する Azure Blob ストレージの場所の ARN を指定します。
3. --authentication-type パラメータでは、SAS を指定します。
4. --sas-configurationTokenパラメータのオプションには、BLOB DataSync ストレージへのアク

セスを許可する SAS トークンを指定します。

トークンは、ストレージリソース URI と疑問符の後に付く SAS URI 文字列の一部です。トークンは
のようにします。

sp=r&st=2022-12-20T14:54:52Z&se=2022-12-20T22:54:52Z&spr=https&sv=2021-06-08&sr=c&sig=qCBKDWQvyuVcTPH9EBp
%2FXTI9E%2F%2Fmq171%2BZU178wcwqU%3D

5. --agent-arnsパラメータで、 DataSync コンテナに接続するエージェントの Amazon リソースネー
ム (ARN) を指定します。

エージェントARN (ARN) を示します。arn:aws:datasync:us-east-1:123456789012:agent/
agent-01234567890deadfb

エージェントは複数指定できます。詳細については、「1AWS DataSync つのロケーションで複数の
エージェントを使用する (p. 107)」を参照してください。

6. 転送をコンテナ内の仮想ディレクトリ (たとえば、/my/images) に制限する場合は、--
subdirectoryパラメータにパスセグメントを指定します。

DataSync これらのパスセグメントを持つオブジェクトのみをコピーします。

Important

SAS トークンがサブディレクトリ (またはフォルダ) へのアクセスのみを許可している場合、
転送を行うには、このサブディレクトリへのフルパスをここで指定する必要があります。

メタデータの処理
Azure Blob Storage DataSync から転送するときのメタデータの処理方法は、転送先の場所によって異なり
ます。

目的地が DataSync できる

• Amazon S3 次のメタデータを宛先にコピーします。

• ユーザー定義のオブジェクトメタデータ
• オブジェクトタグ
• システムで定義されたオブジェクトメタデータ

• Content-Disposition
• Content-Encoding
• Content-Language
• Content-Type

注意:最初の転送時に、 DataSync すべてのオ
ブジェクトのシステムメタデータをコピーしま
す。変更されたデータのみを転送するようにタ
スクを設定した場合、 DataSync オブジェクト
のコンテンツまたはユーザーメタデータも変更
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目的地が DataSync できる
されていない限り、以降の転送でシステムメタ
データはコピーされません。

• Amazon EFS
• FSx for Lustre
• FSx
• ONTAP 用 FSx (NFS を使用)

宛先ファイルとフォルダにデフォルトの POSIX メ
タデータを適用します (p. 162)。この方法には、
デフォルトの POSIX ユーザー ID とグループ ID の
値の使用が含まれます。

• FSx for Windows File Server
• ONTAP 用 FSx (SMB を使用)

次のメタデータを宛先に適用します。

• ファイルとフォルダーのタイムスタンプ
• DataSync 目的地の作成時に指定した Windows 

ユーザーに基づく所有権
• 親ディレクトリから継承されたアクセス許可

制限事項
現在、を使用して Azure Blob Storage からデータを移動する場合、次の制限があります DataSync。

• Azure Blob Storage ロケーションは、AWS リージョン DataSyncAWS GovCloud (US)および中国リー
ジョンを除くすべてのサポート対象で作成できます。

• Azure Blob ストレージをソースの場所としてのみ使用できます。
• Amazon S3 に転送する場合、5 TB を超える Azure Blob DataSync ストレージオブジェクトは転送され

ません。
• Amazon S3 に転送する場合、メタデータが 2 KB を超える Azure Blob DataSync ストレージオブジェク

トは転送されません。

AWS DataSyncメタデータおよび特殊ファイルの処
理方法

AWS DataSyncストレージシステムとサービス間でデータをコピーするときに、メタデータと特殊ファイ
ル (リンクとディレクトリ) を保存します。

トピック
• によってコピーされるメタデータAWS DataSync (p. 157)
• によってコピーされたリンクとディレクトリAWS DataSync (p. 163)

によってコピーされるメタデータAWS DataSync
AWS DataSync転送中のファイルまたはオブジェクトのメタデータの処理方法は、使用しているストレー
ジシステムによって異なります。

Note

DataSync システムレベルの設定はコピーされません。たとえば、オブジェクトをコピーする場
合、 DataSync ストレージシステムの暗号化設定はコピーされません。SMB 共有からコピーする
場合、 DataSync ファイルシステムレベルで設定した権限はコピーされません。
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類似のメタデータ構造を持つシステム間でのメタデータのコピー
DataSync は、類似したメタデータ構造を持つストレージシステム間でメタデータを保持します。

トピック
• NFS 転送 (p. 158)
• SMB の転送 (p. 158)
• HDFS の転送 (p. 159)
• Amazon S3 転送 (p. 159)

NFS 転送

次の表は、ネットワークファイルシステム (NFS) DataSync を使用する場所間でコピーできるメタデータ
をまとめたものです。

これらの場所間でコピーする場合 DataSync コピーできます

• NFS
• Amazon EFS
• Amazon FSx for Lustre
• Amazon FSx for OpenZFS
• NetApp ONTAP 用 Amazon FSx (NFS を使用)

• ファイルとフォルダの変更タイムスタンプ
• ファイルとフォルダのアクセスタイムスタンプ 

(DataSync あくまでベストエフォートベースで
これを行います)

• ユーザー ID (UID) およびグループ ID (GID)
• POSIX のアクセス許可

SMB の転送

次の表は、サーバーメッセージブロック (SMB) DataSync を使用する場所間でコピーできるメタデータを
まとめたものです。

これらの場所間でコピーする場合 DataSync コピーできます

• SMB
• Amazon FSx for Windows File Server
• ONTAP 用 FSx (SMB を使用)

• ファイルのタイムスタンプ: アクセス時間、変更
時間、作成時間

• ファイル所有者のセキュリティ識別子 (SID)
• 標準ファイル属性:読み取り専用 (R)、アーカイ

ブ (A)、システム (S)、非表示 (H)、圧縮 (C)、コ
ンテンツインデックスなし (N)、暗号化 (E)、一
時的 (T)、オフライン (O)、およびスパース (P)

DataSync アーカイブ属性、圧縮属性、スパース
属性をコピーしようとします。これらの属性が
送信先に適用されない場合、タスク検証では無
視されます。

• NTFS 任意アクセスリスト (DACL) は、オブジェ
クトへのアクセスを許可するかどうかを決定し
ます。

• NTFS システムアクセスコントロールリスト 
(SACL) は、管理者がセキュリティ保護されたオ
ブジェクトへのアクセス試行を記録するために
使用されます。
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これらの場所間でコピーする場合 DataSync コピーできます
注:SMB バージョン 1.0 を使用する場合、SACL 
はコピーされません。

DACL と SACL をコピーするには、SMB 
DataSync を使用してロケーションにアクセ
スするために使用する Windows ユーザーに、
特定のアクセス許可を付与する必要があり
ます。詳細については、「SMB (p. 120) 用
のロケーションの作成」、FSx for Windows 
File Server (p. 141)、または ONTAP 用の 
FSx (p. 146)（転送するロケーションのタイプ
による）を参照してください。

HDFS の転送

次の表は、転送に Hadoop Distributed File System (HDFS) DataSync の場所が含まれる場合にコピーでき
るメタデータを示しています。

この場所からコピーする場合 以下のいずれかの場所へ DataSync コピーできます

• HDFS • Amazon EFS
• FSx for Lustre
• FSx for OpenZFS
• ONTAP 用 FSx (NFS を使用)

• ファイルとフォルダの変更タ
イムスタンプ

• ファイルとフォルダのアクセ
スタイムスタンプ (DataSync 
あくまでベストエフォート
ベースでこれを行います)

• POSIX のアクセス許可

HDFS では、数値識別子 (UID 
や GID など) ではなく、文字列
を使用してファイルとフォルダ
のユーザーとグループの所有権
を保存します。UID と GID の
デフォルト値は、送信先のファ
イルシステムに適用されます。
デフォルト値の詳細について
は、「によって適用されるデ
フォルトの POSIX メタデータ 
DataSync (p. 162)」を参照して
ください。

Amazon S3 転送

次の表は、転送に Amazon S3 DataSync ロケーションが含まれる場合にコピーできるメタデータをまとめ
たものです。

トピック
• Amazon S3 に更新 (p. 160)
• HDFS と Amazon S3 の間 (p. 160)
• オブジェクトストレージと Amazon S3 の間 (p. 161)
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Amazon S3 に更新

これらの場所のいずれ
かからコピーする場合 この場所へ DataSync コピーできます

• NFS
• Amazon EFS
• FSx for Lustre
• FSx for OpenZFS
• ONTAP 用 FSx (NFS を使用)

• Amazon S3 Amazon S3 ユーザーメタデータ
は次のとおりです。

• ファイルとフォルダの変更タ
イムスタンプ

• ファイルとフォルダのアクセ
スタイムスタンプ (DataSync 
あくまでベストエフォート
ベースでこれを行います)

• ユーザー ID とグループ ID
• POSIX のアクセス許可

Amazon S3 ユーザーメタデータ
に保存されているファイルメタ
データは、を使用してファイル
ゲートウェイ上の NFS 共有と
相互運用できますAWS Storage 
Gateway。ファイルゲートウェイ
は、オンプレミスネットワーク
から Amazon S3 にコピーされた
データへの低レイテンシーアク
セスを可能にします DataSync。
このメタデータは FSx for Lustre 
とも相互運用できます。

このメタデータを含むオブジェ
クトを NFS DataSync サーバー
にコピーして戻す際には、ファ
イルのメタデータは復元され
ます。メタデータを復元するに
は、NFS サーバーに昇格した
アクセス許可を付与する必要
があります。詳細については、
「の NFS の場所を作成するAWS 
DataSync (p. 119)」を参照して
ください。

HDFS と Amazon S3 の間

これらの場所間でコピーする場合 DataSync コピーできます

• Hadoop Distributed File System（HDFS）
• Amazon S3

Amazon S3 ユーザーメタデータは次のとおりで
す。

• ファイルとフォルダの変更タイムスタンプ
• ファイルとフォルダのアクセスタイムスタンプ 

(DataSync あくまでベストエフォートベースで
これを行います)

• ユーザー ID とグループ ID
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これらの場所間でコピーする場合 DataSync コピーできます
• POSIX のアクセス許可

HDFS では、UID や GID などの数値識別子ではな
く、文字列を使用してファイルとフォルダのユー
ザーとグループの所有権を保存します。

オブジェクトストレージと Amazon S3 の間

これらの場所間でコピーする場合 DataSync コピーできます

• オブジェクトストレージ
• Amazon S3

• ユーザー定義のオブジェクトメタデータ
• オブジェクトタグ
• 以下のシステムで定義されたオブジェクトメタ

データ。
• Content-Disposition
• Content-Encoding
• Content-Language
• Content-Type

注意:最初の転送時に、 DataSync すべてのオ
ブジェクトのシステムメタデータをコピーしま
す。変更されたデータのみを転送するようにタ
スクを設定した場合、 DataSync オブジェクト
のコンテンツまたはユーザーメタデータも変更
されていない限り、以降の転送でシステムメタ
データはコピーされません。

DataSync オブジェクトアクセスコントロールリ
スト (ACL) や以前のオブジェクトバージョンな
ど、他のオブジェクトメタデータはコピーされま
せん。

重要:Google Cloud Storage バケットからオブジェ
クトを転送する場合、 DataSync オブジェクトタ
グをコピーするとタスクが失敗する可能性があり
ます。これを防ぐには、タスク設定を行うときに
「オブジェクトタグをコピー」オプションの選択
を解除してください。詳細については、「ファイ
ル、オブジェクト、AWS DataSyncメタデータの
転送方法の管理 (p. 166)」を参照してください。

メタデータ構造が異なるシステム間でのメタデータのコピー
類似したメタデータ構造を持たないストレージシステム間でコピーする場合、 DataSync 次のルールを使
用してメタデータを処理します。
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によってコピーされるメタデータ DataSync

これらの場所のいずれ
かからコピーする場合 以下のいずれかの場所へ DataSync コピーできます

• SMB
• FSx for Windows File Server
• ONTAP 用 FSx (SMB を使用)

• Amazon EFS
• FSx for Lustre
• FSx for OpenZFS
• ONTAP 用 FSx (NFS を使用)
• Amazon S3
• オブジェクトストレージ
• NFS

宛先ファイルシステム上のすべ
てのファイルとフォルダ、また
は宛先 S3 バケット内のオブジェ
クトのデフォルトの POSIX メタ
データ。この方法には、デフォ
ルトの POSIX ユーザー ID とグ
ループ ID の値の使用が含まれま
す。

Windows ベースのメタデータ 
(ACL など) は保存されません。

• FSx for Windows File Server
• ONTAP 用 FSx (SMB を使用)

• HDFS 送信元の場所からのファイルと
フォルダのタイムスタンプ。
ファイルまたはフォルダの所有
者は、HDFS の場所を作成する
ときに指定した HDFS ユーザー
または Kerberos プリンシパルに
基づいて設定されます。Hadoop 
クラスターのグループマッピン
グ設定によって、グループが決
まります。

• Amazon EFS
• FSx for Lustre
• FSx for OpenZFS
• ONTAP 用 FSx (NFS を使用)
• Amazon S3
• オブジェクトストレージ
• NFS
• HDFS

• SMB
• FSx for Windows File Server
• ONTAP 用 FSx (SMB を使用)

送信元の場所からのファイルと
フォルダのタイムスタンプ。所
有権は、が Amazon FSx または 
SMB DataSync 共有にアクセス
するために指定された Windows 
ユーザーに基づいて設定されま
す。権限は親ディレクトリから
継承されます。

によって適用されるデフォルトの POSIX メタデータ DataSync

送信元と送信先の場所が類似したメタデータ構造でない場合、またはソースメタデータが欠落している場
合、デフォルトの POSIX DataSync メタデータを適用します。

以下は、 DataSync 特に次のような場合にデフォルトのPOSIXメタデータを適用する方法です。

• Amazon S3 またはオブジェクトストレージから Amazon EFS、Lustre 用 DataSync 
FSx for Lustre、OpenZFS 用 FSx、OpenZFS 用 FSx、ONTAP 用 FSx (NFS を使
用)、NFS、NFS、NFS、NFS、NFS、または HDFS に転送する場合

• SMB から NFS、HDFS、Amazon S3、FSx for Lustre、FSx for OpenZFS、FSx for ONTAP (NFS を使
用)、または Amazon EFS に転送する場合

以下の表では、デフォルトの POSIX DataSync メタデータおよび適用されるアクセス許可について説明し
ます。

162



AWS DataSync ユーザーガイド
によってコピーされたリンクとディレクトリ DataSync

許可 値

UID 65534

GID 65534

フォルダのアクセス許可 0755

ファイルのアクセス許可 0644

HDFS では、数値識別子 (UID や GID など) ではなく、文字列を使用してファイルとフォルダのユーザーと
グループの所有権を保存します。ソースの場所に対応するメタデータがない場合、場所の作成時に指定し
た HDFS ユーザーまたは Kerberos プリンシパルに基づいて、 DataSync ファイルとフォルダの所有権が
設定されます。グループは、Hadoop クラスターのグループマッピング設定によって決定されます。

によってコピーされたリンクとディレクトリAWS 
DataSync
AWS DataSyncコピーされたハードリンク、シンボリックリンク、およびディレクトリは、転送に関連す
る保存場所によって異なる方法で処理されます。

ハードリンク

NFS サーバ、FSx for Lustre、OpenZFS 用 FSx、ONTAP 用 FSx (NFS を使用)、および Amazon EFS 
間でコピーする場合、ハードリンクは保持されます。

Amazon S3 にコピーする場合、各ハードリンクは 1 回だけ転送されます。コピーごとに個別
の Amazon S3 オブジェクトが作成されます。Amazon S3 でハードリンクが変更されていな
い場合、NFS サーバー、Lustre の場合は FSx、OpenZFS の場合は FSx、OpenZFS の場合は 
FSx、ONTAP 用 FSx (NFS を使用)、、Amazon EFS に移行すると、正しく復元されます。

SMB ファイル共有、FSx for Windows File Server、および FSx for ONTAP (SMB を使用) 間でコピー
する場合、ハードリンクはサポートされません。 DataSync このような状況でハードリンクが発生す
ると、タスクはエラーで完了します。詳細については、 CloudWatchログを確認してください。

HDFS にコピーする場合、ハードリンクはサポートされません。HDFS にコピーする場合、送信元の
ハードリンクはスキップされ、記録されます CloudWatch。

シンボリックリンク

NFS サーバ、FSx for Lustre、OpenZFS 用 FSx、ONTAP 用 FSx (NFS を使用)、および Amazon EFS 
間でコピーする場合、シンボリックリンクは保持されます。

Amazon S3 にコピーする場合、リンクのターゲットパスが Amazon S3 オブジェクトに保存されま
す。NFS サーバ、Lustre の FSx、OpenZFS の FSx、ONTAP の FSx または Amazon EFS への転送時
に、リンクが正しく復元されます。

SMB ファイル共有、FSx for Windows File Server、FSx for ONTAP（NFS を使用）間でコピーする
場合、シンボリックリンクはサポートされません。 DataSync このような状況でシンボリックリンク
が見つかると、タスクはエラーで完了します。詳細については、 CloudWatchログを確認してくださ
い。

HDFS にコピーする場合、シンボリックリンクはサポートされません。HDFS にコピーする場合、シ
ンボリックリンクはスキップされ、記録されます CloudWatch。

ディレクトリ

Amazon S3 バケット間でコピーする場合、ディレクトリは「/」で終わる空のオブジェクトとして表
されます。
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場所の削除

でのロギングについては DataSync、を参照してくださいAmazonAWS DataSync でのアクティビティのモ
ニタリング CloudWatch (p. 188)。

AWS DataSyncロケーションを削除する
ベストプラクティスとして、AWS DataSync不要になった場所を削除します。

コンソールを使用して場所を削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync 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 [Locations] を選択します。
3. [Locations (場所)] ページで、削除する場所を選択します。
4. [Delete] (削除) を選択します。を入力して削除を確認しdelete、[Delete] を選択します。
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データ整合性の確認

AWS DataSync タスクの使用
タスクは、AWS DataSyncデータを転送する場所と方法を記述します。タスクには、次の構成要素があり
ます。

• ソースの場所 (p. 117) — DataSync データを転送するストレージシステムまたはサービス。
• 宛先の場所 (p. 117) — DataSync データを転送するストレージシステムまたはサービス。
• タスク設定 (p. 166) — データの検証方法、実行タイミングなど、タスクの動作を設定するためのオプ

ション。一部のタスク設定はオプションです。たとえば、タスクに名前を付ける必要はありません。
• タスク実行 (p. 181) — タスクを実行することをタスク実行と呼びます。

トピック
• AWS DataSyncデータ整合性を検証する方法の設定 (p. 165)
• AWS DataSync転送する内容の設定 (p. 166)
• AWS DataSyncタスクの帯域幅制限の設定 (p. 172)
• AWS DataSyncタスクのスケジュール (p. 173)
• AWS DataSyncタスクアクティビティのロギング (p. 175)
• AWS DataSyncタスクにタグを付ける (p. 176)
• AWS DataSyncタスクを開始する (p. 178)
• AWS DataSyncタスクをキャンセルする (p. 179)
• AWS DataSyncタスクを削除する (p. 180)
• AWS DataSyncタスクステータス (p. 181)
• AWS DataSyncタスクシナリオの例 (p. 182)

AWS DataSyncデータ整合性を検証する方法の設定
AWS DataSync転送中は常にデータの整合性をチェックしますが、次のオプションを使用してこの検証を
行う方法とタイミングを指定できます。

• [Verify only the data only the data only the data only]--- DataSync 転送されたデータのみ検証する (転送
されたデータのみ検証する (転送されたデータのみ検証する (転送されたデータのみ検証する (転送され
たデータ 転送の最後に DataSync 、このチェックサムを宛先のファイルで計算されたチェックサムと比
較します。

S3 Glacier Flexible Retrieval または S3 Glacier Deep Archive ストレージクラスに転送する場合は、この
オプションをお勧めします。詳細については、「Amazon S3 ロケーションのストレージクラスに関する
考慮事項 (p. 127)」を参照してください。

• [Verify all the destination (送信先ですべてのデータを検証する)]--転送先ですべてのデータを検証する-転
送の最後に、送信先ですべてのデータを検証する-転送の最後に、 DataSync 送信先全体をスキャンし、
両方の場所が完全に同期されていることを確認します。

S3 Glacier Flexible Retrieval または S3 Glacier Deep Archive ストレージクラスに転送する場合は、この
オプションを使用できません。詳細については、「Amazon S3 ロケーションのストレージクラスに関す
る考慮事項 (p. 127)」を参照してください。

• [Check the transfer]---転送中に整合性をチェックする- DataSync 転送の終了時に追加の検証は実行され
ません。すべてのデータ転送は、引き続き転送中にチェックサム検証によって整合性がチェックされま
す。
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DataSync 転送する内容の設定

DataSync コンソールの使用
次の手順では、タスク作成時にデータ検証を設定する方法について説明します。これは、タスクを編集す
るときやタスクの実行を開始するときにも設定できます。

コンソールを使用してデータ検証を設定するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync 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、[Task] を選択し、それから [Create ask] を選択します。
3. タスクの送信元と送信先の場所を設定します。

詳細については、「AWS DataSync場所の使用 (p. 117)」を参照してください。
4. [データの検証] で、次のいずれかを選択します。

• 転送されたデータのみを確認する (推奨)
• 送信先のすべてのデータを確認する
• 転送中に整合性をチェック

DataSync API の使用
DataSync 次の操作でデータを検証する方法を設定できます。

• CreateTask
• UpdateTask
• StartTaskExecution

AWS DataSync転送する内容の設定
AWS DataSync必要なデータのみをコピーするようにタスクを設定できます。たとえば、特定のフォル
ダーを除外したり、特定のファイルタイプのみを含めたりします。定期的な転送を計画している場合は、
転送元の場所で変更されたデータのみを転送するようにタスクを設定できます。

トピック
• ファイル、オブジェクト、AWS DataSyncメタデータの転送方法の管理 (p. 166)
• によって転送されるデータのフィルタリングAWS DataSync (p. 169)

ファイル、オブジェクト、AWS DataSyncメタデータ
の転送方法の管理
場所間でコピーするときのファイル、オブジェクト、AWS DataSyncおよび関連するメタデータの処理方
法を設定できます。

たとえば、定期的な転送では、転送先のファイルを転送元の変更で上書きして、場所の同期を維持したい
場合があります。ファイルやフォルダの POSIX 権限、オブジェクトに関連付けられたタグ、アクセス制御
リスト (ACL) などのプロパティをコピーできます。

作業を始める前に: DataSync 転送時に保存できるメタデータは、関連するストレージシステムと、それ
らのシステムが同様のメタデータ構造を使用しているかどうかによって異なります。タスクを設定する前
に、 DataSync メタデータと特殊ファイルの処理方法を理解していることを確認してください (p. 157)。
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DataSync コンソールの使用

次の手順では、 DataSync タスク作成時に転送する内容を設定する方法について説明します。これは、タ
スクを編集または開始するときにも設定できます。

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync 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、[Task] を選択し、それから [Create ask] を選択します。
3. タスクの送信元と送信先の場所を設定します。

詳細については、「AWS DataSync場所の使用 (p. 117)」を参照してください。
4. 転送モードの場合、次のいずれかのオプションを選択します。

• 変更されたデータのみを転送 — DataSync ソースとターゲットの場所で異なるデータとメタデータ
のみをコピーします。

• すべてのデータを転送 — 場所間の違いを比較せずに、 DataSyncソース内のすべてを宛先にコピー
します。

5. DataSync出典に存在しないファイルやオブジェクトを送信先の場所に保持する場合は、削除したファ
イルを保持するを選択します。

このオプションを選択せず、タスクが Amazon S3 バケットからオブジェクトを削除した場合、特定
のストレージクラスに対して最小ストレージ期間料金が発生する可能性があります。詳細について
は、「Amazon S3 ロケーションのストレージクラスに関する考慮事項 (p. 127)」を参照してくださ
い。

Warning

このオプションを選択解除して、[すべてのデータを転送] を有効にすることはできません。
すべてのデータを転送すると、 DataSync宛先の場所がスキャンされず、何を削除すればよい
かわかりません。

6. ソースデータまたはメタデータが変更されたときに宛先のデータを変更する場合は DataSync 、
「ファイルを上書き」を選択します。

タスクがオブジェクトを上書きする場合、特定のストレージクラスに対して追加料金が発生する可能
性があります (たとえば、取得や早期削除など)。詳細については、「Amazon S3 ロケーションのスト
レージクラスに関する考慮事項 (p. 127)」を参照してください。

このオプションを選択しない場合、ソースデータが異なっていても、宛先データは上書きされませ
ん。

7. [データ転送設定] で、 DataSync メタデータのコピー方法を選択します。

Important

コンソールに表示される設定は、タスクの送信元と宛先の場所によって異なります。場合に
よっては、これらのオプションを表示するには [追加設定] を展開する必要があります。
選択する前に、 DataSync シナリオのメタデータと特殊ファイルの処理方法を理解している
ことを確認してください (p. 157)。

設定 説明

所有権をコピー DataSync POSIX ファイルとファイルの所有者
のグループ ID やファイルの所有者のユーザー ID 
など、POSIX ファイルやフォルダの所有権をコ
ピーします。

権限をコピー DataSync 出典から宛先にファイルやフォルダの 
POSIX 許可をコピーします。
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設定 説明

タイムスタンプのコピー DataSync タイムスタンプのメタデータを送信元
から宛先にコピーします。

オブジェクトタグをコピー DataSync オブジェクトストレージシステム間で
転送するときに、オブジェクトに関連付けられ
たタグを維持します。

所有権、DACL、SACL、SACL のコピー DataSync 以下をコピーします。

• オブジェクトの所有者
• NTFS 任意アクセスリスト (DACL) は、オブ

ジェクトへのアクセスを許可するかどうかを
決定します。

• NTFS システムアクセスコントロールリスト 
(SACL) は、管理者がセキュリティ保護された
オブジェクトへのアクセス試行を記録するた
めに使用されます。

注:SMB バージョン 1.0 を使用する場
合、SACL はコピーされません。

DACL および SACL をコピーするには、SMB 
DataSync を使用してロケーションにア
クセスするために使用する Windows ユー
ザーに特定の許可を付与する必要がありま
す。詳細については、「SMB (p. 120) 用の
ロケーションの作成」、FSx for Windows 
File Server (p. 141)、または ONTAP 用の 
FSx (p. 146)（転送するロケーションのタイプ
による）を参照してください。

所有権と DACL をコピー DataSync 以下をコピーします。

• オブジェクトの所有者
• DACL は、オブジェクトへのアクセスを許可

するかどうかを決定します。

DataSync このオプションを選択すると、SACL 
をコピーしません。

所有権や ACL をコピーしないでください DataSync 所有権や権限のデータをコピーしま
せん。 DataSync 送信先ロケーションに書き込
むオブジェクトは、 DataSync 送信先にアクセ
スするための資格情報を提供するユーザーが所
有します。送信先オブジェクトのアクセス許可
は、送信先サーバーで設定されたアクセス許可
に基づいて決定されます。

DataSync API を使用する

これらのタスク設定は、Options以下のいずれかの操作でパラメーターを使用して構成できます。

• CreateTask
• StartTaskExecution
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データのフィルタリング

• UpdateTask

によって転送されるデータのフィルタリングAWS 
DataSync
AWS DataSyncデータのサブセット (特定のファイル、フォルダ、オブジェクトなど) のみを転送する場合
にフィルターを適用できます。

例えば、送信元にで終わる一時ファイルが含まれている場合.tmp、それらのファイルが送信先に送信さ
れないようにする除外フィルターを作成できます。同じタスクで、除外フィルターとインクルードフィル
ターを組み合わせて使用することもできます。

トピック
• フィルタリングの条件、定義、および構文 (p. 169)
• 転送からのデータの除外 (p. 170)
• 転送にデータを含める (p. 171)
• フィルターの例 (p. 171)

フィルタリングの条件、定義、および構文
フィルタリングで使用する用語と定義は次のとおりです。

フィルター

特定のフィルターを構成する文字列全体 (例:*.tmp|*.tempまたは/folderA|/folderB)。

フィルターは、| (パイプ) で区切られたパターンで構成されます。コンソールでパターンを追加する際
には、各パターンを個別に追加するため、区切り文字は必要ありません。

Note

フィルターでは大文字と小文字が区別されます。たとえば、/folderAフィルターは一致し
ません/FolderA。

パターン:

フィルター内のパターン。たとえば、*.tmp は、*.tmp|*.temp フィルターの一部のパターンで
す。

フォルダ
• すべてのフィルターは、送信元のパスに相対的です。たとえば、ソースの場所とタスクを作成する

際にソースパスとして /my_source/ を指定し、インクルードフィルター /transfer_this/ を
指定したとします。この場合、 DataSync/my_source/transfer_this/ディレクトリとその内容
のみが転送されます。

• 送信元の直下のフォルダを指定するには、フォルダ名の前にスラッシュ (/) を含めます。前の例で
は、transfer_this ではなく /transfer_this をパターンで使用します。

• DataSync は以下のパターンと同じ方法で解釈され、フォルダとそのコンテンツの両方に一致しま
す。

/dir

/dir/
• Amazon S3 バケットとの間でデータを転送する場合、 DataSync /オブジェクトキー内の文字を

ファイルシステム上のフォルダと同じように処理します。

169

https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/API_UpdateTask.html


AWS DataSync ユーザーガイド
データのフィルタリング

特殊文字

フィルタリングで使用する特殊文字は、次のとおりです。

特殊文字 説明

* (ワイルドカード) 0 個以上の文字に一致させるために使用する文字。たとえば、/
movies_folder* は /movies_folder と /movies_folder1
の両方に一致します。

| (パイプの区切り文字) パターン間の区切りとして使用する文字。いずれかがフィ
ルターに一致する、複数のパターンを指定できます。たとえ
ば、*.tmp|*.temp は tmp または temp のいずれかで終わる
ファイルに一致します。

Note

コンソールでパターンを追加する際には、各パターンを
個別の行に追加するため、この区切り記号は必要ありま
せん。

\ (バックスラッシュ) ファイル名やオブジェクト名に含まれる特殊文字 (*、|、\) をエス
ケープするための文字です。

バックスラッシュがファイル名に含まれている場合は、二重バッ
クスラッシュ (\\) が必要です。同様に、\\\\ は、ファイル名での連
続する 2 つのバックスラッシュを表します。

パイプがファイル名に含まれている場合は、パイプの前にバック
スラッシュ (\|) が必要です。

バックスラッシュ (\) に続くその他の文字、またはパターン末尾に
ある \ は無視されます。

転送からのデータの除外
除外フィルターでは、送信元から送信先にファイルを転送するときに除外されるファイル、フォルダ、お
よびオブジェクトを定義します。これらのフィルターは、タスクの作成、編集、または開始時に設定でき
ます。

DataSync コンソールで除外フィルター付きのタスクを作成するには、データ転送設定セクションの除外
パターンでパターンのリストを指定します。たとえば、temp または tmpという名前の一時フォルダを除
外するには、*/temp を 除外パターンボックス で指定し、Add patterns (パターンの追加) を選択してか
ら、2 番目のテキストボックスで */tmp を指定できます。フィルターにさらにパターンを追加するには、
[Add pattern (パターンの追加)] を選択します。AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用する場合
は、フィルターの周りにシングルクォーテーション (') が必要で、区切り文字として｜ (パイプ) が使用す
る必要があります。この例では、'*/temp|*/tmp' と指定します。

タスクを作成した後、タスク設定を編集して、除外フィルターとの間でパターンを追加または削除できま
す。変更は、今後のタスクの実行に適用されます。

タスクを実行する際に、「上書きで開始」オプションを使用して除外フィルターのパターンを変更できま
す。加えた変更は、そのタスクの実行にのみ適用されます。

AWS CLI を使用して除外フィルターを作成することもできます。次の例は、このような CLI コマンドを示
しています。

aws datasync create-task  

170



AWS DataSync ユーザーガイド
データのフィルタリング

    --source-location-arn 'arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id' 
    --destination-location-arn 'arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id' 
    --cloud-watch-log-group-arn 'arn:aws:logs:region:account-id:log-group:your-log-group'  
    --name your-task-name
    --excludes FilterType=SIMPLE_PATTERN,Value='*/temp|*/tmp'

Note

NetApp システムからファイルを移行する場合は、*/.snapshot除外フィルターでパターンとし
て指定して、 NetAppバックアップフォルダーを除外することをお勧めします。

転送にデータを含める
インクルードフィルターは、 DataSync タスクの実行時に転送されるファイル、フォルダ、およびオブ
ジェクトを定義します。インクルードフィルターは、タスクの作成、編集、または開始時に設定できま
す。

インクルードフィルター付きのタスクを作成するには、特定のファイルとフォルダ オプションを選択
し、インクルードパターンでインクルードするパターンのリストを指定します。

DataSync インクルードフィルターに一致するファイルとフォルダーのみをスキャンして転送しま
す。たとえば、ソースフォルダのサブセットが含まれるようにするには、/important_folder_1|/
important_folder_2 と指定します。

タスクを作成した後、タスク設定を編集して、インクルードフィルターとの間でパターンを追加または削
除できます。変更はすべて今後のタスクの実行に適用されます。

タスクを実行する際に、上書きで開始する オプションを使用して、インクルードフィルターのパターンを
変更できます。加えた変更は、そのタスクの実行にのみ適用されます。

AWS CLI を使用してインクルードフィルタを作成または編集することもできます。以下の例は、CLI コマ
ンドを示しています。フィルターを囲む引用符 (') と、区切り記号として使用される | (パイプ) に注意し
てください。

aws datasync start-task-execution  
   --task-arn 'arn:aws:datasync:region:account-id:task/task-id'  
   --includes FilterType=SIMPLE_PATTERN,Value='/important_folder1|/important_folder2'

Note

インクルードフィルターはパターンの右端にある場合のみ、ワイルドカード (*) をサポートしてい
ます。たとえば、/documents* |/code* はサポートされていますが、*.txtサポートされてい
ません。

フィルターの例
以下に示しているのは、 DataSyncで使用できる一般的なフィルターです。

Note

独自のフィルターを作成するときは、必ず次の点を確認してくださいタスクフィルタークォー
タ (p. 221)。

送信元からの一部のフォルダの除外

場合によっては、コピー元のフォルダを除外してコピー先にコピーしないようにすることもあります。例
えば、 work-in-progress一時フォルダがあるとします。 NetApp システムを使用して、バックアップフォル
ダを除外する場合です。この場合、次のフィルターを使用できます。
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*/.snapshot

内容が似ているフォルダー (/reports2021やなど/reports2022)) を除外するには、次のような除外
フィルターを使用できます。

/reports*

ファイル階層のいずれかのレベルでフォルダを除外するには、次のように、除外フィルターを使用できま
す。

*/folder-to-exclude-1|*/folder-to-exclude-2

送信元の最上位レベルでフォルダを除外するには、次のように、除外フィルターを使用できます。

/top-level-folder-to-exclude-1|/top-level-folder-to-exclude-2

送信元でフォルダのサブセットを含める

場合によっては、送信元は大きな共有で、ルートの下にあるフォルダのサブセットを転送する場合があり
ます。特定のフォルダを含めるには、次のようなインクルードフィルターを使用して、タスクの実行を開
始します。

/folder-to-transfer/*

特定のファイルタイプを除外する

特定の種類のファイルを転送から除外するには、*.temp のような除外フィルターを使用してタスクの実
行を作成できます。

指定した個別のファイルを転送する

個別のファイルのリストを転送するには、次のようなインクルードフィルターを使用して、タスクの実
行を開始します:「/folder/subfolder/file1.txt|/folder/subfolder/file2.txt|/folder/
subfolder/file2.txt」

AWS DataSyncタスクの帯域幅制限の設定
AWS DataSyncタスクとその実行ごとにネットワーク帯域幅の制限を設定できます。

タスクの帯域幅の制限
タスクを作成、編集、または開始するときに、帯域幅の制限を設定します。

DataSync コンソールの使用

以下の手順では、タスクの作成時にタスクに帯域幅制限を設定する方法について説明します。

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync 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、[Task] を選択し、それから [Create ask] を選択します。
3. タスクの送信元と送信先の場所を設定します。

詳細については、「AWS DataSync場所の使用 (p. 117)」を参照してください。
4. [帯域幅制限の設定] で、次のいずれかを選択します。
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• 各タスク実行に使用可能なすべてのネットワーク帯域幅を使用するには、[Use available] を選択し
ます。

• [Set the 帯域幅制限の設定 (MiB/秒)] を選択し、 DataSync 各タスク実行に使用する最大帯域幅を入
力します。

DataSync API を使用する

BytesPerSecond次のいずれかの操作でパラメーターを使用して、タスクの帯域幅制限を設定できます。

• CreateTask
• UpdateTask
• StartTaskExecution

タスク実行の帯域幅スロットリング
実行中またはキューに入っているタスク実行の帯域幅制限を変更できます。

DataSync コンソールの使用

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Tasks (タスク)] を選択します。
3. タスクを選択し、[履歴] を選択すると、タスクの実行が表示されます。
4. 変更するタスク実行を選択してから、[Edit] を選択します。
5. ダイアログボックスで、次のいずれかを選択します。

• 利用可能なすべてのネットワーク帯域幅をタスク実行に使用するには、[Use available] を選択しま
す。

• [Set the 帯域幅制限の設定 (MiB/秒)] を選択し、 DataSync タスク実行に使用する最大帯域幅を入力
します。

6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

新しい帯域幅制限は 60 秒以内に有効になります。

DataSync API を使用する

BytesPerSecondUpdateTaskExecution操作のパラメーターを使用して、実行中またはキューに入ってい
るタスク実行の帯域幅制限を変更できます。

AWS DataSyncタスクのスケジュール
AWS DataSync場所間で定期的にデータを転送するようにタスクを設定できます。

スケジュールされたタスクは、最短1時間間隔の設定された頻度で自動的に実行されます。たとえば、次の
スクリーンショットは、毎週日曜日と水曜日の午後 12:00 UTC にタスクを実行する設定を示しています。
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UTC 時間で指定された cron 式を使用してタスクスケジュールを実行することもできます。たとえば、次
の cron 式を使用して、毎週日曜日と水曜日の午後 12:00 にタスクを実行するように構成します。

0 12 ? * SUN,WED *

Important

cron 式を使用しても、1 時間より速い間隔でタスクを実行するようにスケジュールすることはで
きません。

スケジュール式の構文の詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイドのルールごとのスケ
ジュール式」を参照してください。

タスクスケジュールの設定
タスク実行の頻度は、 DataSync コンソールまたは API を使用して設定できます。タスクを作成または編
集する場合、コンソールの [Frequency (頻度)] に次のオプションを使用できます。

• タスクを定期的に実行するようにスケジュールしない場合は、[Not Scheduled (スケジュールなし)] を選
択します。
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• [Hourly (毎時)] を選択し、何分にタスクを実行するかを選択します。タスクは、毎時の指定された分に
実行されます。

• [Daily (毎日)] を選択し、タスクを実行する UTC 時刻を HH: MM の形式で入力します。このタスクは毎
日指定された時刻に実行します。

• 選択毎週と曜日を入力し、タスクを実行する UTC 時刻を HH: MM の形式で入力します。このタスクは
毎週、指定された日に指定された時刻に実行されます。

• [Days of the week (曜日)] を選択し、特定の曜日 (複数可) を選択して、タスクを実行する UTC 時刻を 
HH: MM の形式で入力します。このタスクは指定した曜日と時刻に実行します。

• 最短1時間間隔でカスタム cron 式を使用してタスクを実行する場合は、[Custom (カスタム)] を選択しま
す。次に、[Cron expression (Cron 式)] ボックスに式を入力します。

スケジュール式の詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイドのルールごとのスケジュール
式」を参照してください。

タスクスケジュールを編集する
最初にタスクを作成 (p. 166)するときにスケジュールを設定することも、タスクの作成後にタスクスケ
ジュールを編集することもできます。タスクの作成後にスケジュールを設定するには、次の手順に従いま
す。

タスクスケジュールを編集するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Tasks (タスク)] を選択し、編集するタスクを選択します。
3. [Actions (アクション)] で [Edit (編集)] を選択して [Edit Tasks (タスクの編集)] ページを開き、

[Schedule (optional) (スケジュール (オプション))] を展開します。
4. [Schedule (optional) (スケジュール (オプション))] セクションで、指定したスケジュールで実行するよ

うにタスクを設定します。
5. [Frequency (頻度)]で、タスクを実行する頻度を 1 時間の最小間隔で設定します。頻度の設定オプショ

ンについては、「タスクスケジュールの設定 (p. 174)」を参照してください。

AWS DataSyncタスクアクティビティのロギング
AWS DataSyncタスクの詳細を Amazon CloudWatch Logs ロググループに公開できます。

必要なアクセス許可
DataSync CloudWatch ロググループにログをアップロードするためのアクセス許可が必要です。IAM リ
ソースポリシーを使用してこれを設定する方法はいくつかあります。

• コンソールを使用してタスクを作成すると、 DataSync ロググループと関連するリソースポリシーを自
動的に作成できます。

• 既存のロググループを使用する場合は、リソースポリシーを自分で作成する方法の例を参照してくださ
い (p. 191)。

タスクログの設定
コンソールまたは DataSync API を使用して、 CloudWatch タスクのロギングを設定できます。
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DataSync コンソールの使用
次の手順では、 CloudWatch タスク作成時にログを設定する方法について説明します。これはタスクを編
集するときにも設定できます。

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync 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、[Task] を選択し、それから [Create ask] を選択します。
3. タスクの送信元と送信先の場所を設定します。

詳細については、「AWS DataSync場所の使用 (p. 117)」を参照してください。
4. [ログレベル] で、次のいずれかのオプションを選択します。

• [Verify]--転送エラーなどの基本情報をログ記録する-基本情報 (転送エラーなど) のみをログ記録す
る- CloudWatch に公開します。

• [Verify all the the the the data the the the the the the the the the the the the the the the the the the 
the the the the the the the the the the the the the the data the the the the the the the the CloudWatch

• ログをに送信しないでください CloudWatch
5. CloudWatch DataSync ロググループには、次のいずれかを実行して、ログをアップロードする権限を

持つロググループを指定します。

• 自動生成を選択すると、 DataSync ログをアップロードできるロググループが自動的に作成されま
す。

• 現在のロググループから既存のロググループを選択しますAWS リージョン。

DataSync ロググループへのログのアップロードを許可するリソースポリシーがあることを確認し
てください (p. 191)。

DataSync API を使用する
CloudWatchLogGroupArnパラメーターを次のいずれかの操作で使用することで、 CloudWatch タスクの
ロギングを設定できます。

• CreateTask
• UpdateTask

AWS DataSyncタスクにタグを付ける
タグは、AWS DataSyncリソースの管理、フィルタリング、検索に便利なキー値ペアです。 DataSync タ
スクとタスク実行ごとに最大 50 個のタグを追加できます。

たとえば、大規模なデータ移行用のタスクを作成し、Projectそのタスクにキーと値のタグを付けるこ
とができますLarge Migration。移行をさらに整理するには、タスクの 1Transfer Date 回の実行に
キーと値をタグ付けできますMay 2021 (June 2021それ以降のタスク実行にはタグ付けするなど)。July 
2021

タスクにタグを付ける
DataSync タスクにタグを付けることができるのは、タスクを作成するときだけです。

DataSync コンソールを使用する

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync でコンソールを開きます。
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2. 左のナビゲーションペインで、[Task] を選択し、それから [Create ask] を選択します。
3. タスクの送信元と送信先の場所を設定します。

詳細については、「AWS DataSync場所の使用 (p. 117)」を参照してください。
4. [設定の構成] ページで、[タグを追加] を選択してタスクにタグを付けます。

AWS CLIの使用

1. create-task次のコマンドをコピーします。

aws datasync create-task \ 
    --source-location-arn 'arn:aws:datasync:region:account-id:location/source-location-
id' \ 
    --destination-location-arn 'arn:aws:datasync:region:account-
id:location/destination-location-id' \ 
    --tags Key=tag-key,Value=tag-value

2. コマンドで次のパラメータを指定します。

• --source-location-arn— 転送する送信元の場所の Amazon リソースネーム (ARN) を指定しま
す。

• --destination-location-arn— 転送先の場所の ARN を指定します。
• --tags— タスクに適用するタグを指定します。

タグが複数ある場合は、各キーと値のペアをスペースで区切ります。
3. （オプション）転送シナリオに適した他のパラメータを指定します。

のリストについては--options、create-task コマンドを参照してください。
4. create-task コマンドを実行します。

先ほど作成したタスクを示す応答が表示されます。

{ 
    "TaskArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:123456789012:task/task-abcdef01234567890"
}

このタスクに追加したタグを表示するには、list-tags-for-resourceコマンドを使用できます。

タスク実行のタグ付け
DataSync タスクを実行するたびにタグを付けることができます。

タスクにすでにタグがある場合は、タスクの実行でタグを使用することについて次の点に注意してくださ
い。

• コンソールでタスクを開始すると、ユーザーが作成したタグがタスク実行に自動的に適用されます。た
だし、aws:で始まるシステム作成タグは適用されません。

• DataSync API またはを使用してタスクを開始した場合AWS CLI、そのタグはタスク実行に自動的に適用
されません。

DataSync コンソールの使用
タスク実行のタグを追加、編集、または削除するには、オーバーライドオプションを指定してタスクを開
始する必要があります。
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1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync 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、[Task] を選択し、タスクを選択します。
3. [Start] を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

• デフォルトから始める — タスクに関連するすべてのタグを適用します。
• オーバーライドオプションから始める — この特定のタスク実行のタグを追加、編集、または削除で

きます。

AWS CLIの使用

1. start-task-execution次のコマンドをコピーします。

aws datasync start-task-execution \ 
    --task-arn 'arn:aws:datasync:region:account-id:task/task-id' \ 
    --tags Key=tag-key,Value=tag-value

2. コマンドで次のパラメータを指定します。

• --task-arn— 開始するタスクの ARN を指定します。
• --tags-この特定のタスク実行に適用するタグを指定します。

タグが複数ある場合は、各キーと値のペアをスペースで区切ります。
3. (オプション) 状況に適したその他のパラメータを指定します。

詳細については、start-task-execution コマンドを参照してください。
4. start-task-execution コマンドを実行します。

開始したばかりのタスク実行を示す応答が表示されます。

{ 
    "TaskExecutionArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:123456789012:task/task-
abcdef01234567890"
}

このタスクに追加したタグを表示するには、list-tags-for-resourceコマンドを使用できます。

AWS DataSyncタスクを開始する
AWS DataSyncタスクを作成したら、データの移動を開始できます。タスクを実行するたびにタスクが実
行されます。タスクでは、一度に 1 つのタスク実行しか実行できません。

タスクが開始されると、 DataSync 再帰的なディレクトリリストを実行して、ソースとターゲットの場
所にあるすべてのファイル、オブジェクト、および関連するメタデータを検出します。 DataSyncロケー
ション間の違いを特定し、コピーする対象を決定します。通常、この処理には数分から数時間かかりま
す。

Important

Amazon S3 ロケーションとの間でデータを転送する予定がある場合は、開始する前に  DataSync 
S3 DataSync リクエストの料金と料金ページにどのような影響があるかを確認してくださ
い (p. 130)。
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タスクをキューに入れる
DataSync エージェントは一度に 1 つのタスクを実行できます。同じエージェントを複数のタスクに使用
すると、タスクごとに 1 つのタスク実行をキューに入れることができます。キューイングでは、エージェ
ントがすでに他のタスクを実行している場合でも、タスクは連続して実行されます (先入れ先出し)。

タスク実行ごとに異なるフィルタ設定を使用して、同じタスクの複数の実行をキューに入れるこ
とができます。フィルターについての詳細は、によって転送されるデータのフィルタリングAWS 
DataSync (p. 169)を参照してください。

タスクキューイングは、デフォルトで有効になっています。キューイングを有効にした場合、エージェン
トが別のタスク実行、または異なるフィルターを使った実行を処理していると、現在のタスク実行は自動
的にキューに入れられます。タスク実行が完了すると、 DataSync キューに入れられた次の実行を処理し
ます。キューからタスク実行を自分で削除する場合は、実行をキャンセルします。

タスクキューを設定する必要がある場合は、 DataSync タスクを作成または更新するときにコンソールで
設定できます。そのためには、以下のいずれかの DataSync APITaskQueueing オペレーションでパラ
メータを使用することもできます。

• CreateTask
• UpdateTask
• StartTaskExecution

タスクを開始する
タスクを作成したら、すぐにデータの移動を開始できます。

DataSync コンソールの使用

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync でコンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションページで [Tasks] (タスクを選択) を選択します。
3. 実行するタスクを選択します。

タスクのステータスが Available になっていることを確認します。複数のタスクを選択することもで
きます。

4. [Actions] を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

• 開始 — タスク (複数を選択した場合はタスク) を実行します。
• 優先オプションから始める — データの移動を開始する前に、タスク設定の一部を変更できます。準

備が完了したら、[Start (開始)] を選択します。
5. 実行中のタスクの実行に関する詳細を表示するには、[実行の詳細を表示] を選択します。

DataSync API を使用する
StartTaskExecutionオペレーションを使用してタスクを開始できます。DescribeTaskExecutionオペレー
ションを使用して、実行中のタスク実行に関する詳細を取得します。

開始すると、 DataSync データの移動に合わせてタスク実行のステータスを確認できます (p. 181)。ま
た、必要に応じてタスク実行の帯域幅を制限することもできます (p. 173)。

AWS DataSyncタスクをキャンセルする
AWS DataSync実行中またはキューに入っているタスクを停止できます。
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コンソールを使用してタスクをキャンセルするには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Tasks (タスク)] を選択します。
3. モニタリングする実行中のタスクのタスク IDを選択します。

タスクステータスは「実行中」になっているはずです。
4. 「履歴」を選択すると、タスクの実行が表示されます。
5. 停止するタスク実行を選択してから、[停止] を選択します。
6. ダイアログボックスで [Stop (停止)] を選択します。

DataSync API を使用して実行中またはキューに入っているタスクをキャンセルするには、を参照してくだ
さいCancelTaskExecution。

AWS DataSyncタスクを削除する
AWS DataSyncタスクが不要になった場合は、AWSタスクとそれに関連するリソースを削除できます。

前提条件
タスクを実行すると、 DataSync データ転送トラフィック用のネットワークインターフェースが自動
的に作成および管理されます (詳細については、を参照してくださいネットワークインターフェイス要
件 (p. 18))。

タスクを削除するときにこれらのネットワークインターフェイスを確実に削除するには、次の IAM 権限が
必要です。

• ec2:DeleteNetworkInterface
• ec2:DescribeNetworkInterfaces
• ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute

AWSこれらの権限は管理ポリシーで使用できますAWSDataSyncFullAccess。詳細については、「AWS 
の AWS DataSync 管理ポリシー (p. 201)」を参照してください。

タスクを削除する
タスクを削除すると、復元することはできません。

DataSync コンソールを使用する

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync で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 [Tasks] (タスクを選択) を選択します。
3. 削除するタスクを選択します。
4. [アクション] を選択してから、[削除] をクリックします。
5. ダイアログボックスで、[Delete] を選択します。

AWS CLIの使用

1. delete-task次のコマンドをコピーします。

aws datasync delete-task \ 
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  --task-arn "task-to-delete"

2. --task-arnパラメータには、削除するタスクの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します 
(例:arn:aws:datasync:us-east-2:123456789012:task/task-012345678abcd0123)。

3. delete-task コマンドを実行します。

AWS DataSyncタスクステータス
AWS DataSyncタスクの実行準備が整っているか、進行中か、問題があるかを判断するのに役立つステー
タスがあります。

タスクステータス
AWS DataSyncタスクを作成すると、これらのステータスが表示される場合があります。

コンソールのス
テータス

API ステータス 説明

使用可能 AVAILABLE タスクはデータの移動を開始する準備ができています。

実行中 RUNNING データ転送が進行中です。

使用不可 UNAVAILABLE DataSync タスクで使用されているエージェントはオフライ
ンです。

キューに追加済み QUEUED 同じエージェントを使用して実行中のタスクが別にありま
す。 DataSync タスクを順に (先入れ先出し) 実行します。詳
細については、「タスクをキューに入れる (p. 179)」を参
照してください。

タスク実行ステータス
DataSync タスクを開始すると、これらのステータスが表示される場合があります。

コンソールのス
テータス

API ステータス 説明

キューイング QUEUED 同じエージェントを使用している実行中のタスクが別にある
場合、これはタスク実行の最初のフェーズです。詳細につい
ては、「タスクをキューに入れる (p. 179)」を参照してく
ださい。

起動中 LAUNCHING 同じエージェントを使用している実行中のタスクが他にない
か、キューイングが有効になっていない場合、これはタス
ク実行の最初のフェーズです。この時点で DataSync 、タス
ク実行を初期化しています。通常このステータスは急速です
が、数分かかる場合もあります。

準備中 PREPARING この時点で、 DataSync どのファイルを転送する必要がある
かを計算中です。このフェーズの所要時間は、送信元の場所
のファイル数に比例します。通常は、送信元と送信先のファ
イルシステム、およびこれらのファイルシステムのパフォー
マンスに応じて、数分から数時間かかります。詳細について
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コンソールのス
テータス

API ステータス 説明

は、「AWS DataSyncタスクを開始する (p. 178)」を参照し
てください。

転送中 TRANSFERRING DataSync 実際のデータ転送を行います。 DataSync がファ
イルを転送している間、転送されたファイルの数はリアルタ
イムで更新されます。

検証中 VERIFYING このステータスは、 DataSync 転送の最後にデータ整合性
チェックを実行するようにタスクが設定されている場合に表
示されます。データ検証の設定方法によっては (p. 165)、
非常に大量のデータ検証にはかなりの時間がかかる場合があ
ります。

成功 SUCCESS データ転送が成功すると、このステータスが表示されます。

エラー ERROR データ転送が失敗すると、このステータスが表示されます。

AWS DataSyncタスクシナリオの例
以下のセクションでは、AWS DataSyncさまざまな転送シナリオに対してタスクを作成する方法について
説明します。

自己管理ストレージと AWS の間でデータを転送する
タスクの作成
タスクを前に作成したことがあり、追加のタスクを作成する場合は、次の手順を使用します。

タスクを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync 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、[Task] を選択し、それから [Create ask] を選択します。
3. [Configure source location (送信元の場所の設定)] ページで [Create new location (新しい場所の作成)] 

を選択し、送信元の新しい場所を使用する場合には新しい場所を設定します。設定を指定し、[Next 
(次へ)] を選択します。場所を作成する手順については、「AWS DataSync場所の使用 (p. 117)」を参
照してください。

以前に作成した送信元の場所を使用する場合は、[Choose existing location (既存の場所を選択)] を選択
して一覧から送信元の場所を選び、[次] を選択します。

step-by-step 手順については、を参照してくださいのソースロケーションの作成AWS 
DataSync (p. 30)。

クラウド間で転送を実行するタスクの作成
以下の手順に従って、データ転送用に Amazon EC2 DataSync インスタンスにエージェントをセットアッ
プします。このセクションの例では、以下のユースケースを取り扱います。

• クラウドファイルシステムから別のクラウドファイルシステムまたは Amazon S3 へのデータ転
送 (p. 105) – Amazon EFS から Amazon EFS、自己管理 NFS から EFS または Amazon S3 へのデータ
転送。
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• Amazon S3 からクラウドファイルシステムへのデータ転送 (p. 106) – Amazon S3 から Amazon EFS ま
たは Amazon EFS、Amazon S3　から自己管理 NFS へのデータ転送。

クラウド内 NFS からクラウド内 NFS または Amazon S3 に転送
を実行するタスクの作成
クラウド内の NFS ファイルシステムから AWS にデータを転送するには、次の手順に従います。この転送
を実行するには、 DataSync エージェントはファイルシステムがデプロイされているのと同じAWS リー
ジョン、同じAWS アカウントアカウントに配置されている必要があります。このタイプの転送には、EFS 
から EFS への転送、自己管理 NFS から Amazon EFS への転送、および Amazon S3 への転送が含まれま
す。クラウド内 NFS からクラウド内 NFS または Amazon S3 への転送の仕組みについては、「クラウド
ファイルシステムから別のクラウドファイルシステムまたは Amazon S3 へのデータ転送 (p. 105)」を参照
してください。

Note

ソース EFS または自己管理 NFS ファイルシステムがあるAWS リージョンおよびAWS アカウン
トにエージェントをデプロイします。

DataSync エージェントを Amazon EC2 インスタンスとしてデプロイし、クラウ
ド内のファイルを読み込む

Amazon EC2 DataSync インスタンスとしてエージェントをデプロイするには

1. ソース EFS があるAWS アカウントで、Amazon EC2 起動ウィザードから、Amazon マシンイメージ 
(AMI) を使用してエージェントを起動します。次の URL を使用して AMI を起動します。

https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=source-efs-or-nfs-
region#LaunchInstanceWizard:ami=ami-id

URL の source-efs-or-nfs-region と ami-id を独自の値に置き換えます。

AMI を起動すると、[インスタンスタイプの選択] が Amazon EC2 コンソールに表示されます。の AMI 
ID のリストについてはAWS リージョン、を参照してください「Deploy your agent as an Amazon 
EC2 instance」 (Amazon EC2 インスタンスとしてエージェントをデプロイする) (p. 25)。

2. ユースケースに合った、推奨されるインスタンスタイプのいずれかを選択し、[次の手順: インスタン
スの詳細の設定] を選択します。推奨されるインスタンスタイプについては、「Amazon EC2 インス
タンスの要件 (p. 8)」を参照してください。

3. [Configure Instance Details] ページで以下の操作を実行します。

a. [ネットワーク] で、ソース EFS または NFS がある VPC を選択します。
b. [パブリック IP の自動割り当て] の値を選択します。インスタンスをパブリックインターネットか

らアクセス可能にする場合は、[自動割り当てパブリック IP] を [有効化] に設定します。それ以外
の場合は、[自動割り当てパブリック IP] を [無効化] に設定します。パブリック IP アドレスが割
り当てられていない場合は、プライベート IP アドレスを使用して、VPC のエージェントをアク
ティブ化します。

ファイルをクラウド内の NFS から転送してパフォーマンスを高める場合は、NFS サーバーがあ
る [プレイスメントグループ] を選択することをお勧めします。

4. [Next: Add Storage] (次の手順: ストレージの追加) をクリックします。エージェントにストレージを追
加する必要はないため、このスキップはスキップして、[Next: Add tags (次の手順: タグの追加)] を選
択します。

5. (オプション) [タグの追加] ページで、タグを Amazon EC2 インスタンスに追加することができます。
このページのステップが完了したら、[Next: Configure Security Group (次の手順: セキュリティグルー
プの設定)] を選択します。
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6. [セキュリティグループの設定] ページで、次の操作を行います。

a. 選択したセキュリティグループで、エージェントのアクティブ化に使用するウェブブラウザから 
HTTP ポート 80 へのインバウンドアクセスが許可されていることを確認します。

b. ソース EFS または NFS で、エージェントからのインバウンドトラフィックが許可されているこ
とを確認します。さらに、ソース EFS または NFS へのアウトバウンドトラフィックがエージェ
ントで許可されていることを確認します。トラフィックは標準の NFS ポート 2049 を通過しま
す。

のネットワーク要件の詳細については DataSync、を参照してくださいAWS DataSyncネットワーク要
件 (p. 8)。

7. [確認と作成] を選択して設定を確認し、[作成] を選択してインスタンスを作成します。アクセス可能
なキーペアを使用することを忘れないでください。確認ページが表示され、インスタンスが起動して
いることが示されます。

8. [View Instances] を選択して確認ページを閉じ、Amazon EC2 インスタンス画面に戻ります。インス
タンスを起動した直後のステータスは [pending (保留中)] です。インスタンスが起動されると、状態は 
[running (実行中)] に変わります。この時点では、パブリックドメインネームシステム (DNS) 名と IP 
アドレスが割り当てられています。これらの情報は、[説明] タブで確認できます。

9. [パブリック IP の自動割り当て] を [Enable (有効化)] に設定している場合は、インスタンスを選択し
て、[説明] タブ のパブリック IP アドレスを書き留めます。この IP アドレスは、同期エージェントに
接続するために後に使用します。

[パブリック IP の自動割り当て] を [Disable (無効化)] に設定している場合は、VPC の既存のインスタ
ンスを起動または使用してエージェントをアクティブ化します。この場合は、同期エージェントのプ
ライベート IP アドレスを使用して、VPC のこのインスタンスからエージェントをアクティブ化しま
す。

Amazon EFS または自己管理ストレージからデータを転送するタスクの作成

次に、データを転送するタスクを作成します。

Note

AWS アカウント送信先の EFS または Amazon S3バケットがあるAWS リージョンおよびにタス
クを作成します。

タスクを作成するには

1. AWS リージョン送信先の Amazon EFS ファイルシステムがある DataSync コンソールを開きます。
送信先の EFS または Amazon S3 バケットが同じ AWS アカウント に存在している必要があります。

2. [タスクの作成]、ユースケースオプションページの [オンプレミスからAWS]、[エージェントの作成] の
順に選択します。

3. [エージェントの作成] ウィザードの [アクティベーション] セクションで、[エージェントのアドレス] 
に Amazon EC2 インスタンスの IP アドレスを入力し、[キーの取得] を選択します。この IP アドレス
はプライベートまたはパブリックです。詳細については、「Amazon EC2 DataSync インスタンスと
してエージェントをデプロイするには (p. 183)」のステップ 9 を参照してください。

ブラウザは、エージェントから一意のアクティベーションキーを取得するために、この IP アドレスに
接続されます。このキーによって、エージェントは AWS アカウント に関連付けられます。この IP ア
ドレスは、ネットワーク外部からアクセス可能である必要はありませんが、ブラウザからアクセスで
きる必要があります。

4. 後で簡単に識別することができるエージェント名を入力し、入力後 [エージェントの作成] を選択しま
す。必要に応じて、エージェントにタグを追加することができます。

5. 左側のナビゲーションペインで [Tasks] を選択します。
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6. [オンプレミスから AWS]、[Next] の順に選択し、[ソース設定] ページを開きます。
7. [Source location options (ソースの場所のオプション)] で、[Create new location (新しい場所の作成)] 

を選択してから、[Network File System (NFS) or Server Message Block (SMB) (ネットワークファイル
システム (NFS) またはサーバーメッセージブロック (SMB))] を選択します。次のオプションに入力し
ます。

• エージェントのリストから、新しく作成されたエージェントを選択します。
• EFS からコピーする場合は、次のように行います。

• [NFS サーバー] に、ソース EFS の [DNS 名] を入力します。
• [マウントパス] に、/ (フォワードスラッシュ) を入力し、[Next] を選択します。

• 自己管理型 NFS または SMB からコピーする場合は、以下の操作を行います。
• [NFS サーバー] に、プライベート DNS、またはソース NFS の IP アドレスを入力します。
• [マウントパス] に、NFS サーバーによってエクスポートされたパスを入力し、[Next] を選択しま

す。詳細については、「NFS のロケーションを作成する (p. 38)」を参照してください。
8. [Create new location (新しい場所の作成)] を選択します。これは、データ転送先の場所を表します。次

のオプションに入力します。

• EFS にコピーする場合は、次のように行います。
• [Location type (場所のタイプ)] で、[EFS] を選択します。
• 送信先の EFS を選択します。
• マウントパスに「/ (フォワードスラッシュ)」を入力します。
• [サブネット] および [セキュリティグループ] で、デフォルト設定を使用して、[Next] を選択しま

す。
• Amazon S3 にコピーする場合は、次のように行います。

• [Location type (場所のタイプ)] で [Amazon S3 バケット] を選択します。
• Amazon S3 バケットで、ソース Amazon S3 バケットを選択します。
• [フォルダ] で、転送に使用するフォルダのプレフィックスを選択するか、空白のままにします。
• 送信先 Amazon S3 バケットとオプションのフォルダを選択します。 DataSync バケットにアクセ

スするためのAWS Identity and Access Management (IAM) ロールを生成できます。または、独自
のロールを作成することもできます。

9. [Next] を選択し、必要に応じてタスクに名前を付け、タグを追加します。
10. ページの下部にある Amazon CloudWatch Logs ロググループを選択するか、作成して、[Next] を選択

します。 CloudWatch ログの操作の詳細については、を参照してくださいAmazon CloudWatch ログ
グループへのログアップロードの許可 DataSync  (p. 191)。

11. 次のページで設定を確認し、[タスクの作成] を選択します。
12. [開始] を選択して、データの転送を開始するために先ほど作成したタスクを実行します。

Amazon S3 からクラウド内 NFS に転送を実行するタスクの作成
Amazon S3 から、エージェントがデプロイされているのと同じ AWS アカウント および AWS リージョン 
にあるクラウド内 NFS ファイルシステムにデータを転送するには、次の手順に従います。このアプロー
チには、Amazon S3 から EFS、または Amazon S3 から自己管理 NFS への転送が含まれます。次の図
は、このタイプの転送を示したものです。Amazon S3 からクラウド内 NFS への転送の詳細については、
「Amazon S3 からクラウドファイルシステムへのデータ転送 (p. 106)」を参照してください。

Amazon EC2 DataSync インスタンスにエージェントをデプロイし、送信先の場
所に書き込む

まず、送信先の EFS ファイルシステムまたは自己管理 NFS サーバーがある Amazon EC2 DataSync イン
スタンスにエージェントをデプロイします。AWS リージョンAWS アカウント

185



AWS DataSync ユーザーガイド
クラウド間で転送を実行するタスクの作成

エージェントをデプロイするには

• 選択した AMI からエージェントを起動するには、Amazon EC2 起動ウィザードを使用します。そのた
めには、次の URL を使用します。

https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=DESTINATION-EFS-or-NFS-
REGION#LaunchInstanceWizard:ami=AMI-ID. 

URL で、AWS リージョンおよび AMI ID を独自のものに置き換えます。Amazon EC2 コンソールの 
[インスタンスタイプの選択] ページにリダイレクトされます。の AMI ID のリストについてはAWS 
リージョン、を参照してください「Deploy your agent as an Amazon EC2 instance」 (Amazon EC2 
インスタンスとしてエージェントをデプロイする) (p. 25)。

Amazon S3 からデータを転送するタスクの作成

次に、データを転送するタスクを作成します。

Note

ソース Amazon S3 バケットがあるAWS アカウントおよびAWS リージョンにタスクを作成しま
す。

Amazon S3 から EFS、または自己管理 NFS または SMB にデータを転送するタスクを作成する
には

1. ソース Amazon S3 バケットがある DataSync コンソールを開きます。AWS リージョン
2. [タスクの作成] を選択後、ユースケース [AWS からオンプレミス] を選択します。
3. [エージェントの作成] を選択します。
4. [パブリック IP の自動割り当て] を [Enable (有効化)] に設定している場合は、インスタンスを選択し

て、[説明] タブ のパブリック IP アドレスを書き留めます。この IP アドレスは、同期エージェントに
接続するために後に使用します。

[パブリック IP の自動割り当て] を [Disable (無効化)] に設定している場合は、VPC の既存のインスタ
ンスを起動または使用してエージェントをアクティブ化します。この場合は、同期エージェントのプ
ライベート IP アドレスを使用して、VPC のこのインスタンスからエージェントをアクティブ化しま
す。

5. [エージェントの作成] ウィザードの [エージェントのアドレス] に、Amazon EC2 インスタンスの IP ア
ドレス (プライベートまたはパブリック。ステップ 3 参照) を入力し、[キーの取得] を選択します。

ブラウザは、エージェントから一意のアクティベーションキーを取得するために、この IP アドレスに
接続されます。このキーによって、エージェントは AWS アカウント に関連付けられます。この IP ア
ドレスは、ネットワーク外部からアクセス可能である必要はありませんが、ブラウザからアクセスで
きる必要があります。

6. 後に識別しやすいエージェント名を選択します。必要に応じてタグを追加できます。追加したら、
[エージェントの作成] を選択します。

7. [AWS からオンプレミス]、[Next] の順に選択します。
8. [Create new location (新しい場所の作成)] を選択します。

• [Location type (場所のタイプ)] で [Amazon S3 バケット] を選択します。
• Amazon S3 バケットで、ソース Amazon S3 バケットを選択します。
• [フォルダ] で、転送用のフォルダのプレフィックスを選択するか、空白のままにします。

DataSync バケットにアクセスするための IAM ロールを生成できます。または、独自のロールを作
成することもできます。
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9. [Next] (次へ) を選択します。[新しい場所を作成する]、場所タイプの [NFS または SMB]、リストの作
成したエージェントを順に選択します。

10. a. EFS にコピーする場合は、次のように行います。

• [NFS サーバー] に、ソース EFS の [DNS 名] を入力します。
• [マウントパス] に、/ (フォワードスラッシュ) を入力し、[Next] を選択します。

b. クラウド内の NFS にコピーする場合は、次のように行います。

• [NFS サーバー] に、プライベート DNS、またはソース NFS の IP アドレスを入力します。
• [マウントパス] に、NFS サーバーによってエクスポートされたパスを入力します。詳細につい

ては、「NFS のロケーションを作成する (p. 38)」を参照してください。
11. [Next] を選択し、必要に応じてタスクに名前を付け、タグを追加します。
12. ページの下部にある CloudWatch Logs ロググループを選択するか、作成して、[Next] を選択します。 

CloudWatch ログの操作の詳細については、を参照してくださいAmazon CloudWatch ロググループへ
のログアップロードの許可 DataSync  (p. 191)。

13. 次のページで設定を確認し、[タスクの作成] を選択します。
14. [開始] を選択して、データを転送するために先ほど作成したタスクを実行し、タスクの開始ページで 

[開始] をもう一度実行します。
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リックスへのアクセス DataSync

AmazonAWS DataSync でのア
クティビティのモニタリング 
CloudWatch

AmazonAWS DataSync を使用してをモニタリングすることで CloudWatch、から raw データを収集し、 
DataSyncリアルタイムに近い読み込み可能なメトリクスに加工することができます。これらの統計は 15 
か月保持されます。

デフォルトでは、 DataSync メトリクスデータは 5 CloudWatch 分間隔で自動的に送信されます。詳細に
ついては、「Amazon、 CloudWatch イベント CloudWatch、 CloudWatch ログとは」を参照してくださ
い。 Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。

の Amazon CloudWatch メトリックスへのアクセス 
DataSync

Amazon CloudWatch では、 DataSync パフォーマンスについての情報を取得し、問題のトラブルシュー
ティングに使用できるメトリクスを提供しています。 CloudWatch DataSync のメトリックは、次のツール
を使用して確認できます。

• CloudWatch コンソール
• CloudWatch CLI
• CloudWatch API
• DataSync コンソール (タスク実行ページ)

詳細については、Amazon  CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch メトリクスの使用」を参
照してください。

CloudWatch の指標 DataSync
AWS/DataSync 名前空間には、次のメトリクスが含まれます。

メトリクス 説明

BytesCompressed 圧縮が適用された後にネットワーク経由で転送された物理的なバイト数。ほ
とんどの場合、BytesTransferredデータが圧縮可能でない限り、この数
値は小さくなります。

単位: バイト

BytesPreparedDestination送信先の場所で準備されたデータの合計バイト数。
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メトリクス 説明
単位: バイト

BytesPreparedSource 送信元の場所で準備されたデータの合計バイト数。

単位: バイト

BytesTransferred 転送に関係する合計バイト数。ネットワーク経由で送信されたバイト数につ
いては、を参照してくださいBytesCompressed。

単位: バイト

BytesVerifiedDestination送信先の場所で検証されたデータの合計バイト数。

単位: バイト

BytesVerifiedSource 送信元の場所で検証されたデータの合計バイト数。

単位: バイト

BytesWritten 送信先の場所に転送されたすべてのファイルの合計論理サイズ。

単位: バイト

FilesPreparedDestination送信先の場所で準備されたファイルの合計数。

単位: 個

FilesPreparedSource 送信元の場所で準備されたファイルの合計数。

単位: 個

FilesTransferred ネットワーク経由で転送された実際のファイル数またはメタデータ。この値
は、TRANSFERRINGフェーズ中に継続的に計算および更新されます。これ
は、各ファイルが送信元の場所から読み取られるごとに定期的に更新され、
ネットワーク経由で送信されます。

転送中に障害が発生した場合、この値は EstimatedFilesToTransfer
未満になることがあります。場合によっては、この値は
EstimatedFilesTransferred より大きくなることもあります。一部の場
所タイプではこの要素が実装固有であるため、正確なファイル数あるいはタ
スク実行のモニタリングのインジケータとしてはこれを使用しないでくださ
い。

単位: 個

FilesVerifiedDestination送信先の場所で検証されたファイルの合計数。

単位: 個

FilesVerifiedSource 送信元の場所で検証されたファイルの合計数。

単位: 個

DataSync メトリクスのディメンション
DataSync AWS/DataSyncメトリックスは名前空間を使用し、以下のディメンションのメトリクスを提供
します:
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• AgentId— エージェントの一意の ID。
• TaskId— タスクの一意の ID。task-01234567890abcdef の形式です。

EventBridge のアマゾンイベント DataSync
Amazon EventBridge DataSync イベントはリソースの変更を記述します。このようなイベントを一致させ
るルールを設定して、1 つ以上のターゲット関数またはストリームにルートできます。イベントは、ベス
トエフォートベースで出力されます。

EventBridge 以下のイベントがご利用いただけます DataSync.

Agent state changes

イベント 説明

Online The agent is configured properly and is available to 
use. This status is the normal running status for an 
agent.

Offline The agent's VM is turned off or the agent is in an 
unhealthy state and has been out of contact with 
the service for 5 minutes or longer. When the issue 
that caused the unhealthy state is resolved, the 
agent returns to ONLINE status.

Location state changes

イベント 説明

Adding DataSync is adding a location.

Available The location is created and is available to use.

Task state changes

イベント 説明

Available The task was created and is ready to start.

Running The task is in progress and functioning properly.

Unavailable The task isn't configured properly and can't be 
used. You may see this when an agent associated 
with the task goes offline.

Queued Another task is running and using the same agent. 
DataSync runs tasks in series (first in, first out).

Task execution state changes

イベント 説明

Queueing DataSync is waiting for another task that's using the 
same agent to finish.

Launching DataSync is initializing the task execution.

Preparing DataSync is determining which files need to be 
transferred.
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Agent state changes

Transferring DataSync is performing the actual transfer of your 
data.

Verifying DataSync performs a full data and metadata 
integrity verification to ensure that the data in your 
destination is an exact copy of your source.

Success The transfer is successful.

Error The transfer failed.

Amazon CloudWatch ロググループへのログアップ
ロードの許可 DataSync

DataSync CloudWatch ロググループにログを送信するための十分な権限が必要です。コンソールを使用し
てタスクを作成する場合、適切なアクセス権限を含む IAM DataSync リソースポリシーを自動的に作成で
きます。

次の例は、これらのアクセス権限を付与するリソースポリシーです。

{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DataSyncLogsToCloudWatchLogs", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:CreateLogStream" 
            ], 
            "Principal": { 
                "Service": "datasync.amazonaws.com" 
            }, 
            "Condition": { 
                "ArnLike": { 
                    "aws:SourceArn": [ 
                        "arn:aws:datasync:region:account-id:task/*" 
                    ] 
                }, 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "account-id" 
                } 
            }, 
            "Resource": "arn:aws:logs:region:account-id:log-group:*:*" 
        } 
    ], 
    "Version": "2012-10-17"
}

ポリシーでは、条件ステートメントを使用して、 DataSync 指定したアカウントからのタスクのみが、 
CloudWatch 指定したロググループにアクセスできるようにします。混乱した代理問題から保護するため
に、aws:SourceArnaws:SourceAccount条件ステートメントではおよびグローバル条件コンテキスト
キーを使用することをお勧めします。詳細については、「サービス間の混乱した代理の防止 (p. 208)」を
参照してください。

DataSync タスクを指定するには、タスクの配置されているaccount-idのリージョンコードに置
き換え、タスクを含むアカウントのAWS アカウント IDに置き換えます。regionAWS リージョン 
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CloudWatch ロググループを指定するには、同じ値を置き換えます。Resourceステートメントを修正し
て、特定のロググループをターゲットにすることもできます。SourceArnおよびSourceAccount の使用
の詳細については、IAM ユーザーガイドの グローバル条件キーを参照してください。

ポリシーを適用するには、このポリシーステートメントをローカルコンピュータ上のファイルに保存しま
す。次に、AWS CLI以下のコマンドを実行してリソースポリシーを適用します:

aws logs put-resource-policy --policy-name trustDataSync --policy-document file://full-
path-to-policy-file

Note

このコマンドはAWS アカウント、AWS リージョン DataSyncエージェントをアクティブにした
ときと同じものを使用して実行します。

詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「ロググループとログストリームの使用」
を参照してください。

DataSync コマンドラインからタスクをモニタリン
グする

DataSync タスクは、AWS Command Line Interfaceまたは標準の Unixwatch ユーティリティを使用して
追跡できます。

を使用してタスクを監視するAWS CLI
CLI DataSync を使用してタスクのステータスを監視するには、describe-task-executionコマンドを
使用します。

aws datasync describe-task-execution \ 
            --task-execution-arn 'arn:aws:datasync:region:account-id:task/task-id/
execution/task-execution-id'

このコマンドは、次に示すようなタスク実行に関する情報を返します。

{ 
    "BytesCompressed": 0, 
    "BytesTransferred": 0, 
    "BytesWritten": 0, 
    "EstimatedFilesToTransfer": 0, 
    "EstimatedBytesToTransfer": 0, 
    "FilesTransferred": 0, 
    "Options": { 
        "VerifyMode": "POINT_IN_TIME_CONSISTENT", 
        "Atime": "BEST_EFFORT", 
        "Mtime": "PRESERVE", 
        "Uid": "INT_VALUE", 
        "Gid": "INT_VALUE", 
        "PreserveDevices": "NONE", 
        "PosixPermissions": "PRESERVE", 
        "PreserveDeletedFiles": "PRESERVE", 
        "OverwriteMode": "NEVER", 
        "TaskQueueing": "ENABLED" 
    }, 
    "Result": { 
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        "PrepareDuration": 4355, 
        "PrepareStatus": "Ok", 
        "TransferDuration": 5889, 
        "TransferStatus": "Ok", 
        "VerifyDuration": 4538, 
        "VerifyStatus": "Pending" 
    }, 
    "StartTime": 1532658526.949, 
    "Status": "VERIFYING", 
    "TaskExecutionArn": "arn:aws:datasync:us-east-1:112233445566:task/
task-08de6e6697796f026/execution/exec-04ce9d516d69bd52f"
}

タスクの実行が成功した場合、[ステータス] の値は [SUCCESS (成功)] に変わります。describe-
task-execution コマンドが失敗すると、問題のトラブルシューティングに役立つエラーコー
ドが結果から送信されます。エラーコードの詳細については、DataSync APIthe section called 
“TaskExecutionResultDetail” (p. 427) リファレンスのを参照してください。

watchユーティリティを使用してタスクを監視する
コマンドラインからタスクの進行状況をリアルタイムで監視するには、標準の Unixwatch ユーティリティ
を使用できます。タスク実行時間の値はミリ秒単位で測定されます。

watch DataSync ユーティリティはエイリアスを認識しません。次の例は、CLI を直接呼び出す方法を示
しています。

# pass '-n 1' to update every second and '-d' to highlight differences  
        $ watch -n 1 -d \ "aws datasync describe-task-execution --task-execution-arn 
 'arn:aws:datasync:region:account-id:task/task-id/execution/task execution-id'"
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AWS DataSyncでのセキュリティ
AWSでは、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWSのお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWSお客様の間の共有責任です。共有責任モデルでは、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 クラウドで AWS サービスを実行するインフラストラクチャ
を保護する責任を負います。また、AWS は、安全に使用できるサービスを供給します。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 DataSync 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 – お客様の責任は、使用する AWS のサービスに応じて判断されます。ま
た、お客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要
因についても責任を担います。

このドキュメントは、DataSync を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ちま
す。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するように DataSync を設
定する方法を説明します。DataSync リソースのモニタリングやセキュリティ確保に役立つ他の AWS の
サービスの使用方法についても説明します。

トピックス
• AWS DataSync でのデータ保護 (p. 194)
• AWS DataSync での Identity and Access Management (p. 197)
• AWS DataSync による AWS CloudTrail API コールのログ記録 (p. 214)
• AWS DataSync のコンプライアンス検証 (p. 216)
• AWS DataSync での耐障害性 (p. 216)
• AWS DataSyncでのインフラストラクチャセキュリティ (p. 217)

AWS DataSync でのデータ保護
AWS DataSync自己管理ストレージシステム間でデータを安全に転送し、AWSストレージサービスとAWS
ストレージサービス。ストレージデータが転送中にどのように暗号化されるかは、転送に関係する場所に
一部依存します。

転送が完了すると、データは保存時にデータを保存しているシステムまたはサービスによって暗号化され
ます（ DataSync).

トピック
• AWS DataSync転送時の暗号化 (p. 194)
• AWS DataSync保管データ暗号化 (p. 196)
• インターネットトラフィックのプライバシー (p. 197)

AWS DataSync転送時の暗号化
ストレージデータ (メタデータを含む) は転送中に暗号化されますが、転送中にどのように暗号化されるか
は、送信元と送信先の場所によって異なります。
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ロケーションと繋がる時、 DataSync は、その場所のデータアクセスプロトコルによって提供される最も
安全なオプションを使用します。たとえば、Server Message Block (SMB) を使用してファイルシステムに
接続する場合、 DataSync は、SMB が提供するセキュリティ機能を使用します。

転送中のネットワーク接続
DataSync では、データをコピーするために 3 つのネットワーク接続が必要です。1 つはソースの場所から
データを読み取る接続、もう 1 つはロケーション間でデータを転送する接続、もう 1 つは宛先ロケーショ
ンにデータを書き込むためのネットワーク接続です。

次の図は、以下ではネットワーク接続の例です。 DataSync は、オンプレミスのストレージシステムから
にデータを転送するために使用しますAWSストレージサービス。接続がどこで発生し、各接続を通過する
ときにデータがどのように保護されるかを理解するには、付随する表を使用します。

リファレンス ネットワーク接続 Description

1 ソースの場所からデータを読み取る DataSync データにアクセスするための
ストレージシステムのプロトコル (SMB 
や Amazon S3 API など) を使用して接
続します。この接続では、データはスト
レージシステムのセキュリティ機能を使
用して保護されます。

2 ロケーション間でのデータ転送 この接続では、 DataSync 
は、Transport Layer Security (TLS) 1.2 
を使用してすべてのネットワークトラ
フィックを暗号化します

3 デスティネーションロケーションへの
データの書き込み

ソースの場所でやったように、 
DataSync ストレージシステムのプロト
コルを使用してデータにアクセスして接
続します。データは、ストレージシステ
ムのセキュリティ機能を使用して再び保
護されます。

転送時にデータが暗号化される方法を説明しています DataSync 次に接続するAWSストレージサービス:
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• Amazon EFS
• Amazon FSx for Windows File Server
• Amazon FSx for Lustre
• Amazon FSx for OpenZFS
• Amazon FSx for NetApp ONTAP
• Simple Storage Service (Amazon S3)

TLS Ciphers
ロケーション間でデータを転送する場合、 DataSync は異なる TLS 暗号を使用します。以下の TLS 
Ciphers DataSync は、のアクティブ化に使用されたエンドポイントのタイプによって異なります 
DataSync エージェント。

パブリックまたは VPC エンドポイント

これらのエンドポイントでは、 DataSync は、次の TLS 暗号のいずれかを使用します。

• TLS_ECDHE_WITHITHITHITHITHYHITHES_GCM_SHA384 (ecdh_x25519)
• TLS_ECDHE2566 (ecdh25519)
• TLS_WITHITHITHITHITHITHYHITHYHES_GCM_SHA256 (ecdh_x25519)

FIPS エンドポイント

FIPS エンドポイントの場合、 DataSync では、以下の TLS 暗号が使用されます。

• TLS_WITHITHITHITHITHITHYHITHYHES_GCM_SHA256 (ecdh_x25519)

AWS DataSync保管データ暗号化
なぜならAWS DataSyncは転送サービスで、保存中のストレージデータを管理しません。次のようなスト
レージサービスとシステム DataSync サポートは、その州のデータを保護する責任があります。ただし、
次のようなサービス関連データがあります。 DataSync 保管時に管理します。

暗号化とは何ですか。
その唯一のデータ DataSync 保管中のハンドルは、移管を完了するために必要な情報（別名仕事). 
DataSync は、以下のデータを Amazon DynamoDB に保管時の完全な暗号化で保存します。

• タスク設定 (移動先の場所に関する詳細など)。
• あなたを許可するユーザー資格情報 DataSync ロケーションで認証するエージェント。これらの認証情

報は、エージェントの公開鍵を使用して暗号化されます。エージェントは、秘密鍵で必要に応じてこれ
らの鍵を復号化できます。

詳細については、次を参照してください。保管時のDynamoDB 暗号化のAmazon DynamoDB 開発者ガイ
ド。

キーの管理

暗号化キーは管理できません DataSync は、タスクの実行に関連する情報を DynamoDB に保存するために
使用します。この情報には、タスク設定と、エージェントがストレージロケーションでの認証に使用する
認証情報が含まれます。
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暗号化されていないものは何ですか？
でも DataSync は、保管時のストレージデータの暗号化方法を制御しませんが、サポートしている最
高レベルのセキュリティでロケーションを設定することをお勧めします。たとえば、Amazon S3で
管理された暗号化キー (SSE-S3) を使用してオブジェクトを暗号化したり、AWS Key Management 
Service(AWSKMS) キー (SSE-KMS)。

「」AWSストレージサービスは、保管中のデータを暗号化します。

• Amazon EFS
• Amazon FSx for Windows File Server
• Amazon FSx for Lustre
• Amazon FSx for OpenZFS
• Amazon FSx for NetApp ONTAP
• Simple Storage Service (Amazon S3)

インターネットトラフィックのプライバシー
送信元と宛先のロケーションを、それぞれがサポートする最高レベルのセキュリティで構成することをお
勧めします。ロケーションに接続するときは、AWS DataSyncは、ストレージシステムが使用するデータ
アクセスプロトコルの最も安全なバージョンで動作します。さらに、サブネットトラフィックを既知のプ
ロトコルとサービスに制限することを検討してください。

DataSync ロケーション間の接続をセキュリティで保護します。AWS アカウント,AWS リージョン、およ
びアベイラビリティゾーン-Transport Layer Security (TLS) 1.2 を使用します。

AWS DataSync での Identity and Access 
Management

AWS ではセキュリティ認証情報を使用して、ユーザーを識別し、AWS リソースへのアクセスを付与しま
す。AWS Identity and Access Management(IAM)の機能を使用して、他のユーザー、サービス、およびア
プリケーションが完全にまたは制限付きで AWS リソースを使用できるように許可します。その際、お客
様のセキュリティ認証情報は共有されません。

デフォルトでは、IAM アイデンティティ (ユーザー、グループ、およびロール) には、AWS リソースを作
成、表示、変更するための権限はありません。ユーザー、AWS DataSyncグループおよびロールがリソー
スにアクセスし、 DataSync コンソールおよび API とやり取りするには、必要な特定のリソースおよび
API アクションを使用するためのアクセス許可を付与する IAM ポリシーを使用することをお勧めします。
次に、アクセスを必要とする IAM アイデンティティにポリシーをアタッチします。ポリシーの基本要素の
概要については、「のアクセス管理AWS DataSync (p. 198)」を参照してください。

トピック
• のアクセス管理AWS DataSync (p. 198)
• AWS の AWS DataSync 管理ポリシー (p. 201)
• の IAM カスタマーマネージド型ポリシーAWS DataSync (p. 203)
• AWS DataSync のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 205)
• AWS DataSyncリソース作成時のタグ付けのアクセス許可の付与 (p. 207)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 208)
• DataSync API のアクセス許可:アクションとリソース (p. 209)

197

https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/encryption-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/encryption-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/LustreGuide/encryption-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/OpenZFSGuide/encryption-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/ONTAPGuide/encryption-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/serv-side-encryption.html


AWS DataSync ユーザーガイド
アクセス管理

のアクセス管理AWS DataSync
AWSすべてのリソースは、AWS アカウントが所有しています。リソースを作成またはアクセスするた
めのアクセス許可は、アクセス許可ポリシーで管理されます。アカウント管理者は、AWS Identity and 
Access Management (IAM) アイデンティティにアクセス権限ポリシーを添付できます。一部のサービス 
(AWS Lambda など) は、アクセス許可ポリシーをリソースに添付することができます。

Note

アカウント管理者は、AWS アカウントの管理者権限を持つユーザーです。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ベストプラクティス」を参照してください。

トピック
• DataSync リソースとオペレーション (p. 198)
• リソース所有権について (p. 198)
• リソースへのアクセスの管理 (p. 199)
• ポリシー要素の指定: アクション、効果、リソース、プリンシパル (p. 200)
• ポリシーでの条件の指定 (p. 201)

DataSync リソースとオペレーション
では DataSync、プライマリリソースは、エージェント、場所、タスク、タスクの実行です。

これらのリソースには、次の表に示すとおり、一意の Amazon リソースネーム (ARN) が関連付けられてい
ます。

リソースタイ
プ

ARN 形式

エージェント 
ARN

arn:aws:datasync:region:account-id:agent/agent-id

場所 ARN arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id

タスク ARN arn:aws:datasync:region:account-id:task/task-id

タスクの実行 
ARN

arn:aws:datasync:region:account-id:task/task-id/execution/exec-id

タスクの作成などの特定の API オペレーションを実行するためのアクセス権限を付与するには、 
DataSync アクセス権限ポリシーで指定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
ンに複数のアクションを定義して、それらのアクションのためのアクセス権限を付与することが必要にな
る場合があります。すべての DataSync API アクションとそれらが適用されるリソースのリストについて
は、「」を参照してくださいDataSync API のアクセス許可:アクションとリソース (p. 209)。

リソース所有権について
リソース所有者は、リソースを作成した AWS アカウント です。つまり、リソース所有者とは、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 (IAM ロールなど) のです。AWS アカウント次の
例は、この動作のしくみを示しています。

• のルートアカウント認証情報を使用してタスクを作成する場合、AWS アカウントはリソースの所有者で
す (では DataSync、リソースはタスクです)。AWS アカウント
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• お客様ので IAM ロールを作成し、CreateTaskアクションのアクセス権限を付与すると、そのユーザー
はタスクを作成できます。AWS アカウントただし、ユーザーが属するAWS アカウントはタスクリソー
スを所有しています。

• タスクを作成するアクセス権限を持つ AWS アカウント にIAM ロールを作成する場合は、ロールを引き
受けることのできるすべてのユーザーがタスクを作成できます。タスクリソースを所有しているのは、
このロールが属する ユーザーのAWS アカウントです。

リソースへのアクセスの管理
アクセス許可ポリシーでは、誰が何にアクセスできるかを記述します。以下のセクションで、アクセス許
可ポリシーを作成するために使用可能なオプションについて説明します。

Note

このセクションでは、のコンテキストでの IAM の使用について説明します DataSync。これ
は、IAM サービスに関する詳細情報を取得できません。IAM に関する詳細なドキュメントにつ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「What is IAM?」(IAM とは？) を参照してください。IAM 
ポリシーの構文の詳細と説明については、 IAM ユーザーガイドの AWS Identity and Access 
Management IAM ポリシーリファレンス を参照してください。

IAM アイデンティティにアタッチされた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、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。 DataSync アイ
デンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) のみがサポートされます。

トピック
• アイデンティティベースのポリシー (p. 199)
• リソースベースのポリシー (p. 200)

アイデンティティベースのポリシー
IAM DataSync ポリシーを使用してリソースアクセスを管理できます。これらのポリシーは、AWS アカウ
ント管理者が次のことを行うのに役立ちます DataSync。

• DataSyncリソースを作成および管理するための権限の付与 — ユーザーの IAM ロールがエージェント、
ロケーション、 DataSync タスクなどのリソースを作成および管理できるようにする IAM ポリシーを作
成します。AWS アカウント

• AWS アカウント別のロールまたは別のロールにアクセス許可を付与AWS のサービス —AWS アカウン
ト 別のロールまたは別のロールの IAM ロールにアクセス権限を付与する IAM ポリシーを作成します
AWS のサービス。例:
1. アカウント A の管理者は、IAM ロールを作成して、アカウント A のリソースに権限を付与するロー

ルに権限ポリシーをアタッチします。
2. アカウント A の管理者は、アカウント B をそのロールを引き受けるプリンシパルとして識別する

ロールに、信頼ポリシーをアタッチします。

AWS のサービスロールを引き受ける権限を付与するには、アカウント AAWS のサービス の管理者が
信頼ポリシーでをプリンシパルとして指定できます。

3. アカウント B の管理者は、ロールを引き受けるためのアクセス許可をアカウント B のユーザーに委
任できます。これにより、アカウント B のロールを使用するすべてのユーザーは、アカウント A で
リソースを作成したり、リソースにアクセスしたりできます。

IAM を使用したアクセス許可の委任の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセス管理」を
参照してください。

この例のポリシーでは、List*すべてのリソースに対するアクセス権限を付与します。このアクションは
読み取り専用で、リソースを変更することはできません。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowAllListActionsOnAllResources", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "datasync:List*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

で ID ベースのポリシーを使用する方法の詳細については DataSync、「AWS管理ポリシー (p. 201)」と
「カスタマー管理ポリシー (p. 203)」を参照してください。IAM ID の詳細については、IAM ユーザーガ
イドを参照してください。

リソースベースのポリシー
Amazon S3 などの他のサービスでは、リソースベースのアクセス権限ポリシーもサポートしています。例
えば、ポリシーを Amazon S3 バケットにアタッチして、そのバケットに対するアクセス許可を管理でき
ます。ただし DataSync 、リソースベースのポリシーはサポートされていません。

ポリシー要素の指定: アクション、効果、リソース、プリンシパ
ル
DataSync リソースごとに (「」を参照DataSync API のアクセス許可:アクションとリソース (p. 209))、
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」を参照)。これらの API オペレーショ
ンを実行するためのアクセス権限を付与するために、 DataSync ではポリシーに一連のアクションを定義
できます。たとえば、 DataSync リソースには、CreateTaskDeleteTask、およびというアクションが
定義されていますDescribeTask。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。 DataSync のリソースでは、IAM ポリシーでワイルドカード文字 ((*)) を使用で
きます。詳細については、「DataSync リソースとオペレーション (p. 198)」を参照してください。

• [Action] (アクション) - アクションのキーワードを使用して、許可または拒否するリソースオペレーショ
ンを識別します。たとえば、Effect指定された要素に応じて、datasync:CreateTask DataSync
CreateTaskアクセス権限は操作を実行するためのアクセス許可をユーザーに委任または拒否します。

• 効果-ユーザーが特定のアクションをリクエストする時の効果を指定します。この効果は、Allowまたは
のいずれかになりますDeny。リソースへのアクセスを明示的に許可していない場合、アクセスは暗黙的
に拒否されます。Allow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。詳細につい
ては、IAM ユーザーガイドの「認証」を参照してください。

• 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、アクセス許可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 (リソースベースのポリシー
にのみ適用)。 DataSync では、リソースベースのポリシーはサポートされていません。

IAM ポリシーの構文と説明の詳細は IAM ユーザーガイド のAWS Identity and Access Management ポリ
シーリファレンスを参照してください。

すべての DataSync API アクションを示す表については、「」を参照してくださいDataSync API のアクセ
ス許可:アクションとリソース (p. 209)。

200

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id.html
https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/API_Operations.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/intro-structure.html#intro-structure-authorization
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies.html


AWS DataSync ユーザーガイド
AWS マネージドポリシー

ポリシーでの条件の指定
アクセス権限を付与するとき、IAM ポリシー言語を使用して、ポリシーが有効になるために必要とされる
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。 DataSync に固有の条件キーはありませ
ん。ただし、AWS必要に応じて使用できるさまざまな条件キーがあります。AWSワイドキーのリストにつ
いては、IAM ユーザーガイドの「利用可能なキー」を参照してください。

AWS の AWS DataSync 管理ポリシー

ユーザー、グループ、ロールにアクセス許可を追加するには、自分でポリシーを記述するよりも、AWS 管
理ポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS 
アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS 
マネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
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 マネージドポリシーでは、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、読み取り専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーの一覧と
説明については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS ジョブ機能のマネージドポリシー」を参照してくださ
い。

AWS マネージドポリシー: AWSDataSyncReadOnlyAccess

AWSDataSyncReadOnlyAccess ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。

このポリシーは、 DataSyncに対し読み取り専用のアクセス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "datasync:Describe*", 
                "datasync:List*", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
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                "elasticfilesystem:DescribeFileSystems", 
                "elasticfilesystem:DescribeMountTargets", 
                "fsx:DescribeFileSystems", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:ListRoles", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:DescribeResourcePolicies", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー: AWSDataSyncFullAccess

AWSDataSyncFullAccess ポリシーは IAM アイデンティティに添付できます。

このポリシーは DataSync 、AWS Management Consoleサービスへのアクセスに必要な管理者権限を付与
します。 AWSDataSyncFullAccess DataSync API オペレーションと関連リソース (Amazon S3 バケッ
トや Amazon EFS ファイルシステムなど) を説明するオペレーションへのフルアクセスを提供します。こ
のポリシーは CloudWatch、ロググループの作成やリソースポリシーの作成または更新など、Amazon に
アクセス権限も付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "datasync:*", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", 
                "elasticfilesystem:DescribeFileSystems", 
                "elasticfilesystem:DescribeMountTargets", 
                "fsx:DescribeFileSystems", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:ListRoles", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:DescribeResourcePolicies", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:ListBucket", 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
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                    "iam:PassedToService": [ 
                        "datasync.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

の IAM カスタマーマネージド型ポリシーAWS 
DataSync
AWS管理ポリシーに加えて、AWS DataSync API オペレーション用の独自の ID ベースのポリシーを作成
し、それらの権限を必要とするAWS Identity and Access Management (IAM) ID にアタッチすることもでき
ます。これらはカスタマーマネージド型ポリシーと呼ばれ、独自のAWS アカウントで管理するスタンドア
ロンポリシーです。

Important

開始する前に、 DataSync リソースへのアクセスを管理するための基本概念とオプションについ
て学ぶことをお勧めします。詳細については、「のアクセス管理AWS DataSync (p. 198)」を参
照してください。

カスタムポリシーの概要
次の例は、 DataSync特定の操作を使用する権限を付与するポリシーです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowsSpecifiedActionsOnAllTasks", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "datasync:DescribeTask", 
                "datasync:ListTasks" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:task/*" 
        },     
}

このポリシーには、次の処理を行うステートメントが 1 つあります (ActionResourceステートメント内
のおよび要素に注意してください)。

• Amazon リソースネーム (datasync:DescribeTaskARNdatasync:ListTasks) を使用して、特定
のタスクリソースに対して 2 DataSync つのアクション (と) を実行する権限を付与します。

• IAM ロールはすべてのタスクで 2 つのアクションを実行できるため、タスク ARN にワイルドカード文
字 (*) を指定します。アクションの権限を特定のタスクに制限するには、そのステートメントのワイル
ドカード文字の代わりにタスク ID を指定します。

カスタムポリシーの例
次のユーザーポリシーの例では、 DataSync さまざまなオペレーションのアクセス許可を付与しま
す。AWSSDK またはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用している場合は、ポリシーが
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機能します。これらのポリシーをコンソールで使用するには、管理ポリシーも使用する必要がありま
すAWSDataSyncFullAccess。

例 1: Amazon S3 DataSync バケットへのアクセスを許可する信頼関係を作成する

次に示すのは、IAM DataSync ロールを引き受けることを許可する信頼ポリシーの例です。このロール
は、Amazon S3 DataSync バケットへのアクセスを許可します。サービス間で混乱する代理問題を防ぐた
め (p. 208)、aws:SourceArnaws:SourceAccountポリシーではおよびグローバル条件コンテキスト
キーを使用することをお勧めします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "datasync.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "123456789012" 
                }, 
                "StringLike": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:123456789012:*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}                           

例 2: Amazon S3 DataSync バケットへの読み取りおよび書き込みを許可する

この例のポリシーでは DataSync 、S3 バケットにデータの読み取りおよび書き込みを行う最低限のアクセ
ス権限を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "YourS3BucketArn" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListMultipartUploadParts", 
                "s3:GetObjectTagging", 
                "s3:PutObjectTagging", 
                "s3:PutObject" 
              ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "YourS3BucketArn/*" 
        } 
    ]
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}

例 3: DataSync CloudWatch ロググループへのログのアップロードを許可
DataSync Amazon CloudWatch ロググループにログをアップロードするためのアクセス権限が必要です。 
CloudWatch ロググループを使用すると、タスクのモニタリングとデバッグができます。

このようなアクセス権限を付与する IAM ポリシーの例については、Amazon CloudWatch ロググループへ
のログアップロードの許可 DataSync  (p. 191) を参照してください。

AWS DataSync のサービスにリンクされたロールの使
用
AWS DataSync は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使用し
ます。サービスにリンクされたロールは、に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです DataSync 
サービスにリンクされたロールは、 DataSync による事前定義済みのロールであり、AWSお客様の代わり
にサービスから他のサービスを呼び出す必要のあるアクセス権限がすべて含まれています。

サービスにリンクされたロールを使用すると、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、EvdentlyServiceRolePolicy DataSync の設定が簡単になります。 DataSync 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、 DataSync そのロールのみがそ
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は、まずその関連リソースを削除しなければ削除できません。これによ
り、 DataSync リソースに対するアクセス許可が誤って削除されることがなくなり、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 と連動する AWS のサー
ビス」を参照し、[Service-linked roles] (サービスにリンクされたロール) の列内で [Yes] (はい) と表記され
たサービスを確認してください。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、[はい] リンクを選択します。

DataSync のサービスにリンクされたロールの許可
DataSync は、 DataSync Discoveryが他のサービスとの統合を可能にするために使用するサービスにリ
ンクされたロール AWSServiceRoleForDataSyncDiscovery—AWS という名前のサービスにリンクされた
ロールを使用します。

AWSServiceRoleForDataSyncDiscovery サービスにリンクされたロールは、ロールの引き受けにつ
いて以下のサービスを信頼します。

• discovery-datasync.amazonaws.com

指定したロールアクセス許可ポリシーは、 DataSync 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 ElidentlyServiceRolePolicy に許可します。AWSDataSyncDiscoveryServiceRolePolicy

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:GetSecretValue" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:datasync!*" 
            ], 
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            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService": 
 "datasync", 
                    "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:*:logs:*:*:log-group:/aws/datasync:log-stream:*" 
            ] 
        } 
    ]
}

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除を IAM エンティティ (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ア
クセス許可」を参照してください。

DataSync のサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。、、またはAWS APIAWS 
Management Console にストレージシステムを追加すると、 DataSyncサービスにリンクされたロールが
自動的に作成されます。AWS CLI

このサービスにリンクされた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。ストレージシステムを追加すると、 DataSync のサービスにリンクされ
たロールが再度作成されます。

IAM コンソールを使用して、DataSync Discovery ユースケースでサービスにリンクされたロールを作成す
ることもできます。AWS CLI または AWS API で、discovery-datasync.amazonaws.com サービス名
を使用してサービスリンクロールを作成します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリン
クロールの作成」を参照してください。このサービスリンクロールを削除する場合、この同じプロセスを
使用して、もう一度ロールを作成できます。

のサービスにリンクされたロールの編集 DataSync
DataSync AWSServiceRoleForDataSyncDiscovery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。さまざまなエンティティがロールを参照する可能性があるため、これにはロールの名前が
含まれます。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。

DataSync のサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、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
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ティティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンクされたロールのリソースをク
リーンアップする必要があります。

Note

リソースを削除する際に、 DataSync のサービスでその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、数分待ってから操作を再試行してください。

DataSync AWSServiceRoleForDataSyncDiscovery ロールが使用しているリソースを削除するには

1. DataSync Discoveryで使用しているオンプレミスのストレージシステムを削除します。
2. IAM を使用してサービスにリンクされたロールを削除します。

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用し
て、AWSServiceRoleForDataSyncDiscovery サービスリンク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。

DataSync の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
DataSync は、サービスを利用できる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
ポートします。詳細については、「DataSync リージョンとエンドポイント」を参照してください。

AWS DataSyncリソース作成時のタグ付けのアクセス
許可の付与
一部のリソース作成 AWS DataSync API アクションでは、リソースの作成時にタグを指定できます。リ
ソースタグを使用して、属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) を実装できます。ABAC の詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「ABAC の目的AWS」を参照してください。

ユーザーが作成時にリソースにタグを付けることができるようにするには、リソースを作成するアクショ
ン (datasync:CreateAgentまたはなどdatasync:CreateTask) を使用するためのアクセス権限が必
要です。タグがリソース作成アクションで指定されている場合、ユーザーはそのアクションを使用するた
めの明示的なアクセス権限も持っている必要があります。datasync:TagResource

datasync:TagResource アクションは、タグがリソース作成アクション時に適用された場合のみ評価
されます。したがって、リクエストでタグが指定されていない場合、リソースを作成するアクセス権限を
持っているユーザー (タグ付け条件がないと仮定) には、datasync:TagResourceアクションを実行する
アクセス権限が必要ありません。

ただし、ユーザーがタグを使用してリソースを作成しようとした場合、datasync:TagResourceユー
ザーがアクションを使用するアクセス権限を持っていない場合はリクエストに失敗します。

IAM ポリシーの例
次の IAM ポリシーステートメントの例を使用して、TagResource DataSync リソースを作成するユー
ザーにアクセス権限を付与します。

次のステートメントを使用すると、 DataSync ユーザーはエージェントを作成するときにエージェントに
タグを付けることができます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
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       "Effect": "Allow", 
       "Action": "datasync:TagResource", 
       "Resource": "arn:aws:datasync:region:account-id:agent/*" 
    } 
  ]
}

次のステートメントを使用すると、 DataSync ユーザーはロケーションを作成するときにロケーションに
タグを付けることができます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "datasync:TagResource", 
            "Resource": "arn:aws:datasync:region:account-id:location/*" 
        } 
    ]
}

次のステートメントを使用すると、 DataSync ユーザーはタスクを作成するときにタスクにタグを付ける
ことができます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "datasync:TagResource", 
            "Resource": "arn:aws:datasync:region:account-id:task/*" 
        } 
    ]
}

サービス間の混乱した代理の防止
混乱した副問題は、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より特権のあるエンティティ
にアクションを実行するように強制できるセキュリティの問題です。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 DataSync 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。同じポリシーステートメントでこれらのグローバル条件コンテキストキーの両方を使用し、アカウン
ト ID にaws:SourceArn の値が含まれていない場合、aws:SourceAccount 値と aws:SourceArn 値
の中のアカウントには、同じアカウント ID を使用する必要があります。クロスサービスのアクセスにリ
ソースを 1 つだけ関連付けたい場合は、aws:SourceArn を使用します。クロスサービスが使用できるよ
うに、aws:SourceAccountアカウント内の任意のリソースを関連づけたい場合は、を使用します。

の値には、IAM DataSync DataSync ロールを引き受けることができる場所 ARNaws:SourceArn を含め
る必要があります。

混乱した代理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 ARNaws:SourceArn を指
定してキーを使用することです。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、未
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知部分にワイルドカード文字 (*) を使用します。ここでは、その方法についての例をいくつか紹介します 
DataSync。

• DataSync トラストポリシーを既存の場所に限定するには、ロケーション全体の ARN をポリシーに含め
てください。 DataSync は、その特定の場所を処理する場合にのみ IAM ロールを引き受けます。

• の Amazon S3 ロケーションを作成するとき DataSync、そのロケーションの ARN はわか
りません。このようなシナリオでは、aws:SourceArnキーには次の形式を使用してくださ
い。arn:aws:datasync:us-east-2:123456789012:*。 この形式は、パーティション (aws)、ア
カウント ID、およびリージョンを検証します。

次の完全な例では、「で混乱した代理」問題を防ぐために、aws:SourceArnaws:SourceAccount信頼
ポリシーでおよびグローバル条件コンテキストキーを使用する方法を示します DataSync。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "datasync.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "123456789012" 
                }, 
                "StringLike": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:123456789012:*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

aws:SourceArnaws:SourceAccountおよびグローバル条件コンテキストキーの使用方法を示すその他
のポリシー例については DataSync、以下のトピックを参照してください。

• Amazon S3 DataSync バケットにアクセスすることを許可する信頼関係を作成する (p. 204)
• Amazon S3 バケットにアクセスするための IAM ロールを設定します。 (p. 133)

DataSync API のアクセス許可:アクションとリソース
AWS Identity and Access ManagementIAM ポリシーを作成する際、このページは、AWS DataSync API オ
ペレーション、実行権限を付与する対象アクション、およびアクセス権限を付与できるAWSリソースとの
関係を把握するのに役立ちます。

一般的に、 DataSync ポリシーにアクセス権限を追加する方法は次のとおりです。

• Action要素にアクションを指定します。値には、datasync:プレフィックスと API 操作名が含まれま
す。例えば、datasync:CreateTask。

• AWSResourceエレメント内のアクションに関連するリソースを指定します。

AWS DataSync ポリシーで条件キーを使用することもできます。AWSキーの詳細なリストについて
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。

DataSync リソースのリストとそれらの Amazon リソースネーム (ARN) 形式については、「」を参照して
くださいDataSync リソースとオペレーション (p. 198)。
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DataSync API 操作と対応するアクション

CancelTaskExecution

アクション: datasync:CancelTaskExecution

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:task/task-id/execution/exec-id
CreateAgent

アクション: datasync:CreateAgent

リソース:なし
CreateLocationEfs

アクション: datasync:CreateLocationEfs

リソース:なし
CreateLocationFsxLustre

アクション: datasync:CreateLocationFsxLustre

リソース:なし
CreateLocationFsxOntap

アクション: datasync:CreateLocationFsxOntap

リソース:なし
CreateLocationFsxOpenZfs

アクション: datasync:CreateLocationFsxOpenZfs

リソース:なし
CreateLocationFsxWindows

アクション: datasync:CreateLocationFsxWindows

リソース:なし
CreateLocationHdfs

アクション: dataSync:CreateLocationHdfs

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:agent/agent-id
CreateLocationNfs

アクション: datasync:CreateLocationNfs

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:agent/agent-id
CreateLocationObjectStorage

アクション: dataSync:CreateLocationObjectStorage

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:agent/agent-id
CreateLocationS3

アクション: datasync:CreateLocationS3

リソース:arn:aws:datasync:region:account-id:agent/agent-id(Outposts 上の Amazon 
S3 のみ)
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CreateLocationSmb

アクション: datasync:CreateLocationSmb

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:agent/agent-id
CreateTask

アクション: datasync:CreateTask

リソース:
• arn:aws:datasync:region:account-id:location/source-location-id
• arn:aws:datasync:region:account-id:location/destination-location-id

DeleteAgent

アクション: datasync:DeleteAgent

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:agent/agent-id
DeleteLocation

アクション: datasync:DeleteLocation

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id
DeleteTask

アクション: datasync:DeleteTask

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:task/task-id
DescribeAgent

アクション: datasync:DescribeAgent

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:agent/agent-id
DescribeLocationEfs

アクション: datasync:DescribeLocationEfs

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id
DescribeLocationFsxLustre

アクション: datasync:DescribeLocationFsxLustre

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id
DescribeLocationFsxOntap

アクション: datasync:DescribeLocationFsxOntap

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id
DescribeLocationFsxOpenZfs

アクション: datasync:DescribeLocationFsxOpenZfs

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id
DescribeLocationFsxWindows

アクション: datasync:DescribeLocationFsxWindows

リソース:arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id
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DescribeLocationHdfs

アクション: datasync:DescribeLocationHdfs

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id
DescribeLocationNfs

アクション: datasync:DescribeLocationNfs

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id
DescribeLocationObjectStorage

アクション: datasync:DescribeLocationObjectStorage

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id
DescribeLocationS3

アクション: datasync:DescribeLocationS3

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id
DescribeLocationSmb

アクション: datasync:DescribeLocationSmb

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id
DescribeTask

アクション: datasync:DescribeTask

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:task/task-id
DescribeTaskExecution

アクション: datasync:DescribeTaskExecution

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:task/task-id/execution/exec-id
ListAgents

アクション: datasync:ListAgents

リソース:なし
ListLocations

アクション: datasync:ListLocations

リソース:なし
ListTagsForResource

アクション: datasync:ListTagsForResource

リソース:
• arn:aws:datasync:region:account-id:agent/agent-id
• arn:aws:datasync:region:account-id:task/task-id
• arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id

ListTaskExecutions

アクション: datasync:ListTaskExecutions

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:task/task-id
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ListTasks

アクション: datasync:ListTasks

リソース:なし
StartTaskExecution

アクション: datasync:StartTaskExecution

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:task/task-id
TagResource

アクション: datasync:TagResource

リソース:
• arn:aws:datasync:region:account-id:agent/agent-id
• arn:aws:datasync:region:account-id:task/task-id
• arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id

UntagResource

アクション: datasync:UntagResource

リソース:
• arn:aws:datasync:region:account-id:agent/agent-id
• arn:aws:datasync:region:account-id:task/task-id
• arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id

UpdateAgent

アクション: datasync:UpdateAgent

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:agent/agent-id
UpdateLocationHdfs

アクション: datasync:UpdateLocationHdfs

リソース:
• arn:aws:datasync:region:account-id:agent/agent-id
• arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id

UpdateLocationNfs

アクション: datasync:UpdateLocationNfs

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id
UpdateLocationObjectStorage

アクション: datasync:UpdateLocationObjectStorage

リソース:
• arn:aws:datasync:region:account-id:agent/agent-id
• arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id

UpdateLocationSmb

アクション: datasync:UpdateLocationSmb

リソース:
• arn:aws:datasync:region:account-id:agent/agent-id
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• arn:aws:datasync:region:account-id:location/location-id
UpdateTask

アクション: datasync:UpdateTask

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:task/task-id
UpdateTaskExecution

アクション: datasync:UpdateTaskExecution

リソース: arn:aws:datasync:region:account-id:task/task-id/execution/exec-id

AWS DataSync による AWS CloudTrail API コール
のログ記録

AWS DataSync はAWS CloudTrail、でユーザ、ロール、AWSまたはサービスが行ったアクションの記録を
提供するサービスと統合されていますAWS DataSync。 CloudTrail のすべての API コールAWS DataSync 
キャプチャされた呼び出しには、AWS DataSync コンソールの呼び出しと、AWS DataSync API オペレー
ションへのコード呼び出しが含まれます。

証 CloudTrail AWS DataSync 証 CloudTrail  によって収集された情報を使用して CloudTrail、に対するリク
エストAWS DataSync、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認で
きます。

詳細については CloudTrail、『AWS CloudTrailユーザーガイド』を参照してください。

AWS DataSync での情報の処理 CloudTrail
CloudTrail AWS アカウントアカウントを作成すると、で有効になります。でアクティビティが発生する
とAWS DataSync、そのアクティビティは [ CloudTrail Event historyAWS] (イベント履歴) 最近のイベント
は、AWS アカウント で表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「 CloudTrail イベント履
歴でのイベントの表示

AWS DataSync 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
フォルトでは、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。
追跡では、AWS パーティション内のすべての AWS リージョンからのイベントをログに記録し、指定した 
Simple Storage Service (Amazon S3)バケットにログファイルを配信します。さらに、AWS CloudTrail よ
り詳細な分析とログで収集されたデータに基づいた行動のためにその他のサービスを設定できます。詳細
については、次を参照してください。

• 「追跡を作成するための概要」
• CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション
• Amazon SNS CloudTrail
• 「 CloudTrail 複数のリージョンからログファイルを受け取 CloudTrail

DataSync すべてのアクションはによって記録されます CloudTrail。(詳細については、 DataSync API リ
ファレン

たとえば、、CreateTaskListLocationsおよびアクションを呼び出すとCreateAgent、 CloudTrail ロ
グファイルにエントリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。
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• リクエストが、ルート認証情報のどちらを使用して送信されたかAWS Identity and Access Management
• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用

して送信されたか.
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、AWS CloudTrailユーザーガイドの CloudTrail userIdentity 要素を参照してください。

AWS DataSync ログファイルエントリについて
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリが含まれています。イベントは、任意のソー
スからの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関する
情報が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付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、 CloudTrail CreateTaskアクションのログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDAJOERGY7LS5PKXTMXO", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/user1", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "access key", 
        "userName": "user1", 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2018-12-13T14:56:46Z" 
            } 
        }, 
        "invokedBy": "signin.amazonaws.com" 
    }, 
    "eventTime": "2018-12-13T14:57:02Z", 
    "eventSource": "datasync.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateTask", 
    "awsRegion": "ap-southeast-1", 
    "sourceIPAddress": "12.345.123.45", 
    "userAgent": "signin.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "cloudWatchLogGroupArn": "arn:aws:logs:ap-southeast-1:123456789012:log-
group:MyLogGroup", 
        "name": "MyTask-NTIzMzY1", 
        "tags": [], 
        "destinationLocationArn": "arn:aws:datasync:ap-southeast-1:123456789012:location/
loc-020c33c5d9966f40a", 
        "options": { 
            "bytesPerSecond": -1, 
            "verifyMode": "POINT_IN_TIME_CONSISTENT", 
            "uid": "INT_VALUE", 
            "posixPermissions": "PRESERVE", 
            "mtime": "PRESERVE", 
            "gid": "INT_VALUE", 
            "preserveDevices": "NONE", 
            "preserveDeletedFiles": "REMOVE", 
            "atime": "BEST_EFFORT" 
        }, 
        "sourceLocationArn": "arn:aws:datasync:ap-southeast-1:123456789012:location/
loc-04aaa9c609812135d" 
    }, 
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    "responseElements": { 
        "taskArn": "arn:aws:datasync:ap-southeast-1:123456789012:task/
task-00e5db3f3f41f6cd2" 
    }, 
    "requestID": "5890e03c-fee7-11e8-8b63-0b409054d4dc", 
    "eventID": "e5f59b6a-05e6-4412-bd56-440d872e90e9", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "123456789012"
}

AWS DataSync のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、複数の AWS DataSync コンプライアンスプログラムの一環として AWS の
セキュリティとコンプライアンスを評価します。このプログラムには、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA 
などがあります。

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

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

DataSync 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貴社のコンプラ
イアンス目標、適用される法律および規制によって決定されます。DataSync の使用が HIPAA、PCI、また
は 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、セキュリティ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示します。

• HIPAA セキュリティおよびコンプライアンスのためのアーキテクチャ設計ホワイトペーパー - このホワ
イトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法を説明しま
す。

• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や場所
に適用される場合があります。

• AWS Config - この AWS サービスは、お客様のリソース構成が、社内の慣行、業界ガイドラインおよび
規制にどの程度準拠しているかを評価するものです。

• AWS Security Hub - この AWS サービスは、セキュリティ業界の標準やベストプラクティスに準拠して
いるかどうかを確認するために、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示するものです。

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

Note

実行中にデータの移行元または移行元のアベイラビリティーゾーンが失敗した場合 DataSync タ
スクの場合、タスクも失敗します。
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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 DataSyncでのインフラストラクチャセキュリ
ティ

マネージドサービスとして、AWSDataSync はAWSグローバルネットワークセキュリティ手順。詳細につ
いては、「」を参照してください。AWSセキュリティ、ID、コンプライアンスのベストプラクティス。

AWS が発行している APIコールを使用して、ネットワーク経由で DataSync にアクセスします。クライア
ントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降を推
奨します。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE)な
どの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされている必要が
あります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。

また、リクエストは、アクセスキー ID 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、
一時的な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。
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AWS DataSync のクォータ
を使用する際のクォータについて以下に説明しますAWS DataSync。

Storage システムクォータ
DataSync ストレージシステムファイルおよびオブジェクトを操作するときにはクォータが設定されま
す。

説明 制限

ファイルパスの最大長 4,096 バイト

ファイルパスコンポーネント (ファイル名、ディレ
クトリ、またはサブディレクトリ) の最大長

255 バイト

Windows ドメインの最大長 253 文字

サーバホスト名の最大長 255 文字

Amazon S3 オブジェクト名の最大長 UTF-8で1,024 文字

タスククォータ
これらは、 DataSync AWS アカウントそれぞれのタスクのクォータですAWS リージョン。

リソース クォータ クォータを増や
すことはできま
すか？

作成できるタスクの最大数 100 はい

セルフマネージドストレージとAWSサービスとの
間でデータを転送する場合の、タスクごとの最大
ファイルまたはオブジェクト数

5,000 万

Important

2,000 万以上のファイ
ルまたはオブジェクト
を転送するタスクの場
合、最低でも 64 GB の 
RAM を仮想マシン (VM) 
に割り当ててください。 
DataSync の最小限の
リソース要件について
は、「仮想マシンの要
件 (p. 8)」を参照してく
ださい。

はい

Note

増加を
リクエ
ストす
る代わ
りに、
インク
ルード
フィル
タと除
外フィ
ルタを
使用し
て、異
なるサ
ブディ
レクト
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タスククォータ

リソース クォータ クォータを増や
すことはできま
すか？

リに
タス
クを作
成でき
ます。
フィル
ターを
使用す
る方法
につい
ては、
AWS 
DataSync
によっ
て転送
される
データ
のフィ
ルタリ
ングを
参照し
てくだ
さい。
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タスククォータ

リソース クォータ クォータを増や
すことはできま
すか？

AWSストレージサービス間でデータを転送する場
合の、タスクごとの最大ファイルまたはオブジェ
クト数

2,500 万 はい

Note

増加を
リクエ
ストす
る代わ
りに、
インク
ルー
ド/除
外フィ
ルタを
使用し
て、異
なるサ
ブディ
レクト
リにタ
スク
を作
成でき
ます。
フィル
ターを
使用す
る方法
につい
ては、
AWS 
DataSync
によっ
て転送
される
データ
のフィ
ルタリ
ングを
参照し
てくだ
さい。

DataSync AWS Snowconeデバイス上で実行する場
合の、タスクごとの最大ファイル数

200,000 件の いいえ

10 Gbps ( DataSync エージェン
トを使用する転送の場合)

いいえタスクあたりの最大スループット

5 Gbps ( DataSync エージェント
を使用しない転送の場合)

いいえ
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タスクフィルタークォータ
DataSync タスク内のデータをフィルタリングする方法にクォータがあります。

フィルター 制限

タスクフィルターに含めることができる最大文字
数

102,400 キャラクター

Note

を使用している場合AWS Management 
Console、この制限には包含パターンと除
外パターンで組み合わされたすべての文
字が含まれます。

タスク実行のクォータ
これらは、 DataSync AWS アカウントそれぞれのタスク実行のクォータですAWS リージョン。

リソース クォータ

タスク実行の履歴が保持される日数 30

クォータ引き上げをリクエストする
DataSync クォータのいくつかは、リクエストによって引き上げることができます。引き上げはすぐには
許可されず、有効になるまでに 2～3 日かかる場合があります。

クォータの増加をリクエストするには

1. AWS Support センターのページを開き、必要に応じてサインインし、Create case を選択します。
2. Create case (ケースを作成する)には、Service limit increase (サービスの制限を引き上げる) を選択し

ます。
3. [Limit type (制限タイプ)] で、[DataSync] を選択します。
4. リージョンを使用する場合、AWS リージョンを選択し、制限の場合は、引き上げを希望するクォータ

を選択します。
5. ケースの説明を入力し、ご希望のお問い合わせ方法を選択します。

別のクォータを増やす必要がある場合は、別のリクエストに記入してください。
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[エージェント]

AWS DataSync 問題のトラブル
シューティング

次の情報を使用して、AWS DataSync 問題とエラーのトラブルシューティングを行います。

トピック
• AWS DataSync エージェントの問題のトラブルシューティング (p. 222)
• AWS DataSync 場所とタスクの問題のトラブルシューティング (p. 223)
• 使用時にストレージコストが予想よりも大きいAWS DataSync (p. 228)

AWS DataSync エージェントの問題のトラブル
シューティング

次のトピックでは、AWS DataSync エージェントに共通の問題と、その問題を解決する方法について説明
します。

Amazon EC2 エージェントのローカルコンソールに接
続するにはどうすればよいですか?
Amazon EC2 インスタンスのセキュリティグループが SSH (TCP ポート 22) によるアクセスを許可してい
ることを確認し、次のコマンドでログインします。

ssh -i PRIVATE-KEY admin@AGENT-PUBLIC-DNS-NAME

• ユーザー名は admin です。
• PRIVATE-KEY値は、インスタンスの起動に使用した Amazon EC2 key pair プライベート証明書を含

む.pemファイルです。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「プライ
ベートキーからパブリックキーを取得する」を参照してください。

• AGENT-PUBLIC-DNS-NAME 値は、エージェントのパブリック DNS 名です。このパブリック DNS 名
は、Amazon EC2 コンソールでインスタンスを選択して、[Description] (説明)] タブに移動することで確
認できます。

Amazon EC2 インスタンスへの接続の詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ドの「インスタンスへのConnect」を参照してください。

「エージェントのアクティベーションキーの取得に失
敗しました」というエラーはどういう意味ですか?
DataSync エージェントをアクティベートすると、エージェントは指定したエンドポイントに接続してア
クティベーションキーをリクエストします。このエラーは、VPC 以外のエンドポイントの状況でも発生す
る可能性があります。たとえば、エージェントがオンプレミスでデプロイされ、ファイアウォールの設定
によって接続がブロックされます。このエラーは、エージェントが Amazon EC2 インスタンスとしてデプ
ロイされ、セキュリティグループがロックされている場合にも発生します。

実行するアクション
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VPC エンドポイントを使用してエー

ジェントをアクティブ化できない

エージェントが VPC エンドポイントに接続できるようにセキュリティグループが設定されており、必要な
ポートを許可していることを確認します。必要なポートの詳細については、「AWS DataSyncネットワー
ク要件 (p. 8)」を参照してください。

また、ファイアウォールとルーターの設定を確認し、AWSサービスエンドポイントとの通信が許可されて
いることを確認します。詳細については、「AWS DataSyncネットワーク要件 (p. 8)」を参照してくださ
い。

VPC エンドポイントを使用してエージェントをアク
ティブ化できない
VPC エンドポイントを使用して作成されたエージェントをアクティブ化するときに問題が発生する場合
は、VPC エンドポイント ENI に対してサポートチャネルを開きます。Supportチャネルの詳細について
は、「エージェントのサポートを受けるにはAWS Support (p. 115)」を参照してください。

エージェントがどうなっているのかわかりません。誰
か助けてくれる？
DataSync エージェントとの間で解決できない問題がある場合は、を参照してくださいエージェントのサ
ポートを受けるにはAWS Support (p. 115)。

AWS DataSync 場所とタスクの問題のトラブル
シューティング

次のトピックでは、AWS DataSync 場所とタスクに共通する問題とその解決方法について説明します。

DataSync ファイル共有をマウントするために特定の 
NFS または SMB バージョンを使用するように設定す
るにはどうすればよいですか?
NFS (Network File System) または SMB (Server Message Block) をサポートしているロケーションの場
合、 DataSync デフォルトでプロトコルバージョンが自動的に選択されます。 DataSync コンソールまた
は API を使用して自分でバージョンを指定することもできます。

実行するアクション (DataSync コンソール)

NFS または SMB ロケーションを作成するときは、 DataSync 使用するプロトコルバージョンを設定しま
す。詳細については、「」を参照してくださいの NFS の場所を作成するAWS DataSync (p. 119)。用に 
SMB のロケーションを作成するAWS DataSync (p. 120))

取るべきアクション (DataSync API)

NFS または SMB ロケーションを作成または更新するときは、Versionパラメータを指定します。たとえ
ば、CreateLocationNfs (p. 282) または CreateLocationSmb (p. 295) を参照します。

AWS CLI次のコマンド例では、NFS バージョン 4.0 DataSync を使用してマウントする NFS ロケーション
を作成します。

$ aws datasync create-location-nfs --server-hostname your-server-address \ 
   --on-prem-config AgentArns=your-agent-arns \ 
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エラー: SyncOption 値が無効です。オプション: 

TransferMode,PreserveDeletedFiles, 値:すべて, 削除

   --subdirectory nfs-export-path \ 
   --mount-options Version="NFS4_0"

AWS CLI次のコマンド例では、SMB バージョン 3 DataSync を使用してマウントする SMB ロケーション
を作成します。

$ aws datasync create-location-smb --server-hostname your-server-address \ 
   --on-prem-config AgentArns=your-agent-arns \ 
   --subdirectory smb-export-path \ 
   --mount-options Version="SMB3"

エラー: SyncOption 値が無効です。オプション: 
TransferMode,PreserveDeletedFiles, 値:すべて, 削除
このエラーは、 DataSync タスクを作成または編集しているときに [すべてのデータを転送] オプションを
選択し、[削除されたファイルを保存] オプションを選択解除したときに発生します。すべてのデータを転
送すると、 DataSync 宛先の場所がスキャンされず、何を削除すればよいかわかりません。

EniNotFoundタスクがエラーで失敗し続ける
このエラーは、仮想プライベートクラウド (VPC) 内のタスクのネットワークインターフェースの 1 つを削
除した場合に発生します。タスクがスケジュールされているかキューに入っている場合、データ転送に必
要なネットワークインターフェースがないと (p. 18)、タスクは失敗します。

実行するアクション

この問題を解決するには、次のオプションがあります。

• タスクを手動で再開します。 DataSync これを行うと、タスクの実行に必要な不足しているネットワー
クインターフェースが作成されます。

• VPC 内のリソースをクリーンアップする必要がある場合は、 DataSync まだ使用しているタスクに関連
するネットワークインターフェイスを削除しないようにしてください。

タスクに割り当てられたネットワークインターフェイスを確認するには、次のいずれかを実行します。
• DescribeTask 操作を使用します。ネットワークインターフェイス

は、SourceNetworkInterfaceArnsDestinationNetworkInterfaceArnsおよび応答要素で確
認できます。

• Amazon EC2 コンソールで、タスク ID (などtask-f012345678abcdef0) を検索してネットワーク
インターフェイスを探します。

• タスクを自動的に実行しないことを検討してください。これには、タスクキューやスケジューリング 
( DataSync またはカスタム自動化による) 無効化が含まれる場合があります。

DataSync 現在サーバー側の NFS V4 ID マッピングを
サポートしていないというエラーでタスクが失敗しま
した
このエラーは、転送に関係するファイルシステムが NFS version 4 の ID マッピング ( DataSync サポート
されていない機能) を使用している場合に発生する可能性があります。

実行するアクション

この問題を解決するには、いくつかのオプションがあります。
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であり、マウントエラーを示す

• NFS バージョン 3 DataSync を使用するファイルシステムの新しい場所を作成します。
• ファイルシステムの NFS バージョン 4 ID マッピングを無効にします。

転送を再試行します。どちらのオプションでも問題が解決するはずです。

タスクのステータスが使用不可であり、マウントエ
ラーを示す
DataSync エージェントが NFS ロケーションをマウントできない場合はタスクを実行できないことを示し
ます。

実行するアクション

まず、指定した NFS サーバーとエクスポートの両方が有効であることを確認します。そうでない場合は、
タスクを削除し、正しい NFS サーバーを使用した新しいタスクを作成して、エクスポートします。詳細に
ついては、「の NFS の場所を作成するAWS DataSync (p. 119)」を参照してください。

NFS サーバーとエクスポートが両方有効である場合、通常 2 つのうちのいずれかです。エージェントが 
NFS サーバーをマウントするのをファイアウォールが妨げているか、エージェントがマウントできるよう
に NFS サーバーが設定されていません。

エージェントと NFS サーバーの間にファイアウォールがないことを確認します。次に、NFS サーバー
が、タスクで指定されたエクスポートのマウントをエージェントに許可するよう設定されていることを
確認します。ネットワークおよびファイアウォールの要件については、AWS DataSyncネットワーク要
件 (p. 8)を参照してください。

これらのアクションを実行してもエージェントが NFS サーバーとエクスポートをまだマウントできない場
合は、Supportチャネルを開いてAWSサポートまでご連絡ください。サポートチャネルを開く方法の詳細
については、「エージェントのサポートを受けるにはAWS Support (p. 115)」を参照してください。

「メモリを割り当てられません」というエラーでタス
クが失敗しました
DataSync タスクが「メモリを割り当てられません」エラーで失敗した場合、原因はさまざまです。

実行するアクション

問題がなくなるまで、次のことを試してください。

• 転送にエージェントが関与する場合は、エージェントが仮想マシン (VM) の要件を満たしていることを
確認してください (p. 8)。

• フィルターを使用して転送を複数のタスクに分割します (p. 169)。1 DataSync つのタスクで処理できる
数よりも多くのファイルまたはオブジェクトを転送しようとしている可能性があります (p. 218)。

• それでも問題が解決しない場合は、にお問い合わせくださいAWS Support。

入力/出力エラーでタスクが失敗しました
DataSync ストレージシステムがエージェントからのI/O要求に失敗した場合は入出力エラーメッセージが
表示される場合があります。一般的な原因としては、サーバーディスクの障害、ファイアウォールの設定
の変更、ネットワークルーターの障害などがあります。

エラーが NFS サーバーまたは HDFS (Distributed File System) クラスターに関係する場合、次の手順を使
用してエラーを解決します。
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タスク実行のステータスが「起動

中」なのに何も起きていないようです

実行するアクション (NFS)

まず、NFS サーバーのログとメトリクスを確認して、NFS サーバーに起因する問題かどうかを判断しま
す。「はい」の場合は、その問題を解決してください。

次に、ネットワーク設定が変更されていないことを確認します。NFS サーバーが正しく設定され、NFS 
DataSync サーバーにアクセス可能であるかどうかを確認するには、次の操作を行います。

1. エージェントと同じネットワークサブネットに別の NFS クライアントをセットアップします。
2. そのクライアントに共有をマウントします。
3. クライアントが共有に正常に読み書きできることを確認します。

実行するアクション (HDFS)

HDFS クラスターが、 NameNode DataNode エージェントがクラスターのおよびポートと通信できること
を確認してください。ほとんどのクラスターでは、クラスターが使用するポート番号は次の構成ファイル
で確認できます。

1. NameNode ポートを見つけるには、fs.default orcore-site.xmlfs.default.name プロパティ
の下にあるファイルを調べてください (Hadoop ディストリビューションによって異なります)。

2. DataNode ポートを見つけるには、hdfs-site.xmldfs.datanode.addressプロパティの下にある
ファイルを調べてください。

タスク実行のステータスが「起動中」なのに何も起き
ていないようです
指定されたソースの同期エージェントに同期タスクを開始するよう指示できない場合、 DataSync 同期タ
スクは [LunCHING (起動中)] でスタックします。この問題は通常、エージェントの電源がオフになってい
るか、またはネットワーク接続が切断されたことで発生します。

実行するアクション

エージェントが接続され、ステータスが [ONLINE (オンライン)] であることを確認します。ステータスが 
[OFFLINE (オフライン)] の場合、エージェントは接続されていません。ネットワーク接続をテストする方
法については、「エージェントの DataSync エンドポイントへの接続をテストする (p. 111)」を参照してく
ださい。

次に、エージェントの電源がオンになっていることを確認します。そうでない場合は、電源を入れます。

エージェントの電源がオンでもタスクが引き続き [LunCHING (起動中)] ステータスのままである場合、
高い確率で、 DataSync エージェントとエージェントの間でネットワーク接続の問題が発生しています。
ネットワークおよびファイアウォールの設定を確認して、エージェントが DataSync に接続できることを
確認します。

これらのアクションを実行しても問題が解決しない場合は、Supportチャネルを開いてサポートチャネルを
開いてくださいAWS Support。サポートチャネルを開く方法の詳細については、「エージェントのサポー
トを受けるにはAWS Support (p. 115)」を参照してください。

タスクの実行が長い間、準備中の状態でした
[PREPARING (準備中)] DataSync ステータスに費やす時間は、ソースと同期先両方のファイルシステムに
あるファイルの数、およびこれらのファイルシステムのパフォーマンスによって異なります。タスクが開
始されると、 DataSync 再帰的なディレクトリリストを実行して、ソースとターゲットのファイルシステ
ム内のすべてのファイルとファイルメタデータを検出します。これらのリストは、差異を識別し、コピー
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アクセス許可の拒否エラーでタスクが失敗しました

する対象を決定するために使用されます。このプロセスは通常数分から数時間かかります。詳細について
は、「AWS DataSyncタスクを開始する (p. 178)」を参照してください。

実行するアクション

実行するアクションは、実行するアクションの同期タスクです。引き続き、[準備中] が [転送中] に変わる
までお待ちください。それでもステータスが変わらない場合は、お問い合わせくださいAWS Support。

アクセス許可の拒否エラーでタスクが失敗しました
root_squash または all_squash を有効にして NFS サーバーを設定しており、ファイルにすべての読
み込みアクセスがない場合、「アクセス許可拒否」のエラーメッセージが表示されます。

実行するアクション

この問題を修正するために、no_root_squash を使用して NFS エクスポートを設定できます。または、
転送するすべてのファイルのアクセス許可で、すべてのユーザーに読み取りアクセスが許可されているこ
とを確認できます。いずれかを行うことで、エージェントはファイルを読み取ることができます。エー
ジェントがディレクトリにアクセスするため、さらにすべての実行アクセスを有効にする必要がありま
す。

ディレクトリをマウントできることを確認するには、まずエージェントと同じネットワーク構成がある任
意のコンピュータに接続します。次に以下の CLI コマンドを実行します。

mount -t nfs -o nfsvers=<your-nfs-server-version> <your-nfs-server-name>:<nfs-
export-path-youspecified> <new-test-folder-on-your-computer>

これらのアクションを実行しても問題が解決しない場合は、「」を参照してくださいAWS Support。

実行するタスクの検証にはどれくらい時間がかかりま
すか?
VERIFYING (検証)] DataSync ステータスに費やす時間は、いくつかの要因によって異なります。要因に
は、送信元と送信先両方のファイルシステムにあるファイルの数、すべてのファイルの合計サイズ、また
これらのファイルシステムのパフォーマンスがあります。デフォルトでは、オプション設定で [Verification 
mode (検証モード)] が有効になっています。 DataSync 検証実行には、すべてのファイルコンテンツの 
SHA256 チェックサムと、すべてのファイルメタデータの完全な比較が含まれます。

実行するアクション

実行するアクションは、実行するアクションの同期タスクです。引き続き VERIFYING ステータスが
完了するまでお待ちください。それでもステータスが変わらない場合は、お問い合わせくださいAWS 
Support。

別のバケットの S3 バケットに転送するとタスクが失
敗するAWS アカウント
DataSync 同じリソース間の転送とは異なりAWS アカウント、別のバケットの S3 バケットにデータをコ
ピーするには、AWS アカウントいくつかの追加手順が必要です。

• S3 DataSync バケットの権限に関連するエラーでタスクが失敗した場合:タスクを作成するときに、送信
先の S3 バケットのポリシーで指定したものと同じ IAMAWS Management Console ロールを使用してロ
グインしていることを確認してください。(注:これは、S3 DataSync バケットへの書き込み許可を与え
る IAM ロールではありません。)

• AWS リージョン別のバケットにデータをコピーしていて、S3 エンドポイント接続エラーが発生する場
合:宛先の S3 DataSync バケットと同じリージョンにタスクを作成します。
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から転送するとタスクが失敗する

Amazon S3 でのクロスアカウント転送の詳細な手順については、以下のチュートリアルを参照してくださ
い。

• オンプレミスストレージから別のストレージの Amazon S3 へのデータ転送AWS アカウント (p. 230)
• Amazon S3 から Amazon S3 にデータを別の場所で Amazon S3 に転送するAWS アカウント (p. 235)

Google Cloud Storage バケットから転送するとタスク
が失敗する
は Amazon S3 API を使用して Google Cloud Storage DataSync と通信するため、 DataSync オブジェクト
タグをコピーしようとするとタスクが失敗する原因となる制限があります。 CloudWatch 問題に関連する
次のメッセージがログに表示されます。

[警告] ファイル/your-bucket/your-object のメタデータを読み込めませんでした:S3 オブジェクトタ
グ付けの取得失敗:タグ付けせずに続行します

これを防ぐには、タスク設定を行うときに「オブジェクトタグをコピー」オプションの選択を解除してく
ださい。

タスクの実行時間がログと一致しない
DataSync コンソールに表示されるタスク実行の開始時刻と終了時刻は、転送に関連する他の場所に表示
されるタイムスタンプと異なる場合があります。これは、コンソールでは、タスクの実行が起動状態また
はキューイング状態で費やされる時間を考慮しないためです。

たとえば、Amazon CloudWatch ログには、 DataSync タスクの実行がコンソールに表示されているより
も遅く終了したことが示されている場合があります。以下の分野でも同様の不一致に気付くかもしれませ
ん。

• 転送に関係するファイルシステムまたはオブジェクトストレージシステムのログ
• DataSync に書き込んだ Amazon S3 オブジェクトの最終更新日
• DataSync エージェントからのネットワークトラフィック
• EventBridge アマゾンイベント

使用時にストレージコストが予想よりも大きい
AWS DataSync

使用時にストレージコストが予想よりも大きくなっている場合AWS DataSync、次のいずれかの原因によ
る場合があります。

• DataSync Amazon S3 マルチパートアップロード機能を使用して Amazon S3 にオブジェクトをアップ
ロードします。このアプローチは、完了が成功しなかったアップロードに対して、予測しないストレー
ジ料金の発生につながります。

• オブジェクトのバージョニングが S3 バケットで有効化されている可能性があります。オブジェクトの
バージョニングは、Amazon S3 によって同じ名前を持つオブジェクトが複数のコピーに保存されるとい
う結果になります。

実行するアクション

このような場合は、以下の手順を実行できます。
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コスト

• 問題がマルチパートアップロードに関連している場合は、S3 バケットのマルチパートアップロードのポ
リシーを設定して、不完全なマルチパートアップロードをクリーンアップしてストレージコストを削減
します。AWS詳細については、「S3 ライフサイクル管理アップデート - マルチパートアップロードと
削除マーカーのSupport」のブログポストを参照してください。

• 問題がオブジェクトのバージョニングに関連している場合は、オブジェクトのバージョニングが 
Amazon S3 バケットで有効になっているかどうかを確認します。バージョニングが有効になっている場
合は、これをオフにします。

これらのアクションを実行しても問題が解決しない場合は、AWS Supportまでお問い合わせくださ
い。AWS Supportに問い合わせる方法については、「AWS Supportの開始方法」を参照してください。

229

http://aws.amazon.com/blogs/aws/s3-lifecycle-management-update-support-for-multipart-uploads-and-delete-markers/
http://aws.amazon.com/blogs/aws/s3-lifecycle-management-update-support-for-multipart-uploads-and-delete-markers/
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/getting-started.html


AWS DataSync ユーザーガイド
オンプレミスから別のアカウントの S3 への移行

AWS DataSync のチュートリアル
これらのチュートリアルでは、を使用して実際のシナリオについて説明しますAWS DataSync。

トピック
• チュートリアル:オンプレミスストレージから別のストレージの Amazon S3 へのデータ転送AWS アカ

ウント (p. 230)
• チュートリアル:Amazon S3 から Amazon S3 へデータを転送するAWS アカウント (p. 235)
• チュートリアル:Google クラウドストレージから Amazon S3 へのデータ転送 (p. 242)

チュートリアル:オンプレミスストレージから別の
ストレージの Amazon S3 へのデータ転送AWS ア
カウント

AWS DataSyncオンプレミスストレージで使用する場合、通常、AWSAWS アカウント DataSync エー
ジェントと同じストレージサービスにデータをコピーします。ただし、別のアカウントに関連付けられた 
Amazon S3 バケットにデータを転送する必要がある場合もあります。

Important

AWS アカウントこのチュートリアルの方法を使用してデータをコピーできるのは、Amazon S3 
DataSync がその場所の 1 つである場合のみです。

概要
このチュートリアルでは、AWS Identity and Access Management (IAM) と () が、オンプレミスストレージ
から別のストレージの S3 DataSync バケットにデータを転送するタスクの作成にどのように役立つかを学
びますAWS アカウント。AWS Command Line InterfaceAWS CLI

このようなシナリオは次のようになります。

• アカウント A:AWS アカウント ネットワークリソースの管理に使用するアカウント。 DataSync エー
ジェントをアクティブ化するエンドポイントもこのアカウントに属します。

Note

このチュートリアルの手順は、エージェントをアクティベートするあらゆるタイプのエンドポ
イントに適用されます (p. 28)。

• アカウント B: データをコピーする S3AWS アカウント バケット用です。

このシナリオを以下に図表で示します。
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前提条件
クロスアカウント転送を円滑に進めるための IAM 作業を開始する前に、まだ行っていない場合は以下を実
行してください。

1. オンプレミスのストレージシステムがに接続できるようにネットワークを構成します (p. 8)AWS。
2. アカウント A  DataSync でエージェントをデプロイして有効化します (p. 101)。
3. DataSync データをコピーするオンプレミスストレージシステムのソースロケーションをアカウント A 

で作成します (p. 117)。
4. アカウント A AWS CLIでを設定します。アカウント B に S3AWS CLI DataSync バケットの宛先ロケー

ションを作成するには、が必要です。

ステップ 1: アカウント A DataSync で IAM ロールを
作成する
アカウント B の S3 DataSync バケットに書き込む許可を与える IAM ロールが必要です。

DataSync バケットのロケーションを作成すると、そのバケットにアクセスするための適切な権限を持つ
ロールが自動的に作成され、割り当てられます。アカウント間で転送するため、ロールを手動で作成する
必要があります。

詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS のサービス(コンソール) のロールの作成」を参照してくだ
さい。

IAM ロールを作成する
DataSync を信頼済みエンティティとしてロールを作成します。

IAM ロールを作成するには

1. アカウント A でにログインしますAWS Management Console。
2. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
3. 左側のナビゲーションペインの [アクセス管理] で、[ロール] を選択し、[ロールの作成] を選択しま

す。
4. [信頼済みエンティティの選択] ページの [信頼済みエンティティタイプ] で、を選択しますAWS のサー

ビス。
5. ユースケースについては、DataSyncドロップダウンリストで選択して選択しますDataSync。[Next]

(次へ) を選択します。
6. [Add permissions] (アクセス許可を追加する) ページで Next (次へ) を選択します。
7. ロールに名前を付け、[ロールの作成] を選択します。

IAM ロールにカスタムポリシーをアタッチします。
IAM ロールには、アカウント B の S3 DataSync バケットへの書き込みを許可するポリシーが必要です。

IAM ロールにカスタムポリシーを添付するには

1. IAM コンソールのロールで、作成したロールを検索し、名前を選択します。
2. ロールの詳細ページで、[権限] タブを選択します。[権限の追加] を選択し、[インラインポリシーの作

成] を選択します。
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3. JSON タブを選択し、次の操作を行います。

a. 以下の JSON をポリシーエディタに貼り付けます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "s3:GetBucketLocation", 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:ListBucketMultipartUploads" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::account-b-bucket" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "s3:AbortMultipartUpload", 
        "s3:DeleteObject", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:ListMultipartUploadParts", 
        "s3:PutObject", 
        "s3:GetObjectTagging", 
        "s3:PutObjectTagging" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::account-b-bucket/*" 
    } 
  ]
}

b. account-b-bucketをアカウント B の S3 バケットの名前に置き換えます。
4. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
5. ポリシーに名前を付けて、[ポリシーの作成] を選択します。

ステップ 2: アカウント B の S3 バケットの ACL を無
効にする
S3 バケットにコピーするすべてのデータがアカウント B に属していることが重要です。アカウント B が
データの所有者であることを確認するには、バケットのアクセス制御リスト (ACL) を無効にします。詳細
については、Simple Storage Service (Amazon S3) ユーザーガイドのオブジェクトの所有権のコントロー
ルとバケットに対する ACL の無効化を参照してください。

S3 バケットの ACL を無効にするには

1. でAWS Management Console、アカウント B に切り替えます。
2. https://console.aws.amazon.com/s3/ で Amazon S3 コンソールを開きます。
3. 左側のナビゲーションペインで、[Buckets] (バケット) を選択します。
4. バケットリストで、データを転送する S3 バケットを選択します。
5. バケットの詳細ページで、[権限] タブを選択します。
6. オブジェクトの所有者で [編集] を選択します。
7. まだ選択されていない場合は、ACL 無効 (推奨) オプションを選択してください。
8. [変更の保存] を選択します。
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ステップ 3: アカウント B の S3 バケットポリシーを
更新する
アカウント B で、S3 バケットポリシーを変更し、アカウント A DataSync で作成した IAM ロールへのア
クセスを許可します。

更新されたポリシー（以下の説明に記載されています）には、次の 2 つの原則が含まれています。

• 1 番目のプリンシパルは、ステップ 1 で作成したアカウント A の IAM ロールを指定します。このロール
では、アカウント B の S3 DataSync バケットに書き込むことができます。

• 2 番目のプリンシパルは、コンソールまたはへのアクセスに使用するアカウント A の IAM ロールを指定
しますAWS CLI。ステップ 4 では、S3 バケットの宛先ロケーションを作成するときにこのロールを使
用します。

S3 バケットポリシーを更新するには

1. S3 コンソールでアカウント B を使用している状態で、データをコピーする S3 バケットを選択しま
す。

2. バケットの詳細ページで、[権限] タブを選択します。
3. [バケットポリシー] で [編集] を選択し、次の操作を実行して S3 バケットポリシーを変更します。

a. エディタの内容を更新して、次のポリシーステートメントを含めてください。

{ 
  "Version": "2008-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "DataSyncCreateS3LocationAndTaskAccess", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::account-a-id:role/name-of-datasync-role" 
      }, 
      "Action": [ 
        "s3:GetBucketLocation", 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:ListBucketMultipartUploads", 
        "s3:AbortMultipartUpload", 
        "s3:DeleteObject", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:ListMultipartUploadParts", 
        "s3:PutObject", 
        "s3:GetObjectTagging", 
        "s3:PutObjectTagging" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::account-b-bucket", 
        "arn:aws:s3:::account-b-bucket/*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Sid": "DataSyncCreateS3Location", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::account-a-id:role/name-of-your-role" 
      }, 
      "Action": "s3:ListBucket", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::account-b-bucket" 
    } 
  ]
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}

b. アカウント Aaccount-a-idAWS アカウント の番号に置き換えます。
c. アカウント A (ステップ 1 に戻って) DataSync で作成した IAMname-of-datasync-role ロー

ルに置き換えます。
d. account-b-bucketをアカウント B の S3 バケットの名前に置き換えます。
e. コンソールへのアクセスに使用する IAM ロール、AWS CLIまたはアカウント Aname-of-your-

role に置き換えます。
4. [変更の保存] を選択します。

ステップ 4: S3 DataSync バケットの宛先ロケーショ
ンを作成する
S3 バケットのロケーションを作成した後、 DataSync タスクを実行できます。ただし、 DataSyncコン
ソールは異なるアカウントでのロケーションの作成をサポートしていません。AWS CLIタスクを実行する
前に、を使用してロケーションを作成する必要があります。

CLI DataSync でロケーションを作成するには

1. ターミナルを開きます。
2. CLI プロファイルがアカウント A を使用するように設定されていることを確認します。
3. 次のコマンドをコピーします。

aws datasync create-location-s3 \ 
  --s3-bucket-arn arn:aws:s3:::account-b-bucket \ 
  --s3-config '{"BucketAccessRoleArn":"arn:aws:iam::account-a-id:role/name-of-datasync-
role"}'

4. account-b-bucketをアカウント B の S3 バケットの名前に置き換えます。
5. アカウント Aaccount-a-idAWS アカウント の番号に置き換えます。
6. アカウント A (ステップ 1 に戻って) DataSync で作成した IAMname-of-datasync-role ロールに

置き換えます。
7. コマンドを実行します。

DataSync コマンドが次のようなロケーション ARN を返す場合、ロケーションは正常に作成されまし
た。

{ 
  "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:123456789012:location/loc-
abcdef01234567890"
}

8. でアカウント A に切り替えますAWS Management Console。
9. https://console.aws.amazon.com/datasync/ DataSync  でコンソールを開きます。
10. 左のナビゲーションペインで [ロケーション] を選択します。

CLI で作成したアカウント B の S3 バケットの場所を確認できます。

ステップ 5: DataSync タスクを作成して開始する
データを移動する前に、これまでに行ったことを振り返ってみましょう。
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• DataSync エージェントがセルフマネージドストレージシステムから読み取り、通信できるよう
に、AWSアカウントAにエージェントをデプロイしてアクティブ化しました。

• アカウント B の S3 DataSync バケットにデータを書き込めるように、アカウント A に IAM ロールを作
成しました。

• DataSync タスクが確実に機能するようにアカウント B の S3 バケットを設定しました。
• アカウント A DataSync に発信元と宛先の場所を作成しました。

DataSync タスクを作成して開始するには

1. アカウント A DataSync のコンソールを引き続き使用したまま、左側のナビゲーションペインで [タス
ク] を選択し、次に [タスクを作成] を選択します。

Note

ステップ 3 で S3 バケットポリシーで指定したアカウント A の IAM ロールと同じ IAM ロー
ルでコンソールにログインする必要があります。

2. [ソースロケーションの設定] ページで、[既存のロケーションを選択] を選択します。データをコピー
するソースの場所 (オンプレミスストレージ) を選択し、[次へ] を選択します。

3. [目的地の設定] ページで、[既存の場所を選択] を選択します。データをコピーする宛先の場所 (アカウ
ント B の S3 バケット) を選択し、[次へ] を選択します。

4. 設定ページで、タスクに名前を付けます。必要に応じて、Amazon CloudWatch ロググループを指定
するなどの追加設定を行います。[Next] (次へ) を選択します。

5. 確認ページで、設定を確認して [タスクを作成] を選択します。
6. タスクの詳細ページで [開始] を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

• タスクを変更せずに実行するには、[既定値から開始] を選択します。
• タスクを実行する前に変更するには、「優先オプションを指定して開始」を選択します。

タスクが完了すると、オンプレミスストレージのデータが S3 バケットに表示されます。これで、アカウ
ント B からバケットデータにアクセスできるようになりました。

関連リソース
このチュートリアルで行ったことの詳細については、次のトピックを参照してください。

• AWS のサービス(コンソール) のロールの作成
• ロールの信頼ポリシーの変更 (コンソール)
• Amazon S3 コンソールを使用したバケットポリシーの追加
• で S3 ロケーションを作成しますAWS CLI

チュートリアル:Amazon S3 から Amazon S3 へ
データを転送するAWS アカウント

を使用するとAWS DataSync、別のバケットに属する Amazon S3 バケット間でデータを移動できます
AWS アカウント。

Important

AWS アカウントこのチュートリアルの方法を使用したデータのコピーは、Amazon S3 でのみ機
能します。
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概要
このチュートリアルでは、AWS Identity and Access Management (IAM) と () が Amazon S3 から別のバ
ケットにある別の S3 DataSync バケットにデータを転送するタスクの作成にどのように役立つかを学びま
すAWS アカウント。AWS Command Line InterfaceAWS CLI

Tip

お使いの S3 バケットが異なる場合は、このチュートリアルに従ってくださいAWS リージョン。
手順は、いくつかの追加手順を除いてほとんど同じです。ただし、 DataSync デフォルトでは無
効になっているリージョンのこの種の転送はサポートされていないことに注意してください。

このようなシナリオは次のようになります。

• アカウント A: データのコピー元とする S3 バケットを管理するために使用するアカウント A。AWS ア
カウント

• アカウント B: データのコピー先とする S3 バケットを管理するために使用するアカウント B。AWS ア
カウント

Transfers across accounts

次の図は、S3 バケットから別のバケットにある別の S3 バケットにデータをコピーするシナリオを示
していますAWS アカウント。

Transfers across accounts and Regions

次の図は、S3 バケットから別の AND リージョンにある別の S3 バケットにデータをコピーするシナ
リオを示しています。AWS アカウント
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前提条件
クロスアカウント転送を円滑に進めるための IAM 作業を開始する前に、まだ行っていない場合は以下を実
行してください。

1. コピーするオブジェクトの数を決定します。Amazon S3 Storage Lens を使用して、バケットにあるオ
ブジェクトの数を調べてください。

Tip

S3 バケット間で転送する場合、タスクあたり 2,500 DataSync 万個を超えるオブジェクトをコ
ピーすることはできません。バケットに 2,500 万個を超えるオブジェクトがある場合は、いく
つかのオプションをお勧めします。
• 2500万個を超えるオブジェクトを含めないプレフィックスを使用してオブジェクトを整理し

ます。その後、 DataSync プレフィックスごとに個別のタスクを作成できます。
• DataSyncによって転送されたデータをフィルタリングします (p. 169)。

2. データをコピーする S3  DataSync バケットのソースロケーションをアカウント A で作成しま
す (p. 126)。

3. アカウント A AWS CLIでを設定します。アカウント B に S3AWS CLI DataSync バケットの宛先ロケー
ションを作成するには、が必要です。

ステップ 1: アカウント A DataSync で IAM ロールを
作成する
アカウント B の S3 DataSync バケットに書き込むための許可を与える IAM ロールが必要です。

DataSync バケットのロケーションを作成すると、そのバケットにアクセスするための適切な権限を持つ
ロールが自動的に作成され、割り当てられます。アカウント間で転送するため、ロールを手動で作成する
必要があります。

詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS のサービス(コンソール) のロールの作成」を参照してくだ
さい。
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DataSync で IAM ロールを作成する

IAM ロールを作成する
DataSync を信頼済みエンティティとしてロールを作成します。

IAM ロールを作成するには

1. アカウント A でにログインしますAWS Management Console。
2. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
3. 左側のナビゲーションペインの [アクセス管理] で、[ロール] を選択し、[ロールの作成] を選択しま

す。
4. [信頼済みエンティティの選択] ページの [信頼済みエンティティタイプ] で、を選択しますAWS のサー

ビス。
5. ユースケースについては、DataSyncドロップダウンリストで選択して選択しますDataSync。[Next]

(次へ) を選択します。
6. [Add permissions] (アクセス許可を追加する) ページで Next (次へ) を選択します。
7. ロールに名前を付け、[ロールの作成] を選択します。

IAM ロールにカスタムポリシーをアタッチします。
IAM ロールには、アカウント B の S3 DataSync バケットへの書き込みを許可するポリシーが必要です。

IAM ロールにカスタムポリシーを添付するには

1. IAM コンソールの [Role] ページで、作成したロールを検索し、名前を選択します。
2. ロールの詳細ページで、[パーミッション] タブを選択します。[権限の追加] を選択し、[インラインポ

リシーの作成] を選択します。
3. JSON タブを選択し、次の操作を行います。

a. 以下の JSON をポリシーエディタに貼り付けます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "s3:GetBucketLocation", 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:ListBucketMultipartUploads" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::account-b-bucket" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "s3:AbortMultipartUpload", 
        "s3:DeleteObject", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:ListMultipartUploadParts", 
        "s3:PutObject", 
        "s3:GetObjectTagging", 
        "s3:PutObjectTagging" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::account-b-bucket/*" 
    } 
  ]
}
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バケットの ACL を無効にする

b. account-b-bucketを、アカウント B の S3 バケットの名前に置き換えます。
4. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
5. ポリシーに名前を付けて、[ポリシーの作成] を選択します。

ステップ 2: アカウント B の S3 バケットの ACL を無
効にする
S3 バケットにコピーするすべてのデータがアカウント B に属していることが重要です。アカウント B が
データの所有者であることを確認するには、バケットのアクセス制御リスト (ACL) を無効にします。詳細
については、Simple Storage Service (Amazon S3) ユーザーガイドのオブジェクトの所有権のコントロー
ルとバケットに対する ACL の無効化を参照してください。

S3 バケットの ACL を無効にするには

1. でAWS Management Console、アカウント B に切り替えます。
2. https://console.aws.amazon.com/s3/ で Amazon S3 コンソールを開きます。
3. 左側のナビゲーションペインで、[Buckets] (バケット) を選択します。
4. バケットリストで、データを転送する S3 バケットを選択します。
5. バケットの詳細ページで、[パーミッション] タブを選択します。
6. オブジェクトの所有者で [編集] を選択します。
7. まだ選択されていない場合は、ACL 無効 (推奨) オプションを選択してください。
8. [変更の保存] を選択します。

ステップ 3: アカウント B の S3 バケットポリシーを
更新する
アカウント B で、S3 バケットポリシーを変更し、アカウント A DataSync で作成した IAM ロールへのア
クセスを許可するように S3 バケットポリシーを変更してください。

更新されたポリシー（以下の説明に記載されています）には、次の 2 つの原則が含まれています。

• 1 番目のプリンシパルは、ステップ 1 で作成したアカウント A の IAM ロールを指定します。このロール
では、アカウント B の S3 DataSync バケットに書き込めるようにします。

• 2 番目のプリンシパルは、コンソールまたはへのアクセスに使用するアカウント A の IAM ロールを指定
しますAWS CLI。ステップ 4 では、S3 バケットの宛先ロケーションを作成するときにこのロールを使
用します。

S3 バケットポリシーを更新するには

1. S3 コンソールでアカウント B を使用している状態で、データをコピーする S3 バケットを選択しま
す。

2. バケットの詳細ページで、[パーミッション] タブを選択します。
3. [バケットポリシー] で [編集] を選択し、次の操作を実行して S3 バケットポリシーを変更します。

a. エディタの内容を更新して、次のポリシーステートメントを含めてください。

{ 
  "Version": "2008-10-17", 
  "Statement": [ 
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    { 
      "Sid": "DataSyncCreateS3LocationAndTaskAccess", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::account-a-id:role/name-of-datasync-role" 
      }, 
      "Action": [ 
        "s3:GetBucketLocation", 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:ListBucketMultipartUploads", 
        "s3:AbortMultipartUpload", 
        "s3:DeleteObject", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:ListMultipartUploadParts", 
        "s3:PutObject", 
        "s3:GetObjectTagging", 
        "s3:PutObjectTagging" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::account-b-bucket", 
        "arn:aws:s3:::account-b-bucket/*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Sid": "DataSyncCreateS3Location", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::account-a-id:role/name-of-your-role" 
      }, 
      "Action": "s3:ListBucket", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::account-b-bucket" 
    } 
  ]
}

b. アカウント Aaccount-a-idAWS アカウント の番号に置き換えます。
c. アカウント A (ステップ 1 に戻って) DataSync で作成した IAMname-of-datasync-role ロー

ルに置き換えます。
d. account-b-bucketを、アカウント B の S3 バケットの名前に置き換えます。
e. コンソールへのアクセスに使用する IAM ロール、AWS CLIまたはアカウント Aname-of-your-

role に置き換えます。
4. [変更の保存] を選択します。

ステップ 4: S3 DataSync バケットの宛先ロケーショ
ンを作成する
S3 バケットのロケーションを作成した後、 DataSync タスクを実行できます。ただし、 DataSyncコン
ソールは異なるアカウントでのロケーションの作成をサポートしていません。AWS CLIタスクを実行する
前に、を使用してロケーションを作成する必要があります。

CLI DataSync でロケーションを作成するには

1. ターミナルを開きます。
2. CLI プロファイルがアカウント A を使用するように設定されていることを確認します。
3. 次のコマンドをコピーします。

aws datasync create-location-s3 \ 
  --s3-bucket-arn arn:aws:s3:::account-b-bucket \ 
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  --s3-config '{"BucketAccessRoleArn":"arn:aws:iam::account-a-id:role/name-of-datasync-
role"}'

4. account-b-bucketを、アカウント B の S3 バケットの名前に置き換えます。
5. アカウント Aaccount-a-idAWS アカウント の番号に置き換えます。
6. アカウント A (ステップ 1 に戻って) DataSync で作成した IAMname-of-datasync-role ロールに

置き換えます。
7. アカウント B のバケットがアカウント A のバケットと異なるリージョンにある場合は、--regionコ

マンドの最後にオプションを追加して、アカウント B のバケットが存在するリージョンを指定しま
す。例えば、--region us-west-1。

8. コマンドを実行します。

DataSync コマンドが次のようなロケーション ARN を返す場合、ロケーションは正常に作成されまし
た。

{ 
  "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:123456789012:location/loc-
abcdef01234567890"
}

9. でアカウント A に切り替えますAWS Management Console。
10. https://console.aws.amazon.com/datasync/ DataSync  でコンソールを開きます。
11. 左のナビゲーションペインで [ロケーション] を選択します。

CLI で作成したアカウント B の S3 バケットの場所を確認できます。

ステップ 5: DataSync タスクを作成して開始する
データを移動する前に、これまでに行ったことを振り返ってみましょう。

• アカウント B の S3 DataSync バケットにデータを書き込めるように、アカウント A に IAM ロールを作
成しました。

• DataSync タスクが確実に機能するようにアカウント B の S3 バケットを設定しました。
• アカウント A DataSync に発信元と宛先の場所を作成しました。

DataSync タスクを作成して開始するには

1. アカウント A DataSync のコンソールを引き続き使用したまま、左側のナビゲーションペインで [タス
ク] を選択し、次に [タスクを作成] を選択します。

Note

ステップ 3 で S3 バケットポリシーで指定したアカウント A の IAM ロールと同じ IAM ロー
ルでコンソールにログインする必要があります。

2. アカウント B のバケットがアカウント A のバケットと異なるリージョンにある場合は、ナビゲーショ
ンペインでアカウント B のバケットのリージョンを選択します。

接続エラーを回避するには、宛先のリージョン (この場合はアカウント B のバケット) DataSync から
タスクを開始する必要があります。

3. [ソースロケーションの設定] ページで、[既存のロケーションを選択] を選択します。
4. リージョン間の転送の場合は、アカウント A バケットが存在するリージョンを選択します。
5. データをコピーする元の場所 (アカウント A の S3 バケット) を選択し、[次へ] を選択します。
6. [目的地の設定] ページで、[既存の場所を選択] を選択します。データをコピーする宛先の場所 (アカウ

ント B の S3 バケット) を選択し、[次へ] を選択します。
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7. 設定ページで、タスクに名前を付けます。必要に応じて、Amazon CloudWatch ロググループを指定
するなどの追加設定を行います。[Next] (次へ) を選択します。

8. 確認ページで、設定を確認して [タスクを作成] を選択します。
9. タスクの詳細ページで [開始] を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

• タスクを変更せずに実行するには、[既定値から開始] を選択します。
• タスクを実行する前に変更するには、「優先オプションを指定して開始」を選択します。

タスクが終了したら、アカウント B の S3 バケットを確認します。アカウント A のバケットのデータが表
示されます。

関連リソース
このチュートリアルで行ったことの詳細については、次のトピックを参照してください。

• AWS のサービス(コンソール) のロールの作成
• ロールの信頼ポリシーの変更 (コンソール)
• Amazon S3 コンソールを使用したバケットポリシーの追加
• で S3 ロケーションを作成しますAWS CLI

チュートリアル:Google クラウドストレージから 
Amazon S3 へのデータ転送

次のチュートリアルでは、AWS DataSyncを使用して Google Cloud Storage バケットから Amazon S3 バ
ケットにオブジェクトを移行する方法を示しています。

概要
は Google クラウドストレージ XML API DataSync  と統合されているため、コードを記述しなくてもオブ
ジェクトを Amazon S3 にコピーできます。これがどのように機能するかは、 DataSync 転送を容易にする
エージェントをどこにデプロイするかによって異なります。

Agent in Google Cloud

1. Google Cloud DataSync 環境にエージェントをデプロイします。
2. エージェントはハッシュベースの認証コード (HMAC) キーを使用して Google Cloud Storage 

Code (HMAC) キーを使用して Google Cloud Storage Code (HMAC) キーを使用して Google Cloud 
Storage Code

3. Google Cloud Storage バケットのオブジェクトは、パブリックエンドポイントを使用して TLS 
1.2AWS クラウド を経由してに安全に移動します。

4. DataSync サービスによって S3 バケットにデータが書き込まれます。

以下の図は、転送を示しています。
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Agent in your VPC

1. DataSync AWSエージェントは環境内の仮想プライベートクラウド (VPC) にデプロイします。
2. エージェントはハッシュベースの認証コード (HMAC) キーを使用して Google Cloud Storage 

Code (HMAC) キーを使用して Google Cloud Storage Code (HMAC) キーを使用して Google Cloud 
Storage Code

3. Google Cloud Storage バケットのオブジェクトは、プライベート VPC エンドポイントを使用して 
TLS 1.2AWS クラウド を経由してに安全に移動します。

4. DataSync サービスによって S3 バケットにデータが書き込まれます。

以下の図は、転送を示しています。

コスト
この移行に関連する料金には以下が含まれます。

• Google Compute Engine 仮想マシン（VM）インスタンスの実行（Google Cloud DataSync にエージェ
ントをデプロイする場合）

• Amazon EC2 インスタンスの実行 (内の VPC DataSync にエージェントをデプロイする場合AWS)
• を使用してデータを転送する DataSync
• Google クラウドストレージからのデータの転送
• Amazon S3 にデータを保存する

243

https://cloud.google.com/compute/all-pricing
http://aws.amazon.com/ec2/pricing/
http://aws.amazon.com/datasync/pricing/
https://cloud.google.com/storage/pricing
http://aws.amazon.com/s3/pricing/


AWS DataSync ユーザーガイド
前提条件

前提条件
まだ行っていない場合は、開始する前に、以下を実行します。

• 転送先のオブジェクトを含む Google Cloud Storage バケットを作成しますAWS。
• にサインアップAWS アカウント.
• オブジェクトが入ったら、保管するための Amazon S3 バケットを作成しますAWS。

ステップ 1: Google Cloud Storage バケットの HMAC 
キーを作成する
DataSync Google サービスアカウントに関連付けられた HMAC キーを使用して、データの転送元のバケッ
トを認証して読み取ります。(HMAC キーの作成方法の詳細については、Google クラウドストレージのド
キュメントをご覧ください。)

HMAC キーを作成するには

1. Google サービスアカウントの HMAC キーを作成します。
2. GoogleStorage Object Viewer サービスアカウントに少なくとも権限があることを確認してくだ

さい。
3. Hey のアクセス ID とシークレットは安全な場所に保存します。

これらの項目は、 DataSync 後でソースロケーションを設定する際に必要になります。

ステップ 2: ネットワークを設定する
この移行のネットワーク要件は、 DataSync エージェントの導入方法によって異なります。

Google DataSync クラウドのエージェントの場合

Google Cloud DataSync でエージェントをホストする場合は、 DataSync パブリックエンドポイント経由
の転送を許可するようにネットワークを設定します (p. 13)。

VPC DataSync のエージェントの場合

でエージェントをホストする場合はAWS、インターフェースエンドポイントを備えた VPC が必要です。 
DataSync VPC エンドポイントを使用して転送を容易にします。

VPC エンドポイント用にネットワークを設定するには

1. お持ちでない場合は、S3AWS リージョン バケットと同じ VPC を作成してください。
2. VPC のプライベートサブネットを作成します。
3. を使用して VPC エンドポイントを作成しますAWS PrivateLink。 DataSync
4. VPC DataSync エンドポイント経由の転送を許可するようにネットワークを設定します (p. 10)。

必要な設定変更を行うために、VPC エンドポイントに関連付けられているセキュリティグループを変
更できます。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「セキュリティグループを使用し
てリソースへのトラフィックを制御する」を参照してください。
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ステップ 3: DataSync エージェントを作成する
Google Cloud Storage DataSync バケットにアクセスして読み取ることができるエージェントが必要で
す。

Google Cloud の場合
このシナリオでは、 DataSync エージェントは Google Cloud 環境で実行されます。

始める前に:Google クラウド CLI をインストールします。

Google Cloud 用のエージェントを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync 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 [エージェント] (エージェント) を選択し、次に [Create new new] (エー

ジェントを作成) を選択します。
3. Hypervisor の場合は、[VMware ESXi] を選択し、[イメージをダウンロード].zip を選択してエージェ

ントを含むファイルをダウンロードします。
4. ターミナルを開きます。次のコマンドを実行して、イメージをアンジップします。

unzip AWS-DataSync-Agent-VMWare.zip

5. aws-datasync以下のコマンドを実行して、.ovaから始まるエージェントのファイルの内容を抽出し
ます。

tar -xvf aws-datasync-2.0.1655755445.1-x86_64.xfs.gpt.ova

6. 次の Google Cloud CLI コマンドを実行して、.vmdkエージェントのファイルを Google Cloud にイン
ポートします。

gcloud compute images import aws-datasync-2-test \ 
   --source-file INCOMPLETE-aws-datasync-2.0.1655755445.1-x86_64.xfs.gpt-disk1.vmdk \ 
   --os centos-7

Note

.vmdkファイルのインポートには最長で 2 時間かかることがあります。
7. インポートしたエージェントイメージの VM インスタンスを作成して起動します。

インスタンスには、エージェント用に次の設定が必要です。(インスタンスの作成方法の詳細について
は、Google Cloud Compute Engine のドキュメントをご覧ください)。

• マシンタイプで、以下のいずれかを選択します。
• e2-standard-8 DataSync 2,000万個以下のファイルを転送するタスクの場合。
• e2-standard-16 DataSync 2,000万個を超えるファイルを転送するタスクの場合。

• ブートディスクの設定については、カスタムイメージセクションにアクセスしてください。次に、 
DataSync インポートしたエージェントイメージを選択します。

• サービスアカウントの設定には、Googleサービスアカウント（手順1で使用したのと同じアカウン
ト (p. 244)）を選択します。

• ファイアウォールの設定では、HTTP (ポート 80) トラフィックを許可するオプションを選択しま
す。

DataSync エージェントをアクティブ化するには、エージェントでポート 80 が開いている必要が
あります。ポートはパブリックにアクセス可能である必要はありません。アクティブ化すると、 
DataSync ポートを閉じます。
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8. VM インスタンスが実行されたら、パブリック IP アドレスを書き留めます。

エージェントをアクティブにするにはこの IP アドレスが必要です。
9. DataSync コンソールに戻ります。エージェントイメージをダウンロードした [エージェントの作成]

画面で、次の操作を行ってエージェントをアクティブ化します。

• エンドポイントタイプには、公共サービスエンドポイントオプションを選択します (たとえば、米
国東オハイオ州の公共サービスエンドポイント)。

• [アクティベーションキー] で、[エージェントからアクティベーションキーを自動的に取得] を選択
します。

• [Agent address] で、作成したエージェント VM インスタンスのパブリック IP アドレスを入力しま
す。

• [キーを取得] を選択します。
10. エージェントに名前を付けて、[エージェントを作成] を選択します。

エージェントはオンラインで、データを移動する準備ができています。

VPC の場合

このシナリオでは、エージェントはに関連付けられている VPC の Amazon EC2 インスタンスとして実行
されますAWS アカウント。

始める前に:AWS Command Line Interface(AWS CLI) をセットアップします。

VPC のエージェントを作成するには

1. ターミナルを開きます。S3AWS CLI バケットに関連付けられているアカウントを使用するようにプロ
ファイルを設定してください。

2. 次のコマンドをコピーします。VPCAWS リージョン が存在する場所 (たとえば、us-east-1)vpc-
region に置き換えます。

aws ssm get-parameter --name /aws/service/datasync/ami --region vpc-region

3. コマンドを実行します。"Value"出力内のプロパティをメモします。

この値は、指定したリージョンの DataSync Amazon マシンイメージ (AMI) の ID です。たとえ
ば、AMI ID は次のようになりますami-1234567890abcdef0。

4. 次の URL をコピーします。ここでも、お使いの VPCvpc-regionAWS リージョン が置かれている
場所に置き換えてください。次に、ami-id前のステップで記録した AMI ID に置き換えます。

https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=vpc-
region#LaunchInstanceWizard:ami=ami-id

5. ブラウザに URL を貼り付けます。

Amazon EC2AWS Management Console インスタンスの起動ページが表示されます。
6. [インスタンスタイプ] で、 DataSync エージェントに推奨される Amazon EC2 インスタンスのいずれ

かを選択します (p. 8)。
7. [key pair] で、既存のキーペアを使用するか、新しいキーペアを作成するかを選択します。
8. [Network settings] で、エージェントをデプロイする VPC とサブネットを選択します。
9. Launch instance (インスタンスの起動) を選択します。
10. Amazon EC2 インスタンスが実行されたら、VPC エンドポイントを選択します (p. 28)。
11. エージェントを有効化します (p. 29)。
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ステップ 4: Google Cloud Storage DataSync バケット
のソースロケーションを作成する
Google Cloud Storage DataSync バケットのロケーションを設定するには、ステップ 1 (p. 244) で作成し
た HMAC キーのアクセス ID とシークレットが必要です。

DataSync ソースロケーションを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync で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 [ロケーション] を選択し、[ロケーションの作成] を選択します。
3. ロケーションタイプで、オブジェクトストレージを選択します。
4. エージェントについては、ステップ 3 (p. 245) で作成したエージェントを選択します。
5. [サーバ] に、と入力しますstorage.googleapis.com。
6. [バケット名] で、Google Cloud Storage バケットの名前を入力します。
7. [Additional settings] (追加の設定) を展開します。[サーバープロトコル] で [HTTPS] を選択します。

[サーバーポート] に [443] を選択します。
8. [認証] セクションまで下にスクロールします。[認証情報が必要] チェックボックスがオンになってい

ることを確認し、次の操作を行います。

• [アクセスキー] に、HMAC キーのアクセス ID を入力します。
• [シークレットキー] に、HMAC キーのシークレットを入力します。

9. [ロケーションを作成] を選択します。

ステップ 5: S3 DataSync バケットの宛先ロケーショ
ンを作成する
DataSync データの保存先となる場所が必要です。

DataSync デスティネーションロケーションを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync で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 [ロケーション] を選択し、[ロケーションの作成] を選択します。
3. S3 DataSync バケットの場所を作成します (p. 126)。

VPC DataSync にエージェントをデプロイした場合、このチュートリアルでは、S3 バケットが 
VPCAWS リージョン DataSync とエージェントと同じ場所にあることを前提としています。

ステップ 6: DataSync タスクを作成して開始する
ソースとターゲットのロケーションを設定したら、データの移動を開始できますAWS。

DataSync タスクを作成して開始するには

1. https://console.aws.amazon.com/datasync/AWS DataSync 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 [Task] (タスク) を選択し、次に [Create new Task] (タスクの作成) を選

択します。
3. [Configure source location] (ソースロケーションの設定) ページで、次の作業を行います。

a. [既存の場所を選択] を選択します。
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b. ステップ 4 (p. 247) で作成したソースロケーションを選択し、[次へ] を選択します。
4. [Choose Destination] ページで、次の作業を行います。

a. [既存の場所を選択] を選択します。
b. ステップ 5 (p. 247) で作成した宛先の場所を選択し、[次へ] を選択します。

5. [Configure settings] (設定を編集) ページで、次の作業を行います。

a. [データ転送設定] で [その他の設定] を展開し、[オブジェクトタグをコピー] チェックボックスを
オフにします。

Important

オブジェクトタグをコピーしようとすると、 DataSync タスクが失敗する可能性があり
ます。詳細については、「Google Cloud Storage バケットへ、またはバケットから移行
する場合の考慮事項 (p. 125)」を参照してください。

b. その他の必要なタスク設定を構成し、[次へ] を選択します。
6. 確認ページで設定を確認し、[タスクの作成] を選択します。
7. タスクの詳細ページで、[Start] (開始) を選択し、次のいずれかを選択します。

• タスクを変更せずに実行するには、[既定値から開始] を選択します。
• タスクを実行する前に変更するには、「優先オプションを指定して開始」を選択します。

タスクが完了すると、Google Cloud Storage バケットのオブジェクトが S3 バケットに表示されます。
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AWS DataSync のその他のリソース
このセクションでは、AWS DataSync のリソースに関する追加情報を示します。

トピック
• セルフマネージドストレージアレイからのデータの転送 (p. 249)
• AWS DataSync その他のユースケース (p. 249)
• オープンソースコンポーネントAWS DataSync (p. 251)

セルフマネージドストレージアレイからのデータの
転送

セルフマネージドエンタープライズストレージアレイから Amazon EFS にデータを転送する場合がありま
す。この場合、ファイルが Network File System (NFS) または Server Message Block (SMB) ファイル共有
から Amazon EFS に転送されている間に、ソースファイルシステムのファイルが別のアプリケーションに
よって変更される可能性があります。

DataSync が完全な整合性の検証を用いて転送を正常に実行するには、ソースの場所に読み取り専用ス
ナップショットを指定するようお勧めします。この設定により、ファイルの転送中にソースの場所にある
ファイルが変更されないこと、また検証が機能することが保証されます。

エンタープライズストレージアレイでスナップショットを作成する方法の詳細については、次のいずれか
を参照してください:

• EMC VNX: VNX スナップショットを作成してサーバーにアタッチする方法
• NetApp: スナップショット管理
• HPE 3PAR: 仮想ボリュームのスナップショットの作成
• HDS: 日立コピーオンライトスナップショットユーザーガイド

AWS DataSync その他のユースケース
このセクションでは、ほとんどのユーザーには一般的ではないユースケースについて説明します。AWS 
DataSync

トピック
• 逆方向のファイルの転送 (p. 249)
• 複数のタスクを使用して同じ Amazon S3 バケットに書き込む (p. 250)
• 制限付きの Amazon S3 DataSync バケットへのアクセスを許可する (p. 250)

逆方向のファイルの転送
逆方向でのデータの転送は、アクティブなアプリケーションがロケーション間で移動するワークフローで
使用できます。AWS DataSync は、複数のアクティブなアプリケーションが同時に両方のロケーションに
書き込みを行うワークフローをサポートしていません。次の手順のステップに従って、逆方向でのデータ
の転送を設定します DataSync 。
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Amazon S3 バケットに書き込む

DataSync 逆方向へデータを転送するように設定するには

1. ロケーションを作成し、[Location A] と名前を付けます。
2. 2 つ目のロケーションを作成し、[Location B] と名前を付けます。
3. タスクを作成し、 [Task A-B] と名前を付けたら、[Location A] を送信元の場所、[Location B] を送信先

の場所に設定します。
4. 2 つ目のタスクを作成し、[Task B-A] と名前を付けたら、[Location B] を送信元のロケーション、

[Location A] を送信先のロケーションに設定します。
5. Location Aからのデータ付きLocation Bを更新するには、タスクA-Bを実行します。

Location Bからのデータ付きLocation Aを更新するには、タスクB-Aを実行します。

この 2 つのタスクを同時に実行しないでください。 DataSync 定期的に逆方向でデータを転送できま
す。ただし、これは、複数のアクティブなアプリケーションが [Location A] および [Location B] の両
方に同時に書き込みを行うワークフローをサポートしていません。

複数のタスクを使用して同じ Amazon S3 バケットに
書き込む
一部のユースケースでは、別々のタスクが同じ Amazon S3 バケットに書き込む場合があります。この
ケースでは、タスクごとに別々のフォルダを S3 バケットに作成します。このアプローチにより、タスク
間のファイル名の競合が排除され、また、フォルダごとに異なるアクセス権限を設定することもできま
す。

たとえば、MyBucket という名前の S3 バケットに書き込む 3 つのタスク (task1、task2、task3) があ
るとします。

バケット内に 3 つのフォルダを作成します。

s3://MyBucket/task1

s3://MyBucket/task2

s3://MyBucket/task3

タスクごとに、送信先のタスクに該当するフォルダを MyBucket で選択し、3 つのフォルダそれぞれに異
なるアクセス権限を設定します。

制限付きの Amazon S3 DataSync バケットへのアクセ
スを許可する
場合によっては、Amazon S3 バケットへのアクセスを制限する必要があります。S3 バケットポリシーを
編集して、 DataSync タスクを実行してもバケットにアクセスできるようにすることができます。

制限付きの S3 DataSync バケットへのアクセスを許可するには

1. 次のサンプルポリシーをコピーします。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Principal": "*", 
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      "Action": "s3:*", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::bucket-name", 
        "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringNotLike": { 
          "aws:userid": [ 
            "datasync-role-id:*", 
            "your-role-id" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

2. サンプルポリシーでは、次の値を置き換えてください。

• bucket-name: アクセスを制限している S3 バケットの名前。
• datasync-role-id: S3 DataSync バケットにアクセスする IAM ロールの ID。AWS CLI次のコマ

ンドを実行して、IAM ロール ID を取得します。

aws iam get-role --role-name datasync-iam-role-name

出力で、RoleId次の値を探します。

"RoleId": "ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE"
• your-role-id: S3 DataSync バケットのロケーションを作成する際に使用する IAM ロールの ID。

次のコマンドを実行して、IAM ロール ID を取得します。

aws iam get-role --role-name your-iam-role-name

出力で、UserId次の値を探します。

"RoleId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE"
3. このポリシーを S3 バケットポリシーに追加します。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの

「バケットポリシーを編集する方法」を参照してください。

S3 バケットポリシーを更新したら、S3 バケットにアクセスする必要があるユーザーのために、ポリシー
に IAM ロールまたはユーザーを追加する必要があります。

オープンソースコンポーネントAWS DataSync
が使用しているオープンソースコンポーネントを確認するにはAWS DataSync、次のリンクをダウンロー
ドしてください。

• datasync-open-source-componentszip
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AWS DataSync API
AWS Management Consoleおよびに加えてAWS CLI、AWS DataSync API を使用して AWSSDK 
DataSync  を設定および管理できます。

トピック
• アクション (p. 252)
• データ型 (p. 399)
• 一般的なエラー (p. 431)
• 共通パラメータ (p. 433)

アクション
以下のアクションがサポートされています:

• CancelTaskExecution (p. 254)
• CreateAgent (p. 256)
• CreateLocationEfs (p. 260)
• CreateLocationFsxLustre (p. 264)
• CreateLocationFsxOntap (p. 267)
• CreateLocationFsxOpenZfs (p. 270)
• CreateLocationFsxWindows (p. 273)
• CreateLocationHdfs (p. 277)
• CreateLocationNfs (p. 282)
• CreateLocationObjectStorage (p. 286)
• CreateLocationS3 (p. 290)
• CreateLocationSmb (p. 295)
• CreateTask (p. 299)
• DeleteAgent (p. 304)
• DeleteLocation (p. 306)
• DeleteTask (p. 308)
• DescribeAgent (p. 310)
• DescribeLocationEfs (p. 313)
• DescribeLocationFsxLustre (p. 317)
• DescribeLocationFsxOntap (p. 320)
• DescribeLocationFsxOpenZfs (p. 323)
• DescribeLocationFsxWindows (p. 326)
• DescribeLocationHdfs (p. 329)
• DescribeLocationNfs (p. 333)
• DescribeLocationObjectStorage (p. 336)
• DescribeLocationS3 (p. 339)
• DescribeLocationSmb (p. 342)
• DescribeTask (p. 346)
• DescribeTaskExecution (p. 352)
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• ListAgents (p. 357)
• ListLocations (p. 360)
• ListTagsForResource (p. 363)
• ListTaskExecutions (p. 366)
• ListTasks (p. 369)
• StartTaskExecution (p. 372)
• TagResource (p. 376)
• UntagResource (p. 378)
• UpdateAgent (p. 380)
• UpdateLocationHdfs (p. 382)
• UpdateLocationNfs (p. 386)
• UpdateLocationObjectStorage (p. 389)
• UpdateLocationSmb (p. 392)
• UpdateTask (p. 395)
• UpdateTaskExecution (p. 398)
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CancelTaskExecution
AWS DataSync進行中のタスク実行を停止します。一部のファイルの転送が突然中断されます。宛先に転
送されるファイルコンテンツが不完全であるか、ソースファイルと矛盾している可能性があります。

ただし、同じタスクで新しいタスク実行を開始し、タスクの実行を完了できるようにすると、コピー先の
ファイルコンテンツは完全で一貫性があります。これは、タスクの実行を中断する他の予期しない障害に
も当てはまります。これらのすべての場合において次のタスク実行を開始すると、 DataSync は転送を正
常に完了します。

リクエストの構文

{ 
   "TaskExecutionArn": "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. 433)」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。

TaskExecutionArn (p. 254)

停止するタスク実行の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]*:
[0-9]{12}:task/task-[0-9a-f]{17}/execution/exec-[0-9a-f]{17}$

必須: はい

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

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の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateAgent
AWS DataSyncストレージ環境にデプロイしたエージェントをアクティブ化します。アクティブ化を行う
と、エージェントがアカウントに関連付けられます。アクティブ化プロセスでは、エージェントをアク
ティブ化する AWS リージョン などの情報を指定します。ターゲットロケーション (Amazon S3、または 
Amazon EFS) が存在する AWS リージョン でエージェントをアクティブ化します。タスクはこの AWS 
リージョン で作成されます。

VPC (仮想プライベートクラウド) でエージェントをアクティブ化するか、VPC エンドポイントへのエー
ジェントアクセス権を提供することで、公開インターネットを経由せずにタスクを実行することができま
す。

1 か所以上の場所で 1 つのエージェントを使用できます。タスクで複数のエージェントを使用する場合、
すべてのエージェントで実行するタスクのステータスが [AVAILABLE (使用可能)] になっている必要があり
ます。送信元の場所で複数のエージェントを使用する場合、すべてのエージェントのステータスが実行す
るタスクで [AVAILABLE (使用可能)] であることが必要です。

詳細については、 AWS DataSync ユーザーガイドの「エージェントの作成とアクティブ化」を参照してく
ださい。

エージェントは、タスクの中断を最小限に抑えるメカニズムを使用して、AWS によって定期的に自動更新
されます。

リクエストの構文
{ 
   "ActivationKey": "string", 
   "AgentName": "string", 
   "SecurityGroupArns": [ "string" ], 
   "SubnetArns": [ "string" ], 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "VpcEndpointId": "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. 433)」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. 256)

エージェントのアクティベーションキー。アクティベーションキーは、エージェントの IP アドレス 
(ポート 80) を取得することを可能にするリダイレクトを含む HTTP GET リクエストを送信すること
によって取得できます。または、 DataSync コンソールから入手することもできます。

応答で返されたリダイレクト URL は、クエリ文字列パラメータ activationKey 内のエージェント
のアクティベーションキーを提供します。また、他のアクティベーション関連のパラメータも含まれ
ていますが、これらは単なるデフォルトです。この API 呼び出しに渡す引数によって、エージェント
の実際の構成が決まります。

詳細については、 AWS DataSync ユーザーガイドの「エージェントの作成とアクティブ化」を参照し
てください。
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タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 29 です。

パターン: [A-Z0-9]{5}(-[A-Z0-9]{5}){4}

必須: はい
AgentName (p. 256)

エージェントに設定した名前。この値は、コンソールでエージェントを識別するために使用されるテ
キスト参照です。

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-Z0-9\s+=._:@/-]+$

必須: いいえ
SecurityGroupArns (p. 256)

データ転送タスクサブネットを保護するために使用されるセキュリティグループの ARN。
「SecurityGroupArns」を参照してください。

型: 文字列の配列

配列メンバー: 定数は 1 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:security-group/.*$

必須: いいえ
SubnetArns (p. 256)

サブネットの Amazon リソースネーム (ARN) により、データ転送タスクごとに Elastic Network 
Interface DataSync が作成されます。タスクを実行するエージェントはプライベートである必要があ
ります。VPC で作成されたエージェント、または VPC 内の IP アドレスにアクセスできるエージェン
トに関連付けられたタスクを開始すると、タスクもプライベートになります。この場合、 DataSync
は、サブネット内のタスクごとに 4 つのネットワークインターフェースを作成します。データ転送が
機能するには、エージェントがこれら 4 つのネットワークインターフェースすべてにルーティングで
きる必要があります。

型: 文字列の配列

配列メンバー: 定数は 1 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:subnet/.*$

必須: いいえ
Tags (p. 256)

エージェントに関連付けるタグを表すキーと値のペア。値は空の文字列とすることができます。この
値は、エージェントを管理、フィルタリング、検索するのに役立ちます。
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Note

キーと値に使用できる文字は、UTF-8 形式で表現できる文字、スペース、数字
と、+、-、=、、_、:、/、@ の特殊文字です。

型: TagListEntry (p. 425) 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 50 項目です。

必須: いいえ
VpcEndpointId (p. 256)

エージェントがアクセスできる VPC (仮想プライベートクラウド) エンドポイントの ID。これは、ク
ライアント側の VPC エンドポイントであり、とも呼ばれます PrivateLink。 PrivateLink VPC エンド
ポイントがない場合は、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントサービス設定の作成」
を参照してください。

VPC エンドポイント ID は次のようになります: vpce-01234d5aff67890e1。

タイプ: 文字列

パターン: ^vpce-[0-9a-f]{17}$

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "AgentArn": "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。

AgentArn (p. 258)

エージェントの Amazon リソースネーム (ARN)。アカウントと AWS リージョン のエージェントのリ
ストを返すには、ListAgents オペレーションを使用します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

258

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/endpoint-service.html#create-endpoint-service


AWS DataSync ユーザーガイド
CreateAgent

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

例
例

次の例では、エージェントを作成し、アクティベーションキーを使用してエージェントをアクティブ化し
ます。

リクエスト例

{ 
  "ActivationKey": "AAAAA-7AAAA-GG7MC-3I9R3-27COD", 
  "AgentName": "MyAgent", 
  "Tags": [ 
  { 
    "Key": "Job", 
    "Value": "TransferJob-1" 
 } 
  ]
}

例

応答は、アクティブ化されたエージェントの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。

レスポンス例

{  
  "AgentArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:agent/agent-0b0addbeef44baca3"  
}

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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CreateLocationEfs
AWS DataSync 詳細については、Amazon EFS の場所の作成

リクエストの構文

{ 
   "AccessPointArn": "string", 
   "Ec2Config": {  
      "SecurityGroupArns": [ "string" ], 
      "SubnetArn": "string" 
   }, 
   "EfsFilesystemArn": "string", 
   "FileSystemAccessRoleArn": "string", 
   "InTransitEncryption": "string", 
   "Subdirectory": "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. 433)」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。

AccessPointArn (p. 260)

Amazon EFS DataSync ファイルシステムにアクセスするために使用するアクセスの Amazon リソー
スネーム (ARN) を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):elasticfilesystem:[a-
z\-0-9]+:[0-9]{12}:access-point/fsap-[0-9a-f]{8,40}$

必須: いいえ
Ec2Config (p. 260)

Amazon DataSync EFS の場所

型: Ec2Config (p. 402) オブジェクト

必須: はい
EfsFilesystemArn (p. 260)

Amazon EFS ファイルシステムの ARN を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

260

https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/create-efs-location.html


AWS DataSync ユーザーガイド
CreateLocationEfs

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):elasticfilesystem:[a-
z\-0-9]*:[0-9]{12}:file-system/fs-.*$

必須: はい
FileSystemAccessRoleArn (p. 260)

Amazon EFS の場所AWS Identity and Access Management DataSync

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 2,048 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):iam::[0-9]
{12}:role/.*$

必須: いいえ
InTransitEncryption (p. 260)

Amazon EFS の場所 DataSync

AccessPointArn または FileSystemAccessRoleArn を使用した IAM ロールを使用してアクセス
ポイントを指定する場合、このパラメータを TLS1_2 に設定する必要があります。

型: 文字列

有効な値:  NONE | TLS1_2

必須: いいえ
Subdirectory (p. 260)

Amazon EFS ファイルシステムのマウントパスを指定します。これは、 DataSync データを読み書き
する場所です (送信元あるいは送信先の場所によって異なります)。デフォルトでは DataSync 、ルー
トディレクトリを含めることもできます。

Note

スラッシュ (/path/to/folder など) を含む値を指定する必要があります。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 4,096 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\p{Zs}]*$

必須: いいえ
Tags (p. 260)

リソースに追加するタグを表すキーと値のペアを指定します。値は空の文字列とすることができま
す。この値は、リソースの管理、フィルタリング、検索に役立ちます。場所の名前タグを作成するこ
とが推奨されます。

型: TagListEntry (p. 425) 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 50 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文
{ 
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   "LocationArn": "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。

LocationArn (p. 261)

The Amazon Resource Name (ARN) of the Amazon EFS file system location that you create.

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

例
リクエスト例

次の例は、Amazon EFS の場所の作成

{ 
    "Ec2Config": { 
        "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:11122233344:subnet/subnet-1234567890abcdef1", 
        "SecurityGroupArns": [ 
            "arn:aws:ec2:us-east-2:11122233344:security-group/sg-1234567890abcdef2" 
        ] 
    }, 
    "EfsFilesystemArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-2:111222333444:file-system/
fs-021345abcdef6789", 
    "Subdirectory": "/mount/path", 
    "Tags": [{ 
        "Key": "Name", 
        "Value": "ElasticFileSystem-1" 
    }]
}
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サンプルリクエスト:制限付き Amazon EFS ファイルシステムのロケーションの
作成

次の例は、EFS が制限された このようなシナリオでは、リクエスト
でAccessPointArnInTransitEncryption、FileSystemAccessRoleArn、の値を指定しなければな
らない場合があります。

{ 
    "AccessPointArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-2:111222333444:access-point/
fsap-1234567890abcdef0", 
    "Ec2Config": { 
        "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:111222333444:subnet/subnet-1234567890abcdef1", 
        "SecurityGroupArns": [ 
            "arn:aws:ec2:us-east-2:111222333444:security-group/sg-1234567890abcdef2" 
        ] 
    }, 
    "FileSystemAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/AwsDataSyncFullAccessNew", 
    "InTransitEncryption": "TLS1_2", 
    "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/loc-
abcdef01234567890", 
    "LocationUri": "efs://us-east-2.fs-021345abcdef6789/", 
    "Subdirectory": "/mount/path", 
    "Tags": [{ 
        "Key": "Name", 
        "Value": "ElasticFileSystem-1" 
    }]
}

レスポンス例

レス

{ 
  "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/loc-12abcdef012345678"
}

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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CreateLocationFsxLustre
Amazon FSx for Lustre ファイルシステムのエンドポイントを作成します。

リクエストの構文

{ 
   "FsxFilesystemArn": "string", 
   "SecurityGroupArns": [ "string" ], 
   "Subdirectory": "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. 433)」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。

FsxFilesystemArn (p. 264)

FSx for Lustre ファイルシステムの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):fsx:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:file-system/fs-.*$

必須: はい
SecurityGroupArns (p. 264)

FSx for Lustre ファイルシステムの設定に使用するセキュリティグループの Amazon リソースネーム 
(ARN)。

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 5 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:security-group/.*$

必須: はい
Subdirectory (p. 264)

場所のパス内のサブディレクトリ。FSx for Lustre ファイルシステムのこのサブディレクトリは、FSx 
for Lustre ソースの場所からデータを読み取るか、または FSx for Lustre 送信先にデータを書き込むた
めに使用されます。
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タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 4,096 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\$\p{Zs}]+$

必須: いいえ
Tags (p. 264)

リソースに追加するタグを表すキーと値のペア。値は空の文字列とすることができます。この値は、
リソースの管理、フィルタリング、検索に役立ちます。場所の名前タグを作成することが推奨されま
す。

型: TagListEntry (p. 425) 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 50 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "LocationArn": "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。

LocationArn (p. 265)

作成された FSx for Lustre ファイルシステムの場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

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の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateLocationFsxOntap
AWS DataSyncアクセスして転送できる Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムのエンドポイ
ントを作成します。詳細については、「FSx for ONTAP のやり取りをする場所の作成」を参照してくださ
い。

リクエストの構文

{ 
   "Protocol": {  
      "NFS": {  
         "MountOptions": {  
            "Version": "string" 
         } 
      }, 
      "SMB": {  
         "Domain": "string", 
         "MountOptions": {  
            "Version": "string" 
         }, 
         "Password": "string", 
         "User": "string" 
      } 
   }, 
   "SecurityGroupArns": [ "string" ], 
   "StorageVirtualMachineArn": "string", 
   "Subdirectory": "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. 433)」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。

Protocol (p. 267)

AWS DataSync が Amazon FSx ファイルシステムにアクセスするために使用するデータ転送プロトコ
ルを指定します。

型: FsxProtocol (p. 404) オブジェクト

必須: はい
SecurityGroupArns (p. 267)

ファイルシステムの優先サブネットへのアクセスを提供する Amazon EC2 セキュリティグループを指
定します。

セキュリティグループは、次のポートでアウトバウンドトラフィックを許可する必要があります (使用
するプロトコルによって異なります)。
• ネットワークファイルシステム (NFS): TCP ポート 111、635、2049
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• サーバーメッセージブロック (SMB): TCP ポート 445

ファイルシステムのセキュリティグループは、同じポートでのインバウンドトラフィックも許可する
必要があります。

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 5 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:security-group/.*$

必須: はい
StorageVirtualMachineArn (p. 267)

データのコピーのやり取りをするファイルシステム内のストレージ仮想マシン (SVM) の ARN を指定
します。

タイプ: 文字列

長さの制限:最大長は 162 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):fsx:[a-z\-0-9]+:[0-9]
{12}:storage-virtual-machine/fs-[0-9a-f]+/svm-[0-9a-f]{17,}$

必須: はい
Subdirectory (p. 267)

データをコピーする SVM 内のファイル共有へのパスを指定します。

ジャンクションパス (マウントポイントとも呼ばれます)、qtree パス (NFS ファイル共有用)、または
共有名 (SMB ファイル共有用) を指定できます。たとえば、マウントパスは/vol1、/vol1/tree1、
またはかもしれません/share1。

Note

SVM のルートボリュームにはジャンクションパスを指定しないでください。詳細について
は、「Amazon FSx for ONTAP ユーザーガイド」の「User FSx for NetApp ONTAP ストレー
ジ仮想マシンの管理」を参照してください。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 255 です。

パターン: ^[^\u0000\u0085\u2028\u2029\r\n]{1,255}$

必須: いいえ
Tags (p. 267)

AWS リソースの分類、フィルタリング、および検索に役立つラベルを指定します。少なくても場所の
名前タグを作成することを推奨します。

型: TagListEntry (p. 425) 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 50 項目です。

必須: いいえ
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レスポンスの構文
{ 
   "LocationArn": "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。

LocationArn (p. 269)

FSx for ONTAP ファイルシステムロケーションの ARN を指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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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CreateLocationFsxOpenZfs
Amazon FSx for OpenZFS ファイルシステムのエンドポイントを作成します。AWS DataSync詳細につい
ては、「OpenZFS 用 FSx のロケーションの作成」を参照してください。

Note

に関連するリクエストパラメータは、SMBCreateLocationFsxOpenZfsオペレーションではサ
ポートされていません。

リクエストの構文
{ 
   "FsxFilesystemArn": "string", 
   "Protocol": {  
      "NFS": {  
         "MountOptions": {  
            "Version": "string" 
         } 
      }, 
      "SMB": {  
         "Domain": "string", 
         "MountOptions": {  
            "Version": "string" 
         }, 
         "Password": "string", 
         "User": "string" 
      } 
   }, 
   "SecurityGroupArns": [ "string" ], 
   "Subdirectory": "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. 433)」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。

FsxFilesystemArn (p. 270)

FSx for OpenZFS ファイルシステムの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):fsx:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:file-system/fs-.*$

必須: はい
Protocol (p. 270)

AWS DataSync がファイルシステムへのアクセスに使用するプロトコルのタイプ。
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型: FsxProtocol (p. 404) オブジェクト

必須: はい
SecurityGroupArns (p. 270)

FSx for OpenZFS ファイルシステムの設定に使用するセキュリティグループの ARN。

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 5 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:security-group/.*$

必須: はい
Subdirectory (p. 270)

で始まる必要がある場所のパス内のサブディレクトリ/fsx。 DataSync は、このサブディレクトリを
使用してデータを読み書きします (ファイルシステムがソースまたは送信先の場所であるかどうかに応
じて)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 4,096 です。

パターン: ^[^\u0000\u0085\u2028\u2029\r\n]{1,4096}$

必須: いいえ
Tags (p. 270)

リソースに追加するタグを表すキーと値のペア。値は空の文字列とすることができます。この値は、
リソースの管理、フィルタリング、検索に役立ちます。場所の名前タグを作成することが推奨されま
す。

型: TagListEntry (p. 425) 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 50 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "LocationArn": "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。

LocationArn (p. 271)

FSx for OpenZFS ファイルシステムの場所の ARN。
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タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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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CreateLocationFsxWindows
Amazon FSx for Windows File Server のファイルシステムのエンドポイントを作成します。

リクエストの構文

{ 
   "Domain": "string", 
   "FsxFilesystemArn": "string", 
   "Password": "string", 
   "SecurityGroupArns": [ "string" ], 
   "Subdirectory": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "User": "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. 433)」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。

Domain (p. 273)

FSx for Windows ファイルサーバーが属する Windows ドメインの名前を指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 253 です。

パターン: ^[A-Za-z0-9]((\.|-+)?[A-Za-z0-9]){0,252}$

必須: いいえ
FsxFilesystemArn (p. 273)

FSx for Windows ファイルサーバーファイルシステムの Amazon リソースネーム (ARN) を指定しま
す。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):fsx:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:file-system/fs-.*$

必須: はい
Password (p. 273)

ファイルシステム内のファイルとフォルダへのアクセス許可を持つユーザーのパスワードを指定しま
す。

タイプ: 文字列
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長さの制限: 最大長は 104 です。

パターン: ^.{0,104}$

必須: はい
SecurityGroupArns (p. 273)

ファイルシステムの優先サブネットへのアクセスを提供するセキュリティグループの ARN を指定し
ます。

Note

内部からの接続を許可しないセキュリティグループを選択した場合は、次のいずれかの操作
を行います。
• セキュリティグループ内の通信を許可するようにセキュリティグループを設定します。
• マウントターゲットのセキュリティグループと通信できる別のセキュリティグループを選

択します。

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 5 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:security-group/.*$

必須: はい
Subdirectory (p. 273)

スラッシュを使用して、ファイルシステムのマウントパスを指定します。これは、 DataSync データ
を読み書きする場所です (送信元あるいは送信先の場所によって異なります)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 4,096 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\$\p{Zs}]+$

必須: いいえ
Tags (p. 273)

AWS リソースの分類、フィルタリング、および検索に役立つラベルを指定します。少なくても場所の
名前タグを作成することを推奨します。

型: TagListEntry (p. 425) 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 50 項目です。

必須: いいえ
User (p. 273)

ファイルシステム内のファイルとフォルダへのアクセス許可を持つユーザーを指定します。

ファイル、フォルダ、およびメタデータに対する十分な権限を確保するユーザー名の選択について
は、ユーザーを参照してください。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 104 です。
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パターン: ^[^\x5B\x5D\\/:;|=,+*?]{1,104}$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "LocationArn": "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。

LocationArn (p. 275)

作成した FSx for Windows File Server ロケーションの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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
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• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateLocationHdfs
Hadoop Distributed File System (HDFS) のエンドポイントを作成します。

リクエストの構文

{ 
   "AgentArns": [ "string" ], 
   "AuthenticationType": "string", 
   "BlockSize": number, 
   "KerberosKeytab": blob, 
   "KerberosKrb5Conf": blob, 
   "KerberosPrincipal": "string", 
   "KmsKeyProviderUri": "string", 
   "NameNodes": [  
      {  
         "Hostname": "string", 
         "Port": number
      } 
   ], 
   "QopConfiguration": {  
      "DataTransferProtection": "string", 
      "RpcProtection": "string" 
   }, 
   "ReplicationFactor": number, 
   "SimpleUser": "string", 
   "Subdirectory": "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. 433)」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。

AgentArns (p. 277)

HDFS クラスターへの接続に使用されるエージェントの Amazon リソースネーム (ARN)。

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 4 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$

必須: はい
AuthenticationType (p. 277)

ユーザーの ID を決定するために使用される認証のタイプ。
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タイプ: 文字列

有効な値:  SIMPLE | KERBEROS

必須: はい
BlockSize (p. 277)

HDFS クラスターに書き込むデータブロックのサイズ。ブロックサイズは 512 バイトの倍数にする必
要があります。デフォルトのブロックサイズは 128 メガバイト (MiB) です。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1,048,576 です。最大値は 1,073,741,824 です。

必須: いいえ
KerberosKeytab (p. 277)

定義された Kerberos プリンシパルと暗号化キー間のマッピングを含む Kerberos キーテーブル (キー
タブ)。ファイルのアドレスを指定して、ファイルからキータブをロードできます。使用している 
AWS CLI では、base64 エンコードを実行します。それ以外の場合は、base64 でエンコードされたテ
キストを指定します。

Note

KERBEROS を AuthenticationType に指定した場合、このパラメータが必要です。

型: Base64 でエンコードされたバイナリデータオブジェクト

長さの制限: 最大長は 65,536 です。

必須: いいえ
KerberosKrb5Conf (p. 277)

Kerberos 構成情報を含む krb5.conf ファイル。ファイルのアドレスを指定して、krb5.conf ファ
イルをロードできます。使用している AWS CLI では、base64 エンコードを実行します。それ以外の
場合は、base64 でエンコードされたテキストを指定します。

Note

KERBEROS を AuthenticationType に指定した場合、このパラメータが必要です。

型: Base64 でエンコードされたバイナリデータオブジェクト

長さの制限: 最大長は 131,072 です。

必須: いいえ
KerberosPrincipal (p. 277)

HDFS クラスター上のファイルとフォルダーへのアクセス権を持つ Kerberos プリンシパル。

Note

KERBEROS を AuthenticationType に指定した場合、このパラメータが必要です。

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: ^.+$

必須: いいえ
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KmsKeyProviderUri (p. 277)

HDFS クラスターのキー管理サーバー (KMS) の URI。

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。

パターン: ^kms:\/\/http[s]?@(([a-zA-Z0-9\-]*[a-zA-Z0-9])\.)*([A-Za-z0-9\-]*[A-
Za-z0-9])(;(([a-zA-Z0-9\-]*[a-zA-Z0-9])\.)*([A-Za-z0-9\-]*[A-Za-z0-9]))*:
[0-9]{1,5}\/kms$

必須: いいえ
NameNodes (p. 277)

HDFS 名前空間を管理する。 NameNode は、ファイルやディレクトリのオープン、クローズ、 
NameNode 名前の変更などの操作を実行します。には、 NameNode データのブロックをにマップす
るための情報が含まれています DataNodes。1 つのみを使用できます NameNode。

型: HdfsNameNode (p. 408) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。

必須: はい
QopConfiguration (p. 277)

保護の品質 (QOP) 設定では、Hadoop Distributed File System (HDFS) クラスターで構成されたリモー
トプロシージャコール (RPC) とデータ転送保護の設定を指定します。QopConfiguration が指定さ
れなかった場合、RpcProtection および DataTransferProtection は PRIVACY をデフォルト
にします。RpcProtection または DataTransferProtection を設定した場合、もう一方のパラ
メータは同じ値を想定します。

型: QopConfiguration (p. 422) オブジェクト

必須: いいえ
ReplicationFactor (p. 277)

HDFS DataNodes クラスターへの書き込み時にデータをレプリケートする。デフォルトでは、データ
は 3 つのみ使用できます DataNodes。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 512 です。

必須: いいえ
SimpleUser (p. 277)

ホストオペレーティングシステム上のクライアントを識別するために使用されるユーザー名。

Note

SIMPLE を AuthenticationType に指定した場合、このパラメータが必要です。

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-z0-9][-_.A-Za-z0-9]*$

必須: いいえ
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Subdirectory (p. 277)

HDFS クラスター内のサブディレクトリ。このサブディレクトリは、HDFS クラスターからデータを
読み取り、または HDFS クラスターにデータを書き込むために使用されます。サブディレクトリが指
定されていない場合、デフォルトの / になります。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 4,096 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\$\p{Zs}]+$

必須: いいえ
Tags (p. 277)

場所に追加するタグを表すキーと値のペア。値は空の文字列とすることができます。タグを使用して
リソースに名前を付けることをお勧めします。

型: TagListEntry (p. 425) 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 50 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "LocationArn": "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。

LocationArn (p. 280)

作成されたソース HDFS クラスターの場所の ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
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InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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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CreateLocationNfs
読み取りまたは書き込みが可能なネットワークファイルシステム (NFS) サーバー上のファイルシステムを
定義します。

リクエストの構文

{ 
   "MountOptions": {  
      "Version": "string" 
   }, 
   "OnPremConfig": {  
      "AgentArns": [ "string" ] 
   }, 
   "ServerHostname": "string", 
   "Subdirectory": "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. 433)」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。

MountOptions (p. 282)

NFS DataSync 共有をマウントする際に使用できる NFS マウントオプション。

型: NfsMountOptions (p. 412) オブジェクト

必須: いいえ
OnPremConfig (p. 282)

NFS サーバーへの接続に使用されるエージェントの Amazon リソースネーム (ARN) のリストが含ま
れます。

AWS Snowcone デバイスとの間でデータをコピーする場合は、「AWS Snowcone 上の NFS サー
バー」を参照してください。

型: OnPremConfig (p. 413) オブジェクト

必須: はい
ServerHostname (p. 282)

NFS サーバーの名前。この値は、NFS サーバーの IP アドレスまたはドメインネームサービス (DNS) 
名です。オンプレミスにインストールされたエージェントはこのホスト名を使用して、ネットワーク
に NFS サーバーをマウントします。

AWS Snowcone デバイスとの間でデータをコピーする場合は、「AWS Snowcone 上の NFS サー
バー」を参照してください。
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Note

この名前は、DNS に準拠しているか、IP バージョン 4 (IPv4) アドレスである必要がありま
す。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 255 です。

パターン: ^(([a-zA-Z0-9\-]*[a-zA-Z0-9])\.)*([A-Za-z0-9\-]*[A-Za-z0-9])$

必須: はい
Subdirectory (p. 282)

NFS ソースの場所からのデータの読み取り、または NFS 送信先へのデータの書き込みに使用される 
NFS ファイルシステム内のサブディレクトリ。NFS パスは、NFS サーバーからエクスポートしたパ
ス、あるいはそのパスのサブディレクトリにする必要があります。パスは、他の NFS クライアントが
ネットワークでマウントできるようにする必要があります。

NFS サーバーからエクスポートしたすべてのパスを表示するには、サーバーへのアクセス権を持つ 
NFS クライアントから「showmount -e nfs-server-name」を実行します。結果として表示され
るディレクトリ、およびそのディレクトリの任意のサブディレクトリを指定できます。NFS エクス
ポートが Kerberos 認証なしでアクセスできることを確認してください。

DataSync 指定するフォルダのすべての読み取る読み取るアクセス許可を持つことが必要です。これ
を確実にするには、を使用して NFS エクスポートを設定するか、no_root_squash,または、すべて
のファイルのアクセス許可の読み取りアクセスがすべてのユーザーに NFS DataSync で許可されてい
ることを確認します。いずれかを行うことで、エージェントはファイルを読み取ることができます。
エージェントがディレクトリにアクセスするため、さらにすべての実行アクセスを有効にする必要が
あります。

AWS Snowcone デバイスとの間でデータをコピーする場合は、「AWS Snowcone 上の NFS サー
バー」を参照してください。

NFS エクスポート構成の情報については、「18.7」を参照してください。Red Hat Enterprise Linux 
ドキュメントの/etc/exports 設定ファイル。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 4,096 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\p{Zs}]+$

必須: はい
Tags (p. 282)

場所に追加するタグを表すキーと値のペア。値は空の文字列とすることができます。タグを使用して
リソースに名前を付けることをお勧めします。

型: TagListEntry (p. 425) 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 50 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
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   "LocationArn": "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。

LocationArn (p. 283)

作成されたソース NFS ファイルシステムの場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

例
例

次の例では、指定した NFS バージョンをマウントオプションとして使用して、NFS ファイルシステムの
エンドポイントを作成します。

リクエスト例

{ 
  "MountOptions": { 
     "Version": : "NFS4_0" 
     }, 
  "OnPremConfig": { 
    "AgentArn": [ "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:agent/agent-0b0addbeef44b3nfs" ] 
          }, 
           
           "ServerHostname": "MyServer@amazon.com", 
           "Subdirectory": "/MyFolder", 
           "Tags": [ 
              { 
                "Key": "Name", 
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                "Value": "ElasticFileSystem-1" 
              } 
           ]
}

例

応答は NFS の場所の Amazon リソースネーム (ARN) を返します。

レスポンス例

{ 
  "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/loc-07db7abfc326c50aa"
}

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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CreateLocationObjectStorage
AWS DataSyncアクセスして転送できるオブジェクトストレージシステムのエンドポイントを作成しま
す。オブジェクトストレージの場所の作成

リクエストの構文

{ 
   "AccessKey": "string", 
   "AgentArns": [ "string" ], 
   "BucketName": "string", 
   "SecretKey": "string", 
   "ServerCertificate": blob, 
   "ServerHostname": "string", 
   "ServerPort": number, 
   "ServerProtocol": "string", 
   "Subdirectory": "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. 433)」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。

AccessKey (p. 286)

オブジェクトストレージサーバーとの認証に認証情報が必要な場合、アクセスキー (ユーザー名など) 
を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 200 です。

Pattern: ^.+$

必須: いいえ
AgentArns (p. 286)

場所に安全に接続できる Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。 DataSync

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 4 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$

必須: はい
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BucketName (p. 286)

転送に関係するオブジェクトストレージバケットの名前を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\$\p{Zs}]+$

必須: はい
SecretKey (p. 286)

オブジェクトストレージサーバーとの認証に認証情報が必要な場合、秘密鍵 (パスワードなど) を指定
します。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 200 です。

Pattern: ^.+$

必須: いいえ
ServerCertificate (p. 286)

プライベートまたは自己署名認証局 (CA) を使用するオブジェクトストレージシステムで認証
する証明書を指定します。Base64 でエンコードした.pem (などfile:///home/user/.ssh/
storage_sys_certificate.pem) を指定する必要があります。証明書は最大 32768 バイト 
(Base64 エンコード前) まで入力できます。

このパラメータを使用するには、ServerProtocolをに設定しますHTTPS。

型: Base64 でエンコードされたバイナリデータオブジェクト

長さ最大長長長長長長長長長長長長長長長さオブジェクト長さオブジェクト長さ

必須: いいえ
ServerHostname (p. 286)

オブジェクトストレージサーバーのドメイン名 または IP アドレスを指定します。 DataSync エー
ジェントは、このホスト名を使用して、オブジェクトストレージの場所の作成

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 255 です。

パターン: ^(([a-zA-Z0-9\-]*[a-zA-Z0-9])\.)*([A-Za-z0-9\-]*[A-Za-z0-9])$

必須: はい
ServerPort (p. 286)

オブジェクトストレージサーバーがインバウンドネットワークトラフィックを受け入れるポート (ポー
ト 443 など) を指定します。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 65,536 です。

必須: いいえ
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ServerProtocol (p. 286)

オブジェクトストレージサーバーが通信に使用するプロトコルを指定します。

型: 文字列

有効な値:  HTTPS | HTTP

必須: いいえ
Subdirectory (p. 286)

オブジェクトストレージサーバーのオブジェクトプレフィックスを指定します。これがソースの場所
である場合、このプレフィックスを持つオブジェクトは、 DataSync このプレフィックスを持つオブ
ジェクトのみをコピー。オブジェクトは、このプレフィックスを持つすべてのオブジェクトストレー
ジオブジェクトを、 DataSync このプレフィックスを持つすべてのオブジェクトストレージオブジェ
クトです。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 4,096 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\p{Zs}]*$

必須: いいえ
Tags (p. 286)

リソースに追加するタグを表すキーと値のペアを指定します。タグは、リソースの管理、フィルタリ
ング、検索に役立ちます。場所の名前タグを作成することを推奨します。

型: TagListEntry (p. 425) 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 50 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "LocationArn": "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。

LocationArn (p. 288)

作成するオブジェクトストレージシステムロケーションの ARN を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$
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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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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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CreateLocationS3
ロケーションは Amazon S3 バケットのエンドポイントです。 AWS DataSync場所を送信したあるいは送
信先として設定することができます。

Important

場所を作成する前に、以下のセクションを必ずお読みください。

• Amazon S3 ロケーションのストレージクラスに関する考慮事項
• 使用時の S3 リクエストコストの評価 DataSync

詳細については、「Amazon S3 の場所の作成」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "AgentArns": [ "string" ], 
   "S3BucketArn": "string", 
   "S3Config": {  
      "BucketAccessRoleArn": "string" 
   }, 
   "S3StorageClass": "string", 
   "Subdirectory": "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. 433)」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。

AgentArns (p. 290)

Outpost DataSync でを使用すると、AWS Outpost DataSync にデプロイされたエージェントの 
Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。AWSOutpost DataSync でエージェントを起動す
る方法の詳細については、「 DataSync エージェントをデプロイする」を参照してくださいAWS 
Outposts。

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 4 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$

必須: いいえ
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S3BucketArn (p. 290)

Amazon S3 バケットの ARN。バケットが AWS Outpost 上にある場合、これはアクセスポイント 
ARN である必要があります。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 156 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):(s3|s3-outposts):[a-z
\-0-9]*:[0-9]*:.*$

必須: はい
S3Config (p. 290)

Amazon S3 バケットへのアクセスに使用される AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
の Amazon リソースネーム (ARN)。

ロールの使用に関する詳細は、 AWS DataSync ユーザーガイドの「Amazon S3 の場所の作成」を参
照してください。

型: S3Config (p. 423) オブジェクト

必須: はい
S3StorageClass (p. 290)

この場所がタスクの送信先として使用されるときにファイルを保存する Amazon S3 ストレージクラ
ス。AWS リージョン のバケットの場合、ストレージクラスはデフォルトで標準になります。AWS 
Outposts 上のバケットで、ストレージクラスはデフォルトで AWS S3 Outposts になります。

S3 ストレージクラスの詳細については、「Amazon S3 ストレージクラス」を参照してください。一
部のストレージクラスの動作は、S3 のストレージコストに影響する場合があります。詳細について
は、で「S3 ストレージクラスを操作するときの考慮事項」を参照してください DataSync。

型: 文字列

有効な値:  STANDARD | STANDARD_IA | ONEZONE_IA | INTELLIGENT_TIERING | GLACIER 
| DEEP_ARCHIVE | OUTPOSTS | GLACIER_INSTANT_RETRIEVAL

必須: いいえ
Subdirectory (p. 290)

Amazon S3 バケット内のサブディレクトリ。Amazon S3 のこのサブディレクトリは、S3 ソースの場
所からデータを読み込んだり、S3 送信先にデータを書き込むために使用されます。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 4,096 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\p{Zs}]*$

必須: いいえ
Tags (p. 290)

場所に追加するタグを表すキーと値のペア。値は空の文字列とすることができます。タグを使用して
リソースに名前を付けることをお勧めします。

型: TagListEntry (p. 425) 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 50 項目です。
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必須: いいえ

レスポンスの構文
{ 
   "LocationArn": "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。

LocationArn (p. 292)

作成されたソース Amazon S3 バケットの場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

例
ステップ 1。バケットへの書き込みに必要な IAM ロールを引き受けることを許可
する
次の例は、AWS DataSync が送信先 Amazon S3 バケットにアクセスするのに必要なアクセス許可を付与
する最も簡単なポリシーの例を示し、続いて IAM ロールによって create-location-s3-iam-role ポ
リシーがアタッチされます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
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        "Service": "datasync.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

"Role": { 
        "Path": "/", 
        "RoleName": "MyBucketAccessRole", 
        "RoleId": "role-id", 
        "Arn": "arn:aws:iam::account-id:role/MyBucketAccessRole", 
        "CreateDate": "2018-07-27T02:49:23.117Z", 
        "AssumeRolePolicyDocument": { 
            "Version": "2012-10-17", 
            "Statement": [ 
                { 
                    "Effect": "Allow", 
                    "Principal": { 
                        "Service": "datasync.amazonaws.com" 
                    }, 
                    "Action": "sts:AssumeRole" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 

    
  

ステップ 2。作成した IAM ロールに、バケットに書き込む許可を付与します。

バケットがロールにアクセスするために十分なアクセス許可があるポリシーをアタッチします。そのよう
な方針の例としては、AWSDataSyncFullAccess 管理ポリシーがあります。

詳細については、IAM AWSDataSyncFullAccessコンソールのを参照してください。

このポリシーを作成する必要はありません。それは AWS によって管理されているので、必要なのは、そ
の ARN を attach-role-policy コマンドに指定することです。

IAM_POLICY_ARN='arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataSyncFullAccess'

ステップ 3。Amazon S3 バケットのエンドポイントの作成

次の例は、Amazon S3 バケットのエンドポイントを作成します。

S3 エンドポイントが作成されると、次の 2 番目の例のような応答は、新しい Amazon S3 ロケーションの 
Amazon リソースネーム (ARN) を返します。

リクエスト例

{ 
  "S3BucketArn": "arn:aws:s3:::MyBucket", 
  "S3Config": { 
     "BucketAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/MyBucketAccessRole", 
    }, 
    "S3StorageClass": "STANDARD", 
    "Subdirectory": "/MyFolder", 
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    "Tags": [ 
       { 
          "Key": "Name", 
          "Value": "s3Bucket-1" 
       } 
     ]
}

レスポンス例

{ 
  "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/loc-07db7abfc326c50s3"
}

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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CreateLocationSmb
アクセスで転送でき、AWS DataSyncアクセスできるサーバーメッセージブロック (SMB) ファイルサー
バーのエンドポイントを作成します。詳細については、。

リクエストの構文
{ 
   "AgentArns": [ "string" ], 
   "Domain": "string", 
   "MountOptions": {  
      "Version": "string" 
   }, 
   "Password": "string", 
   "ServerHostname": "string", 
   "Subdirectory": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "User": "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. 433)」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。

AgentArns (p. 295)

SMB ファイルサーバーに接続するエージェント (1 つまたは複数) を指定します。 DataSync エージェ
ントは、Amazon リソースネーム (ARN) を使用して指定します。

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 4 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$

必須: はい
Domain (p. 295)

SMB ファイルサーバーが属する Windows ドメイン名を指定します。

詳細については、SMB ユーザーロールに「必要なアクセス許可」を参照してください。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 253 です。

パターン: ^[A-Za-z0-9]((\.|-+)?[A-Za-z0-9]){0,252}$

必須: いいえ
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MountOptions (p. 295)

SMB DataSync ファイルサーバーにアクセスするために使用する SMB プロトコルのバージョンを指
定します。

型: SmbMountOptions (p. 424) オブジェクト

必須: いいえ
Password (p. 295)

SMB ファイルサーバーをマウントでき、転送に関係するファイルとフォルダにアクセスできるユー
ザーのパスワード。

詳細については、SMB ユーザーロールに「必要なアクセス許可」を参照してください。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 104 です。

パターン: ^.{0,104}$

必須: はい
ServerHostname (p. 295)

DataSync エージェントがマウントする SMB ファイルサーバーのドメインネームサービス (DNS) 名
または IP アドレスを指定します。

Note

IP バージョン 6 (IPv6) アドレスは指定できません。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 255 です。

パターン: ^(([a-zA-Z0-9\-]*[a-zA-Z0-9])\.)*([A-Za-z0-9\-]*[A-Za-z0-9])$

必須: はい
Subdirectory (p. 295)

データを読み書きする SMB DataSync ファイルサーバーによってエクスポートされる共有の
名前を指定します。共有パスにはサブディレクトリを含めることができます (例:/path/to/
subdirectory)。ネットワークで他のSMB クライアントもこのパスをマウントできるように

指定されたサブディレクトリ内のすべてのデータをコピーするには、SMB 共有をマウントし、 
DataSync そのすべてのデータにアクセスできる必要があります。詳細については、SMB ユーザー
ロールに「必要なアクセス許可」を参照してください。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 4,096 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\$\p{Zs}]+$

必須: はい
Tags (p. 295)

AWS リソースの分類、フィルタリング、および検索に役立つラベルを指定します。少なくても場所の
名前タグを作成することを推奨します。

型: TagListEntry (p. 425) オブジェクトの配列
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配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: いいえ
User (p. 295)

SMB ファイルサーバーをマウントできるユーザー名を指定します。また、転送に関係するファイルと
フォルダーにアクセスする権限があります。

転送に適したレベルのアクセス権を持つユーザーを選択する方法については、「SMB ロケーションに
必要な権限」を参照してください。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 104 です。

パターン: ^[^\x5B\x5D\\/:;|=,+*?]{1,104}$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "LocationArn": "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。

LocationArn (p. 297)

ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
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例
リクエスト例

次の例では、SMB ファイルサーバーの場所を作成します。

{ 
   "AgentArns":[ 
      "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:agent/agent-0b0addbeef44b3nfs", 
      "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:agent/agent-2345noo35nnee1123ovo3" 
   ], 
   "Domain":"AMAZON", 
   "MountOptions":{ 
      "Version":"SMB3" 
   }, 
   "Password":"string", 
   "ServerHostname":"MyServer.amazon.com", 
   "Subdirectory":"share", 
   "Tags":[ 
      { 
         "Key":"department", 
         "Value":"finance" 
      } 
   ], 
   "User":"user-1"
}

レスポンス例

レスポンスは、SMB ファイルサーバーのロケーション ARN を返します。

{ 
    "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-1:111222333444:location/loc-0f01451b140b2af49"
}

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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CreateTask
AWS DataSyncデータを転送する場所と方法を定義するタスクを設定します。

タスクには、送信元の場所、宛先の場所、およびデータを転送する方法とタイミングの設定 (帯域幅制
限、スケジュールなど) が含まれます。

Important

Amazon S3 ロケーションとの間でデータを転送する予定がある場合は、開始する前に  DataSync 
S3 DataSync リクエストの料金と料金ページにどのような影響があるかを確認してください。

リクエストの構文

{ 
   "CloudWatchLogGroupArn": "string", 
   "DestinationLocationArn": "string", 
   "Excludes": [  
      {  
         "FilterType": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "Includes": [  
      {  
         "FilterType": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "Name": "string", 
   "Options": {  
      "Atime": "string", 
      "BytesPerSecond": number, 
      "Gid": "string", 
      "LogLevel": "string", 
      "Mtime": "string", 
      "ObjectTags": "string", 
      "OverwriteMode": "string", 
      "PosixPermissions": "string", 
      "PreserveDeletedFiles": "string", 
      "PreserveDevices": "string", 
      "SecurityDescriptorCopyFlags": "string", 
      "TaskQueueing": "string", 
      "TransferMode": "string", 
      "Uid": "string", 
      "VerifyMode": "string" 
   }, 
   "Schedule": {  
      "ScheduleExpression": "string" 
   }, 
   "SourceLocationArn": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}
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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. 433)」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。

CloudWatchLogGroupArn (p. 299)

タスク内のモニタリングとログイベントに使用される Amazon CloudWatch ロググループの Amazon 
リソースネーム (ARN)。

CloudWatch ログの使用方法の詳細については DataSync、AWS DataSyncユーザーガイドの「タスク
の監視」を参照してください。

これらのグループの詳細については、「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド」の「ロググルー
プとログストリームを操作する」を参照してください。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 562 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):logs:[a-z\-0-9]*:
[0-9]{12}:log-group:([^:\*]*)(:\*)?$

必須: いいえ
DestinationLocationArn (p. 299)

AWS ストレージリソースの場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

必須: はい
Excludes (p. 299)

転送中に特定のデータを除外するフィルタルールのリストを指定します。詳細と例については、「転
送されるデータのフィルタリング」を参照してください DataSync。

型: FilterRule (p. 403) 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 1 項目です。

必須: いいえ
Includes (p. 299)

転送中に特定のデータを含めるフィルタルールのリストを指定します。詳細と例については、「転送
されるデータのフィルタリング」を参照してください DataSync。

型: FilterRule (p. 403) 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 1 項目です。

必須: いいえ
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Name (p. 299)

タスクの名前。この値は、コンソールでタスクを識別するために使用されるテキスト参照です。

型: 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-Z0-9\s+=._:@/-]+$

必須: いいえ
Options (p. 299)

タスクの設定オプションを指定します。オプションには、ファイルまたはオブジェクトのメタデータ
の保存やデータの整合性の検証などがあります。

タスクを個別に実行 (タスク実行とも呼ばれます) を開始する前に、これらのオプションをオーバーラ
イドすることもできます。詳細については、を参照してくださいStartTaskExecution。

型: Options (p. 414) オブジェクト

必須: いいえ
Schedule (p. 299)

ソースから転送先へのファイルの定期的な転送に使用するスケジュールを指定します。スケジュール
は UTC 時間で指定する必要があります。詳細については、「タスクのスケジュール」を参照してくだ
さい。

型: TaskSchedule (p. 431) オブジェクト

必須: いいえ
SourceLocationArn (p. 299)

タスクのソースの場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

必須: はい
Tags (p. 299)

タスクを表す Amazon リソースネーム (ARN) に適用するタグを指定します。

タグは、 DataSync リソースの管理、フィルタリング、検索に役立つキーバリューペアです。

型: TagListEntry (p. 425) 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 50 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "TaskArn": "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。

TaskArn (p. 301)

タスクの Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]*:
[0-9]{12}:task/task-[0-9a-f]{17}$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

例
リクエスト例
次の例では、送信元と送信先の場所を使用してタスクを作成します。

{ 
    "Options": { 
        "Atime": "BEST_EFFORT", 
        "Gid": "NONE", 
        "Mtime": "PRESERVE", 
        "PosixPermissions": "PRESERVE", 
        "PreserveDevices": "NONE", 
        "PreserveDeletedFiles": "PRESERVE", 
        "Uid": "NONE", 
        "VerifyMode": "POINT_IN_TIME_CONSISTENT" 
    }, 
    "Schedule": { 
        "ScheduleExpression": "0 12 ? * SUN,WED *" 
    }, 
    "CloudWatchLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-2:111222333444:log-group", 
    "DestinationLocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/
loc-07db7abfc326c50fb", 
    "Name": "MyTask", 
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    "SourceLocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/
loc-0f01451b140b2af49", 
    "Tags": [{ 
        "Key": "Name", 
        "Value": "Task-1" 
    }]
}

レスポンス例

次の応答は、タスクの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。

{ 
  "TaskArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:task/task-08de6e6697796f026"
}

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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DeleteAgent
エージェントを削除します。削除するエージェントを指定するには、リクエストでエージェントの 
Amazon リソースネーム (ARN) を使用します。この操作により、エージェントと AWS アカウント との関
連付けが解除されます。ただし、エージェントの仮想マシン (VM) はオンプレミス環境から削除されませ
ん。

リクエストの構文
{ 
   "AgentArn": "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. 433)」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。

AgentArn (p. 304)

削除するエージェントの Amazon リソースネーム (ARN)。アカウントと AWS リージョン のエージェ
ントのリストを返すには、ListAgents オペレーションを使用します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$

必須: はい

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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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DeleteLocation
AWS DataSync によって使用される場所の設定を削除します。

リクエストの構文
{ 
   "LocationArn": "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. 433)」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。

LocationArn (p. 306)

削除する場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

必須: はい

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteTask
AWS DataSyncタスクを削除します。

リクエストの構文
{ 
   "TaskArn": "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. 433)」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。

TaskArn (p. 308)

削除したいタスクの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]*:
[0-9]{12}:task/task-[0-9a-f]{17}$

必須: はい

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeAgent
名前、エンドポイントタイプ、ステータスなど、AWS DataSyncエージェントに関するメタデータを返し
ます。

リクエストの構文
{ 
   "AgentArn": "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. 433)」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。

AgentArn (p. 310)

DataSync 説明するエージェントの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$

必須: はい

レスポンスの構文
{ 
   "AgentArn": "string", 
   "CreationTime": number, 
   "EndpointType": "string", 
   "LastConnectionTime": number, 
   "Name": "string", 
   "PrivateLinkConfig": {  
      "PrivateLinkEndpoint": "string", 
      "SecurityGroupArns": [ "string" ], 
      "SubnetArns": [ "string" ], 
      "VpcEndpointId": "string" 
   }, 
   "Status": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

AgentArn (p. 310)

エージェントの ARN。
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タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$

CreationTime (p. 310)

エージェントがアクティベートされた時刻 (アカウントで作成された時刻)。

型: タイムスタンプ
EndpointType (p. 310)

エージェントが接続されているエンドポイントのタイプ。エンドポイントが VPC エンドポイントの場
合、エージェントはパブリックインターネット経由でアクセスできません。

タイプ: 文字列

有効な値:  PUBLIC | PRIVATE_LINK | FIPS
LastConnectionTime (p. 310)

エージェントが、最後に接続した時刻 DataSync。

型: タイムスタンプ
Name (p. 310)

エージェントの名前。

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-Z0-9\s+=._:@/-]+$
PrivateLinkConfig (p. 310)

VPC DataSync エンドポイントにアクセスするために使用したサブネットとセキュリティグループ。

型: PrivateLinkConfig (p. 420) オブジェクト
Status (p. 310)

エージェントのステータス。ステータスが ONLINE の場合、エージェントは適切に設定され、使用可
能です。[Running] ステータスは、エージェントが正常に実行中であることを示すステータスです。
[OFFLINE] ステータスは、エージェントの VM の電源が切れているか、エージェントが正常でない状
態です。異常な状態を引き起こしていた問題が解決すると、エージェントは ONLINE ステータスに戻
ります。

タイプ: 文字列

有効な値:  ONLINE | OFFLINE

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
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InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

例
例

次の例では、サンプルリクエストで指定されたエージェントに関する情報を返します。

リクエスト例

{ 
  "AgentArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:agent/agent-0b0addbeef44baca3"
}

例

この例で示すのは、の使用方法の 1 DescribeAgent つです。

レスポンス例

{ 
  "AgentArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:agent/agent-0b0addbeef44baca3", 
  "CreationTime": "1532660733.39", 
  "LastConnectionTime": "1532660733.39", 
  "Name": "MyAgent", 
  "Status": "ONLINE"
}

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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DescribeLocationEfs
Amazon EFSAWS DataSync ファイルシステムの場所に関するメタデータを返します。

リクエストの構文

{ 
   "LocationArn": "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. 433)」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。

LocationArn (p. 313)

情報を取得する Amazon EFS ファイルシステムの場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "AccessPointArn": "string", 
   "CreationTime": number, 
   "Ec2Config": {  
      "SecurityGroupArns": [ "string" ], 
      "SubnetArn": "string" 
   }, 
   "FileSystemAccessRoleArn": "string", 
   "InTransitEncryption": "string", 
   "LocationArn": "string", 
   "LocationUri": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

AccessPointArn (p. 313)

Amazon EFS DataSync ファイルシステムにアクセスするために使用するアクセスポイントの ARN。

型: 文字列
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長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):elasticfilesystem:[a-
z\-0-9]+:[0-9]{12}:access-point/fsap-[0-9a-f]{8,40}$

CreationTime (p. 313)

ロケーションが作成された時刻。

タイプ: Timestamp
Ec2Config (p. 313)

AWS DataSync が Amazon EFS ファイルシステムにアクセスするために使用するサブネットとセキュ
リティグループ。

型: Ec2Config (p. 402) オブジェクト
FileSystemAccessRoleArn (p. 313)

Amazon EFS DataSync ファイルシステムをマウントするときに引き受けるAWS Identity and Access 
Management (IAM) ロール。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 2,048 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):iam::[0-9]
{12}:role/.*$

InTransitEncryption (p. 313)

Amazon EFS ファイルシステムとの間でデータのコピーのやり取りをするときに Transport Layer 
Security (TLS) DataSync 暗号化を使用するかどうかを説明します。

型: 文字列

有効な値:  NONE | TLS1_2
LocationArn (p. 313)

Amazon EFS ファイルシステムの場所の ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

LocationUri (p. 313)

Amazon EFS ファイルシステムの場所の URL。

型: 文字列

長さの制限:最大長 4360。

パターン: ^(efs|nfs|s3|smb|hdfs|fsx[a-z0-9-]+)://[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. 431)」を参照してください。
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InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

例
リクエスト例

次の例は、特定の Amazon EFS ファイルシステムの場所に関する情報を取得する方法を示しています。

{ 
  "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/loc-12abcdef012345678"
}

レスポンス例

次の例は、Amazon EFS ファイルシステムに関する場所の詳細を返します。

{ 
    "CreationTime": 1653319021.353, 
    "Ec2Config": { 
        "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:111222333444:subnet/subnet-1234567890abcdef1", 
        "SecurityGroupArns": [ 
            "arn:aws:ec2:us-east-2:111222333444:security-group/sg-1234567890abcdef2" 
        ] 
    }, 
    "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/loc-
abcdef01234567890", 
    "LocationUri": "efs://us-east-2.fs-021345abcdef6789/"
}

応答例:制限付きの Amazon EFS ファイルシステムの場所の説明

次の例では、、、InTransitEncryption要素を含む、アクセスが制限されている Amazon EFS ファイ
ルシステムの場所の詳細を返します。AccessPointArnFileSystemAccessRoleArn

{ 
    "CreationTime": 1653319021.353, 
    "AccessPointArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-2:111222333444:access-point/
fsap-1234567890abcdef0", 
    "Ec2Config": { 
        "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:111222333444:subnet/subnet-1234567890abcdef1", 
        "SecurityGroupArns": [ 
            "arn:aws:ec2:us-east-2:111222333444:security-group/sg-1234567890abcdef2" 
        ] 
    }, 
    "FileSystemAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/AwsDataSyncFullAccessNew", 
    "InTransitEncryption": "TLS1_2", 
    "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/loc-
abcdef01234567890", 
    "LocationUri": "efs://us-east-2.fs-021345abcdef6789/", 
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    "Subdirectory": "/mount/path", 
    "Tags": [{ 
        "Key": "Name", 
        "Value": "ElasticFileSystem-1" 
    }]
}

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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DescribeLocationFsxLustre
Amazon FSx for LustreAWS DataSync ファイルシステムの場所の設定方法の詳細を示します。

リクエストの構文

{ 
   "LocationArn": "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. 433)」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。

LocationArn (p. 317)

説明する FSx for Lustre の場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "CreationTime": number, 
   "LocationArn": "string", 
   "LocationUri": "string", 
   "SecurityGroupArns": [ "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. 317)

FSx for Lustre の場所が作成された時刻。

型: タイムスタンプ
LocationArn (p. 317)

説明された FSx for Lustre の場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
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長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

LocationUri (p. 317)

説明された FSx for Lustre の場所の URI。

タイプ: 文字列

長さの制限:最大長は 4360 です。

パターン: ^(efs|nfs|s3|smb|hdfs|fsx[a-z0-9-]+)://[a-zA-Z0-9.:/\-]+$
SecurityGroupArns (p. 317)

FSx for Lustre ファイルシステムに設定されるセキュリティグループの Amazon リソースネーム 
(ARN)。

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 5 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:security-group/.*$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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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DescribeLocationFsxOntap
Amazon FSx for NetApp ONTAPAWS DataSync ファイルシステムのロケーションがどのように設定され
ているかについての詳細を提供します。

Note

ロケーションが SMB を使用している場合、DescribeLocationFsxOntapオペレーションは実
際にはを返しませんPassword。

リクエストの構文

{ 
   "LocationArn": "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. 433)」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。

LocationArn (p. 320)

情報を取得する FSx for ONTAP ファイルシステムの場所の Amazon リソースネーム (ARN) を指定し
ます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "CreationTime": number, 
   "FsxFilesystemArn": "string", 
   "LocationArn": "string", 
   "LocationUri": "string", 
   "Protocol": {  
      "NFS": {  
         "MountOptions": {  
            "Version": "string" 
         } 
      }, 
      "SMB": {  
         "Domain": "string", 
         "MountOptions": {  
            "Version": "string" 
         }, 
         "Password": "string", 
         "User": "string" 
      } 
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   }, 
   "SecurityGroupArns": [ "string" ], 
   "StorageVirtualMachineArn": "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. 320)

ロケーションが作成された時刻。

型: タイムスタンプ
FsxFilesystemArn (p. 320)

FSx for ONTAP ファイルシステムの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):fsx:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:file-system/fs-.*$

LocationArn (p. 320)

FSx for ONTAP ファイルシステムの場所の ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

LocationUri (p. 320)

FSx for ONTAP ファイルシステムの場所の URI (統一リソース識別子)。

タイプ: 文字列

長さの制限:最大長 4360 です。

パターン: ^(efs|nfs|s3|smb|hdfs|fsx[a-z0-9-]+)://[a-zA-Z0-9.:/\-]+$
Protocol (p. 320)

AWS DataSync が Amazon FSx ファイルシステムにアクセスするために使用するデータ転送プロトコ
ルを指定します。

型: FsxProtocol (p. 404) オブジェクト
SecurityGroupArns (p. 320)

FSx for ONTAP ファイルシステムへのアクセスをするセキュリティグループ。 DataSync

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 5 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。
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パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:security-group/.*$

StorageVirtualMachineArn (p. 320)

データのコピーのやり取りをするFSx for ONTAP ファイルシステム上のストレージ仮想マシン (SVM) 
の ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限:最大長は 162 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):fsx:[a-z\-0-9]+:[0-9]
{12}:storage-virtual-machine/fs-[0-9a-f]+/svm-[0-9a-f]{17,}$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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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DescribeLocationFsxOpenZfs
Amazon FSxAWS DataSync for OpenZFS ファイルシステムの設定方法の詳細。

Note

に関連するレスポンス要素は、SMBDescribeLocationFsxOpenZfsオペレーションではサポー
トされていません。

リクエストの構文
{ 
   "LocationArn": "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. 433)」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。

LocationArn (p. 323)

説明する FSx for OpenZFS の場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

必須: はい

レスポンスの構文
{ 
   "CreationTime": number, 
   "LocationArn": "string", 
   "LocationUri": "string", 
   "Protocol": {  
      "NFS": {  
         "MountOptions": {  
            "Version": "string" 
         } 
      }, 
      "SMB": {  
         "Domain": "string", 
         "MountOptions": {  
            "Version": "string" 
         }, 
         "Password": "string", 
         "User": "string" 
      } 
   }, 
   "SecurityGroupArns": [ "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. 323)

FSx for OpenZFS の場所が作成された時刻。

型: タイムスタンプ
LocationArn (p. 323)

説明された FSx for OpenZFS の場所の ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

LocationUri (p. 323)

説明された FSx for OpenZFS の場所の URN。

例: fsxz://us-west-2.fs-1234567890abcdef02/fsx/folderA/folder

タイプ: 文字列

長さの制限:最大長は 4360 です。

パターン: ^(efs|nfs|s3|smb|hdfs|fsx[a-z0-9-]+)://[a-zA-Z0-9.:/\-]+$
Protocol (p. 323)

AWS DataSync がファイルシステムへのアクセスに使用するプロトコルのタイプ。

型: FsxProtocol (p. 404) オブジェクト
SecurityGroupArns (p. 323)

FSx for OpenZFS ファイルシステムに設定されるセキュリティグループの ARN。

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 5 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:security-group/.*$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
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InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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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DescribeLocationFsxWindows
Amazon FSx for Windows File Server の場所に関するメタデータを返します。そのパスに関する情報など
の Amazon FSx for Windows File Server の場所に関するメタデータを返します。

リクエストの構文
{ 
   "LocationArn": "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. 433)」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。

LocationArn (p. 326)

説明する FSx for Windows File Server の場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

必須: はい

レスポンスの構文
{ 
   "CreationTime": number, 
   "Domain": "string", 
   "LocationArn": "string", 
   "LocationUri": "string", 
   "SecurityGroupArns": [ "string" ], 
   "User": "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. 326)

FSx for Windows File Server の場所が作成された時刻。

型: タイムスタンプ
Domain (p. 326)

Amazon FSx for Windows File Serverが属する Windows ドメインの名前。
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タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 253 です。

パターン: ^[A-Za-z0-9]((\.|-+)?[A-Za-z0-9]){0,252}$
LocationArn (p. 326)

説明された FSx for Windows File Server の場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

LocationUri (p. 326)

説明された FSx for Windows File Server の場所の URL。

タイプ: 文字列

長さの制限:最大長は 4360 です。

パターン: ^(efs|nfs|s3|smb|hdfs|fsx[a-z0-9-]+)://[a-zA-Z0-9.:/\-]+$
SecurityGroupArns (p. 326)

FSx for Windows File Server ファイルシステムに設定されるセキュリティグループの Amazon リソー
スネーム (ARN)。

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 5 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:security-group/.*$

User (p. 326)

Amazon FSx for Windows File Serverファイルシステム内のファイルとフォルダにアクセスするための
アクセス許可を持つユーザー。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 104 です。

パターン: ^[^\x5B\x5D\\/:;|=,+*?]{1,104}$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。
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HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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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DescribeLocationHdfs
Hadoop Distributed File System (HDFS) の場所に関する認証情報などのメタデータを返します。

リクエストの構文
{ 
   "LocationArn": "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. 433)」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。

LocationArn (p. 329)

説明する HDFS クラスターの場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

必須: はい

レスポンスの構文
{ 
   "AgentArns": [ "string" ], 
   "AuthenticationType": "string", 
   "BlockSize": number, 
   "CreationTime": number, 
   "KerberosPrincipal": "string", 
   "KmsKeyProviderUri": "string", 
   "LocationArn": "string", 
   "LocationUri": "string", 
   "NameNodes": [  
      {  
         "Hostname": "string", 
         "Port": number
      } 
   ], 
   "QopConfiguration": {  
      "DataTransferProtection": "string", 
      "RpcProtection": "string" 
   }, 
   "ReplicationFactor": number, 
   "SimpleUser": "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。

AgentArns (p. 329)

HDFS クラスターへの接続に使用されるエージェントの ARN。

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 4 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$

AuthenticationType (p. 329)

ユーザーの ID を決定するために使用される認証のタイプ。

タイプ: 文字列

有効な値:  SIMPLE | KERBEROS
BlockSize (p. 329)

HDFS クラスターに書き込むデータブロックのサイズ。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1,048,576 です。最大値は 1,073,741,824 です。
CreationTime (p. 329)

HDFS ロケーションが作成された時刻。

型: タイムスタンプ
KerberosPrincipal (p. 329)

HDFS クラスター上のファイルとフォルダーへのアクセス権を持つ Kerberos プリンシパ
ル。AuthenticationType を KERBEROS と定義するとき、このパラメータが使用されます。

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: ^.+$
KmsKeyProviderUri (p. 329)

HDFS クラスターのキー管理サーバー (KMS) の URI。

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。

パターン: ^kms:\/\/http[s]?@(([a-zA-Z0-9\-]*[a-zA-Z0-9])\.)*([A-Za-z0-9\-]*[A-
Za-z0-9])(;(([a-zA-Z0-9\-]*[a-zA-Z0-9])\.)*([A-Za-z0-9\-]*[A-Za-z0-9]))*:
[0-9]{1,5}\/kms$

LocationArn (p. 329)

HDFS クラスターの場所の ARN。

タイプ: 文字列
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長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

LocationUri (p. 329)

HDFS クラスターの場所の URI。

タイプ: 文字列

長さの制限:最大長は 4360 です。

パターン: ^(efs|nfs|s3|smb|hdfs|fsx[a-z0-9-]+)://[a-zA-Z0-9.:/\-]+$
NameNodes (p. 329)

HDFS 名前空間を管理する。 NameNode

型: HdfsNameNode (p. 408) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。
QopConfiguration (p. 329)

保護の品質 (QOP) 設定では、Hadoop Distributed File System (HDFS) クラスターで構成されたリモー
トプロシージャコール (RPC) とデータ転送保護の設定を指定します。

型: QopConfiguration (p. 422) オブジェクト
ReplicationFactor (p. 329)

HDFS DataNodes クラスターへの書き込み時にデータをレプリケートする。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 512 です。
SimpleUser (p. 329)

ホストオペレーティングシステム上のクライアントを識別するために使用されるユーザー
名。AuthenticationType を SIMPLE と定義するとき、このパラメータが使用されます。

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-z0-9][-_.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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

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の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeLocationNfs
NFS の場所に関する、パス情報などのメタデータを返します。

リクエストの構文

{ 
   "LocationArn": "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. 433)」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。

LocationArn (p. 333)

説明する NFS の場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "CreationTime": number, 
   "LocationArn": "string", 
   "LocationUri": "string", 
   "MountOptions": {  
      "Version": "string" 
   }, 
   "OnPremConfig": {  
      "AgentArns": [ "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. 333)

NFS ロケーションが作成された時刻。

型: タイムスタンプ
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LocationArn (p. 333)

説明された NFS の場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

LocationUri (p. 333)

記述されたソース NFS の場所の URL。

タイプ: 文字列

、、、、、。

パターン: ^(efs|nfs|s3|smb|hdfs|fsx[a-z0-9-]+)://[a-zA-Z0-9.:/\-]+$
MountOptions (p. 333)

NFS DataSync 共有をマウントする際に使用した NFS マウントオプション。

型: NfsMountOptions (p. 412) オブジェクト
OnPremConfig (p. 333)

ネットワークファイルシステム (NFS) のロケーションに使用するエージェントの Amazon リソース
ネーム (ARN) のリスト。

型: OnPremConfig (p. 413) 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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

例
例
次の例では、サンプルリクエストで指定された NFS の場所に関する情報を返します。

リクエスト例

{ 
  "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/loc-07db7abfc326c50aa"
}
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例

この例で示すのは、の使用方法の 1 DescribeLocationNfs つです。

レスポンス例

{ 
   "CreationTime": 1532660733.39, 
   "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/loc-07db7abfc326c50aa", 
   "LocationUri": "hostname.amazon.com", 
   "OnPremConfig": {  
      "AgentArns": [ "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:agent/
agent-0b0addbeef44b3nfs" ] 
   }
}

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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DescribeLocationObjectStorage
AWS DataSyncオブジェクトストレージシステムの場所に関するメタデータを返します。

リクエストの構文

{ 
   "LocationArn": "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. 433)」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。

LocationArn (p. 336)

情報を取得するオブジェクトストレージシステムの場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "AccessKey": "string", 
   "AgentArns": [ "string" ], 
   "CreationTime": number, 
   "LocationArn": "string", 
   "LocationUri": "string", 
   "ServerCertificate": blob, 
   "ServerPort": number, 
   "ServerProtocol": "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。

AccessKey (p. 336)

オブジェクトストレージシステムとの認証に必要なアクセスキー (ユーザー名など)。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 200 です。
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Pattern: ^.+$
AgentArns (p. 336)

DataSync 場所に安全に接続できるエージェントの ARN。

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 4 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$

CreationTime (p. 336)

ロケーションが作成された時刻。

タイプ: Timestamp
LocationArn (p. 336)

オブジェクトストレージシステムの場所の ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

LocationUri (p. 336)

オブジェクトストレージシステムの場所の URL。

型: 文字列

長さの制限:最大長 4360。

パターン: ^(efs|nfs|s3|smb|hdfs|fsx[a-z0-9-]+)://[a-zA-Z0-9.:/\-]+$
ServerCertificate (p. 336)

オブジェクトストレージシステムでの安全な認証に使用される自己署名証明書。 DataSync

型: Base64 でエンコードされたバイナリデータオブジェクト

長さの制限:最大長は 32768 です。
ServerPort (p. 336)

オブジェクトストレージサーバーがインバウンドネットワークトラフィックを受け入れるポート (ポー
ト 443 など)。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 65,536 です。
ServerProtocol (p. 336)

オブジェクトストレージシステムが通信に使用するプロトコル。

型: 文字列

有効な値:  HTTPS | HTTP
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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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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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DescribeLocationS3
Amazon S3 バケットの場所に関する、バケット名などのメタデータを返します。

リクエストの構文

{ 
   "LocationArn": "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. 433)」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。

LocationArn (p. 339)

説明する Amazon S3 バケットの場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "AgentArns": [ "string" ], 
   "CreationTime": number, 
   "LocationArn": "string", 
   "LocationUri": "string", 
   "S3Config": {  
      "BucketAccessRoleArn": "string" 
   }, 
   "S3StorageClass": "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。

AgentArns (p. 339)

Outpost を使用すると、AWS Outpost DataSync にデプロイされた EC2 エージェントの Amazon 
リソースネーム (ARN) を指定します。Outpost DataSync でエージェントを起動する方法の詳細に
ついては、「AWSOutpost  DataSync にエージェントをデプロイする」を参照してくださいAWS 
Outposts。
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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 4 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$

CreationTime (p. 339)

Amazon S3 バケットの場所が作成された時刻。

型: タイムスタンプ
LocationArn (p. 339)

データを送信する Amazon S3 バケットまたはアクセスポイントの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

LocationUri (p. 339)

記述された Amazon S3 の場所の URL。

タイプ: 文字列

長さの制限:最大長は 4360 です。

パターン: ^(efs|nfs|s3|smb|hdfs|fsx[a-z0-9-]+)://[a-zA-Z0-9.:/\-]+$
S3Config (p. 339)

Amazon S3 バケットへのアクセスに使用される AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
の Amazon リソースネーム (ARN)。

ロールの使用に関する詳細は、 AWS DataSync ユーザーガイドの「Amazon S3 の場所の作成」を参
照してください。

型: S3Config (p. 423) オブジェクト
S3StorageClass (p. 339)

この場所がタスクの送信先として使用されるときにファイルを保存することを選択する Amazon S3 
ストレージクラス。S3 ストレージクラスの詳細については、「Amazon S3 ストレージクラス」を
参照してください。一部のストレージクラスの動作は、S3 のストレージコストに影響する場合があ
ります。詳細については、でS3 ストレージクラスを操作するときの考慮事項を参照してください 
DataSync。

タイプ: 文字列

有効な値:  STANDARD | STANDARD_IA | ONEZONE_IA | INTELLIGENT_TIERING | GLACIER 
| DEEP_ARCHIVE | OUTPOSTS | GLACIER_INSTANT_RETRIEVAL

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. 431)」を参照してください。
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InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

例
例
次の例では、サンプルリクエストで指定された S3 の場所に関する情報を返します。

リクエスト例

{ 
  "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/loc-07db7abfc326c50s3"
}

例
この例で示すのは、 DescribeLocation S3 の使用方法の 1 つです。

レスポンス例

{ 
   "CreationTime": 1532660733.39, 
   "LocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/loc-07db7abfc326c50s3", 
   "LocationUri": "MyBucket.", 
   "S3Config": {  
      "BucketAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/MyBucketAccessRole", 
   } 
    "S3StorageClass": "STANDARD"
}

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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DescribeLocationSmb
SMB の場所に関する、パス情報やユーザー情報などのメタデータを返します。

リクエストの構文
{ 
   "LocationArn": "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. 433)」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。

LocationArn (p. 342)

記述する SMB の場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

必須: はい

レスポンスの構文
{ 
   "AgentArns": [ "string" ], 
   "CreationTime": number, 
   "Domain": "string", 
   "LocationArn": "string", 
   "LocationUri": "string", 
   "MountOptions": {  
      "Version": "string" 
   }, 
   "User": "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。

AgentArns (p. 342)

作成されたソース SMB ファイルシステムの場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

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 4 項目です。
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長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$

CreationTime (p. 342)

SMB ロケーションが作成された時刻。

型: タイムスタンプ
Domain (p. 342)

SMB サーバーが属する Windows ドメインの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 253 です。

パターン: ^[A-Za-z0-9]((\.|-+)?[A-Za-z0-9]){0,252}$
LocationArn (p. 342)

説明された SMB の場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

LocationUri (p. 342)

記述されたソース SMB の場所の URL。

タイプ: 文字列

長さの制限:最大長 4360。

パターン: ^(efs|nfs|s3|smb|hdfs|fsx[a-z0-9-]+)://[a-zA-Z0-9.:/\-]+$
MountOptions (p. 342)

SMB DataSync ロケーションにアクセスするために使用できるマウントオプション。

型: SmbMountOptions (p. 424) オブジェクト
User (p. 342)

共有をマウントでき、SMB ファイル共有のファイルとフォルダにアクセスできるユーザー。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 104 です。

パターン: ^[^\x5B\x5D\\/:;|=,+*?]{1,104}$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。
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HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

例
例

この例で示すのは、の 1 DescribeLocationSmb つです。

リクエスト例

{ 
  "arn:aws:datasync:us-east-1:111222333444:location/loc-0f01451b140b2af49"
}

例

この例で示すのは、の 1 DescribeLocationSmb つです。

レスポンス例

{ 
   "AgentArns":[ 
      "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:agent/agent-0bc3b3dc9bbc15145", 
      "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:agent/agent-04b3fe3d261a18c8f" 
   ], 
   "CreationTime":"1532660733.39", 
   "Domain":"AMAZON", 
   "LocationArn":"arn:aws:datasync:us-east-1:111222333444:location/loc-0f01451b140b2af49", 
   "LocationUri":"smb://hostname.amazon.com/share", 
   "MountOptions":{ 
      "Version":"SMB3" 
   }, 
   "User":"user-1"
}

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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DescribeTask
タスクに関するメタデータを返します。

リクエストの構文

{ 
   "TaskArn": "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. 433)」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。

TaskArn (p. 346)

説明するタスクの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]*:
[0-9]{12}:task/task-[0-9a-f]{17}$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "CloudWatchLogGroupArn": "string", 
   "CreationTime": number, 
   "CurrentTaskExecutionArn": "string", 
   "DestinationLocationArn": "string", 
   "DestinationNetworkInterfaceArns": [ "string" ], 
   "ErrorCode": "string", 
   "ErrorDetail": "string", 
   "Excludes": [  
      {  
         "FilterType": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "Includes": [  
      {  
         "FilterType": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "Name": "string", 
   "Options": {  
      "Atime": "string", 
      "BytesPerSecond": number, 
      "Gid": "string", 
      "LogLevel": "string", 

346



AWS DataSync ユーザーガイド
DescribeTask

      "Mtime": "string", 
      "ObjectTags": "string", 
      "OverwriteMode": "string", 
      "PosixPermissions": "string", 
      "PreserveDeletedFiles": "string", 
      "PreserveDevices": "string", 
      "SecurityDescriptorCopyFlags": "string", 
      "TaskQueueing": "string", 
      "TransferMode": "string", 
      "Uid": "string", 
      "VerifyMode": "string" 
   }, 
   "Schedule": {  
      "ScheduleExpression": "string" 
   }, 
   "SourceLocationArn": "string", 
   "SourceNetworkInterfaceArns": [ "string" ], 
   "Status": "string", 
   "TaskArn": "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。

CloudWatchLogGroupArn (p. 346)

タスク内のモニタリングとログイベントに使用された Amazon CloudWatch ロググループの Amazon 
リソースネーム (ARN)。

これらのグループの詳細については、「ロググループとログストリームを操作する」を参照してくだ
さい CloudWatch

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 562 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):logs:[a-z\-0-9]*:
[0-9]{12}:log-group:([^:\*]*)(:\*)?$

CreationTime (p. 346)

タスクが作成された時刻。

型: タイムスタンプ
CurrentTaskExecutionArn (p. 346)

ファイルを転送しているタスク実行の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]*:
[0-9]{12}:task/task-[0-9a-f]{17}/execution/exec-[0-9a-f]{17}$

DestinationLocationArn (p. 346)

AWS ストレージリソースの場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
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長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

DestinationNetworkInterfaceArns (p. 346)

送信先用に作成されたネットワークインターフェイス (ARN)。詳細については、「」 を参照してくだ
さい

型: 文字列の配列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:aws[\-a-z]{0,}:ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]{12}:network-interface/eni-
[0-9a-f]+$

ErrorCode (p. 346)

タスクの実行中に AWS DataSync で発生したエラー。このエラーコードを使用すると、問題のトラブ
ルシューティングに役立ちます。

タイプ: 文字列
ErrorDetail (p. 346)

タスクの実行中に発生したエラーの詳細な説明。この情報は、問題のトラブルシューティングに役立
てることができます。

タイプ: 文字列
Excludes (p. 346)

転送中に特定のデータを除外するフィルタールールのリスト。詳細と例については、「転送された
データのフィルタリング」を参照してください DataSync。

型: FilterRule (p. 403) 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 1 項目です。
Includes (p. 346)

転送中の特定のデータを含むフィルタールールのリスト。詳細と例については、「転送されたデータ
のフィルタリング」を参照してください DataSync。

型: FilterRule (p. 403) 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 1 項目です。
Name (p. 346)

説明されたタスクの名前。

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-Z0-9\s+=._:@/-]+$
Options (p. 346)

StartTaskExecution操作の動作を制御する設定オプション。オプションには、ファイルまたはオ
ブジェクトのメタデータの保存やデータの整合性の検証などがあります。

これらのオプションは、タスクを実行するたびにオーバーライドできます。詳細については、を参照
してくださいStartTaskExecution。
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型: Options (p. 414) オブジェクト
Schedule (p. 346)

ソースから転送先へのファイルの定期的な転送に使用するスケジュール。

型: TaskSchedule (p. 431) オブジェクト
SourceLocationArn (p. 346)

ソースファイルシステムの場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

SourceNetworkInterfaceArns (p. 346)

ソースロケーション用に作成されたネットワークインターフェイス (ARN)。詳細については、「」 を
参照してください

型: 文字列の配列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:aws[\-a-z]{0,}:ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]{12}:network-interface/eni-
[0-9a-f]+$

Status (p. 346)

説明されたタスクのステータス。

タスク実行ステータスの詳細については、 AWS DataSync ユーザーガイドの「Understanding Task 
Statuses」を参照してください。

タイプ: 文字列

有効な値:  AVAILABLE | CREATING | QUEUED | RUNNING | UNAVAILABLE
TaskArn (p. 346)

記述されたタスクの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]*:
[0-9]{12}:task/task-[0-9a-f]{17}$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
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InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

例
例

次の例では、サンプルリクエストで指定されたタスクに関する情報を返します。

リクエスト例

{ 
  "TaskArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:task/task-08de6e6697796f026"
}

例

この例で示すのは、「」 DescribeTask を参照してください

レスポンス例

{ 
   "CloudWatchLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-2:111222333444:log-group" 
   "CreationTime": 1532660733.39, 
   "CurrentTaskExecutionArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:task/
task-08de6e6697796f026/execution/exec-04ce9d516d69bd52f", 
   "Options": {  
      "Atime": "BEST_EFFORT", 
      "BytesPerSecond": 1000, 
      "Gid": "NONE", 
      "Mtime": "PRESERVE", 
      "PosixPermissions": "PRESERVE", 
      "PreserveDevices": "NONE", 
      "PreserveDeletedFiles": "PRESERVE", 
      "Uid": "NONE", 
      "VerifyMode": "POINT_IN_TIME_CONSISTENT" 
   }, 
   "DestinationLocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/
loc-07db7abfc326c50fb", 
   "ErrorCode": "???????", 
   "ErrorDetail": "??????", 
   "Name": "MyTask", 
   "SourceLocationArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:location/
loc-07db7abfc326c50aa", 
   "Status": "CREATING", 
   "TaskArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:task/task-08de6e6697796f026"
}

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の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeTaskExecution
実行中のタスクに関する詳細なメタデータを返します。

リクエストの構文

{ 
   "TaskExecutionArn": "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. 433)」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。

TaskExecutionArn (p. 352)

実行中のタスクの Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]*:
[0-9]{12}:task/task-[0-9a-f]{17}/execution/exec-[0-9a-f]{17}$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "BytesCompressed": number, 
   "BytesTransferred": number, 
   "BytesWritten": number, 
   "EstimatedBytesToTransfer": number, 
   "EstimatedFilesToTransfer": number, 
   "Excludes": [  
      {  
         "FilterType": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "FilesTransferred": number, 
   "Includes": [  
      {  
         "FilterType": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "Options": {  
      "Atime": "string", 
      "BytesPerSecond": number, 
      "Gid": "string", 
      "LogLevel": "string", 
      "Mtime": "string", 
      "ObjectTags": "string", 
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      "OverwriteMode": "string", 
      "PosixPermissions": "string", 
      "PreserveDeletedFiles": "string", 
      "PreserveDevices": "string", 
      "SecurityDescriptorCopyFlags": "string", 
      "TaskQueueing": "string", 
      "TransferMode": "string", 
      "Uid": "string", 
      "VerifyMode": "string" 
   }, 
   "Result": {  
      "ErrorCode": "string", 
      "ErrorDetail": "string", 
      "PrepareDuration": number, 
      "PrepareStatus": "string", 
      "TotalDuration": number, 
      "TransferDuration": number, 
      "TransferStatus": "string", 
      "VerifyDuration": number, 
      "VerifyStatus": "string" 
   }, 
   "StartTime": number, 
   "Status": "string", 
   "TaskExecutionArn": "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。

BytesCompressed (p. 352)

圧縮後にネットワーク経由で転送された物理的なバイト数。ほとんどの場
合、BytesTransferredデータが圧縮可能でない限り、この数値は小さくなります。

型: Long
BytesTransferred (p. 352)

転送中に合計バイト数。ネットワーク経由で送信された合計バイト数については、を参照してくださ
いBytesCompressed。

型: Long
BytesWritten (p. 352)

送信先 AWS ストレージリソースへの書き込み論理バイト数。

型: Long
EstimatedBytesToTransfer (p. 352)

ネットワーク経由で転送される推定の物理的なバイト数。

型: Long
EstimatedFilesToTransfer (p. 352)

ネットワーク経由で転送される予想されるファイル数。この値は、PREPARINGTRANSFERRINGタス
ク実行フェーズの前のフェーズで計算されます。この値は、転送される予定のファイル数です。これ
は、ソースと転送先の場所の内容を比較し、転送する必要があるデルタを見つけることに基づいて計
算されます。
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型: Long
Excludes (p. 352)

転送中に特定のデータを除外するフィルタルールのリストを指定します。詳細と例については、「に
よって転送されるデータのフィルタリング」を参照してください DataSync。

型: FilterRule (p. 403) 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 1 項目です。
FilesTransferred (p. 352)

ネットワーク経由で転送された実際のファイル数。この値は、TRANSFERRINGタスク実行の段階で継
続的に計算され、更新されます。これは、各ファイルが送信元から読み取られ、ネットワーク経由で
送信されるごとに定期的に更新されます。

転送中に障害が発生した場合、この値は EstimatedFilesToTransfer 未満になることがありま
す。場合によっては、この値がより大きくなることもありますEstimatedFilesToTransfer。一部
の場所タイプではこの要素が実装固有であるため、正確なファイル数あるいはタスク実行のモニタリ
ングのインジケータとしてはこれを使用しないでください。

型: Long
Includes (p. 352)

転送中に特定のデータを含めるフィルタルールのリストを指定します。詳細と例については、「に
よって転送されるデータのフィルタリング」を参照してください DataSync。

型: FilterRule (p. 403) 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 1 項目です。
Options (p. 352)

AWS DataSync設定。これらのオプションには、ファイル、オブジェクト、 DataSync およびそれら
に関連するメタデータの処理方法が含まれます。また、 DataSync データの整合性を検証する方法を
指定したり、タスクの帯域幅制限を設定したりすることもできます。

設定設定を設定します。必要がない限り、Optionsタスクを開始する前にこれらの設定を行う必要は
ありません。

型: Options (p. 414) オブジェクト
Result (p. 352)

タスク実行の 結果。

型: TaskExecutionResultDetail (p. 427) オブジェクト
StartTime (p. 352)

タスク実行が開始された時刻。

タイプ: Timestamp
Status (p. 352)

タスク実行のステータス。

タスク実行ステータスの詳細については、「Understanding Task Statuses」を参照してください。

型: 文字列

有効な値:  QUEUED | LAUNCHING | PREPARING | TRANSFERRING | VERIFYING | SUCCESS 
| ERROR
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TaskExecutionArn (p. 352)

説明されたタスク実行の Amazon リソースネーム (ARN)。TaskExecutionArn は階層的であり、実
行されたタスクのための TaskArn をインクルードします。

たとえば、ARN arn:aws:datasync:us-east-1:111222333444:task/
task-0208075f79cedf4a2 でタスクを実行した ARN arn:aws:datasync:us-
east-1:111222333444:task/task-0208075f79cedf4a2/execution/
exec-08ef1e88ec491019b と TaskExecution の値です。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]*:
[0-9]{12}:task/task-[0-9a-f]{17}/execution/exec-[0-9a-f]{17}$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

例
リクエスト例

DescribeTaskExecutionこの例はリクエストを示しています。

{ 
  "TaskExecutionArn": "arn:aws:datasync:us-east-1:111222333444:task/task-08de6e6697796f026/
execution/exec-04ce9d516d69bd52f"
}

レスポンス例

DescribeTaskExecutionこの例は応答を示しています。

{ 
   "BytesCompressed": "3500", 
   "BytesTransferred": "5000", 
   "BytesWritten": "5000", 
   "EstimatedBytesToTransfer": "5000", 
   "EstimatedFilesToTransfer": "100", 
   "FilesTransferred": "100", 
   "Result": {  
      "ErrorCode": "??????", 
      "ErrorDetail": "??????", 
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      "PrepareDuration": "100", 
      "PrepareStatus": "SUCCESS", 
      "TransferDuration": "60", 
      "TransferStatus": "AVAILABLE", 
      "VerifyDuration": "30", 
      "VerifyStatus": "SUCCESS" 
   }, 
   "StartTime": "1532660733.39", 
   "Status": "SUCCESS", 
   "OverrideOptions": {  
      "Atime": "BEST_EFFORT", 
      "BytesPerSecond": "1000", 
      "Gid": "NONE", 
      "Mtime": "PRESERVE", 
      "PosixPermissions": "PRESERVE", 
      "PreserveDevices": "NONE", 
      "PreserveDeletedFiles": "PRESERVE", 
      "Uid": "NONE", 
      "VerifyMode": "POINT_IN_TIME_CONSISTENT" 
   }, 
   "TaskExecutionArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:task/
task-08de6e6697796f026/execution/exec-04ce9d516d69bd52f"
}

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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ListAgents
AWS DataSyncAWS アカウントAWS リージョンリクエストで指定されたに所属するエージェントのリス
トを返します。

ページ割りは、レスポンスで返されたエージェントの数を結果整合性があります。レスポンスでエージェ
ントの中断されたリストがレスポンスにマーカーが含まれており、次のリクエストで指定してエージェン
トの次のページを取得できます。

ListAgents結果整合性があります。つまり、操作を実行した結果には、エージェントを作成または削除
したことが反映されていない可能性があります。たとえば、CreateAgentを使用してエージェントを作成
し、すぐに実行した場合ListAgents、そのエージェントはすぐにはリストに表示されない場合がありま
す。このような状況では、を使用してエージェントが作成された (または削除された) かどうかをいつでも
確認できますDescribeAgent。

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. 433)」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. 357)

DataSync レスポンスで返されたエージェントの最大数を指定します。デフォルトでは、レスポンスは
最大 100 のエージェントです。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 100 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 357)

レスポンスで結果整合性があります。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 65,535 です。

パターン: [a-zA-Z0-9=_-]+

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "Agents": [  
      {  
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         "AgentArn": "string", 
         "Name": "string", 
         "Status": "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。

Agents (p. 357)

DataSync AWS アカウントAWS リージョンリクエストで指定された自分内のエージェントのリス
ト。リストはエージェントの Amazon リソースネーム (ARN) の順です。

型: AgentListEntry (p. 401) オブジェクトの配列
NextToken (p. 357)

レスポンスで結果整合性があります。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 65,535 です。

パターン: [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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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
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• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListLocations
送信元と送信先の場所のリストを返します。

レスポンスで返された数を超えるロケーションがある場合（つまり、レスポンスはエージェントの中断さ
れたリストのみを返します）、レスポンスはトークンを含んでおり、次のリクエストで指定してロケー
ションの次のページを取得できます。

リクエストの構文

{ 
   "Filters": [  
      {  
         "Name": "string", 
         "Operator": "string", 
         "Values": [ "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. 433)」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。

Filters (p. 360)

API フィルターを使用して、ListLocations によって返されるリソースのリストを絞り込むこと
ができます。たとえば、特定のソースの場所にあるすべてのタスクを取得するには、フィルター名
LocationType S3 および Operator Equals で ListLocations を使用できます。

型: LocationFilter (p. 409) オブジェクトの配列

必須: いいえ
MaxResults (p. 360)

返されるロケーションの最大数。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 100 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 360)

ロケーションの次のリストの開始位置を示す不明瞭な文字列。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 65,535 です。

パターン: [a-zA-Z0-9=_-]+

必須: いいえ
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レスポンスの構文

{ 
   "Locations": [  
      {  
         "LocationArn": "string", 
         "LocationUri": "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。

Locations (p. 361)

ロケーションのリストを含む配列。

型: LocationListEntry (p. 410) オブジェクトの配列
NextToken (p. 361)

ロケーションの次のリストを返し、開始位置を示す不透明な文字列。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 65,535 です。

パターン: [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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListTagsForResource
AWSリソースに追加しますを返しますを返しますを返しますを返しますを返しますを返しますを返します
を返しますを返しますを返しますを返しますを返しますを返しますを返しますを返しますを返しますする

リクエストの構文

{ 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "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. 433)」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. 363)

レスポンスに含める結果の数を指定します。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 100 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 363)

応答の次のリストの開始位置を示す不明瞭な文字列。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 65,535 です。

パターン: [a-zA-Z0-9=_-]+

必須: いいえ
ResourceArn (p. 363)

。を指定しますを指定しますを指定しますを指定しますを指定しますを指定しますを指定しますを指
定しますを指定しますを指定しますを指定しますを指定しますを指定しますを指定しますを指定しま
すを指定しますを指定しますを指定しますするリソースを指定しますを指定しますを指定しますを指
定しますを指定しますを指定しますを指定しますを指定しますを指定しますを指定しますを指定しま
すを指定しますを指定しますを指定しますを指定しますを指定しますを指定しますする

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:(agent|task|location)/(agent|task|loc)-[a-f0-9]{17}(/execution/
exec-[a-f0-9]{17})?$

必須: はい
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レスポンスの構文
{ 
   "NextToken": "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。

NextToken (p. 364)

レスポンス内の次のリストの開始位置を示す不明瞭な文字列。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 65,535 です。

パターン: [a-zA-Z0-9=_-]+
Tags (p. 364)

リソースに適用するリソースに適用するリソースに適用するリソースに適用するリソースに適用する
リソースに適用するリソースに追加しますする

型: TagListEntry (p. 425) 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 55 項目です。

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListTaskExecutions
実行されたタスクのリストを返します。

リクエストの構文
{ 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "TaskArn": "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. 433)」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. 366)

リストする実行タスクの最大数。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 100 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 366)

実行されたタスクの次のリストの開始位置を示す不明瞭な文字列。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 65,535 です。

パターン: [a-zA-Z0-9=_-]+

必須: いいえ
TaskArn (p. 366)

タスクをリストする対象のタスクの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]*:
[0-9]{12}:task/task-[0-9a-f]{17}$

必須: いいえ

レスポンスの構文
{ 
   "NextToken": "string", 
   "TaskExecutions": [  
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      {  
         "Status": "string", 
         "TaskExecutionArn": "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. 366)

実行されたタスクの次のリストを返し、開始位置を示す不明瞭な文字列。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 65,535 です。

パターン: [a-zA-Z0-9=_-]+
TaskExecutions (p. 366)

実行されたタスクのリスト。

型: TaskExecutionListEntry (p. 426) 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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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
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• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListTasks
AWS DataSync作成したタスクのリストを返します。

リクエストの構文
{ 
   "Filters": [  
      {  
         "Name": "string", 
         "Operator": "string", 
         "Values": [ "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. 433)」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。

Filters (p. 369)

API フィルターを使用して、ListTasks によって返されるリソースのリストを絞り込むことが
できます。たとえば、特定のソースの場所にあるすべてのタスクを取得するには、フィルター名
LocationId そして Operator Equals 付きの ListTasks と場所の ARN を使用できます。

型: TaskFilter (p. 429) オブジェクトの配列

必須: いいえ
MaxResults (p. 369)

返されるタスクの最大数。

型: 整数

有効な範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 100 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 369)

タスクの次のリストの開始位置を示す不明瞭な文字列。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 65,535 です。

パターン: [a-zA-Z0-9=_-]+

必須: いいえ

レスポンスの構文
{ 
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   "NextToken": "string", 
   "Tasks": [  
      {  
         "Name": "string", 
         "Status": "string", 
         "TaskArn": "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. 369)

タスクの次のリストを返し、開始位置を示す不明瞭な文字列。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 65,535 です。

パターン: [a-zA-Z0-9=_-]+
Tasks (p. 369)

返されるすべてのタスクのリスト。

型: TaskListEntry (p. 430) 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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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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StartTaskExecution
AWS DataSyncタスクを開始します。各タスクでは、一度に 1 つのタスク実行しか実行できません。

タスクの実行には、いくつかのフェーズがあります。詳細については、「タスク実行ステータス」を参照
してください。

Important

Amazon S3 ロケーションとの間でデータを転送する予定がある場合は、開始する前に  DataSync 
S3 DataSync リクエストの料金と料金ページにどのような影響があるかを確認してください。

リクエストの構文

{ 
   "Excludes": [  
      {  
         "FilterType": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "Includes": [  
      {  
         "FilterType": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "OverrideOptions": {  
      "Atime": "string", 
      "BytesPerSecond": number, 
      "Gid": "string", 
      "LogLevel": "string", 
      "Mtime": "string", 
      "ObjectTags": "string", 
      "OverwriteMode": "string", 
      "PosixPermissions": "string", 
      "PreserveDeletedFiles": "string", 
      "PreserveDevices": "string", 
      "SecurityDescriptorCopyFlags": "string", 
      "TaskQueueing": "string", 
      "TransferMode": "string", 
      "Uid": "string", 
      "VerifyMode": "string" 
   }, 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "TaskArn": "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. 433)」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。
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Excludes (p. 372)

タスクから除外するファイルを決定するフィルタ規則のリストを指定します。リストには、除外する
パターンで構成される 1 つのフィルター文字列が含まれています。パターンは「|」(パイプ) で区切ら
れます (例: "/folder1|/folder2")。

型: FilterRule (p. 403) 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 1 項目です。

必須: いいえ
Includes (p. 372)

タスクを実行するときにインクルードするファイルを決定するフィルタ規則のリストを指定します。
パターンには、インクルードするパターンで構成される 1 つのフィルター文字列が含まれる必要があ
ります。パターンは「|」(パイプ) で区切られます (例: "/folder1|/folder2")。

型: FilterRule (p. 403) 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 1 項目です。

必須: いいえ
OverrideOptions (p. 372)

AWS DataSyncタスク設定を設定します。これらのオプションには、ファイル、オブジェクト、 
DataSync およびそれらに関連するメタデータの処理方法が含まれます。また、 DataSync データの整
合性を検証する方法を指定したり、タスクの帯域幅制限を設定したりすることもできます。

タスク設定にはそれぞれデフォルト値があります。必要がない限り、Optionsタスクを開始する前に
これらの設定を行う必要はありません。

型: Options (p. 414) オブジェクト

必須: いいえ
Tags (p. 372)

タスク実行を表す Amazon リソースネーム (ARN) に適用するタグを指定します。

タグは、 DataSync リソースの管理、フィルタリング、検索に役立つキーバリューペアです。

型: TagListEntry (p. 425) 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 50 項目です。

必須: いいえ
TaskArn (p. 372)

開始するタスクの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]*:
[0-9]{12}:task/task-[0-9a-f]{17}$

必須: はい
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レスポンスの構文

{ 
   "TaskExecutionArn": "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。

TaskExecutionArn (p. 374)

実行の ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]*:
[0-9]{12}:task/task-[0-9a-f]{17}/execution/exec-[0-9a-f]{17}$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

例
リクエスト例

次の例では、指定したタスクのデフォルトオプションを使用してタスクの実行を開始します。

{ 
    "OverrideOptions": { 
        "Atime": "BEST_EFFORT", 
        "BytesPerSecond": 1000, 
        "Gid": "NONE", 
        "Mtime": "PRESERVE", 
        "PosixPermissions": "PRESERVE", 
        "PreserveDevices": "NONE", 
        "PreserveDeletedFiles": "PRESERVE", 
        "Uid": "NONE", 
        "VerifyMode": "POINT_IN_TIME_CONSISTENT" 
    }, 
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    "TaskArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:task/task-08de6e6697796f026"
}

レスポンス例

この例で示すのは、の 1 つの使用方法を示しています StartTaskExecution。

{ 
  "TaskExecutionArn": "arn:aws:datasync:us-east-2:111222333444:task/task-08de6e6697796f026/
execution/exec-04ce9d516d69bd52f"
}

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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TagResource
AWSリソースにタグを適用します。タグは、リソースの管理、フィルタリング、検索に役立つキーバ
リューペアです。

これらには、場所、タスク、AWS DataSyncタスク実行などのリソースが含まれます。

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. 433)」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. 376)

タグを適用するリソースの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:(agent|task|location)/(agent|task|loc)-[a-f0-9]{17}(/execution/
exec-[a-f0-9]{17})?$

必須: はい
Tags (p. 376)

リソースに適用するタグを指定します。

型: TagListEntry (p. 425) 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 50 項目です。

必須: はい

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. 431)」を参照してください。
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InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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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UntagResource
AWSリソースを削除します

リクエストの構文

{ 
   "Keys": [ "string" ], 
   "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. 433)」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。

Keys (p. 378)

削除したいタグを削除します

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 50 項目です。

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-Z0-9\s+=._:/-]+$

必須: はい
ResourceArn (p. 378)

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: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:(agent|task|location)/(agent|task|loc)-[a-f0-9]{17}(/execution/
exec-[a-f0-9]{17})?$

必須: はい

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。
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HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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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UpdateAgent
エージェントの名前を更新します。

リクエストの構文

{ 
   "AgentArn": "string", 
   "Name": "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. 433)」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。

AgentArn (p. 380)

更新するエージェントの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$

必須: はい
Name (p. 380)

エージェントの設定に使用する名前。

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-Z0-9\s+=._:@/-]+$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
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InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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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UpdateLocationHdfs
Hadoop 分散ファイルシステムクラスター用に以前に作成した場所の一部のパラメータを更新します。

リクエストの構文
{ 
   "AgentArns": [ "string" ], 
   "AuthenticationType": "string", 
   "BlockSize": number, 
   "KerberosKeytab": blob, 
   "KerberosKrb5Conf": blob, 
   "KerberosPrincipal": "string", 
   "KmsKeyProviderUri": "string", 
   "LocationArn": "string", 
   "NameNodes": [  
      {  
         "Hostname": "string", 
         "Port": number
      } 
   ], 
   "QopConfiguration": {  
      "DataTransferProtection": "string", 
      "RpcProtection": "string" 
   }, 
   "ReplicationFactor": number, 
   "SimpleUser": "string", 
   "Subdirectory": "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. 433)」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。

AgentArns (p. 382)

HDFS クラスターへの接続に使用されるエージェントの ARN。

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 4 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$

必須: いいえ
AuthenticationType (p. 382)

ユーザーの ID を決定するために使用される認証のタイプ。

タイプ: 文字列

有効な値:  SIMPLE | KERBEROS

必須: いいえ
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BlockSize (p. 382)

HDFS クラスターに書き込むデータブロックのサイズ。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1,048,576 です。最大値は 1,073,741,824 です。

必須: いいえ
KerberosKeytab (p. 382)

定義された Kerberos プリンシパルと暗号化キー間のマッピングを含む Kerberos キーテーブル (キー
タブ)。ファイルのアドレスを指定して、ファイルからキータブをロードできます。使用しているでは
AWS CLI、base64 エンコードを実行します。それ以外の場合は、base64 でエンコードされたテキス
トを指定します。

型: Base64 でエンコードされたバイナリデータオブジェクト

長さの制限: 最大長は 65,536 です。

必須: いいえ
KerberosKrb5Conf (p. 382)

Kerberos 構成情報を含む krb5.conf ファイル。ファイルのアドレスを指定して、krb5.conf ファ
イルをロードできます。使用している AWS CLI では、base64 エンコードを実行します。それ以外の
場合は、base64 でエンコードされたテキストを指定します。

型: Base64 でエンコードされたバイナリデータオブジェクト

長さの制限: 最大長は 131,072 です。

必須: いいえ
KerberosPrincipal (p. 382)

HDFS クラスター上のファイルとフォルダーへのアクセス権を持つ Kerberos プリンシパル。

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: ^.+$

必須: いいえ
KmsKeyProviderUri (p. 382)

HDFS クラスターのキー管理サーバー (KMS) の URI。

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。

パターン: ^kms:\/\/http[s]?@(([a-zA-Z0-9\-]*[a-zA-Z0-9])\.)*([A-Za-z0-9\-]*[A-
Za-z0-9])(;(([a-zA-Z0-9\-]*[a-zA-Z0-9])\.)*([A-Za-z0-9\-]*[A-Za-z0-9]))*:
[0-9]{1,5}\/kms$

必須: いいえ
LocationArn (p. 382)

ソース HDFS クラスターの場所の Amazon リソースネーム (ARN)。
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タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

必須: はい
NameNodes (p. 382)

HDFS 名前空間を管理する。 NameNode は、ファイルやディレクトリのオープン、クローズ、 
NameNode 名前の変更などの操作を実行します。には、 NameNode データのブロックをにマップす
るための情報が含まれています DataNodes。1 つのみを使用できます NameNode。

型: HdfsNameNode (p. 408) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。

必須: いいえ
QopConfiguration (p. 382)

保護の品質 (QOP) 設定では、Hadoop Distributed File System (HDFS) クラスターで構成されたリモー
トプロシージャコール (RPC) とデータ転送のプライバシー設定を指定します。

型: QopConfiguration (p. 422) オブジェクト

必須: いいえ
ReplicationFactor (p. 382)

HDFS DataNodes クラスターへの書き込み時にデータをレプリケートする。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 512 です。

必須: いいえ
SimpleUser (p. 382)

ホストオペレーティングシステム上のクライアントを識別するために使用されるユーザー名。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: ^[_.A-Za-z0-9][-_.A-Za-z0-9]*$

必須: いいえ
Subdirectory (p. 382)

HDFS クラスター内のサブディレクトリ。このサブディレクトリは、HDFS クラスターからデータを
読み取り、または HDFS クラスターにデータを書き込むために使用されます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 4,096 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\$\p{Zs}]+$

必須: いいえ
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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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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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UpdateLocationNfs
ネットワークファイルシステム (NFS) アクセス用に以前に作成した場所のパラメータの一部を更新しま
す。NFS の場所の作成の詳細については、「NFS の場所を作成する」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "LocationArn": "string", 
   "MountOptions": {  
      "Version": "string" 
   }, 
   "OnPremConfig": {  
      "AgentArns": [ "string" ] 
   }, 
   "Subdirectory": "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. 433)」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。

LocationArn (p. 386)

更新する NFS の場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

必須: はい
MountOptions (p. 386)

が NFS DataSync プロトコルを使用して場所にアクセスする方法を指定します。

型: NfsMountOptions (p. 412) オブジェクト

必須: いいえ
OnPremConfig (p. 386)

ネットワークファイルシステム (NFS) のロケーションに使用するエージェントの Amazon リソース
ネーム (ARN) のリスト。

型: OnPremConfig (p. 413) オブジェクト

必須: いいえ
Subdirectory (p. 386)

NFS ソースの場所からのデータの読み取り、または NFS 送信先へのデータの書き込みに使用される 
NFS ファイルシステム内のサブディレクトリ。NFS パスは、NFS サーバーからエクスポートしたパ
ス、あるいはそのパスのサブディレクトリにする必要があります。パスは、他の NFS クライアントが
ネットワークでマウントできるようにする必要があります。
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NFS サーバーからエクスポートしたすべてのパスを表示するには、サーバーへのアクセス権を持つ 
NFS クライアントから「showmount -e nfs-server-name」を実行します。結果として表示され
るディレクトリ、およびそのディレクトリの任意のサブディレクトリを指定できます。NFS エクス
ポートが Kerberos 認証なしでアクセスできることを確認してください。

DataSync 指定するフォルダのすべてのデータをデータをデータをするには、には、すべてのデータを
読み取るアクセス権限があることが必要です。これを確実にするには、を使用して NFS エクスポート
を設定するか、すべてのユーザーに許可されていることを確認します。no_root_squash DataSync 
いずれかのオプションを行うことで、エージェントはファイルを読み取れるようになります。エー
ジェントがディレクトリにアクセスするため、さらにすべての実行アクセスを有効にする必要があり
ます。

AWS Snowcone デバイスとの間でデータをコピーする場合は、「AWS Snowcone 上の NFS サー
バー」を参照してください。

NFS エクスポート構成の情報については、「18.7」を参照してください。Red Hat Enterprise Linux 
ドキュメントの/etc/exports 設定ファイル。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 4,096 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\p{Zs}]+$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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
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• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateLocationObjectStorage
AWS DataSync転送のためにアクセスする既存のオブジェクトストレージロケーションの一部のパラメー
タを更新します。自己管理オブジェクトストレージの場所の作成の詳細については、「オブジェクトスト
レージの場所の作成」を参照してください。

リクエストの構文
{ 
   "AccessKey": "string", 
   "AgentArns": [ "string" ], 
   "LocationArn": "string", 
   "SecretKey": "string", 
   "ServerCertificate": blob, 
   "ServerPort": number, 
   "ServerProtocol": "string", 
   "Subdirectory": "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. 433)」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。

AccessKey (p. 389)

オブジェクトストレージサーバーとの認証に認証情報が必要な場合、アクセスキー (ユーザー名など) 
を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 200 です。

Pattern: ^.+$

必須: いいえ
AgentArns (p. 389)

DataSync 場所に安全に接続できるエージェントの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

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 4 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$

必須: いいえ
LocationArn (p. 389)

更新するオブジェクトストレージシステムの場所の ARN を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。
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パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

必須: はい
SecretKey (p. 389)

オブジェクトストレージサーバーとの認証に認証情報が必要な場合、秘密鍵 (パスワードなど) を指定
します。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 200 です。

Pattern: ^.+$

必須: いいえ
ServerCertificate (p. 389)

プライベートまたは自己署名認証局 (CA) を使用するオブジェクトストレージシステムで認証する
証明書を指定します。Base64.pem でエンコードしたファイル (などfile:///home/user/.ssh/
storage_sys_certificate.pem) を指定する必要があります。証明書は最大32768バイト (Base64
エンコーディング前) です。

このパラメータを使用するには、ServerProtocolをに設定しますHTTPS。

証明書を更新しても、進行中のタスクが妨げられることはありません。

型: Base64 でエンコードされたバイナリデータオブジェクト

長さの制限:最大長は 32768 です。

必須: いいえ
ServerPort (p. 389)

オブジェクトストレージサーバーがインバウンドネットワークトラフィックを受け入れるポート (ポー
ト 443 など) を指定します。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 65,536 です。

必須: いいえ
ServerProtocol (p. 389)

オブジェクトストレージサーバーが通信に使用するプロトコルを指定します。

型: 文字列

有効な値:  HTTPS | HTTP

必須: いいえ
Subdirectory (p. 389)

オブジェクトストレージサーバーのオブジェクトプレフィックスを指定します。これがソースの場所
である場合、 DataSync このプレフィックスを持つオブジェクトのみをコピーします。これが送信先
の場所である場合、 DataSyncこのプレフィックスを持つすべてのオブジェクトを書き込みます。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 4,096 です。
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パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\p{Zs}]*$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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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UpdateLocationSmb
サーバーメッセージブロック (SMB) ファイルシステムアクセス用に以前に作成した場所のパラメータの
一部を更新します。SMB の場所の作成の詳細については、「SMB の場所を作成する」を参照してくださ
い。

リクエストの構文
{ 
   "AgentArns": [ "string" ], 
   "Domain": "string", 
   "LocationArn": "string", 
   "MountOptions": {  
      "Version": "string" 
   }, 
   "Password": "string", 
   "Subdirectory": "string", 
   "User": "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. 433)」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。

AgentArns (p. 392)

Simple Message Block (SMB) の場所に使用するエージェントの Amazon リソースネーム (ARN)。

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 4 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$

必須: いいえ
Domain (p. 392)

SMB サーバーが属する Windows ドメインの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 253 です。

パターン: ^[A-Za-z0-9]((\.|-+)?[A-Za-z0-9]){0,252}$

必須: いいえ
LocationArn (p. 392)

更新する SMB の場所の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。
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パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

必須: はい
MountOptions (p. 392)

SMBAWS DataSync ファイルサーバーへのアクセスに使用するサーバーメッセージブロック (SMB) 
プロトコルのバージョンを指定します。

型: SmbMountOptions (p. 424) オブジェクト

必須: いいえ
Password (p. 392)

共有をマウントでき、SMB ファイル共有のファイルとフォルダにアクセスできるユーザーのパスワー
ド。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 104 です。

パターン: ^.{0,104}$

必須: いいえ
Subdirectory (p. 392)

SMB ソースの場所からのデータの読み取り、または SMB 送信先へのデータの書き込みに使用される 
SMB ファイルシステム内のサブディレクトリ。SMB パスは、SMB サーバーによってエクスポートさ
れたパス、あるいはそのパスのサブディレクトリにする必要があります。このパスは、他の SMB ク
ライアントがネットワークでマウントできるようにする必要があります。

Note

Subdirectory はスラッシュで指定する必要があります。例えば、/path/to/folder。

DataSync 指定したフォルダ内のすべてのデータを転送するには、SMB 共有をマウントし、その共
有内のすべてのデータにアクセスするためのアクセス許可を持つことが必要です。これを保証するに
は、次のいずれかを実行します。
• 指定したユーザー/パスワードが、共有をマウントできるユーザー、および DataSync アクセスする

すべてのファイルとディレクトリに対する適切なアクセス許可を持っているユーザーに属すること
を確認します。

• Backup Operators グループのメンバーの資格情報を使用して、共有をマウントします。

いずれのオプションでも、エージェントはデータにアクセスできるようになります。エージェントが
ディレクトリにアクセスするため、すべての実行アクセスを有効にする必要があります。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 4,096 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9_\-\+\./\(\)\$\p{Zs}]+$

必須: いいえ
User (p. 392)

共有をマウントできるユーザーは、SMB 共有のファイルとフォルダへのアクセス権限を持っていま
す。

タイプ: 文字列
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長さの制限: 最大長は 104 です。

パターン: ^[^\x5B\x5D\\/:;|=,+*?]{1,104}$

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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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UpdateTask
タスクに関連付けられたメタデータを更新します。

リクエストの構文
{ 
   "CloudWatchLogGroupArn": "string", 
   "Excludes": [  
      {  
         "FilterType": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "Includes": [  
      {  
         "FilterType": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "Name": "string", 
   "Options": {  
      "Atime": "string", 
      "BytesPerSecond": number, 
      "Gid": "string", 
      "LogLevel": "string", 
      "Mtime": "string", 
      "ObjectTags": "string", 
      "OverwriteMode": "string", 
      "PosixPermissions": "string", 
      "PreserveDeletedFiles": "string", 
      "PreserveDevices": "string", 
      "SecurityDescriptorCopyFlags": "string", 
      "TaskQueueing": "string", 
      "TransferMode": "string", 
      "Uid": "string", 
      "VerifyMode": "string" 
   }, 
   "Schedule": {  
      "ScheduleExpression": "string" 
   }, 
   "TaskArn": "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. 433)」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。

CloudWatchLogGroupArn (p. 395)

Amazon CloudWatch ロググループのリソース名の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 562 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):logs:[a-z\-0-9]*:
[0-9]{12}:log-group:([^:\*]*)(:\*)?$
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必須: いいえ
Excludes (p. 395)

転送中に特定のデータを除外するフィルタルールのリストを指定します。詳細と例については、「転
送されたデータのフィルタリング」を参照してください DataSync。

型: FilterRule (p. 403) 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 1 項目です。

必須: いいえ
Includes (p. 395)

転送中の特定のデータを含むフィルタルールのリストを指定します。詳細と例については、「転送さ
れたデータのフィルタリング」を参照してください DataSync。

型: FilterRule (p. 403) 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 1 項目です。

必須: いいえ
Name (p. 395)

更新するタスクの名前。

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-Z0-9\s+=._:@/-]+$

必須: いいえ
Options (p. 395)

AWS DataSyncタスク。設定設定設定設定設定設定設定設定設定設定。これらのオプションには、
ファイル、オブジェクト、 DataSync およびそれらに関連するメタデータの処理方法が含まれます。
また、 DataSync データの整合性を検証する方法を指定したり、タスクの帯域幅制限を設定したりす
ることもできます。

タスク。設定設定設定設定設定設定設定設定設定設定設定設定設定設定設定 必要がない限
り、Optionsタスクを開始する前にこれらの設定を行う必要はありません。

型: Options (p. 414) オブジェクト

必須: いいえ
Schedule (p. 395)

ソースから転送先へのファイルの定期的な転送に使用するスケジュールを指定します。毎時、毎日、
毎週、または特定の曜日に実行するようにタスクを設定できます。タスクを実行する日または時間の
タイミングは、ユーザーがコントロールします。指定する時刻は UTC 時間です。詳細については、
「タスクのスケジュール」を参照してください。

型: TaskSchedule (p. 431) オブジェクト

必須: いいえ
TaskArn (p. 395)

更新するタスクのリソース名の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列
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長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]*:
[0-9]{12}:task/task-[0-9a-f]{17}$

必須: はい

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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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UpdateTaskExecution
AWS DataSync実行中のタスクを変更します。

Note

現在、Option変更できるのはのみでUpdateTaskExecution BytesPerSecond 、これによっ
て実行中またはキューに入っているタスクの帯域幅が制限されます。

リクエストの構文
{ 
   "Options": {  
      "Atime": "string", 
      "BytesPerSecond": number, 
      "Gid": "string", 
      "LogLevel": "string", 
      "Mtime": "string", 
      "ObjectTags": "string", 
      "OverwriteMode": "string", 
      "PosixPermissions": "string", 
      "PreserveDeletedFiles": "string", 
      "PreserveDevices": "string", 
      "SecurityDescriptorCopyFlags": "string", 
      "TaskQueueing": "string", 
      "TransferMode": "string", 
      "Uid": "string", 
      "VerifyMode": "string" 
   }, 
   "TaskExecutionArn": "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. 433)」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。

Options (p. 398)

AWS DataSyncタスク。これらのオプションには、ファイル、オブジェクト、 DataSync およびそれ
らに関連するメタデータの処理方法が含まれます。また、 DataSync データの整合性を検証する方法
を指定したり、タスクの帯域幅制限を設定したりすることもできます。

タスク。必要がない限り、Optionsタスクを開始する前にこれらの設定を行う必要はありません。

型: Options (p. 414) オブジェクト

必須: はい
TaskExecutionArn (p. 398)

更新しているタスク実行の Amazon リソースネーム (ARN) を設定します。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]*:
[0-9]{12}:task/task-[0-9a-f]{17}/execution/exec-[0-9a-f]{17}$
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必須: はい

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. 431)」を参照してください。

InternalException

この例外は、AWS DataSync サービスでエラーが発生した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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

データ型
以下のデータ型 (タイプ) がサポートされています。

• AgentListEntry (p. 401)
• Ec2Config (p. 402)
• FilterRule (p. 403)
• FsxProtocol (p. 404)
• FsxProtocolNfs (p. 405)
• FsxProtocolSmb (p. 406)
• HdfsNameNode (p. 408)
• LocationFilter (p. 409)
• LocationListEntry (p. 410)
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• NfsMountOptions (p. 412)
• OnPremConfig (p. 413)
• Options (p. 414)
• PrivateLinkConfig (p. 420)
• QopConfiguration (p. 422)
• S3Config (p. 423)
• SmbMountOptions (p. 424)
• TagListEntry (p. 425)
• TaskExecutionListEntry (p. 426)
• TaskExecutionResultDetail (p. 427)
• TaskFilter (p. 429)
• TaskListEntry (p. 430)
• TaskSchedule (p. 431)
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AgentListEntry
AWS DataSyncListAgents操作を呼び出したときのエージェントのリスト (または配列) 内の 1 つのエント
リを表します。

目次
AgentArn

DataSync エージェントの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$

必須: いいえ
Name

エージェントの名前。

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-Z0-9\s+=._:@/-]+$

必須: いいえ
Status

エージェントのステータス。詳細については、「DataSync エージェントのステータス」を参照してく
ださい。

タイプ: 文字列

有効な値:  ONLINE | OFFLINE

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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https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/API_ListAgents.html
https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/understand-agent-statuses.html
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/datasync-2018-11-09/AgentListEntry
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/datasync-2018-11-09/AgentListEntry
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/datasync-2018-11-09/AgentListEntry
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/datasync-2018-11-09/AgentListEntry
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Ec2Config
AWS DataSync が Amazon EFS ファイルシステムにアクセスするために使用するサブネットとセキュリ
ティグループ。

目次
SecurityGroupArns

Amazon EFS ファイルシステムのマウントターゲットに関連付けられているセキュリティグループの 
Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

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 5 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:security-group/.*$

必須: はい
SubnetArn

DataSync 転送中のトラフィックを管理するために作成するネットワークインターフェースの場所とな
るサブネットの ARN を指定します。

サブネットは次の場所にある必要があります。
• Amazon EFS ファイルシステムと同じ仮想プライベートクラウド (VPC) 内。
• Amazon EFS ファイルシステムのマウントターゲットの少なくとも 1 つと同じアベイラビリティー

ゾーン内。
Note

ファイルシステムのマウントターゲットが含まれるサブネットを指定する必要はありませ
ん。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:subnet/.*$

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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https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/datasync-network.html#required-network-interfaces
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/datasync-2018-11-09/Ec2Config
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/datasync-2018-11-09/Ec2Config
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/datasync-2018-11-09/Ec2Config
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/datasync-2018-11-09/Ec2Config
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FilterRule
ソースから転送先にファイルを転送するときに、どのファイル、フォルダ、オブジェクトを含めるか、ま
たは除外するかを指定します。

目次
FilterType

適用するフィルタールールのタイプ。AWS DataSyncは、SIMPLE_PATTERN ルールタイプのみをサ
ポートします。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^[A-Z0-9_]+$

有効な値:  SIMPLE_PATTERN

必須: いいえ
Value

含めるまたは除外するパターンから構成される単一のフィルター文字列。パターンは「|」(パイプ) で
区切られます。例えば: /folder1|/folder2

タイプ: 文字列

長さの制限:最大長 10,240。

パターン: ^[^\x00]+$

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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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/datasync-2018-11-09/FilterRule
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/datasync-2018-11-09/FilterRule
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/datasync-2018-11-09/FilterRule
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/datasync-2018-11-09/FilterRule
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FsxProtocol
AWS DataSync が Amazon FSx ファイルシステムにアクセスするために使用するデータ転送プロトコルを
指定します。

目次
NFS

が FSx for OpenZFS ファイルシステムまたは FSx for ONTAP ファイルシステムのストレージ仮想マ
シン (SVM) DataSync にアクセスするために使用するネットワークファイルシステム (NFS) プロトコ
ル構成を指定します。

型: FsxProtocolNfs (p. 405) オブジェクト

必須: いいえ
SMB

FSx for ONTAP ファイルシステム上の SVM DataSync にアクセスするために使用するサーバメッセー
ジブロック (SMB) プロトコル構成を指定します。

型: FsxProtocolSmb (p. 406) 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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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/datasync-2018-11-09/FsxProtocol
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/datasync-2018-11-09/FsxProtocol
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/datasync-2018-11-09/FsxProtocol
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/datasync-2018-11-09/FsxProtocol
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FsxProtocolNfs
が Amazon FSx for OpenZFSAWS DataSync ファイルシステムにアクセスするために使用するネットワー
クファイルシステム (NFS) プロトコル構成を指定します。 NetApp

目次
MountOptions

が NFS DataSync プロトコルを使用して場所にアクセスする方法を指定します。

型: NfsMountOptions (p. 412) 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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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/datasync-2018-11-09/FsxProtocolNfs
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/datasync-2018-11-09/FsxProtocolNfs
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/datasync-2018-11-09/FsxProtocolNfs
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/datasync-2018-11-09/FsxProtocolNfs
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FsxProtocolSmb
が Amazon FSx for NetApp ONTAPAWS DataSync ファイルシステムにアクセスするために使用する 
Server Message Block (SMB) プロトコル構成を指定します。詳細については、「Accessing FSx for 
ONTAP file systems」(FSx for ONTAP ファイルシステムにアクセスする) を参照してください。

目次
Domain

ストレージ仮想マシン (SVM) が属する Microsoft Active Directory の完全修飾ドメイン名 (FQDN) を指
定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 253 です。

パターン: ^[A-Za-z0-9]((\.|-+)?[A-Za-z0-9]){0,252}$

必須: いいえ
MountOptions

SMBAWS DataSync ファイルサーバーにアクセスするために使用する Server Message Block (SMB) 
プロトコルのバージョンを指定します。

型: SmbMountOptions (p. 424) オブジェクト

必須: いいえ
Password

SVM にアクセスする権限を持つユーザーのパスワードを指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 104 です。

パターン: ^.{0,104}$

必須: はい
User

場所をマウントし、SVM で必要なファイル、フォルダ、およびメタデータにアクセスできるユーザー
名を指定します。

Active Directory でユーザーを提供する場合は、次の点に注意してください。
• AWS Directory Service for Microsoft Active Directory を使用する場合、ユーザーは AWS 委任 FSx 管

理者のメンバーである必要があります。
• セルフマネージド Active Directory を使用している場合、ユーザーは、ドメイン管理者グループ、ま

たはファイルシステムの作成時にファイルシステム管理用に指定したカスタムグループのメンバー
である必要があります。

そのユーザーが、必要なデータをコピーするために必要なアクセス許可を持つことを確認します。
• SE_TCB_NAME: オブジェクトの所有権とファイルのメタデータを設定するために必要です。この権

限では、NTFS 任意アクセスリスト (DACL) をコピーすることもできます。
• SE_SECURITY_NAME: NTFS システムアクセス制御リスト (SACL) のコピーに必要な場合がありま

す。このオペレーションでは、特にドメイン管理者グループのメンバーに付与される Windows 権限
が必要です。SACL をコピーするようにタスクを設定する場合は、ユーザーに必要な権限があるこ
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https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/create-ontap-location.html#create-ontap-location-access
https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/create-ontap-location.html#create-ontap-location-access
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とを確認してください。SACL をコピーするための詳細については、「Ownership and permissions-
related options」(所有権と許可に関連したオプション) を参照してください。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 104 です。

パターン: ^[^\x5B\x5D\\/:;|=,+*?]{1,104}$

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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https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/create-task.html#configure-ownership-and-permissions
https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/create-task.html#configure-ownership-and-permissions
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/datasync-2018-11-09/FsxProtocolSmb
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/datasync-2018-11-09/FsxProtocolSmb
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/datasync-2018-11-09/FsxProtocolSmb
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/datasync-2018-11-09/FsxProtocolSmb
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HdfsNameNode
Hadoop Distributed File System (HDFS) の NameNode は、 NameNode ファイルシステムの名前空間
を管理します。は、ファイルやディレクトリのオープン、クローズ、 NameNode 名前の変更などの操
作を実行します。には、 NameNode データのブロックをにマップするための情報が含まれています 
DataNodes。

目次
Hostname

HDFS NameNode クラスター内のホスト名。この値は、の IP アドレスまたはドメインネームサービ
ス (DNS) 名です NameNode。オンプレミスにインストールされたエージェントはこのホスト名を使
用して、 NameNode ネットワーク内のと通信します。

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。

パターン: ^(([a-zA-Z0-9\-]*[a-zA-Z0-9])\.)*([A-Za-z0-9\-]*[A-Za-z0-9])$

必須: はい
Port

NameNode がクライアントリクエストをリッスンするために使用するポート。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 65,536 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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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/datasync-2018-11-09/HdfsNameNode
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/datasync-2018-11-09/HdfsNameNode
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/datasync-2018-11-09/HdfsNameNode
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/datasync-2018-11-09/HdfsNameNode
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LocationFilter
によって返されるリソースのリストを絞り込むことが出来ますListLocations。たとえば、Amazon S3 
のすべてのロケーションを表示するには、"Name": "LocationType""Operator": "Equals"、およ
びを使用してフィルターを作成します"Values": "S3"。

詳細については、「リソースのフィルタリング」を参照してください。

目次
Name

使用されているフィルタの名前。各 API 呼び出しでは、使用可能なフィルタのリストがサポートされ
ています（たとえば、LocationTypeにとってListLocations).

タイプ: 文字列

有効な値:  LocationUri | LocationType | CreationTime

必須: はい
Operator

フィルタ値の比較に使用される演算子 (たとえば、EqualsまたはContains).

タイプ: 文字列

有効な値:  Equals | NotEquals | In | LessThanOrEqual | LessThan | 
GreaterThanOrEqual | GreaterThan | Contains | NotContains | BeginsWith

必須: はい
Values

フィルタする値。たとえば、Amazon S3 ロケーションのみを表示することができます。

型: 文字列の配列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 255 です。

パターン: ^[0-9a-zA-Z_\ \-\:\*\.\\/\?-]*$

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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https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/query-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/datasync-2018-11-09/LocationFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/datasync-2018-11-09/LocationFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/datasync-2018-11-09/LocationFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/datasync-2018-11-09/LocationFilter
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LocationListEntry
ロケーションのリスト内にある単一のエントリを表します。 LocationListEntryListLocationsオペレー
ションが呼び出されると、はロケーションのリストを含む配列を返します。

目次
LocationArn

そのロケーションの Amazon リソースネーム (ARN)。ネットワークファイルシステム (NFS) または 
Amazon EFS の場合、ロケーションはエクスポートパスです。 Amazon S3の場合、ロケーションは、
マウントしてルートとして使用するプレフィックスパスです。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:location/loc-[0-9a-z]{17}$

必須: いいえ
LocationUri

場所の URI のリストを表します。 LocationUriListLocationsオペレーションが呼び出されると、は
ロケーションのリストを含む配列を返します。

フォーマット:TYPE://GLOBAL_ID/SUBDIR。

TYPE はロケーションのタイプ (たとえば、nfsまたはs3) を指定します。

GLOBAL_ID は、ロケーションをバックアップするリソースのグローバルに一意の識別子です。EFS
の例はus-east-2.fs-abcd1234のとおりです。Amazon S3 の例としては、myBucketのようなバ
ケット名があります。NFS の例には、有効な IPv4 アドレスまたはドメインネームサービス (DNS) に
準拠したホスト名があります。

SUBDIR は有効なファイルシステムパスで、*nix の規則に従ってスラッシュで区切られます。NFS お
よび Amazon EFS の場合、ロケーションをマウントするためのエクスポートパスです。 Amazon S3
の場合、マウント先のプレフィックスパスであり、ロケーションのルートとして扱います。

タイプ: 文字列

長さの制限:最大長 4360。

パターン: ^(efs|nfs|s3|smb|hdfs|fsx[a-z0-9-]+)://[a-zA-Z0-9.:/\-]+$

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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https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/API_ListLocations.html
https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/API_ListLocations.html
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/datasync-2018-11-09/LocationListEntry
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/datasync-2018-11-09/LocationListEntry
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/datasync-2018-11-09/LocationListEntry
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NfsMountOptions
が NFS DataSync プロトコルを使用して場所にアクセスする方法を指定します。

目次
Version

NFS DataSync 共有をマウントするときに、が使用する NFS バージョンを指定します。サーバーが指
定されたバージョンの使用を拒否すると、同期は失敗します。

以下のオプションを指定できます。
• AUTOMATIC(デフォルト): NFS バージョン 4.1 DataSync を選択します。
• NFS3: サーバーへの非同期書き込みを可能にするステートレスのプロトコルバージョン。
• NFSv4_0: 委任と擬似ファイルシステムをサポートする、ステートフルファイアウォール対応プロ

トコルバージョン。
• NFSv4_1: セッション、ディレクトリ委任、並列データ処理をサポートする、ステートフルのプロ

トコルバージョン。NFS バージョン 4.1 には、バージョン 4.0 で利用できるすべての機能も含まれ
ています。

Note

DataSync 現在、Amazon FSx for NetApp NetApp ONTAP ロケーションにおいて NFS バー
ジョン 3 のみをサポートしています。

タイプ: 文字列

有効な値:  AUTOMATIC | NFS3 | NFS4_0 | NFS4_1

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、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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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/datasync-2018-11-09/NfsMountOptions
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/datasync-2018-11-09/NfsMountOptions
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OnPremConfig
ネットワークファイルシステム (NFS) のロケーションに使用するエージェントの Amazon リソースネーム 
(ARN) のリスト。

目次
AgentArns

NFS のロケーションに使用するエージェントの ARN。

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 4 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]+:
[0-9]{12}:agent/agent-[0-9a-z]{17}$

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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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/datasync-2018-11-09/OnPremConfig
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Options
AWS DataSync これらのオプションには、ファイル、オブジェクト、 DataSync およびそれらに関連する
メタデータの処理方法が含まれます。また、 DataSync データの整合性を検証する方法を指定したり、タ
スクの帯域幅制限を設定したりすることもできます。

Each task setting has a default value. 必要がない限り、Optionsタスクを開始する前にこれらの設定を行
う必要はありません。

目次
Atime

ファイルの最終読み取りまたは書き込みの日時を示すメタデータを保持するかどうかを指定しま
す。Atimeに設定するとBEST_EFFORT、Atimeすべてのファイルのファイルの元の属性 ( DataSync
タスクをすると、タスクをすると、タスクをを前のバージョン) すべてのファイルの元のファイルファ
イルファイルファイル (タスクをすると、タスクをすると、タスクをを実行するするするするするする
するするするするするするするするするするするするPREPARING

Note

Atimeの動作はプラットフォーム間の完全な標準ではないため、 DataSync はあくまでベス
トエフォートベーシスでこれを行います。

デフォルト値: BEST_EFFORT

BEST_EFFORT: ファイルごとの Atime 値を保持しようとします (推奨)。

NONE: Atime を無視します。
Note

Atime が BEST_EFFORT に設定されている場合は Mtime は PRESERVE に設定する必要があ
ります。
Atime が NONE に設定されている場合は Mtime も NONE に設定する必要があります。

タイプ: 文字列

有効な値:  NONE | BEST_EFFORT

必須: いいえ
BytesPerSecond

DataSync 例えば、 DataSync で最大 1 MB を使用する場合は、この値を1048576 (=1024*1024) に
設定します。

タイプ: ロング

値の範囲: 最小値 は -1 です。

必須: いいえ
Gid

ファイル所有者のPOSIXグループ ID (GID) を指定します。

詳細については、「メタデータのコピー元」を参照してください DataSync。

デフォルト値: INT_VALUE。これにより ID の整数値が保持されます。

INT_VALUE: ユーザー ID (UID) と GID の整数値を保持します (推奨)。
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NONE: UID と GID を無視します。

タイプ: 文字列

有効な値:  NONE | INT_VALUE | NAME | BOTH

必須: いいえ
LogLevel

Amazon Logs DataSync CloudWatch ロググループに公開するログの種類を指定します。ロググルー
プを指定するには、を参照してくださいCloudWatchLogGroupArn。

LogLevelに設定した場合OFF、ログは公開されません。 BASIC転送された個々のファイルのエラー
に関するログを公開します。 TRANSFERは、転送され整合性をチェックされたすべてのファイルまた
はオブジェクトのログを公開します。

タイプ: 文字列

有効な値:  OFF | BASIC | TRANSFER

必須: いいえ
Mtime

PREPARING このオプションすると、

デフォルト値: PRESERVE

PRESERVE: 元の Mtime を保持します (推奨)

NONE: Mtime を無視します。

Note

Mtime が PRESERVE に設定されている場合は Atime は BEST_EFFORT に設定する必要があ
ります。
Mtime が NONE に設定されている場合は Atime も NONE に設定する必要があります。

タイプ: 文字列

有効な値:  NONE | PRESERVE

必須: いいえ
ObjectTags

オブジェクトストレージシステム間で転送するときに、オブジェクトタグを維持するかどうかを指定
します。 DataSync NONE

デフォルト値: PRESERVE

型: 文字列

有効な値:  PRESERVE | NONE

必須: いいえ
OverwriteMode

宛先のデータを上書きするか保存するかを指定します。に設定するとNEVER、送信先とでソースファ
イルに置き換えられません (送信先とで異なる場合でも) 送信先のファイルを変更してファイルを同期
する場合は、この値を使うことで、変更が上書きされないように保護できます。
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一部のストレージクラスには、Amazon S3 ストレージコストに影響する特定の動作があります。詳
細については、で Amazon S3 ストレージクラスを使用する場合の考慮事項」を参照してください 
DataSync。

タイプ: 文字列

有効な値:  ALWAYS | NEVER

必須: いいえ
PosixPermissions

ファイルの読み取り、書き込み、実行などの特定の目的でファイルにアクセスできるユーザーまたは
グループを指定します。

詳細については、「メタデータのコピー元」を参照してください DataSync。

デフォルト値: PRESERVE

PRESERVE: POSIX スタイルのアクセス許可を保持します (推奨)。

NONE: アクセス許可を無視します。

Note

AWS DataSync は、ソースのロケーションの現存のアクセス許可を保持できます。

タイプ: 文字列

有効な値:  NONE | PRESERVE

必須: いいえ
PreserveDeletedFiles

ソース内に存在しない送信先内のファイルを保持するかどうかを指定します。このオプション
は、Amazon S3 のストレージコストに影響する場合があります。タスクでオブジェクトを削除す
ると、特定のストレージクラスに対して最小ストレージ期間料金が発生する可能性があります。詳
細については、で Amazon S3 ストレージクラスを使用する場合の考慮事項」を参照してください 
DataSync。

デフォルト値: PRESERVE

PRESERVE: 送信先ファイルを無視します (推奨)。

REMOVE: ソース内に存在しない送信先ファイルを削除します。

Note

このパラメータをに設定するとREMOVE、TransferModeに設定できませんALL。すべての
データを転送すると、 DataSync 宛先の場所がスキャンされず、何を削除すればよいかわか
りません。

タイプ: 文字列

有効な値:  PRESERVE | REMOVE

必須: いいえ
PreserveDevices

DataSync ブロックおよびキャラクターデバイスのメタデータをソースに保存すべきどうかか、ま
た、そのデバイス名とメタデータを使用して送信先にファイルを再作成するかどうかを指定します。 
DataSync は、そのようなデバイスの名前とメタデータのみをコピーします。
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Note

DataSync これらのデバイスの実際のコンテンツをコピーすることはできません。 end-of-file

デフォルト値: NONE

NONE: 特定のデバイスを無視する (推奨)。

PRESERVE: キャラクターとブロックデバイスのメタデータを保持します。このオプション
は、Amazon EFS では現在サポートされていません。

タイプ: 文字列

有効な値:  NONE | PRESERVE

必須: いいえ
SecurityDescriptorCopyFlags

SMB セキュリティ記述子のどのコンポーネントをソースオブジェクトから送信先オブジェクトにコ
ピーするかを指定します。

この値は、Windows ファイルサーバーロケーションの場合は SMB と Amazon FSx for Windows File 
Serverの 2 つの FSx for Windows File Server のみ使用されます。詳細については、「 DataSync メタ
データの処理方法」を参照してください。

デフォルト値: OWNER_DACL

OWNER_DACL: コピーされたオブジェクトごとに、 DataSync 次のメタデータをコピーします。
• オブジェクトの所有者
• NTFS 任意アクセスリスト (DACL): オブジェクトへのアクセスを許可するかどうかを決定するアク

セスコントロールリスト (DACLs)

DataSync このオプションでは、NTFS システムアクセス制御リスト (SACL) をコピーしません。

OWNER_DACL_SACL: コピーされたオブジェクトごとに、 DataSync 次のメタデータをコピーします。
• オブジェクトの所有者
• NTFS 任意アクセスリスト (DACL): オブジェクトへのアクセスを許可するかどうかを決定するアク

セスコントロールリスト (DACLs)
• SACL は、セキュリティで保護されたオブジェクトへのアクセスの試みをログに記録するために使

用する SACL です。

SACL をコピーするには、SMB DataSync ロケーションへのアクセスに使用する Windows ユーザー
に追加のアクセス許可を付与する必要があります。ファイル、フォルダ、およびメタデータに対す
る十分なアクセス許可を確保するためのユーザーの選択については、ユーザーを参照してくださ
い。

NONE: SMB セキュリティ記述子コンポーネントはコピーされません。宛先オブジェクトは、宛先の場
所にアクセスするために提供されたユーザーが所有します。DACLs と SACLs は、送信先サーバーの
設定に基づいて設定されます。

タイプ: 文字列

有効な値:  NONE | OWNER_DACL | OWNER_DACL_SACL

必須: いいえ
TaskQueueing

Specifies whether tasks should be queued before executing the tasks. ENABLEDデフォルトすると、
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同じエージェントを使用して複数のタスクを実行すると、タスクを連続で実行することができます。
詳細については、「キュータスクの実行」を参照してください。

タイプ: 文字列

有効な値:  ENABLED | DISABLED

必須: いいえ
TransferMode

DataSync ソースと送信先とで異なるデータとメタデータのみを転送するか、または、送信先と比較す
ることなく、ソースからすべてのコンテンツを転送するかどうかを決定します。

CHANGED: DataSync 新しいコンテンツまたは異なるコンテンツのデータまたはメタデータのみを、
ソースから送信先と比較します。

ALL: DataSync ソースのすべてのコンテンツを送信先にコピーします (送信先と比較することなく)

タイプ: 文字列

有効な値:  CHANGED | ALL

必須: いいえ
Uid

ファイル所有者のPOSIXユーザー ID (UID) を指定します。

詳細については、「メタデータのコピー元」を参照してください DataSync。

デフォルト値: INT_VALUE。これにより ID の整数値が保持されます。

INT_VALUE: UID とグループ ID (GID) の整数値を保持します (推奨)。

NONE: UID と GID を無視します。

タイプ: 文字列

有効な値:  NONE | INT_VALUE | NAME | BOTH

必須: いいえ
VerifyMode

DataSync 転送中にデータの整合性を確認する方法とタイミングを指定します。

デフォルト値: POINT_IN_TIME_CONSISTENT

ONLY_FILES_TRANSFERRED(推奨): DataSync ソースロケーションで転送されたファイルとメタデー
タのチェックサムを計算します。転送の最後に DataSync 、このチェックサムを宛先のファイルで計
算されたチェックサムと比較します。

S3 Glacier Flexible Retrieval または S3 Glacier Deep Archive ストレージクラスに転送する場合は、こ
のオプションをお勧めします。詳細については、「Amazon S3 ロケーションでのストレージクラスの
考慮事項」を参照してください。

POINT_IN_TIME_CONSISTENT: 転送の最後に、 DataSyncソースと送信先とでソースと送信先とで完
全に同期していることを確認します。

このオプションは、S3 Glacier Flexible Retrieval または S3 Glacier Deep Archive ストレージクラスに
転送する場合には使用できません。詳細については、「Amazon S3 ロケーションでのストレージクラ
スの考慮事項」を参照してください。
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NONE: は、 DataSync 転送の終了時に追加の検証を実行しません。すべてのデータ転送は、引き続き
転送中にチェックサム検証によって整合性がチェックされます。

タイプ: 文字列

有効な値:  POINT_IN_TIME_CONSISTENT | ONLY_FILES_TRANSFERRED | NONE

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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PrivateLinkConfig
エージェントが VPC 内の IP アドレスにアクセスするために使用する VPC エンドポイント、サブネッ
ト、およびセキュリティグループ（Virtual Private Cloud）。

目次
PrivateLinkEndpoint

のIP アドレスにアクセスできるエージェント用に設定されたプライベートエンドポイン
トPrivateLink。このエンドポイントで設定されたエージェントは、パブリックインターネット経由で
アクセスできません。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 7 です。最大長は 15 です。

パターン: \A(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[0-1]?\d?\d))
{3}\z

必須: いいえ
SecurityGroupArns

VPC でアクティブ化されたエージェント、または VPC エンドポイントにアクセスできるエージェ
ントをホストする EC2 リソースに設定されているセキュリティグループの Amazon リソースネーム 
(ARNs)。

型: 文字列の配列

配列メンバー: 定数は 1 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:security-group/.*$

必須: いいえ
SubnetArns

VPC でアクティブ化されたエージェント、または VPC エンドポイントにアクセスできるエージェン
トに設定されたサブネットの Amazon リソースネーム(ARNs)。

型: 文字列の配列

配列メンバー: 定数は 1 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):ec2:[a-z\-0-9]*:[0-9]
{12}:subnet/.*$

必須: いいえ
VpcEndpointId

エージェントに設定された VPC エンドポイントの ID。VPC エンドポイントで設定されたエージェン
トは、パブリックインターネット経由でアクセスできません。

タイプ: 文字列
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パターン: ^vpce-[0-9a-f]{17}$

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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QopConfiguration
保護の品質 (QOP) 構成では、Hadoop Distributed File System (HDFS) クラスターで構成されたリモートプ
ロシージャ呼び出し (RPC) とデータ転送のプライバシー構成を指定します。

目次
DataTransferProtection

HDFS クラスターで設定されたデータ転送保護設定。この設定は、 Hadoop クラス
ターdfs.data.transfer.protectionファイルのhdfs-site.xml設定に対応しています。

タイプ: 文字列

有効な値:  DISABLED | AUTHENTICATION | INTEGRITY | PRIVACY

必須: いいえ
RpcProtection

HDFS クラスターで設定された RPC 保護設定。この設定は、 Hadoop クラス
ターhadoop.rpc.protectionファイルのcore-site.xml設定に対応しています。

タイプ: 文字列

有効な値:  DISABLED | AUTHENTICATION | INTEGRITY | PRIVACY

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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S3Config
Amazon S3 バケットへのアクセスに使用される AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの 
Amazon リソースネーム (ARN)。

ロールの使用に関する詳細は、 AWS DataSyncユーザーガイド の「Amazon S3 の場所の作成」を参照し
てください。

目次
BucketAccessRoleArn

S3 バケットにアクセスするための IAM ロールの ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 2,048 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):iam::[0-9]
{12}:role/.*$

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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SmbMountOptions
AWS DataSync が SMB ファイルサーバーにアクセスするために使用する Server Message Block (SMB) プ
ロトコルのバージョンを指定します。

内容
Version

デフォルトでは、SMB ファイルサーバーとのネゴシエーションに基づいて SMB DataSync プロトコ
ルバージョンを自動的に選択します。特定の SMB DataSync バージョンを使用するように設定するこ
ともできますが、これは SMB DataSync ファイルサーバーとの自動ネゴシエーションに問題がある場
合にのみ行うことをお勧めします。

これらは、SMB バージョンを構成するには、次のオプションがあります。
• AUTOMATIC(デフォルト): DataSync SMB ファイルサーバは、相互にサポートする SMB の最新バー

ジョンを 2.1 から 3.1.1 の間でネゴシエートします。

これが推奨されるオプションです。代わりに、ファイルサーバーがサポートしていない特定のバー
ジョンを選択すると、Operation Not Supported エラーが表示されることがあります。

• SMB3: プロトコルネゴシエーションを SMB バージョン 3.0.2 のみに制限します。
• SMB2: プロトコルネゴシエーションを SMB バージョン 2.1 のみに制限します。
• SMB2_0: プロトコルネゴシエーションを SMB バージョン 2.0 のみに制限します。
• SMB1: プロトコルネゴシエーションを SMB バージョン 1.0 のみに制限します。

Note

SMB1このオプションは、Amazon FSx for NetApp ONTAP ロケーションを作成する場合に
は使用できません。

型: 文字列

有効な値:  AUTOMATIC | SMB2 | SMB3 | SMB1 | SMB2_0

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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TagListEntry
AWSリソースに適用された単一のタグを表すキーと値のペア。

目次
Key

AWSリソースタグの鍵。

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-Z0-9\s+=._:/-]+$

必須: はい
Value

AWSリソースタグの値。

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-Z0-9\s+=._:@/-]+$

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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TaskExecutionListEntry
タスク実行のリスト内にある単一のエントリを表します。
TaskExecutionListEntryListTaskExecutionsオペレーションが呼び出されると、タスクに関連する呼
び出しのリストを含む配列を返します。

目次
Status

タスク実行のステータス。

タイプ: 文字列

有効な値:  QUEUED | LAUNCHING | PREPARING | TRANSFERRING | VERIFYING | SUCCESS 
| ERROR

必須: いいえ
TaskExecutionArn

実行されたタスクの Amazon リソースネーム(ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]*:
[0-9]{12}:task/task-[0-9a-f]{17}/execution/exec-[0-9a-f]{17}$

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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https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/API_ListTaskExecutions.html
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TaskExecutionResultDetail
TaskExecutionオペレーションの詳細な結果について説明します。この結果には、各フェーズの経過時
間（ミリ秒）、タスク実行のステータス、および発生したエラーが含まれます。

目次
ErrorCode

タスクの実行中に AWS DataSync で発生したエラー。このエラーコードを使用すると、問題のトラブ
ルシューティングに役立ちます。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
ErrorDetail

タスクの実行中に発生したエラーの詳細な説明。この情報は、問題のトラブルシューティングに役立
てることができます。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
PrepareDuration

準備フェーズでかかった合計時間 AWS DataSync(ミリ秒)。

が検証フェーズでかかった合計時間 (ミリ秒)。

有効な範囲: 最小値 は 0 です。

必須: いいえ
PrepareStatus

準備フェーズのステータス。

タイプ: 文字列

有効な値:  PENDING | SUCCESS | ERROR

必須: いいえ
TotalDuration

AWS DataSyncがソースから送信先の場所までファイルを転送した合計時間 (ミリ秒)。

タイプ: ロング

有効な範囲: 最小値 は 0 です。

必須: いいえ
TransferDuration

AWS DataSyncが転送フェーズでかかった合計時間 (ミリ秒)。

タイプ: ロング

有効な範囲: 最小値 は 0 です。

必須: いいえ
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TransferStatus

転送フェーズのステータス。

タイプ: 文字列

有効な値:  PENDING | SUCCESS | ERROR

必須: いいえ
VerifyDuration

AWS DataSyncが検証フェーズでかかった合計時間 (ミリ秒)。

タイプ: ロング

有効な範囲: 最小値 は 0 です。

必須: いいえ
VerifyStatus

検証中フェーズのステータス。

タイプ: 文字列

有効な値:  PENDING | SUCCESS | 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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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/datasync-2018-11-09/TaskExecutionResultDetail
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/datasync-2018-11-09/TaskExecutionResultDetail
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TaskFilter
API フィルタを使用して、ListTasksによって返されるリソースのリストを絞り込むことが出来ます。
たとえば、あるソースロケーション上のあるすべてのタスクを検索するには、ListTasksにフィルタ
名LocationId、Operator Equalsにロケーションの ARN を使用します。

詳細については、「 DataSync リソースのフィルタリング」を参照してください。

目次
Name

使用されているフィルタの名前。各 API 呼び出しでは、使用可能なフィルタのリストがサポートされ
ています。たとえば、ListTasks の LocationId を設定します。

タイプ: 文字列

有効な値:  LocationId | CreationTime

必須: はい
Operator

フィルタ値の比較に使用される演算子 (たとえば、EqualsまたはContains).

タイプ: 文字列

有効な値:  Equals | NotEquals | In | LessThanOrEqual | LessThan | 
GreaterThanOrEqual | GreaterThan | Contains | NotContains | BeginsWith

必須: はい
Values

フィルタリングする値。たとえば、特定の送信先のタスクのみを表示できます。

型: 文字列の配列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 255 です。

パターン: ^[0-9a-zA-Z_\ \-\:\*\.\\/\?-]*$

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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https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/query-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/datasync-2018-11-09/TaskFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/datasync-2018-11-09/TaskFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/datasync-2018-11-09/TaskFilter
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/datasync-2018-11-09/TaskFilter
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TaskListEntry
タスクのリスト内にある単一のエントリを表します。 TaskListEntryListTasksオペレーションが呼び出
されると、タスクのリストを含む配列を返します。タスクには、同期するソースおよび送信先ファイルシ
ステム、およびタスクに使用するオプションが含まれます。

目次
Name

タスクの名前。

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-Z0-9\s+=._:@/-]+$

必須: いいえ
Status

タスクのステータス。

タイプ: 文字列

有効な値:  AVAILABLE | CREATING | QUEUED | RUNNING | UNAVAILABLE

必須: いいえ
TaskArn

タスクの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^arn:(aws|aws-cn|aws-us-gov|aws-iso|aws-iso-b):datasync:[a-z\-0-9]*:
[0-9]{12}:task/task-[0-9a-f]{17}$

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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TaskSchedule
タスクの繰り返しの実行に使用するスケジュールを指定します。詳細については、「Schedule 
Expressions for Rules」を参照してください。

目次
ScheduleExpression

ソースから送信先へのスケジュール済みの転送をAWS DataSyncが開始する時期を指定する Cron 式。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: ^[a-zA-Z0-9\ \_\*\?\,\|\^\-\/\#\s\(\)\+]*$

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

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。

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。
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/ScheduledEvents.html
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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
RequestExpired

リクエストの日付スタンプの 15 分以上後またはリクエストの有効期限 (署名付き URL の場合など) の 
15 分以上後に、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
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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

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。署名バージョン 4 の詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWSAPI リクエストへの署名」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 リクエストを作成する」を参照してくだ
さい。
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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「AWSAPI リクエスト署名の要素」を参照して
ください。

タイプ: 文字列

必須: 条件による
X-Amz-Security-Token

AWS Security Token Service(AWS STS) を呼び出して取得された一時的セキュリティトークン。から
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AWS STS、「IAM ユー
ザーガイド」の「IAM と連携するサービス」を参照してくださいAWS のサービス。

条件:からの一時的なセキュリティ認証情報を使用する場合AWS STS、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
の指定の詳細については、IAM ユーザーガイドの「署名付きAWS API リクエストを作成する」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
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ドキュメント履歴
次の表は、AWS DataSync ドキュメントへの重要な追加項目をまとめたものです。また、お客様からいた
だいたフィードバックに対応するために、ドキュメントを頻繁に更新しています。

このドキュメントの更新に関する通知を受けるには、「RSS フィード」にサブスクライブできます。

変更 説明 日付

Microsoft Azure Blob ストレー
ジサポートのパブリックプレ
ビューリリース

AWS DataSyncMicrosoft Azure 
Blob ストレージからオブジェク
トを転送できるようになりまし
た。

2022 年 3 月 29 日

新しい IAM ポリシー DataSync ディスカバリー機能を
サポートするには、 DataSync 
という名前のサービスにリ
ンクされたロールを使用しま
すAWSServiceRoleForDataSyncDiscovery。

2023 年 3 月 21 日

新規AWS リージョン AWS DataSyncが、アジアパシ
フィック (ハイデラバード)、欧
州 (スペイン)、欧州 (チューリッ
ヒ)、欧州 (チューリッヒ)AWS 
リージョン の各リージョンで利
用できるようになりました。

2023 年 2 月 6 日

タスク実行でのタグの使用 AWS DataSyncタスク実行にタグ
付けできるようになりました。

2022 年 12 月 16 日

S3 Glacier Instant Retrieval の
Support

S3 Glacier Instant Retrieval スト
レージクラスに直接オブジェクト
を転送できるようになりました。

2022 年 12 月 16 日

オブジェクトシステムメタデー
タのコピー

AWS DataSyncオブジェクトスト
レージシステムと Amazon S3 間
の転送時にシステムメタデータを
コピーできるようになりました。

2022 年 12 月 16 日

新規AWS リージョン AWS DataSyncが中国 (北京) お
よび中国 (北京) および中国 (北
京) および中国 (北京) および中国 
(北京) および中国 (北京) および

2022 年 12 月 14 日

新規AWS リージョン AWS DataSyncが、中東 (UAE) 
リージョンで利用可能になりまし
た。

2022 年 11 月 16 日

オブジェクトストレージロケー
ションでの自己署名証明書の
Support

AWS DataSync自己署名証明書ま
たはプライベート証明書を使用す
るオブジェクトストレージの場所
に接続できます。

2022 年 10 月 25 日

データ圧縮情報を取得 AWS DataSyncは、圧縮が適用さ
れた後にネットワーク経由で転送
された物理的なバイト数を提供で
きます。

2022 年 10 月 25 日
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AWS DataSyncディスカバリーの
パブリックプレビューリリース

DataSync Discoveryを使用する
と、への移行を迅速に行うことが
できますAWS。

2022 年 9 月 21 日

Google Cloud Storage へ、また
は Google Cloud Storage から
データを移行するための新しい
オプション

Google CloudAWS DataSync に
エージェントをデプロイすること
で、Google Cloud Storage との
間でデータを転送できます。

2022 年 7 月 21 日

NetApp ONTAP ファイルシステ
ム用 Amazon FSx のSupport

AWS DataSyncでは、FSx for 
ONTAP ファイルシステムとの間
でファイルやフォルダの転送がで
きるようになりました。

2022 年 6 月 28 日

Amazon EFS ロケーションの新
しいセキュリティオプション

AWS DataSyncTLS、アクセスポ
イント、IAM ロールを使用して 
Amazon EFS ファイルシステム
にアクセスできます。

2022 年 5 月 31 日

Google クラウドストレージと 
Azure ファイルへのデータ移行、
または Google ファイルからの
データの移行 (p. 435)

を使用するとAWS 
DataSync、Google クラウドス
トレージと Azure ファイルとの
間でデータを転送できます。詳
細については、「オブジェクト
ストレージ用の場所の作成」と
「SMB 用の場所の作成」を参照
してください。

2022 年 5 月 24 日

AWS DataSync新しいタスク設定 Copy object tags オプションで
は、オブジェクトストレージシス
テム間で転送するときにオブジェ
クトタグを保持するかどうかを指
定できます。

2022 年 5 月 5 日

新規AWS リージョン AWS DataSyncがアジアパシ
フィック (ジャカルタ) リージョ
ンで利用可能になりました。

2022 年 4 月 19 日

Amazon FSx for OpenZFS ファ
イルシステムのSupport

AWS DataSyncでは、FSx for 
OpenZFS ファイルシステムとの
間でファイルやフォルダの転送が
できるようになりました。

2022 年 4 月 5 日

Amazon FSx for Lustre ファイル
システムのSupport

AWS DataSyncでは、FSx for 
Lustre ファイルシステムとの間
でファイルやフォルダの転送がで
きるようになりました。

2021 年 12 月 10 日

Hadoop Distributed File System 
(HDFS) のSupport

AWS DataSyncでは、HDFS クラ
スタとの間でファイルやフォルダ
の転送がサポートされるようにな
りました。

2021 年 11 月 3 日

新規AWS リージョン AWS DataSync 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。

2021 年 7 月 28 日
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AWSストレージサービス間の完
全自動転送

AWS DataSyncは、 DataSync コ
ンソールで数回クリックするだけ
で、FSx for Windows File Server 
Amazon S3、Amazon EFS、FSx 
の間でファイルやオブジェクトを
転送できるようになりました。

2020 年 11 月 9 日

実行中のタスクで使用される
ネットワーク帯域幅の調整

AWS DataSyncこれで、 
DataSync 実行中のタスクで使用
されるネットワーク帯域幅を調整
できるようになりました。これに
より、タスクが複数日にまたがる
場合に、他のユーザーまたはアプ
リケーションへの影響を最小限に
抑えることができます。

2020 年 11 月 9 日

DataSync オンプレミスの仮想マ
シン (VM) 関数のサポートの強化

AWS DataSync エージェント仮
想マシンホストコンソールは、
ローカルコンソールからのエー
ジェントのアクティブ化など、拡
張機能をサポートするようになり
ました。

2020 年 10 月 19 日

AWS DataSync と AWS 
Outpostsの間のデータ転送が可
能に

DataSync は、の Amazon S3 と
の間のオブジェクトの転送がサ
ポートされるようになりました
AWS Outposts。

2020 年 9 月 30 日

API フィルタリングのSupport AWS DataSync
は、ListTasksとListLocations
API 呼び出しのフィルタリングを
サポートし、データ転送元や転
送先などのフィルターを使って、
データ転送タスクの設定を簡単に
取得できるようになりました。

2020 年 8 月 18 日

セルフマネージドオブジェクト
ストレージからのデータコピー
のSupport

AWS DataSync は、セルフマ
ネージドオブジェクトストレージ
と Amazon S3、Amazon Elastic 
File System、または FSx for 
Windows File Server 間のデータ
転送をサポートするようになりま
した。

2020 年 7 月 27 日

Linux カーネルベースの仮想マシ
ン (KVM) と Microsoft Hyper-V ハ
イパーバイザーのSupport

AWS DataSync は、既存の 
VMware および Amazon EC2 オ
プションに加えて、KVM および 
Microsoft Hyper-V 仮想化プラッ
トフォームにオンプレミスエー
ジェントをデプロイできるように
なりました。

2020 年 7 月 1 日
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AWS DataSyncは、Amazon 
CloudWatch Logs の設定の自動
設定が可能に (p. 435)

を使用する場合 DataSync、 
CloudWatch データ転送のログを
発行するのに必要なロググループ
とリソースポリシーを自動的に生
成するオプションが用意され、タ
スクの作成とモニタリングの設定
が簡素化されます。

2020 年 7 月 1 日

AWS DataSync と AWS 
Snowcone (p. 435)の間のデー
タ転送が可能に

DataSync はAWS 
Snowcone、AWS Snow Family
エッジコンピューティングおよ
びデータ転送デバイス最小のメ
ンバーであるとの間のファイル
転送をサポートするようになりま
した。Snowcone は、持ち運び可
能で耐久性に優れ、安全です。小
型で軽量でリュックサックに収ま
り、過酷な環境に耐えることがで
きます。

2020 年 6 月 17 日

新規AWS リージョン AWS DataSyncがアフリカ (ケー
プタウン) および欧州 (ミラノ) 
リージョンで利用可能になりまし
た。

2020 年 6 月 16 日

ファイルレベルのロギングによ
るモニタリング機能を強化

NFS サーバー、SMB サー
バー、Amazon S3 バケッ
ト、Amazon EFS ファイルシ
ステム、FSx for Windows File 
Server ファイルシステムの間で
コピーされたファイルとオブジェ
クトの詳細ログを有効にできるよ
うになりました。

2020 年 4 月 24 日

SMB 共有と Amazon FSx for 
Windows File Server 間のデータ
コピーをSupport

SMB 共有と FSx for Windows 
File Server の間でデータをコ
ピーできるようになりました。

2020 年 1 月 24 日

タスクスケジューリングの
Support

タスクを手動で実行したり、指定
したスケジュールに基づいたタス
クの実行をスケジュールしたりで
きるようになりました。

2019 年 11 月 20 日

新規AWS リージョン AWS DataSyncが、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、欧州 (ストックホ
ルム) リージョン、南米 (サンパ
ウロ) リージョン、およびAWS 
GovCloud (米国東部) リージョン
で利用可能になりました。

2019 年 11 月 20 日

新規AWS リージョン AWS DataSyncがカナダ (中部)、
欧州 (パリ) リージョンで利用可
能になりました。

2019 年 10 月 2 日
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Amazon S3 ストレージクラスの
Support

Amazon S3 ストレージクラスに
直接オブジェクトを転送できるよ
うになりました。

2019 年 9 月 24 日

新規AWS リージョン AWS DataSync が、中東 (バー
レーン) リージョンで利用可能に
なりました。

2019年8月28日

Server Message Block (SMB) 共
有と Amazon S3 または Amazon 
EFS 間のデータコピーをSupport

SMB ファイル共有と Amazon S3 
または Amazon EFS の間でデー
タをコピーできるようになりまし
た。

2019年8月22日

Virtual Private Cloud (VPC) エン
ドポイントの使用のSupport

エージェントと AWS の間にプラ
イベート接続を作成し、プライ
ベートネットワークでタスクを
実行できるようになりました。こ
れにより、ネットワーク経由でコ
ピーされるデータのセキュリティ
が向上します。

2019 年 8 月 5 日

連邦情報処理規格 (FIPS) エンド
ポイントのSupport

FIPS エンドポイントを使用して
エージェントを作成し、タスクを
実行できるようになりました。

2019 年 8 月 5 日

新規AWS リージョン AWS DataSyncAWS GovCloud 
（米国西部）リージョンでご利用
いただけるようになりました。

2019 年 6 月 11 日

フィルタリングのSupport 送信元から送信先にデータを転
送するときに、フィルタを適用し
て、送信元でファイルのサブセッ
トのみを転送できるようになりま
した。

2019 年 5 月 22 日

の初回リリースAWS 
DataSync (p. 435)

AWS DataSync サービスの全般
リリース。

2018 年 11 月 26 日

439

https://docs.aws.amazon.com/atasync/latest/userguide/create-s3-location.html
https://docs.aws.amazon.com/atasync/latest/userguide/create-s3-location.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/datasync.html
https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/working-with-locations.html
https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/working-with-locations.html
https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/working-with-locations.html
https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/datasync-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/datasync-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/choose-service-endpoint.html
https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/choose-service-endpoint.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/datasync.html
https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/filtering.html


AWS DataSync ユーザーガイド

AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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