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AWS Snowballエッジ機能

AWS Snowballエッジとは
AWS Snowball Edge は特定の AWS の機能向けに、オンボードのストレージと処理能力を備えた 
Snowball デバイスです。Snowball Edge は、ローカル環境や AWS クラウド 間のデータ転送だけでなく、
ローカルの処理およびエッジコンピューティングワークロードにも対応できます。

各 Snowball Edge デバイスは、インターネットよりも高速でデータを転送できます。この転送は、アプラ
イアンス内のデータをリージョンのキャリアが配送することで行われます。アプライアンスは頑丈で、E 
Ink 配送ラベルを完備しています。

Snowball Edge デバイスには、[ストレージ最適化]、[コンピューティング最適化]、[GPU によるコン
ピューティング最適化]、[仮想テープのインポート] の 4 つのデバイス構成オプションがありますAWS 
Storage Gateway。このガイドでは、Snowball Edge デバイスとはこのデバイスのすべてのオプションを
指しています。特定の情報がデバイスの 1 つ (あるいは複数) の設定のみに適用される場合 (GPU を使用し
た Snowball Edge にオンボード GPU 周辺機能が用意される詳細など) には、限定して呼び出します。詳細
については、「Snowball Edge デバイスオプション (p. 6)」を参照してください。

トピック
• AWS Snowballエッジ機能 (p. 1)
• Snow Family デバイスを使用するための前提条件 (p. 2)
• AWS SnowballEdge に関連するサービス (p. 4)
• サービスへのアクセス (p. 5)
• AWS Snowball Edge の料金 (p. 5)
• AWS Snowball を初めてお使いになる方向けの情報 (p. 5)
• AWS Snowball Edge デバイスの相違点 (p. 6)

AWS Snowballエッジ機能
Snowball Edge デバイスには次のような特徴があります。

• デバイス用の大容量のストレージ容量とコンピューティング機能。これは、ジョブの作成時に選択する
オプションによって異なります。

• 転送速度が最大 100 ギガビット/秒のネットワークアダプター。
• 暗号化が強制であり、保管中や輸送中のデータを保護します。
• ローカル環境と Amazon S3 の間でデータをインポートまたはエクスポートし、1 つ以上のデバイスでイ

ンターネットを使用せずにデータを物理的に転送できます。
• Snowball Edge デバイスは、それ自体が頑丈なボックスです。デバイスが発送可能になると、組み込み

の E Ink ディスプレイが変化して配送ラベルを表示します。
• Snowball Edge デバイスには、ネットワーク接続を管理し、サービスステータスの情報を取得するため

に使用できるオンボードの LCD ディスプレイが装備されています。
• Snowball Edge デバイスは、ローカルストレージおよびコンピューティングジョブ用にクラスター化で

きます。これにより、3～16 個のデバイスでデータの耐久性を実現し、必要に応じてストレージをロー
カルで拡大または縮小できます。

• ファイルインターフェイスを使用し、ファイル共有または Network File System (NFS) マウントポイン
トを介して、AWS Snowball Edgeデバイスとデータのやりとりができます。

• Kubernetes ワークロードには、Snowball Edge デバイスの Amazon EKS Anywhere を使用できます。
• Snowball Edge デバイスには Amazon S3 および Amazon EC2 と互換性のあるエンドポイントが用意さ

れており、ユースケースをプログラムで実行できます。

1
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Snow Family デバイスを使用するための前提条件

• Snowball Edge デバイスでは、新しい sbe1、sbe-c、および sbe-g インスタンスタイプがサポートさ
れています。このインスタンスタイプでは Amazon マシンイメージ (AMI) を使用してデバイスでコン
ピューティングインスタンスを実行できます。

• Snowball Edge は、データ移行用に次のデータ転送プロトコルをサポートしています。
• NFS
• NFS
• NFS V4.1
• HTTP または HTTPS 経由の Amazon S3 (AWSCLI バージョン 1.16.14 以前と互換性のある API 経由)

Snow Family デバイスを使用するための前提条件
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。

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。
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Snow Family デバイスで Amazon S3 アダプタをインポー
トおよびエクスポートジョブに使用するための前提条件

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。

Snow Family デバイスで Amazon S3 アダプタをイン
ポートおよびエクスポートジョブに使用するための前
提条件
Snow Family デバイスで S3 アダプターを使用して、オンプレミスのデータソースからクラウドへ、また
はクラウドからオンプレミスのデータストレージにデータを移動します。

Note

デバイスを注文するときは、Snow で S3 アダプターを選択する必要があります。このガイドの
「ステップ 2: コンピューティングとストレージのオプションを選択する」を参照してください。

ジョブに関連付けられた Amazon S3 バケットは Amazon S3 標準ストレージクラスを使用する必要があり
ます。最初のジョブを作成する前に、以下の点に留意してください。

Amazon S3 にデータをインポートするジョブについては、以下のステップに従ってください。

• 転送するファイルやフォルダは、Amazon S3 のオブジェクトキーの命名のガイドラインに従って命名さ
れます。このガイドラインを満たしていない名前のファイルやフォルダは、Amazon S3 にインポートさ
れません。

• Amazon S3 にどのデータをインポートするのかをプランニングします。詳細については、「大規模な転
送の計画 (p. 70)」を参照してください。

Amazon S3 からデータをエクスポートする前に、以下のステップに従ってください。

• ジョブの作成時に、エクスポートされるデータを確認します。詳細については、「エクスポート範囲の
使用 (p. 287)」を参照してください。

• ファイル名にコロン (:) を含むファイルがある場合は、Amazon S3 でファイル名を変更してから、これ
らを取得するエクスポートジョブを作成します。ファイル名にコロンが含まれている場合は、ファイル
を Microsoft Windows Server にエクスポートすることはできません。

Snow Family デバイスで Amazon S3 互換ストレージ
を使用するための前提条件
エッジロケーションのデバイスにデータを保存し、そのデータをローカルコンピューティング操作に使用
する場合は、Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージを使用します。データを移行または移
行するにはAWS、エクスポートまたはインポートジョブを設定し、Amazon S3 アダプタを使用します。

Amazon S3 互換ストレージを備えたローカルコンピューティングおよびストレージ用の Snow デバイスを
注文する際は、次の点に注意してください。
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Snow Family デバイスでコンピュート

インスタンスを使用するための前提条件

• Amazon S3 ストレージ容量は、デバイスの注文時に、プロビジョニングします。そのため、デバイスを
注文する前に、ストレージの必要性を検討してください。

• Snow Family デバイスを注文するときではなく、受け取った後にデバイスに Amazon S3 バケットを作
成できます。

• Snow Family デバイスで Amazon S3 互換ストレージを使用するには、最新バージョンの Snowball 
Edge クライアントをダウンロードするかAWS OpsHub、コンピューターにインストールする必要があ
ります。AWS CLI

Snow Family デバイスでコンピュートインスタンスを
使用するための前提条件
コンピューティングインスタンスを使用するジョブの場合、ジョブに任意の AMI を追加する前に、サポー
トされるイメージタイプの AMI をAWS アカウントで所有する必要があります。現在、サポートされてい
る AMI は次のオペレーティングシステムをベースとしています。

• Amazon Linux 2
• CentOS 7 (x86_64) - with Updates HVM
• Ubuntu 16.04 LTS - Xenial (HVM)
• Ubuntu 20.04 LTS-Focal
• Ubuntu 22.04 LTS-ジャミー
• Microsoft Windows Server 2012 R2
• Microsoft Server 2016
• Microsoft Windows Server 2019

Note

Ubuntu 16.04 LTS-Xenial (HVM) イメージはではサポートされなくなりましたが、Amazon EC2 
VM Import /エクスポートを通じて Snowball Edge デバイスで使用したり、AMI でローカルに実行
したりすることは引き続きサポートされています。AWS Marketplace

これらの画像は、から入手できますAWS Marketplace。

SSH を使用して Snowball Edge で実行されているインスタンスに接続している場合は、インスタンスに
接続するためのキーペアが事前に必要です。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「Amazon EC2 キーペアと Linux インスタンス」を参照してください。

デバイスでコンピューティングインスタンスを使用する際の固有の情報については、「Amazon EC2 コン
ピューティングインスタンスの使用 (p. 169)」を参照してください。

AWS SnowballEdge に関連するサービス
AWS Snowball Edgeデバイスは、関連する次のAWSのサービスで使用できます。

• Amazon S3 API オペレーションのサブセットをサポートする Amazon S3 APIAWS を使用して、プログ
ラムによるデータ転送および送信を行います。この役割では、データをお客様に代わってSnowデバイス
に転送し、デバイスをお客様に出荷するか（エクスポートジョブの場合）、AWS空のSnowデバイスを
お客様に出荷し、お客様がオンプレミスのソースからデバイスにデータを転送して返送しますAWS（イ
ンポートジョブの場合）」AWS

• Snow ファミリーデバイスの Amazon S3 互換ストレージ — Amazon EC2、Amazon EKS Anywhere on 
Snow などのコンピューティングサービスのデータニーズをサポートするために使用します。この機能
は Snowball Edge のコンピューティング最適化デバイスで利用でき、Amazon S3 API セットが拡張さ

4

http://aws.amazon.com/marketplace/pp/B08Q76DLTM
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/B00O7WM7QW
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-iftkyuwv2sjxi
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-f2if34z3a4e3i
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-g3y27m7b55tag
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-fsarquezghuic
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-bd6o47htpbnoe
http://aws.amazon.com/marketplace
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-key-pairs.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-key-pairs.html


AWS Snowball Edge 開発者ガイド
サービスへのアクセス

れ、3 ～ 16 ノードの柔軟なクラスター設定による耐障害性の向上、ローカルバケット管理、ローカル通
知などの機能が提供されます。

• Amazon EC2 - Amazon EC2 API オペレーションのサブセットをサポートする Amazon EC2 と互換性の
あるエンドポイントを使用して、Snowball Edge デバイスでコンピューティングインスタンスを実行し
ます。AWS で Amazon EC2 を使用する方法の詳細については、Amazon EC2 Linux インスタンスの開
始方法を参照してください。

• Amazon EKS Anywhere on Snow — スノーファミリーのデバイスで Kubernetes クラスターを作成して
運用できます。AWS雪が降っているAmazon EKS Anywhere を使う (p. 243) を参照してください。

• AWS Lambdaを搭載したAWS IoT Greengrass-AWS Snowball Edge デバイスで実行された Amazon S3 
ストレージアクションに基づいて Lambda 関数を呼び出します。これらの Lambda 関数は、ジョブの作
成時にAWS Snowball Edgeデバイスに関連付けられます。Lambda の使用方法の詳細については、AWS 
Lambda デベロッパーガイドを参照してください。

• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) - EC2 インスタンスで使用するためのブロックレベルのスト
レージボリュームを提供します。詳細については、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) を参照し
てください。

• AWS Identity and Access Management (IAM) - このサービスを使用して、AWS リソースへのアクセスを
安全に制御します。詳細については、IAM とはを参照してください。

• AWS Security Token Service (AWS STS) - IAM ユーザーまたは認証するユーザー (フェデレーティッド
ユーザー) に対して、権限が制限された一時的な認証情報をリクエストします。詳細については、「IAM 
の一時的セキュリティ認証情報」を参照してください。

• Amazon EC2 Systems Manager - このサービスを使用して、AWS のインフラストラクチャを表示およ
び制御します。詳細については、AWS Systems Manager とはを参照してください。

サービスへのアクセス
AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール またはジョブ管理 API のいずれかを使用して、ジョブを
作成、管理できます。ジョブ管理 API の詳細については、AWS Snowball のジョブ管理 API リファレン
スを参照してください。

AWS Snowball Edgeデバイスへのアクセス
Snowball Edge デバイスをオンサイトに移動したら、LCD 画面を使用して IP アドレスでデバイスを設
定し、Snowball Edge クライアントまたはを使用してデバイスのロックを解除できますAWS OpsHub for 
Snow Family。次に、データ転送またはエッジコンピューティングタスクを実行できます。詳細について
は、「AWS Snowball Edge デバイスの使用 (p. 117)」を参照してください。

AWS Snowball Edge の料金
サービスやそのデバイスに関連する料金については、AWS Snowball Edgeの料金を参照してください。

AWS Snowball を初めてお使いになる方向けの情報
AWS Snow Family サービスを初めて使用する方は、次のセクションを順を追って読むことをお勧めしま
す。

1. デバイスタイプとオプションの詳細については、AWS Snowball Edge デバイスの相違点 (p. 6) を参
照してください。

2. ジョブのタイプに関する詳細ついては、「AWS Snowball Edge ジョブについて (p. 282)」を参照して
ください。
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3. AWS Snowball Edgeデバイスの使用方法のエンドツーエンドの概要については、を参照してくださ
いAWS Snowballエッジの仕組み (p. 10)。

4. 始める準備ができたら、「使用開始 (p. 38)」を参照してください。
5. デバイスでのコンピューティングインスタンスの使用方法については、「Amazon EC2 コンピューティ

ングインスタンスの使用 (p. 169)」を参照してください。

AWS Snowball Edge デバイスの相違点
このガイドには、Snowball Edge デバイスに関するドキュメントが含まれています。これらのデバイスを
使用すると、Amazon S3 との間で大量のデータをを移動できます。これらのデバイスは、ジョブ管理 API
またはAWS Snow ファミリーコンソールを使用して注文できます。よくある質問と料金の情報について
は、AWS Snowball を参照してください。

トピック
• Snowball Edge デバイスオプション (p. 6)
• AWS Snow ファミリーのユースケースの違い (p. 7)
• AWS Snow ファミリーのツールの相違点 (p. 8)

Snowball Edge デバイスオプション
Snowball Edge デバイスでは、デバイスを設定する際に次の 3 つのオプションが利用できます。

• Snowball Edge Storage Optimized (データ転送用) - この Snowball Edge デバイスオプションでは、100 
TB (80 TB 使用可能) のストレージ容量を利用できます。

• Snowball Edge Storage Optimized デバイスオプション-この Snowball Edge デバイスオプションでは、
最大 80 TB の使用可能なストレージスペース、24 個の vCPUs、コンピューティング機能専用の 32 GB 
のメモリ容量、32 GB のメモリを搭載しています。また、Amazon EC2 AMI にアタッチされたブロック
ボリューム用に、1 TB の追加の SSD ストレージ容量も用意されています。

• Snowball Edge Compute Optimized — この Snowball Edge デバイス (AMD EPYC 第 2 世代搭載) は、最
大 104 個の vCPUs、416 GB のメモリ、28 TB のコンピューティングインスタンス専用の NVMe SSD 
を搭載し、最も多くのコンピューティング機能を備えています。

Snowball Edge Compute Optimized (AMD EPYC Gen 1 搭載) には、最大 52 個の vCPUs、208 GB のメ
モリ、42 TB のストレージスペース、コンピューティングインスタンス専用の 7.68 TB のストレージス
ペース、7.68 TB のストレージスペース、コンピューティングインスタンス専用の 7.68 TB のストレー
ジスペース、7.68 TB のストレージ容量の NVMe SSD を搭載しています。

• Snowball Edge Compute Optimized (AMD EPYC Gen1 搭載) オプションと同じで、グラフィックプロ
セッシングユニット (GPU) を搭載しています。GPU は P3 Amazon EC2 インスタンスタイプで使用可
能なものと同等です。

これらの 3 つのオプションのコンピューティング機能の詳細については、「Amazon EC2 コンピューティ
ングインスタンスの使用 (p. 169)」を参照してください。ここでは、Job 作成とディスク容量の違い (テ
ラバイト単位) について説明します。

Note

このガイドで Snowball Edge デバイスと表記されている場合、デバイスのすべてのオプションの
バリエーションを指しています。特定の情報がデバイスの 1 つ (あるいは複数) の設定のみに適
用される場合は (GPU を使用する Snowball Edge Compute Optimized オプションのオンボード 
GPU 周辺機能の詳細など)、明確に表記されています。

次の表は、さまざまなデバイスオプションの違いをまとめたものです。ハードウェアの仕様については、
「AWS SnowballEdge デバイスの仕様 (p. 14)」を参照してください。
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  Snowball Edge 
Storage Optimized 
(データ転送用)

Snowball Edge 
Storage Optimized 
(EC2 コンピュー
ティング機能搭載)

AMD EPYC Gen 
2 および NVMe を
搭載し、Snowball 
Edge Compute 
Optimized

AMD EPYC 
Gen1、HDD、お
よびオプションの 
GPU でSnowball 
Edge Compute 
Optimized

CPU AMD Naples、32 
コア、3.4 Ghz

Intel Xeon D プ
ロセッサ、16 コ
ア、1.8 Ghz

AMD ローマ、64 
コア、2 ギガヘル
ツ

AMD Naples、32 
コア、3.4 Ghz

vCPUs 40 24 104 52

使用可能メモリ 80 TB 32 GB 416 ギガバイト 208 GB

セキュリティカー
ド

はい はい はい はい

GPU (オプション) なし なし なし NVidia V100

SSD   1 TB SATA 28 TB NVMe 7.68 TB NVMe

使用可能な HDD 80 TB 80 TB   39.5 TB 使用可能

ネットワークイン
ターフェイス

• 2x 10 Gbit – 
RJ45

• 1x 25 Gbit – 
SFP28

• 1x 100 Gbit – 
QSFP28

• 1x 10 Gbit – 
RJ45

• 1x 25 Gbit – 
SFP28

• 1x 40 Gbit – 
QSFP+

• 2x 10 Gbit – 
RJ45

• 1x 25 Gbit – 
SFP28

• 1x 100 Gbit – 
QSFP28

• 2x 10 Gbit – 
RJ45

• 1x 25 Gbit – 
SFP28

• 1x 100 Gbit – 
QSFP28

物理的セキュリ
ティ機能

• 隠し磁気スク
リュー

• 侵入スイッチ
• NFC タグ
• 改ざん防止イン

サート
• 改ざん検出のた

めの Android ア
プリ

• GPS と携帯電話
• コンフォーマル

コーティング

• 隠し磁気スク
リュー

• 改ざん防止イン
サート

• コンフォーマル
コーティング

• 隠し磁気スク
リュー

• 侵入スイッチ
• NFC タグ
• 改ざん防止イン

サート
• 改ざん検出のた

めの Android ア
プリ

• GPS と携帯電話
• コンフォーマル

コーティング

• 隠し磁気スク
リュー

• 侵入スイッチ
• NFC タグ
• 改ざん防止イン

サート
• 改ざん検出のた

めの Android ア
プリ

• GPS と携帯電話
• コンフォーマル

コーティング

AWS Snow ファミリーのユースケースの違い
次の表は、異なる AWS Snow Family デバイスのさまざまなユースケースを示しています。

ユースケース Snowball Edge AWS Snowcone

データを Amazon S3 に
インポートする

✓ ✓
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ツールの相違点

ユースケース Snowball Edge AWS Snowcone

Amazon S3 からエクス
ポートする

✓  

耐久性のあるローカル
ストレージ

✓  

AWS Lambda でのロー
カルコンピューティン
グ

✓  

ローカルコンピュー
ティングインスタンス

✓ ✓

デバイスのクラスター
内の耐久性のある 
Amazon S3 ストレージ

✓  

AWS IoT Greengrass 
(IoT) での使用

✓  

NFS を介しての GUI に
よるファイル転送

✓ ✓

GPU ワークロード ✓  

Note

GPU のサポートが必要なワークロードでは、GPU を使用する Snowball Edge Compute 
Optimized オプションが必要です。

AWS Snow ファミリーのツールの相違点
以下は、Snow Family デバイスで使用されるさまざまなツールと、使用方法の概要です。

Snowball Edge のツール
AWS OpsHub for Snow Family

• Snow Family デバイスで、デバイスやローカルAWSサービスを管理するため
に使用できるユーザーフレンドリーなツール、、、、AWS OpsHub for Snow 
Family、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、クライアントコンピュータでを使用し
てAWS OpsHub、単一デバイスまたはクラスター化されたデバイスのロック解除と設定、ファイルの転
送、Snow Family デバイスで実行中のインスタンスの起動と管理、といったタスクを実行できます。詳
細については、AWS OpsHub for Snow Family を使用した Snowball デバイスの管理を参照してくださ
い。

Snowball Edge の Snowball Edge クライアント

• AWS Snowball Edgeリソースページから Snowball Edge クライアントをダウンロードして、コンピュー
タにインストールします。

• Snowball Edge クライアントを使用して、Snowball Edge または Snowball Edge デバイスのクラスター
のロックを解除します。詳細については、「Snowball Edge クライアントの使用 (p. 118)」を参照して
ください。

• Snowball Edge クライアントでは、データ転送は行いません。

8
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Snowball Edge の Amazon S3 Adapter

• データ転送には Amazon S3 アダプタを使用してください。エッジコンピューティングの運用に
は、Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージを使用してください。Snow ファミリーデバイ
スの Amazon S3 互換ストレージをご覧ください。

• エクスポートジョブまたはインポートジョブ専用のデフォルトで Snowball Edge にインストールされて
います。ダウンロードまたはインストールする必要はありません。

• Snowball Edge との間でデータを転送できます。詳細については、「データ移行用の Amazon S3 アダ
プタを使用したファイル転送 (p. 139)」を参照してください。

• データをデバイスに転送している間に、Snowball Edge のデータを暗号化します。

Snowball Edge のファイルインターフェイス

• これは、デフォルトで Snowball Edge にインストールされています。ダウンロードまたはインストール
する必要はありません。

• easy-to-configure NFS マウントポイントを介し、合計サイズが 150 GB までの複数のファイルをドラッ
グアンドドロップして、コンピュータから Snowball Edge のバケットまでデータを転送できます。
詳細については、「ファイルインターフェイスを使用した Snowball Edge デバイスへのファイルの転
送 (p. 150)」を参照してください。

• データをデバイスに転送している間に、Snowball Edge のデータを暗号化します。

Snowball Edge の AWS IoT Greengrass コンソール

• Snowball Edge では、AWS IoT Greengrass コンソールを使用して Snowball Edge で実行されている 
AWS IoT Greengrass グループとコアを更新できます。

Snowball Edge に付属するアイテム
以下に、Snowball Edge デバイスで使用されるネットワークアダプタ、使用されるケーブル、付属ケーブ
ルの概要を示します。

ネットワークインター
フェイス

Snowball Edge サポート デバイス付属のケーブ
ル

RJ45 ✓ 提供されません。

SFP28 ✓ 提供されません。

SFP28 (光コネクタ付
属)

✓ ケーブルは付属してい
ません。Snowball Edge 
デバイスには、光コネ
クタは付属していませ
ん。

QSFP ✓ 付属するケーブルまた
は光コネクタはありま
せん。

ネットワークインターフェイス、ケーブル、およびコネクタの詳細については、サポートされているネッ
トワークハードウェア (p. 18) を参照してください。
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AWS Snowballエッジの仕組み
AWS Snowball Edgeデバイスは AWS の所有物ですが、使用中はお客様のオンプレミスの場所にありま
す。

AWS Snowball Edgeデバイスを使用して実行できるジョブには 4 つのタイプがあります。ユースケースに
よってジョブのタイプが異なっても、各ジョブタイプでのデバイスの注文、受領、返却のワークフローは
同じです。ジョブには、タイプに関係なく、ジョブが完了すると、米国国立標準技術研究所 (NIST) 800-88 
基準に従って、データ消去を実施します。

共有ワークフロー

1. ジョブの作成 - 各ジョブは AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール で作成するか、ジョブ管理 
API を介してプログラムで作成します。ジョブのステータスは、コンソールまたは API を介して追跡で
きます。

2. ジョブの準備が整いました —AWS Snowball Edge お客様のジョブに合わせてデバイスを準備し、ジョ
ブのステータスが「Snowball の準備中」になりました。

3. リージョンのキャリアによるデバイスの配送 – キャリアによって集荷され、ジョブのステータスが [In 
transit to you] (お客様へ配送中) になります。 コンソールまたはジョブ管理 API で、追跡番号と追跡
ウェブサイトへのリンクを確認できます。お客様のリージョンのキャリアについての詳細は、Snow 
Family デバイスの配送に関する注意事項 (p. 37) を参照してください。

4. デバイスの受領 — 数日後、お客様のリージョンのキャリアによって、ジョブ作成時に入力した住所に
AWS Snowball Edgeデバイスが配送されます。デバイスが到着すると、梱包箱がないことが分かりま
す。それ自体が配送用コンテナであるためです。

5. 認証情報の取得と Snowball Edge クライアントのダウンロード – 認証情報、ジョブマニフェスト、マニ
フェストの解除コードを取得し、Snowball Edge クライアントをダウンロードして、データ転送を開始
する準備を整えます。
• Snowball Edge クライアントは、デバイスからオンプレミスのデータ送信先へのデータの流れの管理

に使用するツールです。

Snowball Edge クライアントは、AWS Snowball リソースページからダウンロードできます。

AWS Snowball Edgeリソースページから Snowball Edge クライアントをダウンロードし、お客様が
所有する強力なワークステーションにインストールします。

• マニフェストは、デバイスへのアクセスの認証に使用されます。暗号化されていて解除コードでのみ
復号できます。マニフェストは、コンソールから取得するか、デバイスがお客様のオンプレミスの場
所にあるときにジョブ管理 API で取得できます。

• 解除コードは、マニフェストの復号に使用される 29 文字のコードです。解除コードは、コンソール
から、またはジョブ管理 API を使用して、取得できます。デバイスがお客様の施設にある間の不正ア
クセスを防ぐため、解除コードをマニフェストとは別の場所に保存しておくことをお勧めします。

6. ハードウェアの配置 – デバイスをデータセンターに移動し、ケース上に記載された指示に従って開きま
す。デバイスを電源とローカルネットワークに接続します。

7. デバイスの電源を入れる – 次に、LCD ディスプレイの上にある電源ボタンを押して、デバイスの電源を
オンにします。数分後に [Ready] 画面が表示されます。

8. デバイスの IP アドレスの取得 – LCD ディスプレイに [CONNECTION] (接続) タブがあります。このタ
ブをタップして、AWS Snowball Edge デバイスの IP アドレスを取得します。

9. Snowball Edge クライアントを使用したデバイスのロック解除 — Snowball Edge クライアントを使用
してAWS Snowball Edgeデバイスをロック解除する際に、デバイスの IP アドレス、マニフェストへの
パス、および解除コードを入力します。Snowball Edge クライアントによってマニフェストが復号さ
れ、これを使ってデバイスへのアクセスが認証されます。
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インポートジョブの仕組み

10.デバイスの使用 – デバイスが稼働します。Amazon S3 Adapter または Network File System (NFS) マウ
ントポイントを使用してデータを転送したり、Amazon S3 nowF3 とSnowFlexible Retrieval ストレージ
を使用してデータを転送できます。

11.デバイスの返送準備 – オンプレミスの場所でデバイスを使い終わって、ファイルインターフェイスのス
テータスが [Complete] (完了) になったら、LCD ディスプレイ上の電源ボタンを押します。約 20 秒程
度でデバイスの電源がオフになります。デバイスを切り離し、電源ケーブルをデバイス上部のケーブル
フックに収納して、デバイスの 3 つのドアをすべて閉じます。デバイスの返却準備完了です。

12.お住まいの地域の配送業者がデバイスを返却します。AWS Snowball Edge配送業者がデバイスを受け取
ると、ジョブのステータスは [配送中] になりますAWS。AWS

Note

エクスポートおよびクラスタージョブには追加のステップがあります。詳細については、エク
スポートジョブの仕組み (p. 11)およびクラスター化されたローカルコンピューティングお
よびストレージジョブの仕組み (p. 12)を参照してください。

トピック
• インポートジョブの仕組み (p. 11)
• エクスポートジョブの仕組み (p. 11)
• ローカルコンピューティングとストレージジョブの仕組み (p. 12)
• Snowball エッジの動画とブログ (p. 12)

インポートジョブの仕組み
各インポートジョブごとに 1 つの Snowball アプライアンスを使用します。AWS Snow ファミリーマネ
ジメントコンソール またはジョブマネジメント API でジョブを作成すると、当社から Snowball が配送
されます。数日後に Snowball がお手元に届いたら、Snowball Edge デバイスをネットワークに接続し
て、Amazon S3 にインポートするデータをデバイスに転送します。データ転送が完了したら、AWS に 
Snowball を返送してください。その後、当社がデータを Amazon S3 にインポートします。

エクスポートジョブの仕組み
各エクスポートジョブでは、任意の数の AWS Snowball Edge デバイスを使用できます。リストに含まれ
るデータが 1 台のデバイスに収まる数を超える場合は、複数のデバイスがお客様に提供されます。各ジョ
ブパートに関連付けられるデバイスは 1 つのみです。ジョブパートが作成されると、最初のジョブパート
のステータスが [Preparing Snowball] (Snowball の準備中) になります。

Note

ジョブをパートに分割するリストオペレーションは Amazon S3 の機能です。他の Amazon S3 オ
ペレーションと同様に料金が発生します。

その後すぐに、デバイスへのデータのエクスポートが開始されます。通常、データのエクスポートには 1 
営業日かかります。ただし、データの量と種類によっては、この処理に長時間かかる場合があります。エ
クスポートが完了すると、AWS はリージョンのキャリアへデバイスの集荷を手配します。デバイスが届
いたら、ネットワークに接続して、AWSAWS Snowball Edgeデバイスからネットワーク上のストレージに
データを転送します。

データ転送が終了したら、AWS にデバイスを返送してください。当社は、エクスポートジョブパート
のデバイスを受領後、データを完全に消去します。この消去作業は National Institute of Standards and 
Technology (NIST) 800-88 基準に準拠しています。このステップにより、特定のジョブパートが完了しま
す。
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• キーリストの場合

S3 バケット内のオブジェクトをエクスポートする前に、バケットをスキャンします。スキャン後にバ
ケットが変更された場合、欠落または変更されたオブジェクトをスキャンするため、ジョブに遅延が発
生する可能性があります。

• S3 Glacier F3 F3 Glacier F3 Glacier

では S3 GlacierAWS Snowball ストレージクラスにあるオブジェクトはエクスポートできないことにご
注意ください。これらのオブジェクトは、AWS Snowball がバケット内のオブジェクトを正常にエクス
ポートする前に復元する必要があります。

ローカルコンピューティングとストレージジョブの
仕組み

Amazon EKS Anywhere yeval または KubernetesAWS コンテナを実行することで、AWS Snowball Edge
デバイスのローカルコンピューティングおよびストレージ機能を使用できます。コンピューティング機能
については、Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージによってデータストレージが提供され
ます。詳細については、「ローカルコンピューティングおよびストレージ専用ジョブ (p. 292)」を参照し
てください。

クラスター化されたローカルコンピューティングおよ
びストレージジョブの仕組み
クラスタージョブは、ローカルストレージおよびコンピューティング専用の特別な種類のジョブです。
これは、データの耐久性を高め、ストレージ容量を増やす必要のあるワークロード用です。詳細について
は、「ローカルクラスターオプション (p. 293)」を参照してください。

Note

スタンドアロンのローカルストレージおよびコンピューティングのジョブの場合と同様に、クラ
スターに保存されているデータを Amazon S3 にインポートするには、個別のインポートジョブ
の一部として追加のデバイスを注文する必要があります。これらのデバイスを注文する場合、イ
ンポートジョブのデバイスを返送する際に、クラスターのデータをそのデバイスに転送し、デー
タをインポートすることができます。

クラスターには、ノードと呼ばれる 3 ～ 16 個のAWS Snowball Edge デバイスがあります。リージョンの
キャリアからノードを受け取ったら、すべてのノードを電源とネットワークに接続して IP アドレスを取得
します。これらの IP アドレスを使用して、いずれかのノードの IP アドレスを使用し、クラスターのノー
ドを 1 つのロック解除コマンドですべて同時にロック解除します。詳細については、「Snowball Edge ク
ライアントの使用 (p. 118)」を参照してください。

Amazon S3 互換ストレージを使用してロック解除したクラスターにデータを書き込むことができます。
データは他のノードに分散されます。

クラスターの作業が完了したら、すべてのノードを AWS に返送してください。返送されたクラス
ターノードを受領したら、当社が Snowball を完全に消去します。この消去作業は National Institute of 
Standards and Technology (NIST) 800-88 基準に準拠しています。

Snowball エッジの動画とブログ
• AWS Snowball Edge のデータ移行
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• AWS OpsHub for Snow Family
• Novetta が、災害対応のための IoT と機械学習をエッジに提供
• DMS とおよびを使用して大規模なデータベースの移行を実現AWS Snowball
• によるデータ移行のベストプラクティスAWS Snowball Edge
• AWS Snowball リソース
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AWS SnowballEdge デバイスの仕様
このセクションでは、AWS Snowball Edge デバイスのタイプとハードウェアの仕様について説明します。

トピック
• Snowball Edge Storage Optimized (データ転送用) の仕様 (p. 14)
• Snowball Edge Storage Optimized (EC2 搭載) の仕様 (p. 15)
• Compute Optimized デバイスは (p. 17)
• サポートされているネットワークハードウェア (p. 18)

Snowball Edge Storage Optimized (データ転送用) 
の仕様

次の表に、Snowball Edge Storage Optimized デバイスのハードウェア仕様が記載されています。

項目 Snowball Edge Storage Optimized (データ転送用) 
の仕様

ストレージ仕様  

HDD ストレージ容量 80 TB 使用可能

電源仕様  

Power 米国内の AWS リージョン: NEMA 5～15p、100～
220 ボルト。すべての AWS リージョンで、電源
ケーブルが同梱されます。

消費電力 平均的なユースケースには 304 ワットです。ただ
し、電源は 1200 ワットに設定されています。

電圧 100 ～ 240V AC

頻度 47/63 Hz

データおよびネットワーク接続 2x 10 Gbit – RJ45

1x 25 Gbit – SFP28

1x 100 Gbit – QSFP28

ケーブル 各AWS Snowball Edgeデバイスは、それぞれの国
で使われる電源ケーブルで出荷されます。その他
の付属ケーブルやオプティクスは付属していませ
ん。詳細については、「サポートされているネッ
トワークハードウェア (p. 18)」を参照してくだ
さい。

熱要件 AWS Snowball Edge デバイスはオフィスでのオペ
レーション用に設計されており、データセンター
オペレーションに最適です。
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項目 Snowball Edge Storage Optimized (データ転送用) 
の仕様

デシベル出力 AWS Snowball Edgeデバイスの動作音は平均 68 
デシベルであり、通常の掃除機や居間の音楽より
も静かです。

寸法と重量の仕様  

[Weight] (重量) 49.7 ポンド (22.54 Kg)

高さ 15.5 インチ (394 mm)

幅 10.6 インチ (265 mm)

長さ。 28.3 インチ (718 mm)

環境仕様  

振動 ASTM D4169 トラックレベル I 0.73 GRMS に相当
する非オペレーション上の使用

衝撃 70 G (MIL-S-901) に相当するオペレーション上の
使用

50 G (ISTA-3A) に相当する非オペレーション上の
使用

高度 0～3,000 メートル (0～10,000 フィート) に相当す
るオペレーション上の使用

0～12,000 メートルに相当する非オペレーション
上の使用

温度範囲 0～45°C (オペレーション上)

Snowball Edge Storage Optimized (EC2 搭載) の仕
様

以下の表に、Snowball Edge Storage Optimized (EC2 搭載) デバイスのハードウェア仕様が記載されてい
ます。

項目 Snowball Edge Storage Optimized (EC2 搭載) の仕様

コンピューティングとメ
モリの仕様

 

CPU 24 vCPU

RAM 32 GiB

ストレージ仕様  

HDD ストレージ容量 80 TB 使用可能 (オブジェクトおよびブロックストレージ用)

SSD ストレージ容量 1 TB 使用可能な SATA SSD ストレージ (ブロックストレージ用)
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Snowball Edge Storage Optimized (EC2 搭載) の仕様

項目 Snowball Edge Storage Optimized (EC2 搭載) の仕様

電源仕様  

Power 米国内の AWS リージョン: NEMA 5～15p、100～220 ボルト。すべての 
AWS リージョンで、電源ケーブルが同梱されます。

消費電力 平均的なユースケースは 304 ワットですが、電源の定格は 1,200 ワットで
す。

電圧 100 ～ 240V AC

頻度 47/63 Hz

データおよびネットワー
ク接続

1x 10 Gbit – RJ45

1x 25 Gbit – SFP28

1x 100 Gbit – QSFP28

ケーブル 各AWS Snowball Edgeデバイスは、それぞれの国で使われる電源ケーブ
ルで出荷されます。その他の付属ケーブルやオプティクスは付属していま
せん。詳細については、「サポートされているネットワークハードウェ
ア (p. 18)」を参照してください。

熱要件 AWS Snowball Edgeはオフィスでのオペレーション用に設計されており、
データセンターオペレーションに最適です。

デシベル出力 AWS Snowball Edgeデバイスの動作音は平均 68 デシベルであり、通常の掃
除機や居間の音楽よりも静かです。

寸法と重量の仕様  

[Weight] (重量) 49.7 ポンド (22.45 Kg)

高さ 15.5 インチ (394 mm)

幅 10.6 インチ (265 mm)

長さ。 28.3 インチ (718 mm)

環境仕様  

振動 ASTM D4169 トラックレベル I 0.73 GRMS に相当する非オペレーション上の
使用

衝撃 70 G (MIL-S-901) に相当するオペレーション上の使用

50 G (ISTA-3A) に相当する非オペレーション上の使用

高度 0～3,000 メートル (0～10,000 フィート) に相当するオペレーション上の使用

0～12,000 メートルに相当する非オペレーション上の使用

温度範囲 0～45°C (オペレーション上)
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Compute Optimized デバイスは

Compute Optimized デバイスは

項目 Snowball Edge Compute Optimized の仕様

コンピューティングとメモリの仕様  

CPU 最大104個のvCPUs（52個または104個のvCPUs の構成で利
用可能）

RAM 512 GB RAM (最大 416 GB RAM-お客様の使用可能範囲)

GPU nVidia V100 (Compute Optimized with GPU の設定で使用可
能)

ストレージ仕様  

SSD ストレージ容量 28 TB NVMe SSD または 42 TB ハードディスクドライブ 
(39.5 TB 使用可能)

電源仕様  

Power 米国内の AWS リージョン: NEMA 5～15p、100～220 ボル
ト。すべての AWS リージョンで、電源ケーブルが同梱され
ます。

消費電力 平均的なユースケースは 304 ワットですが、電源の定格は 
1,200 ワットです。

電圧 100 ～ 240V AC

頻度 47/63 Hz

データおよびネットワーク接続 2x 10 Gbit – RJ45

1x 25 Gbit – SFP28

1x 100 Gbit – QSFP28

ケーブル 各AWS Snowball Edgeデバイスは、それぞれの国で使われる
電源ケーブルで出荷されます。その他の付属ケーブルやオプ
ティクスは付属していません。詳細については、「サポート
されているネットワークハードウェア (p. 18)」を参照して
ください。

熱要件 AWS Snowball Edgeはオフィスでのオペレーション用に設計
されており、データセンターオペレーションに最適です。

デシベル出力 AWS Snowball Edgeデバイスの動作音は平均 68 デシベルで
あり、通常の掃除機や居間の音楽よりも静かです。

寸法と重量の仕様  

[Weight] (重量) 49.7 ポンド (22.45 Kg)

高さ 15.5 インチ (394 mm)

幅 10.6 インチ (265 mm)

長さ。 28.3 インチ (718 mm)
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サポートされているネットワークハードウェア

項目 Snowball Edge Compute Optimized の仕様

環境仕様  

振動 ASTM D4169 トラックレベル I 0.73 GRMS に相当する非オ
ペレーション上の使用

衝撃 70 G (MIL-S-901) に相当するオペレーション上の使用

50 G (ISTA-3A) に相当する非オペレーション上の使用

高度 0～3,000 メートル (0～10,000 フィート) に相当するオペレー
ション上の使用

0～12,000 メートルに相当する非オペレーション上の使用

温度範囲 0～45°C (オペレーション上)

サポートされているネットワークハードウェア
AWS Snowball Edgeデバイスを使用するには、お客様自身でネットワークケーブルを用意する必要があり
ます。RJ45ケーブル には、特定の推奨はありません。Mellanox 製と Finisar 製の SFP+ ケーブル、QSFP
+ ケーブル、およびモジュールはデバイスとの互換性を検証済みです。

AWS Snowball Edgeデバイスの背面パネルを開くと、次のスクリーンショットに示すポートと同様のネッ
トワークポートが見えます。

AWS Snowball Edgeデバイス上で一度に使用できるネットワークインターフェイスは 1 つだけです。その
ため、いずれかのポートを使用して次のネットワークハードウェアをサポートします。

SFP

このポートは、SFP28 および SFP+ トランシーバー・モジュール、および直接接続カッパー (DAC) ケー
ブルと互換性のある 10G/25G SFP28 インターフェイスを提供します。トランシーバーまたは DAC ケーブ
ルはお客様が用意する必要があります。

• 10G オペレーションの場合は、すべての SFP+ オプションを使用できます。その例を以下に示します。
• 10Gbase-LR (シングルモードファイバー) トランシーバー
• 10Gbase-SR (マルチモードファイバー) トランシーバー
• SFP+ DAC ケーブル

• 25G オペレーションの場合は、すべての SFP28 オプションを使用できます。その例を以下に示しま
す。
• 25Gbase-LR (シングルモードファイバー) トランシーバー
• 25Gbase-SR (マルチモードファイバー) トランシーバー
• SFP28 DAC ケーブル
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サポートされているネットワークハードウェア

QSFP

このポートでは、ストレージ最適化デバイスに 40G QSFP+ インターフェイスが提供され、コンピュー
ティング最適化デバイスに 40/50/100G QSFP+ インターフェイスが提供されます。どちらも、QSFP+ ト
ランシーバーモジュールおよび DAC ケーブルと互換性があります。トランシーバーまたは DAC ケーブル
はお客様が用意する必要があります。次に例を示します。

• 40Gbase-LR4 (シングルモードファイバー) トランシーバー
• 40Gbase-SR4 (マルチモードファイバー) トランシーバー
• QSFP+ DAC

RJ45

このポートは 1Gbase-TX/10Gbase-TX オペレーションを提供します。これは終端が RJ45 コネクターの 
UTP ケーブル経由で接続します。コンピューティングの最適化デバイスには RJ45 ポートが 2 つありま
す。

1G オペレーションは点滅するオレンジ色のライトで示されます。1G オペレーションは、データ転送にか
かる時間が大幅に増加するため、Snowball Edge デバイスへの大規模なデータ転送には推奨されません。

10G オペレーションは点滅する緑色のライトで示されます。最大動作距離 180 フィート (55 メートル) の 
Cat6A UTP ケーブルが必要です。
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サポートされているネットワークハードウェア
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長期価格契約の終了日

料金
Snowball Edge デバイスを注文する際には、ユースケースに最適な価格オプションを選択できます。価格
設定には 2 つの方法があります。1 つは、デバイスをお持ちになった日ごとのオンデマンド料金とプリペ
イド料金で、もう 1 つはデバイスの種類に応じて月額、1 年、または 3 年単位で設定される長期価格で
す。デバイスの使用が中断されないように、長期価格オプションを1年または3年の期間で自動的に更新す
ることを選択できます。これにより、前の期間が終了すると新しい前払い期間が開始されます。月額長期
価格オプションは、デバイスを所有している間は自動的に更新されます。デバイスの注文の詳細について
は、このガイドの「Snowball Edge ジョブの作成」を参照してください。

予算面での利便性に加えて、長期価格設定では、運用要件が変化した価格設定期間中に Snowball Edge デ
バイスを交換できます。たとえば、新しいデバイスに新しい AMI や Amazon S3 からの新しいデータが含
まれるようにデバイスの交換をリクエストしたり、障害が発生したデバイスを交換したりすることができ
ます。長期価格契約の終了日 (p. 21) を参照してください。

Note

AWSSnow サービスに起因するハードウェアまたはソフトウェアの問題以外の理由で、1 年また
は 3 年のコミット価格プランに基づく Snowball Edge デバイスの交換または交換をリクエストし
た場合、デバイスサイクリング料金が請求されます。このデバイスサイクリング料金は、お客様
の構成に応じた月額料金 (Snowball Edge Compute Optimized の場合) またはオンデマンドJob 料
金として決定されます。

長期価格設定の詳細については、の「長期価格オプションによるコストの最適化」を参照してください
AWS Snowball。AWS Snowballの料金についてはAWS リージョン、「AWS Snowball価格」を参照してく
ださい。

長期価格契約の終了日
長期価格設定期間中に Snowball Edge デバイスを交換するには、新しいデバイスを注文し、現在のデバイ
スをただちに返却する必要があります。

1. 交換用の Snowball Edge デバイス用の新しいジョブを作成します。交換するデバイスは、使用してい
るデバイスと同じジョブタイプで、コンピューティングとストレージのオプションが同じである必要
があります。このガイドの「Snowball Edge ジョブの作成」を参照してください。

2. お持ちのデバイスをすぐに返却してください。「」Snowball Edge の電源をオフにする (p. 56) お
よび「」を参照してくださいSnowball Edge デバイスの返送 (p. 60)。 AWSデバイス交換のロジス
ティクスを管理します。このスワップにはデバイスのサイクリング料金がかかります。
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AWS へのサインアップ

AWS Snowball Edge 向けの AWS ア
クセスのセットアップ

AWS Snowball Edge を初めて使用する場合は、以下のタスクをすべて事前に実行する必要があります。

1. AWS へのサインアップ (p. 22).

Note

アジアパシフィック (ムンバイ) では、AWS リージョンサービスは、Amazon Internet Services 
Private Limited (AISPL) によって提供されます。アジアパシフィック (ムンバイ) AWS リージョ
ン でのアマゾン ウェブ サービスへのサインアップについては、AISPL にサインアップするを
参照してください。

2. IAM ユーザーの作成 (p. 22).

AWS へのサインアップ
アマゾン ウェブ サービス (AWS) にサインアップすると、お客様の AWS アカウント アカウントは AWS 
Snow Family を含む AWS のすべてのサービスに自動的にサインアップされます。料金は、使用するサー
ビスの料金のみが請求されます。料金の詳細については、AWS Snowball Edgeの料金を参照してくださ
い。 AWS SnowballEdge の使用は無料ではありません。無料の AWS のサービスの詳細については、AWS 
無料利用枠を参照してください。

AWS アカウント が既にある場合は、次のタスクに進んでください。AWS アカウント をお持ちでない場
合は、次に説明する手順にしたがってアカウントを作成してください。

AWS アカウント を作成するには

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

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

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

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

IAM ユーザーの作成
AWS のサービス (AWS Snowball など) では、アクセスする際に認証情報の入力が必要になります。サー
ビスは、それによってお客様にリソースへのアクセス許可があるかどうかを判断します。AWS では、
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IAM ユーザーの作成

リクエストを行う際に AWS アカウント のルート認証情報を使用しないことを推奨しています。代わり
に、AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーを作成し、そのユーザーにフルアクセスを許可
します。このようなユーザーは、管理者レベルの認証情報を持つ IAM ユーザーと言われます。

アカウントのルート認証情報ではなく、管理者ユーザーの認証情報を使用して AWS を操作し、Amazon 
S3 バケットの作成、ユーザーの作成、およびアクセス許可の付与などのタスクを実行できます。詳細につ
いては、『AWS一般的なリファレンス』の「AWSアカウントのルートユーザー認証情報と IAM ユーザー
認証情報の比較」と「IAM ユーザーガイド」の「IAM ベストプラクティス」を参照してください。

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

管理者ユーザーを作成するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

管理者を
管理する
方法を 1 
つ選択し
ます

To By 以下の操作も可能

IAM 
Identity 
Center 内

(推奨)

短期の認証情報を使用し
て AWS にアクセスしま
す。

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

AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single 
Sign-On) ユーザーガイドの
「開始方法」の手順に従いま
す。

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

IAM 内

(非推奨)

長期認証情報を使用して 
AWS にアクセスする。

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

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

新規の IAM ユーザーとしてサインインするには、AWS Management Console からサインアウトし、
次の URL を使用します。your_aws_account_id はハイフンを除く AWS アカウント 番号です 
(例えば、AWS アカウント 番号が 1234-5678-9012 であれば、AWS アカウント アカウント ID は
123456789012 です)。

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

作成した IAM ユーザー名とログイン認証を入力します。サインインすると、ナビゲーションバーに
「your_user_name @ your_aws_account_id」が表示されます。

サインインページの URL に AWS アカウント ID を含めない場合は、アカウントのエイリアスを作成しま
す。IAM ダッシュボードから [Create Account Alias] (アカウントのエイリアスを作成) を選択し、会社名な
どのエイリアスを入力します。アカウントエイリアスを作成した後にサインインするには、次の URL を使
用します。

https://your_account_alias.signin.aws.amazon.com/console/
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次のステップ

アカウントの IAM ユーザー用のサインインのリンクを確認するには、IAM コンソールを開いて、ダッシュ
ボードで [AWS アカウント Alias] (AWS アカウント のエイリアス) を確認します。

管理者ユーザーではない IAM ユーザーが AWS Snowball ジョブを作成する場合、AWS Snow ファミリー
マネジメントコンソール を効果的に使用するためには、そのユーザーに特定のアクセス許可が必要で
す。これらの権限の詳細については、「AWS Snowball コンソールを使用するために必要なアクセス権
限 (p. 325)」を参照してください。

次のステップ
使用開始 (p. 38)

24



AWS Snowball Edge 開発者ガイド
ローカル環境について

Snowball Edge デバイスをご注文い
ただく前に

AWS Snowball Edge はリージョン固有のサービスです。したがって、ジョブを計画する前に、そのサービ
スがお客様で利用可能であることを確認してくださいAWS リージョン。デバイスの注文に影響があるた
め、ロケーションと Amazon S3 バケットが同じ AWS リージョン または同じ国にあることを確認してく
ださい。

Snow Family デバイスで Amazon S3 互換ストレージを、ローカルエッジコンピューティングおよびスト
レージジョブ用にコンピューティング最適化デバイスとともに使用するには、注文時にデバイスに S3 容
量をプロビジョニングする必要があります。Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージはロー
カルバケット管理をサポートしているため、1 つまたは複数のデバイスを受け取った後に、デバイスまた
はクラスターに S3 バケットを作成できます。

注文プロセスの一環として、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールと AWS Key 
Management Service (AWS KMS) キーを作成します。KMS キーは、ジョブのロック解除コードを暗号化
するために使用されます。IAM ロールおよび KMS キーの作成の詳細については、AWS Snowball EdgeJob 
作成を参照してください。

トピック
• ローカル環境に関する質問 (p. 25)
• 特殊文字を含むファイル操作 (p. 26)
• Snowball での Amazon EC2 の使用  (p. 27)
• Snowball Edge での Amazon S3 の使用  (p. 30)
• Snowball Edge クラスター (p. 35)

ローカル環境に関する質問
データセットとローカル環境のセットアップについて理解しておくと、データ転送を実行する際に役立ち
ます。ご注文の前に、次の点について考慮してください。

どのようなデータを転送するか。

AWS Snowball Edge では、小さなファイルを大量に転送しようとすると正常に動作しませ
ん。Snowball Edge では、個々のオブジェクトが暗号化されるためです。小さなファイルとは、1 MB 
未満のファイルなどのことです。それらを AWS Snowball Edge デバイスに転送する際は、事前に圧
縮しておくことをお勧めします。また、各ディレクトリ内のファイルやディレクトリの数は、500,000 
を超えないようにすることをお勧めします。

転送中のデータにアクセスするか。

静的なデータセットであることが重要です (転送中にユーザーやシステムによってデータにアクセスさ
れることがないこと)。そうでない場合、チェックサムの不一致によってファイルの転送が失敗する可
能性があります。ファイルは転送されず、Failed のようにマークされます。

ファイルインターフェイスを使用している場合は、AWS Snowball Edge へのデータ転送には 1 つの方
法のみを使用することをお勧めします。ファイルインターフェイスと Amazon S3 アダプタの両方で
データをコピーすると、読み取り/書き込み競合が発生する可能性があります。
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データの破損を防ぐため、データの転送中に AWS Snowball Edge デバイスを切り離したりネット
ワーク設定を変更したりしないでください。ファイルは、デバイスへの書き込み中、静的な状態に
なっている必要があります。デバイスへの書き込み中にファイルが変更されると、読み取り/書き込み
競合が発生する可能性があります。

AWS Snowball ネットワークはデータ転送をサポートしていますか。

Snowball Edge は、RJ45、SFP+、または QSFP+ ネットワークアダプタをサポートしています。ス
イッチがギガビットスイッチであることを確認してください。スイッチのブランドによりますが、ギ
ガビットまたは 10/100/1000 などと表示されています。Snowball Edge デバイスは、メガビットス
イッチまたは 10/100 スイッチをサポートしていません。

特殊文字を含むファイル操作
オブジェクトに特殊文字が含まれていると、エラーが発生する可能性があることに注意してくださ
い。Amazon S3 では特殊文字を使用できますが、次の文字の使用は避けることを強くお勧めします。

• バックスラッシュ ("\")
• 左中括弧 ("{")
• 右中括弧 ("}")
• 左角括弧 ("[")
• 右角括弧 ("]")
• 小なり記号 ("<")
• 大なり記号 (">")
• 表示不可能な ASCII 文字 (10 進数の 128 ～ 255 の文字)
• カレット ("^")
• パーセント記号 ("%")
• アクサングラーブ/バックティック ("`")
• 引用符
• チルダ ("~")
• シャープ記号 ("#")
• 縦棒/パイプ ("|")

ファイルにこれらの文字が 1 つ以上含まれている場合は、名前を変更してから AWS Snowball Edge デバ
イスにコピーします。ファイル名にスペースが含まれている Windows ユーザーは、個々のオブジェクトを
コピーしたり、再帰コマンドを実行したりする際に注意が必要です。名前にスペースが含まれている個々
のオブジェクトを引用符で囲みます。このようなファイルの例を以下に示します。

オペレーティングシステム ファイル名: test file.txt

Windows “C:\Users\<username>\desktop\test file.txt”

iOS /Users/<username>/test\ file.txt

Linux /home/<username>/test\ file.txt

Note

転送されるオブジェクトメタデータは、オブジェクト名とサイズのみです。追加のメタデータを
コピーする場合は、ファイルインターフェイスまたはその他のツールを使用して Amazon S3 に
データをコピーできます。
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Snowball での Amazon EC2 の使用
このセクションでは、AWS Snowball Edge デバイスでの Amazon EC2 コンピューティングインスタンス
の使用方法の概要を説明します。このトピックには、概念、手順、例などが含まれています。

Note

AWS Snowball での Amazon EC2 の機能は、アジアパシフィック (ムンバイ) および欧州 (パリ) 
AWS リージョン ではサポートされていません。

sbe1、sbe-c、および sbe-g インスタンスタイプを使用して、AWS Snowball Edge で Amazon EC2 コ
ンピューティングインスタンスを実行できます。

• sbe1 インスタンスタイプは、Snowball Edge Storage Optimized オプションを備えたデバイスで動作し
ます。

• sbe-c インスタンスタイプは、Snowball Edge Compute Optimized オプションを備えたデバイスで動作
します。

• sbe-c および sbe-g インスタンスタイプはいずれも、GPU オプション付きの Snowball Edge Compute 
Optimized を備えたデバイスで動作します。

Snowball Edge デバイスのオプションでサポートされるすべてのコンピューティングインスタンスタイプ
は、AWS Snowball Edge デバイスに固有です。これらのインスタンスでは、クラウドベースのインスタン
スと同様に、Amazon Machine Image (AMI) を起動する必要があります。インスタンスの AMI を選択して
から、Snowball Edge ジョブを作成します。

Snowball Edge 上でコンピューティングインスタンスを使用するには、ジョブを作成し、AMI を指定し
ます。これを行うには、AWS Snowball マネジメントコンソール、AWS Command Line Interface (AWS 
CLI)、または AWS SDK のいずれかを使用します。一般的に、インスタンスを使用するには、ジョブの作
成前にハウスキーピングの前提条件をいくつか実行する必要があります。

デバイスが到着したら、AMI とインスタンスの管理を開始できます。Snowball Edge 上のインスタンス
は、Amazon EC2 と互換性のあるエンドポイントを使用して管理できます。このタイプのエンドポイント
は、Amazon EC2 CLI コマンドや AWS SDK のアクションの大部分をサポートします。Snowball Edge 上
で AWS Management Console を使用して、AMI やコンピューティングインスタンスを管理することはで
きません。

デバイスを使用し終わったら、AWS に返却してください。デバイスをインポートジョブで使用した場
合、Amazon S3 アダプタまたはファイルインターフェイスを使用して転送されたデータは、Amazon S3 
にインポートされます。それ以外の場合、デバイス内のデータは AWS に返却された時点で完全消去され
ます。この消去作業は National Institute of Standards and Technology (NIST) 800-88 基準に準拠していま
す。

Important

Snowball Edge 上で実行されるコンピューティングインスタンスのデータは、AWS にインポート
されません。

Snowball Edge のコンピューティングインスタンスの
料金
コンピューティングインスタンスの使用には追加料金がかかります。詳細については、「AWS Snowball 
Edge の料金」を参照してください。

前提条件
ジョブを作成するには、以下の点を考慮する必要があります。
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• ジョブ作成リクエストに AMI を追加する前に、お客様の AWS アカウント で、サポートされてい
るイメージタイプの AMI を作成済みであることを確認してください。現在サポートされている AMI 
は、CentOS 7 (x86_64) - with Updates HVM および Ubuntu 16.04 LTS - Xenial (HVM) イメージに基づい
ています。これらのイメージは、AWS Marketplace のウェブサイトから入手できます。

• AMI はいずれも 1 つのボリュームを使用した Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ベースである
必要があります。

• Snowball Edge で実行されているコンピューティングインスタンスに接続しているる場合は、Secure 
Shell (SSH) を使用する必要があります。これを行うには、最初にキーペアを追加します。詳細について
は、「AMI を設定して SSH を使用し、デバイスで起動するコンピューティングインスタンスに接続す
る (p. 187)」を参照してください。

インスタンスからの Linux AMI の作成
AWS Management Console またはコマンドラインを使用して、AMI を作成できます。既存の AMI から開
始して、インスタンスを起動してカスタマイズし、そこから新しい AMI を作成して、最後に新しい AMI 
のインスタンスを起動します。

コンソールを使用してインスタンスから AMI を作成するには

1. 新しい AMI の開始点として適切な EBS-backed AMI を選択し、起動前に必要な設定を行います。詳細
については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドのインスタンス起動ウィザードを使
用したインスタンスの起動を参照してください。

2. [Launch] (起動) を選択して、選択した EBS-backed AMI のインスタンスを起動します。デフォルト値
をそのまま使ってウィザードを完了します。詳細については、インスタンス起動ウィザードを使用し
たインスタンスの起動を参照してください。

3. インスタンスの実行中に、それに接続します。必要に応じて、インスタンスで次のアクションを実行
し、インスタンスをカスタマイズできます。

• ソフトウェアやアプリケーションをインストールする。
• データをコピーする。
• 起動時間を短縮するために一時ファイルの消去、ハードディスクのデフラグ、占有領域の開放処理

を行う。
• 追加の Amazon EBS ボリュームをアタッチする。

4. (オプション) インスタンスにアタッチされているすべてのボリュームのスナップショットを作成す
る。スナップショットの作成の詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ドの Amazon EBS スナップショットの作成を参照してください。

5. ナビゲーションペインで [Instances] (インスタンス) を選択し、該当するインスタンスを選択します。
[Actions] (アクション) で、[Image] (イメージ) を選択してから、[Create image] (イメージの作成) を選
択します。

Tip

このオプションが利用できない場合、そのインスタンスは Amazon EBS-Backed インスタン
スではありません。

6. [Create Image] (イメージの作成) ダイアログボックスで、以下の情報を指定し、[Create Image] (イ
メージの作成) を選択します。

• [Image name] (イメージ名) - イメージの一意の名前。
• [Image description] (イメージの説明) - (オプション) イメージの説明 (最大 255 文字)。
• [No reboot] (再起動しない) - このオプションはデフォルトでは選択されません。Amazon EC2 はイ

ンスタンスをシャットダウンし、アタッチされていたすべてのボリュームのスナップショットを作
成し、AMI を作成および登録して、インスタンスを再起動します。インスタンスをシャットダウン
しない場合は、[再起動しない] を選択します。
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Warning

[再起動しない] を選択した場合は、作成されたイメージのファイルシステムの整合性は保
証されません。

• インスタンスボリューム - このセクションのフィールドでは、ルートボリュームを変更し、Amazon 
EBS およびインスタンスストアボリュームを追加できます。各フィールドについては、各フィール
ドの横の i アイコンで一時停止するとフィールドのヒントが表示されます。重要なポイントを以下
に一覧表示します。
• ルートボリュームのサイズを変更するには、[Volume Type] (ボリュームタイプ) 列で [Root] (ルー

ト) を検索します。[Size (GiB)] (サイズ (GiB)) に、必要な値を入力します。
• [Delete on Termination] (終了時に削除) を選択した場合、この AMI から作成されたインスタンス

を終了すると、Amazon EBS ボリュームが削除されます。[Delete on Termination] (終了時に削除) 
をオフにした場合は、インスタンスを終了しても、Amazon EBS ボリュームは削除されません。
詳細については、Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイドのインスタンスの終了時に 
Amazon EBS ボリュームを保持するを参照してください。

• Amazon EBS ボリュームを追加するには、[Add New Volume] (新しいボリュームの追加) を選択
します (これにより新しい行が追加されます)。[Volume Type] で [EBS] を選択し、行のフィール
ドに入力します。作成した AMI からインスタンスを起動すると、追加したボリュームは自動的に
そのインスタンスにアタッチされます。空のボリュームはフォーマットしてマウントする必要が
あります。スナップショットベースのボリュームはマウントする必要があります。

• インスタンスストアボリュームを追加するには、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガ
イドの AMI へのインスタンスストアボリュームの追加を参照してください。その後新しい AMI 
からインスタンスを起動すると、追加されたボリュームは自動的に初期化されてマウントされま
す。これらのボリュームには、AMI の作成に使用した実行中のインスタンスのインスタンススト
アボリュームのデータは含まれません。

7. 作成中に AMI のステータスを表示するには、ナビゲーションペインで [AMI] を選択します。最初、ス
テータスは保留中ですが、数分後に使用可能に変わります。

(オプション) 新しい AMI に作成されたスナップショットを表示するには、[Snapshots (スナップ
ショット)] を選択します。ユーザーがこの AMI からインスタンスを起動すると、Amazon はこのス
ナップショットを使用して、ルートデバイスボリュームを作成します。

8. 新しい AMI からインスタンスを起動します。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 
ユーザーガイドのインスタンス起動ウィザードを使用したインスタンスの起動を参照してください。

9. 新しい実行中インスタンスには、前のステップで適用したカスタム設定がすべて含まれます。

コマンドラインを使用してインスタンスから AMI を作成するに
は
次のいずれかのコマンドを使用できます。これらのコマンドラインインターフェイスの詳細について
は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの Amazon EC2 へのアクセスを参照してくださ
い。

• create-image (AWS CLI)
• New-EC2Image (AWSTools for WindowsPowerShell)

スナップショットからの Linux AMI の作成
インスタンスのルートデバイスボリュームのスナップショットがある場合、AWS Management Console ま
たはコマンドラインを使用して、そのスナップショットから AMI を作成できます。
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コンソールを使用してスナップショットから AMI を作成するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Elastic Block Store] の [Snapshots] を選択します。
3. スナップショットを選択し、[Actions] (アクション)、[Create Image] (イメージの作成) の順に選択しま

す。
4. [Create Image from EBS Snapshot] (EBS スナップショットからイメージを作成) ダイアログボックス

で、AMI を作成するためのフィールドに入力します。次に [作成] を選択します。親インスタンスを再
作成している場合は、親インスタンスと同じオプションを選択します。

• [Architecture] (アーキテクチャ) – 32 ビットの場合は [i386] を、64 ビットの場合は [x86_64] を選択
します。

• [Root device name] (ルートデバイス名) - 適切なルートボリュームの名前を入力します。詳細につい
ては、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Linux インスタンスでのデバイ
スの名前付け」を参照してください。

• [Virtualization type] (仮想化タイプ) - この AMI から起動されるインスタンスで、準仮想化 (PV) の仮
想化を使用するか、ハードウェア仮想マシン (HVM) の仮想化を使用するかを選択します。詳細につ
いては、Linux AMI 仮想化タイプを参照してください。

• (PV 仮想化タイプのみ) [Kernel ID] (カーネル ID) および [RAM disk ID] (RAM ディスク ID) - リスト
から AKI と ARI を選択します。デフォルトの AKI を選択する場合、または AKI を選択しない場合
は、この AMI を使用してインスタンスを起動するたびに AKI を指定する必要があります。また、デ
フォルトの AKI にインスタンスとの互換性がない場合、インスタンスのヘルスチェックが失敗する
可能性があります。

• (オプション) [Block Device Mappings] (ブロックデバイスマッピング) - ボリュームを追加する
か、AMI のルートボリュームのデフォルトサイズを拡張します。インスタンスのボリュームを増や
した場合のファイルシステムのサイズ変更の詳細については､Linux インスタンス用 Amazon EC2 
ユーザーガイド のボリュームサイズ変更後の Linux ファイルシステムの拡張を参照してください。

コマンドラインを使用してスナップショットから AMI を作成す
るには
スナップショットから AMI を作成するには、次のコマンドのうち 1 つを使用します。これらのコマンドラ
インインターフェイスの詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの Amazon 
EC2 へのアクセスを参照してください。

• register-image (AWS CLI)
• Register-EC2Image (AWS Tools for Windows PowerShell)

Snowball Edge での Amazon S3 の使用
注文プロセスの一環として、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールおよび AWS Key 
Management Service (AWS KMS) キーを作成する必要があります。KMS キーは、Snowball Edge デバイ
スで保管されているデータを暗号化するために使用されます。IAM ロールおよび KMS キーの作成の詳細
については、AWSAWS Snowball EdgeJob 作成を参照してください。

Important

インポートされデータを、AWS KMS に保存された KMS キーによるサーバー側の暗号化 (SSE-
KMS) を使用して S3 バケットで暗号化する必要がある場合は、とのAmazon S3 の暗号化AWS 
KMS (p. 32) を参照してください。
インポートされデータを、Amazon S3 が管理するキーによるサーバー側の暗号化 (SSE-S3) を使
用して S3 バケットで暗号化する必要がある場合は、Amazon S3 の暗号化とサーバー側の暗号
化 (p. 34) を参照してください。
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インポートの仕組み
各インポートジョブでは、単一の Snowball Edge デバイスを使用します。ジョブの作成後、Snowball 
Edge デバイスをお客様に配送します。Snowball Edge デバイスが届いたら、ネットワークに接続し
て、Amazon S3 にインポートするデータを Snowball Edge に転送します。データ転送が終了した
ら、Snowball Edge を AWS に返送してください。その後、当社が Amazon S3 にデータをインポートしま
す。

Important

S3 オブジェクトロックを有効にしている場合、Snowball Edge によるバケットへの書き込みはで
きません。バケットの IAM ポリシーによってバケットへの書き込みが禁止されている場合にも、
バケットへの書き込みはできません。

エクスポートの仕組み
各エクスポートジョブでは、任意の数の AWS Snowball Edge デバイスを使用できます。ジョブを作成す
ると、Amazon S3 でリストオペレーションが開始します。このリストオペレーションによって、ジョブが
パートに分割されます。各ジョブパートに関連付けられるデバイスは 1 つのみです。ジョブパートが作成
されると、最初のジョブパートが [Preparing Snowball] ステータスになります。

Note

ジョブをパートに分割するリストオペレーションは Amazon S3 の機能であり、他の Amazon S3 
オペレーションと同様に料金が発生します。

その後、デバイスにお客様のデータをエクスポートします。通常、データのエクスポートには 1 営業日か
かります。ただし、この処理に長くかかる場合もあります。エクスポートが完了すると、AWS はリージョ
ンのキャリアへデバイスの集荷を手配します。

デバイスが届いたらネットワークに接続し、Amazon S3 にインポートするデータをデバイスに転送しま
す。データ転送が完了したら、デバイスを AWS に返送してください。返送されたデバイスは受け取り次
第、完全に消去されます。この消去作業は National Institute of Standards and Technology (NIST) 800-88 
基準に準拠しています。

このステップにより、特定のジョブパートが完了します。他にもジョブパートがある場合は、次のジョブ
パートが発送準備されます。

Important

Snowball Edge では、S3 Glacier ストレージクラスにあるファイルをエクスポートすることはで
きません。これらのオブジェクトは、ファイルをエクスポートする前に復元する必要がありま
す。S3 Glacier ストレージクラスにファイルがあった場合はご連絡を差し上げますが、それによ
りエクスポートジョブに遅延が生じる可能性があります。

Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージ
をエッジコンピューティングとストレージジョブに使
用する
Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージは、堅牢なモバイルエッジ環境や非接続環境向け
に、耐障害性、拡張性、拡張性に優れた Amazon S3 API 機能セットを備えた安全なオブジェクトスト
レージを提供します。Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージにより、お客様はエッジコン
ピューティングのユースケース用に Snow Family デバイスにデータを保存し、可用性の高いアプリケー
ションを実行できます。

Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージは、スタンドアロン構成またはクラスター構成でデ
プロイできます。スタンドアロン構成では、使用可能なS3容量をデバイスにプロビジョニングでき、残り
はブロックストレージとして使用できます。クラスタセットアップでは、すべてのデータディスク容量が 
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S3 ストレージに使用されます。クラスターのサイズにもよりますが、S3 サービスは 1 台または 2 台のデ
バイスの耐障害性を維持するように設計されています。クラスターの障害耐性の詳細については、「」を
参照してくださいクラスターの概要 (p. 239)。

Snow Family デバイスで Amazon S3 互換ストレージをセットアップして使用するには、このガイドの
「Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージ」を参照してください。

とのAmazon S3 の暗号化AWS KMS
データをインポートまたはエクスポートする場合、デフォルトの AWS が管理する暗号化キーまたはカス
タマーマネージド型の暗号化キーを使用してデータを保護することができます。

Amazon S3AWS KMS のデフォルトバケット暗号化とマネージド
キーとの使用
AWS KMS で AWS 管理の暗号化を有効にするには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. 暗号化する Amazon S3 バケットを選択します。
3. 右側に表示されるウィザードで、[Properties] (プロパティ)を選択します。
4. [Default encryption] (デフォルトの暗号化) ボックスで、[Disabled] (無効)を選択し (このオプションは

灰色で表示されます)、デフォルトの暗号化を有効にします。
5. 暗号化方法として [AWS-KMS] を選択してから、使用する KMS キーを選択します このキーは、バ

ケットに配置されたオブジェクトを暗号化するために使用されます。
6. [Save] (保存) を選択します。

Snowball Edge ジョブを作成したら、データをインポートする前に既存の IAM ロールポリシーにステート
メントを追加します。これは、注文プロセス中に作成したロールです。デフォルトのロール名は、ジョブ
タイプに応じて Snowball-import-s3-only-role または Snowball-export-s3-only-role のよ
うになります。

以下は、このようなステートメントの使用例です。

データをインポートする場合

AWS KMS が管理するキー (SSE-KMS) でサーバー側の暗号化を使用してインポートジョブに関連付けら
れている Amazon S3 バケットを暗号化する場合は、IAM ロールに以下のステートメントも追加する必要
があります。

Example Snowball インポート用の IAM ロール

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "kms: GenerateDataKey", 
 "kms: Decrypt" 
    ], 
    "Resource":"arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-
efgh-111111111111"
}

データをエクスポートする場合

AWS KMS が管理するキーでサーバー側の暗号化を使用してエクスポートジョブに関連付けられている 
Amazon S3 バケットを暗号化する場合は、IAM ロールに以下のステートメントも追加する必要がありま
す。
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Example Snowball エクスポート用 IAM ロール

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource":"arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-
efgh-111111111111"
} 

S3AWS KMS のデフォルトバケット暗号化とカスタマーキーと
の使用
独自の KMS キーでデフォルトの Amazon S3 バケット暗号化を使用して、インポートおよびエクスポート
するデータを保護できます。

データをインポートする場合

AWS KMS でカスタマーマネージド型の暗号化を有効にするには

1. AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (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. 左側のナビゲーションペインで [Customer managed keys] (カスタマーマネージド型キー) を選択し、

使用するバケットに関連付けられている KMS キーを選択します。
4. まだ展開されていない場合、[Key Policy] (キーポリシー) を展開します。
5. [Key Users] (キーユーザー) セクションで [Add] (追加) を選択し、IAM ロールを検索します。IAM ロー

ルを選択し、[Add] (追加) を選択します。
6. または、[Switch to Policy view] (ポリシービューへの切り替え) を選択してキーポリシードキュメント

を表示し、キーポリシーにステートメントを追加することもできます。以下はポリシーの例です。

Example AWS KMSカスタマー管理キーのポリシーの

{ 
  "Sid": "Allow use of the key", 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
    "AWS": [ 
      "arn:aws:iam::111122223333:role/snowball-import-s3-only-role" 
    ] 
  }, 
  "Action": [ 
    "kms:Decrypt", 
    "kms:GenerateDataKey" 
  ], 
  "Resource": "*"
}

このポリシーが AWS KMS カスタマーマネージド型キーに追加されたら、Snowball ジョブに関連付けら
れている IAM ロールも更新する必要があります。デフォルトのロールは snowball-import-s3-only-
role です。

Example Snowball インポート用 IAM ロール

{ 
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  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
    "kms: GenerateDataKey", 
    "kms: Decrypt" 
  ], 
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-efgh-111111111111"
}

詳細については、「AWS Snowball でアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) を使用す
る (p. 324)」を参照してください。

使用されている KMS キーは、次のように表示されます。

“Resource”:“arn:aws:kms:region:AccoundID:key/*”

データをエクスポートする場合

Example AWS KMSカスタマー管理キーのポリシーの

{ 
  "Sid": "Allow use of the key", 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
    "AWS": [ 
      "arn:aws:iam::111122223333:role/snowball-import-s3-only-role" 
    ] 
  }, 
  "Action": [ 
    "kms:Decrypt", 
    "kms:GenerateDataKey" 
  ], 
  "Resource": "*"
}

このポリシーが AWS KMS カスタマーマネージド型キーに追加されたら、Snowball ジョブに関連付けられ
ている IAM ロールも更新する必要があります。デフォルトのロールは次のように表示されます。

snowball-export-s3-only-role

Example Snowball エクスポート用 IAM ロール

{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
    "kms: GenerateDataKey", 
    "kms: Decrypt" 
  ], 
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-efgh-111111111111"
}

このポリシーが AWS KMS カスタマーマネージド型キーに追加されたら、Snowball ジョブに関連付けら
れている IAM ロールも更新する必要があります。デフォルトのロールは snowball-export-s3-only-
role です。

Amazon S3 の暗号化とサーバー側の暗号化
AWS Snowball は、Amazon S3 が管理する暗号化キー (SSE-S3) を使用したサーバー側の暗号化をサポー
トしています。サーバー側の暗号化は、保管中のデータを保護するものです。SSE-S3 では、AmazonS3 
に保管中のデータを保護するための強力な多要素暗号化を採用しています。詳細については、Amazon 
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Simple Storage Service ユーザーガイドの Amazon S3 が管理する暗号化キーによるサーバー側の暗号化 
(SSE-S3) を使用したデータの保護を参照してください。

Note

現在、AWS Snowball では、お客様が用意したキーを使用したサーバー側の暗号化 (SSE-C) はサ
ポートされていません。ただし、その SSE タイプを使用して、インポートされたデータを保護し
たい場合や、エクスポートするデータにすでにこのタイプを使用している場合があります。この
ような場合は、以下の点に注意してください。

• インポート - S3 にインポートしたオブジェクトを SSE-C で暗号化する場合は、それらのオブ
ジェクトを別のバケットにコピーします。コピー先のバケットでは、バケットポリシーの一部
として SSE-KMS または SSE-S3 暗号化が設定されているものとします。

• エクスポート - SSE-C で暗号化されたオブジェクトをエクスポートする場合は、最初にそれら
のオブジェクトを別のバケットにコピーします。コピー先のバケットでは、バケットポリシー
にサーバー側の暗号化が指定されていないか、SSE-KMS または SSE-S3 が指定されているも
のとします。

Snowball Edge クラスター
クラスターは、AWS Snowball Edge デバイスの論理グループで、3～16 個のデバイスで構成されていま
す。クラスターは単一のジョブによって作成されます。クラスターによって耐久性が向上し、ストレー
ジ容量が増えます。このセクションでは、Snowball Edge クラスターと Amazon S3 との連携、Snowball 
Edge クラスターの仕組み、Snowball Edge クラスターについて説明します。

AWS Snowball サービスでは、クラスターは Snowball Edge デバイスの集合を指し、ローカルストレージ
およびコンピューティングの目的で、単一の論理ユニットとして使用されます。

クラスターには、ローカルストレージおよびコンピューティングの目的で使用されるスタンドアロンの 
Snowball Edge を超える主な利点が 2 つあります。

• 耐久性の向上 – Snowball Edge デバイスのクラスターに保存されているデータは、耐久性が高くなりま
す。さらに、クラスターで Snowball Edge が停止する可能性があっても、クラスター上のデータは安全
で実行可能な状態を維持します。3ノードまたは4ノードのクラスタは1ノードの損失に耐えることがで
き、5～16ノードのクラスタはクラスタ内のデータが問題になる前に最大2ノードの損失に耐えることが
できます。ノードを追加または交換することもできます。

• ストレージの増加 — Snow Family デバイスに Amazon S3 互換ストレージを搭載した、コンピューティ
ングに最適化された Snowball Edge デバイスの場合、使用可能なストレージの合計は、使用するデバ
イスにもよりますが、クラスター内のノードあたり最大 31 テラバイトのデータです。したがって、16 
つのノードクラスターで、最大 501 テラバイトのストレージ領域を使用できます。これに対して、ス
タンドアロンの Snowball Edge コンピューティング最適化デバイスで使用できるストレージ領域は、
約 39.5 テラバイトです。クラスター容量の詳細については、「」を参照してくださいクラスターの概
要 (p. 239)。

Snowball Edge デバイスのクラスターは、リーダーレスノードで構成されています。いずれのノードも、
クラスター全体との間でデータを読み書きできます。behind-the-scenes

Snowball Edge のクラスタークォーラム
クォーラムとは、クラスター内の Snowball Edge デバイスの最小数のことで、一定レベルのオペレーショ
ンを維持するために相互に通信する必要があるものです。クラスターの障害耐性の詳細については、「」
を参照してくださいクラスターの概要 (p. 239)。

データを Snowball Edge デバイスのクラスターにアップロードするとします。すべてのデバイスが正常
であれば、クラスターの読み取り/書き込みクォーラムを満たしていることになります。1 つまたは 2 つの
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ノードがオフラインになると、クラスターの運用能力は低下しますが、クラスターの読み取りと書き込み
は引き続き可能です。

最後に、3 つ目のノードがオフラインになり、クォーラム内のデータにはアクセスできなくなります。こ
の場合、問題を解決できる可能性がありますが、イベントの重大度によってはデータは完全に失われてし
まいます。一時的な外部電源のイベントで、3 つの Snowball Edge デバイスの電源を再度オンラインにし
て、クラスターのすべてのノードのロックを解除できる場合、データは再び利用できるようになります。

Important

1 つのクラスタノードが異常または回復不能になったら、すぐに交換用デバイスを入手してくだ
さいAWS Support。

クラスターのクォーラムの状態を調べるには、ノードのロック状態とネットワーク接続性を確認しま
す。snowballEdge describe-cluster コマンドは、ロック解除されたクラスターの各ノードのロッ
クとネットワーク接続性の状態を報告します。クラスター内のデバイスが正常で、クラスタージョブ作成
時に対応している管理責任を満たしていることを確認します。クライアントの各コマンドの詳細について
は、Snowball Edge クライアントのコマンドを参照してください。

AWS Snowball Edge のクラスタージョブに関する考
慮事項
Snowball Edge デバイスのクラスターの使用を計画する際は、次の考慮事項に注意してください。

• 冗長電源を用意して、クラスターのパフォーマンスや安定性に関する問題が発生する可能性を低減する
ことをお勧めします。

• スタンドアロンのローカルストレージおよびコンピューティングのジョブの場合と同様に、クラスター
に保存されているデータを Amazon S3 にインポートするには、個別のインポートジョブの一部として
追加のデバイスを注文する必要があります。これらのデバイスを注文する場合、インポートジョブのデ
バイスを返送する際に、クラスターのデータをそのデバイスに転送し、データをインポートすることが
できます。

• Amazon S3 のデータをクラスターで取得するには、別のエクスポートジョブを作成し、エクスポート
ジョブのデバイスからクラスターにデータをコピーします。

• クラスタージョブの作成には、AWS CLI または AWS SDK を使用できます。
• クラスターノードには、ノード ID が割り当てられています。ノード ID は、コンソール、AWS 

CLI、AWS SDK、Snowball Edge クライアントから取得できるデバイスのジョブ ID と同じです。ノー
ド ID を使用して、クラスターから古いノードを削除することができます。ノード ID のリストを取得す
るには、ロック解除されたデバイスで snowballEdge describe-device コマンドを使用するか、
ロック解除されたクラスターで describe-cluster を使用します。

• クラスターの寿命は、クラスターがプロビジョンされる際にクラスターデバイスに付与されるセキュリ
ティ証明書によって制限されています。

• AWS がクラスターの一部であるデバイスの返却を受け取ると、デバイスの完了消去を実行します。この
消去作業は National Institute of Standards and Technology (NIST) 800-88 基準に準拠しています。
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Snow Family デバイスの配送に関す
る注意事項

ジョブの作成時に、配送先住所と配送速度を指定します。配送速度は、ジョブを作成した日からAWS 
Snowball Edgeデバイスを受領する日までの予定日数を示すものではありません。むしろ、AWSから配送
先までのデバイスの配送時間を示すものです。デバイスが出荷される前に、AWSジョブを処理します。仕
事の処理に必要な時間は、職種や規模などの要因によって異なります。また、キャリアによる Snowball 
Edge デバイスの集荷は通常、1 日に 1 回のみです。したがって、配送前の処理に 1 日以上かけることが
可能です。

Note

選択した配送速度は、AWSデバイスをお客様に送付するときとデバイスを返却したときに適用さ
れますAWS。
Snowball Edge デバイスは、デバイスを注文したAWSリージョン内での、データのインポートま
たはエクスポートのみに使用できます。

配送料金の詳細については、AWS Snowball Edge の料金を参照してください。

地域別の配送制限
ジョブを作成する前に、Amazon S3 データからコンソールにサインインする必要があります。AWS リー
ジョン AWSSnow Family デバイスを同じ国間、AWS リージョンたとえばアジア太平洋 (インド) からアジ
ア太平洋 (オーストラリア) への配送は行いません。

国間の配送の例外は、欧州連合（EU）加盟国間です。AWS欧州リージョン内のデータ転送の場合、以下
の EU 加盟国のみでエッジデバイスを配送します。

オーストリア、ドイツ、ブルガリア、クロアチア、キプロス共和国、チェコ共和国、デンマーク、チェコ
共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ルーマニア、スウェーデン

SnowFamily デバイスは、デバイスを注文したAWSリージョンにのみ、返送します。

同じ国の国内への発送は許可されています。例:

• 英国リージョン内のデータ転送の場合、英国国内の国内でデバイスを配送します。
• アジアパシフィック (ムンバイ) 内のデータ転送の場合、インド国内のデバイスを配送します。

Note

AWSでは、Snowball Family の私書箱への配送は取り扱っていません。
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使用開始
AWS Snowball Edgeデバイスを使用すれば、インターネットに接続できない環境でも、コスト効果の高い
方法でAWS クラウドのストレージおよび処理能力にローカルでアクセスできます。また、オンプレミスの
データセンターと Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の間で数百テラバイトからペタバイトの
データを転送できます。

以下で、で最初のAWS Snowball Edgeデバイスジョブを作成し、完了するまでの一般的な手順を確認でき
ますAWS Snow ファミリーマネジメントコンソール。コンソールには、ジョブタイプで分けられたもっと
も一般的なワークフローが提示されます。AWS Snowball Edgeデバイスの特定のコンポーネントの詳細に
ついては、このドキュメントで確認できます。サービス全体の概要については、「AWS Snowballエッジの
仕組み (p. 10)」を参照してください。

開始方法の演習は、を使用してジョブを作成し、を使用してジョブを作成し、AWS OpsHub for Snow 
Familyを使用してAWS Snowball Edgeデバイスをロック解除および管理し、Amazon S3 インターフェイ
スを使用してデータの読み書きを行うことを前提としています。AWS Snow ファミリーマネジメントコ
ンソールジョブをプログラムで作成して、作成するジョブのオプションを増やしたい場合は、ジョブ管理 
API を使用できます。詳細については、「AWS Snowball API リファレンス」を参照してください。

開始前に、AWS Identity and Access Management (IAM) で AWS アカウント および管理者ユーザーを
作成する必要があります。詳細については、「AWS Snowball Edge 向けの AWS アクセスのセットアッ
プ (p. 22)」を参照してください。

トピック
• Snowball Edge ジョブの作成 (p. 38)
• Snowball Edge の受領 (p. 50)
• ローカルネットワークへの接続 (p. 51)
• 認証情報とツールを取得する (p. 52)
• Snowball Edge クライアントのダウンロードとインストール (p. 53)
• Snowball Edge のロック解除 (p. 53)
• ローカルユーザーの設定 (p. 54)
• Snowball Edge の使用 (p. 55)
• Snowball Edge の電源をオフにする (p. 56)
• Snowball Edge デバイスの返送 (p. 60)
• Snow Family デバイスの返品送料 (p. 60)
• インポートステータスのモニタリング (p. 67)
• コンソールでのジョブ完了レポートとログの取得 (p. 67)
• 次のステップ (p. 69)

Snowball Edge ジョブの作成
すべての Snow FamilyAWS Snow ファミリーマネジメントコンソール デバイスタイプで実行する一般的な
タスクは次のとおりです。

• ジョブの作成
• ジョブのステータスのモニタリング
• デバイスのセットアップ
• デバイスのロック解除
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• データの転送
• デバイスの返送

次のセクションでは、step-by-stepこれらのタスクを実行するための手順について説明します。

AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール を使用して、ジョブを作成および管理できます。ユース
ケースに応じて、また、ジョブのタイプにかかわらず、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール で
新しいジョブを作成するプロセスは、標準のワークフローに従います。

ジョブの作成および管理は、ジョブマネジメント API を使って行うことも可能です。詳細について
は、AWS Snowball API リファレンスを参照してください。

トピック
• ステップ 1: ジョブの選択 (p. 39)
• ステップ 2: コンピューティングとストレージのオプションを選択する (p. 40)
• ステップ 3: 機能とオプションを選択する (p. 43)
• ステップ 4: セキュリティ、配送、通知設定を選択する (p. 43)
• ステップ 5: ジョブの概要を確認してジョブを作成する (p. 49)
• AWS OpsHub のダウンロード (p. 49)

ステップ 1: ジョブの選択
ジョブを作成する最初のステップは、必要なジョブのタイプを決定し、AWS Snow ファミリーマネジメン
トコンソール を使用して計画を始めることです。

ジョブのタイプを選択するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール を開
きます。この AWS リージョン で初めてジョブを作成する場合、[AWS Snow Family] ページが表示さ
れます。それ以外の場合は、既存のジョブのリストが表示されます。

2. 初めての仕事の場合は、「AWSSnow Family デバイスを注文する」を選択してください。複数のジョ
ブで 500 TB を超えるデータを移行することが予想される場合は、500 TB を超える大規模なデータ
移行プランを作成することを選択してください。それ以外の場合は、左側のナビゲーションバーで 
[Create Job] を選択します。[Next step] (次のステップ) を選択し、[Plan your job] (ジョブの計画) ペー
ジを開きます。

3. [Job 名] セクションの [Job 名] ボックスにジョブの名前を入力します。
4. 必要に応じて、次のいずれかのジョブタイプを選択します。

• Amazon S3 へインポート — からお客様へ、空の Snowball EdgeAWS デバイスを発送するときは、
このオプションを選択します。デバイスをローカルネットワークに接続し、Snowball Edge クライ
アントを実行します。NFS 共有または S3 アダプタを使用してデバイスにデータをコピーし、に返
するとAWS、データがにアップロードされますAWS。

• [Export from Amazon S3] (Amazon S3 からのエクスポート) — このオプションを選択する
と、Amazon S3 バケットからデバイスにデータがエクスポートされます。AWS がデータをデバイ
スに読み込み、お客様に発送します。デバイスをローカルネットワークに接続し、Snowball Edge 
クライアントを実行します。デバイスからサーバーにデータをコピーします。完了したら、デバイ
スを AWS 宛に発送してください。デバイスからデータが消去されます。

• ローカルコンピューティングとストレージのみ-データを転送せずに、デバイス上でコンピューティ
ングとストレージのワークロードを実行します。

• AWSストレージゲートウェイへの仮想テープのインポート — テープゲートウェイとして設定され
た空の Snow FamilyAWS デバイスを出荷します。データを仮想テープの形式でデバイスに転送し、
返送します。 AWSデータを取り込み、AWS Storage Gateway仮想テープとしてコンソールに表示
します。その後、データはデバイスから消去されます。
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5. 次へを選択して続行します。

ステップ 2: コンピューティングとストレージのオプ
ションを選択する
Snow Family デバイスのハードウェア仕様、搭載する Amazon EC2 インスタンス、データの保存方法、お
よび価格を選択してください。

デバイスのコンピューティングオプションとストレージオプションを選択するには

1. 「スノーデバイス」セクションで、注文する Snow Family デバイスを選択します。
Note

一部のSnow Familyデバイスは、注文元や選択したジョブタイプによっては利用できない場
合があります。AWS リージョン

2. 「価格オプションの選択」セクションの「価格オプションの選択」メニューから、この求人に適用す
る価格設定の種類を選択します。1年または3年間の確定前払い価格を選択した場合、自動更新で、
「オン」を選択して現在の期間の終了時に価格を自動的に更新するか、「オフ」を選択して現在の期
間の終了時に価格を自動的に更新しません。料金のオプションの詳細については、このガイドの「料

40

https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/developer-guide/pricing.html


AWS Snowball Edge 開発者ガイド
ステップ 2: コンピューティングと
ストレージのオプションを選択する

金表」を参照してください。デバイスの価格については、「AWS Snowball価格」を参照してくださ
い。

3. 「ストレージタイプの選択」セクションで、必要に応じて選択してください。

• S3 Adapter: Amazon S3 REST API アクションを使用して、Snow Family デバイスとの間で、プロ
グラムによりデータを転送します。

• Amazon S3 互換ストレージ:Amazon S3 互換ストレージを使用して、S3 互換の耐久性とスケーラ
ブルなオブジェクトストレージを、単一の Snowball Edge デバイスまたはマルチデバイスクラス
ターにデプロイします。

• NFS ベースのデータ転送:ネットワークファイルシステム (NFS) ベースのデータ転送を使用して、
コンピュータから Snow Family デバイスの Amazon S3 バケットに、ファイルをドラッグアンドド
ロップします。

Warning

NFS ベースのデータ転送は S3 アダプタをサポートしていません。NFS ベースのデータ転送
を続行する場合は、オブジェクトを転送するために NFS 共有をマウントする必要がありま
す。AWS CLI を使用してオブジェクトを転送すると失敗します。
詳細については、AWS Snowball Edge 開発者ガイドの NFS を使用するオフラインのデータ
転送に NFS を使用するを参照してください。

Note

使用可能なストレージタイプのオプションは、選択したジョブタイプと Snow デバイスに
よって異なります。

4. ストレージタイプとして S3 Adapter を選択した場合は、次の手順を実行して、デバイスに含める S3 
バケットを 1 つ以上選択します。

• 「S3 バケットの選択」 セクションで、次の 1 つまたは複数の操作を実行して 1 つ以上の S3 バ
ケットを選択します。

1. S3 バケット名リストで、使用する S3 バケットを選択します。
2. 「Search for an item」フィールドに、バケット名の全部または一部を入力して、エントリで使

用可能なバケットのリストをフィルタリングしてから、バケットを選択します。
3. 新しい S3 バケットを作成するには、[新しい S3 バケットの作成] を選択します。新しいバケッ

ト名がバケット名リストに表示されます。これを選択します。

1 つ以上の S3 バケットを含めることができます。これらのバケットは、デバイスにローカル S3 
バケットとして表示されます。

5. ストレージタイプとして Amazon S3 互換ストレージを選択した場合は、S3 ストレージ容量セクショ
ンで次の操作を行います。
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a. Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージを 1 台のデバイスで使用するか、デバイス
のクラスターで使用するかを選択します。このガイドの「AWS Snowball Edgeクラスターの使
用」を参照してください。

b. Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージに使用するデバイスストレージの容量を選
択します。

Note

Snow Family デバイスで Amazon S3 互換ストレージを使用する場合、デバイスを受け取っ
た後で Amazon S3 バケットを管理および作成できるため、注文時にバケットを選択する必
要はありません。このガイドの Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージをご覧
ください。

6. ストレージタイプとして NFS ベースのデータ転送を選択した場合は、「S3 バケットの選択」 セク
ションで、次の 1 つ以上の操作を実行して 1 つ以上の S3 バケットを選択します。

1. S3 バケット名リストで、使用する S3 バケットを選択します。
2. 「Search for an item」フィールドに、バケット名の全部または一部を入力して、エントリで使用可

能なバケットのリストをフィルタリングしてから、バケットを選択します。
3. 新しい S3 バケットを作成するには、[新しい S3 バケットの作成] を選択します。新しいバケット名

がバケット名リストに表示されます。これを選択します。

1 つ以上の S3 バケットを含めることができます。これらのバケットは、デバイスにローカル S3 バ
ケットとして表示されます。
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7. 「EC2 インスタンスを使用したコンピューティング-オプション」セクションで、デバイスに含める 
Amazon EC2 AMI をアカウントから選択します。または、検索フィールドに AMI の名前の全部または
一部を入力して、エントリで使用可能な AMI のリストをフィルタリングし、AMI を選択します。

詳細については、このガイドの「デバイスを注文する際の AMI の追加」を参照してください。

この機能には追加料金が発生します。詳細については、「AWS Snowball Edge の料金」を参照してく
ださい。

8. [Next] ボタンを選択します。

ステップ 3: 機能とオプションを選択する
Amazon EKS Anywhere forAWS Snow、AWS IoT Greengrassインスタンス、リモートデバイス管理機能
など、Snow Family デバイスのジョブに含める機能やオプションを選択してください。

機能とオプションを選択するには

1. Amazon EKS Anywhere onAWS Snow セクションで Amazon EKS Anywhere onAWS Snow を含める
には、「Amazon EKS Anywhere onAWS Snow」を含めるを選択し、次の操作を行います。

a. Kubernetes 情報フィールドで、Snowball Edge デバイス上の Amazon EKS Anywhere で使用した
い Kubernetes ノードが使用している Kubernetes のバージョンを選択します。

b. 「Amazon EKS Anywhere のインストールバージョンを選択」 フィールドで、Snowball Edge デ
バイスで使用する Amazon EKS Anywhere のバージョンを選択します。

c. 「独自の AMI を構築」セクションで、Amazon EKS Anywhere 用に構築した AMI を選択しま
す。Amazon EKS Anywhere onAWS Snow 用の Snowball Edge デバイスを注文する前に完了すべ
きアクション (p. 245) を参照してください。

d. 高可用性セクションで、複数の Snowball Edge デバイスで Amazon EKS Anywhere クラスターを
運用するには、注文に含めるデバイスの数を選択します。

2. 「AWS IoT Greengrasson Snow」セクションで、IoT ワークロード用の検証済みの AMI を含めるに
は、「AWS IoT Greengrass検証済み AMI を Snow デバイスにインストール」を選択します。

3. Snowball Edge クライアントによるAWS OpsHub Snow Family デバイスのリモート管理を有効にする
には、[SnowballAWS OpsHub デバイスをまたは Snowball クライアントでリモート管理する] を選択
します。

4. [次へ] ボタンを選択します。

ステップ 4: セキュリティ、配送、通知設定を選択す
る

トピック
• セキュリティ設定を選択 (p. 43)
• 配送設定を選択してください (p. 48)
• 通知設定を選択する (p. 48)

セキュリティ設定を選択
セキュリティを設定すると、AWS Snow Family デバイスのジョブのアクセス許可と暗号化設定が追加さ
れ、転送中のデータを保護できます。
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トピック
• Snow ロールポリシーへのアクセスの制限 (p. 46)

ジョブのセキュリティを設定するには

1. [Encryption] (暗号化) セクションで、使用する [KMS key] (KMS キー) を選択します。

• デフォルトのAWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用する場合は、AWS/
importexport (デフォルトの) を選択します。これは、他のキーが定義されていないときにインポー
トジョブとエクスポートジョブを保護するデフォルトのキーです。

• 独自の AWS KMS キーを使用するときは、[Enter a key ARN] (キーの ARN を入力) を選択し、[key 
ARN] (キーの ARN) ボックスに Amazon リソースネーム (ARN) を入力し、[Use this KMS key] (この 
KMS キーを使用する) を選択します。キーの ARN がリストに追加されます。

2. [Service サービスアクセス] セクションで、次のいずれかの操作を行います。

• Snow コンソールを選択すると、サービスにリンクされたロールが作成され、AWSユーザーに代
わってリソースにアクセスできます。 お客様に代わって Amazon S3 と Amazon S3 を使用するた
めのAWS Snow Family のアクセス許可を付与します。このロールは、AWSセキュリティトークン
サービス (AWSSTS)AssumeRole の信頼を Snow サービスに付与します。

• [使用する既存のサービスロールを追加] を選択して必要なロール ARN を指定するか、デフォルトの
ロールを使用できます。

[Policy name] (ポリシー名) では、使用するインポートポリシーを選択します。

Conditionaws:SourceAccountaws:SourceARNオブジェクトや要素をアクセスポリシーに追
加して、Snow サービスが 1AWS つのアカウント番号としてのみ機能するように制限します。また
は、両方を追加すると最も制限が厳しくなります。

Snow サービスが 1 つ以上のアカウント番号のみとして機能するように制限するには、アクセスポ
リシーに 1aws:SourceAccount つの要素を追加し、その値としてアカウント ID を追加します。

Snow サービスが 1 つ以上の ARN としてのみ機能するように制限するには、アクセスポリシーに 
1aws:SourceArn つの要素を追加し、ARN を値として追加します。

Example SnowCondition サービスのアクションを制限するオブジェクトの

Snow サービスのアクションを ARN とアカウント ID で制限する例。

    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "aws:SourceAccount": "AWS_ACCOUNT_ID" 
        } 
        "ArnLike": { 
            "aws:SourceArn": "arn:aws:snowball:REGION:AWS_ACCOUNT_ID:RESOURCE_ID" 
        } 
    } 
     

ポリシーに含まれるこれらの条件を以下に示します。

    { 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "__default_policy_ID", 
    "Statement": [ 
        { 
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      "Sid": "__default_statement_ID", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
      "AWS": "*" 
      }, 
      "Action": [ 
        "SNS:GetTopicAttributes", 
        "SNS:SetTopicAttributes", 
        "SNS:AddPermission", 
        "SNS:RemovePermission", 
        "SNS:DeleteTopic", 
        "SNS:Subscribe", 
        "SNS:ListSubscriptionsByTopic", 
        "SNS:Publish" 
      ], 
     "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my-sns-topic", 
     "Condition": { 
            "StringEquals": { 
                "aws:SourceAccount": "111122223333" 
            }, 
            "ArnLike": { 
                "aws:SourceArn": "arn:aws:sns:us-east-1:555555555555:my-sns-topic" 
            } 
        } 
    } 
    ] 
    } 
                                 
                             

Example Snowball Edge デバイスのポリシー

以下は、Amazon S3 のインポート専用のロールポリシーの例です。

{ 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "s3:GetBucketPolicy", 
                    "s3:GetBucketLocation", 
                    "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                    "s3:ListBucket", 
                    "s3:PutObject", 
                    "s3:AbortMultipartUpload", 
                    "s3:ListMultipartUploadParts", 
                    "s3:PutObjectAcl", 
                    "s3:GetObject" 
                ], 
                "Resource": [ 
                    "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1", 
                    "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET2/*" 
                 ] 
            } 
        ] 
    } 
     

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

以下は、Amazon S3 のエクスポート専用のロールポリシーの例です。

{ 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "s3:GetBucketLocation", 
                    "s3:GetObject", 
                    "s3:ListBucket", 
                    "s3:GetBucketPolicy" 
                ], 
                "Resource": [ 
                    "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET3", 
                    "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/*" 
                ] 
            } 
        ] 
    } 
     

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

Note

信頼関係を変更し、顧客のアカウント番号とソース ARN に基づいてこのロールへのアクセス
を制限できます。信頼関係を変更してアクセスを制限する方法については、「Snow Role ポ
リシーへのアクセスの制限 (p. 46)」を参照してください。

3. [Next] (次へ) を選択します。選択した IAM ロールで制限付きアクセスが定義されている場合、アクセ
ス基準が満たされないと Create Job プロシージャは失敗します。

4. [Allow] (許可) を選択します。
5. [Next] (次へ) を選択します。

Snow ロールポリシーへのアクセスの制限

顧客アカウント番号とソース ARN に基づいて、選択したロールへのアクセスを制限できます。

46



AWS Snowball Edge 開発者ガイド
ステップ 4: セキュリティ、配送、通知設定を選択する

1. IAM コンソールのナビゲーションペインで [Roles] (ロール) をクリックします。コンソールには、ア
カウントにあるロールが表示されます。

2. 変更するロールの名前を選択した後、詳細ページの [Trust relationships] (信頼関係) タブを開きます。
3. [信頼関係を編集] を選択します。信頼ポリシーを次のいずれかに更新します。

顧客アカウント番号でアクセスを制限するには:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "importexport.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition":{ 
          "StringEquals":{ 
          "aws:SourceAccount":"111122223333" 
          } 
      } 
    } 
  ]
}

ソース ARN によるアクセスを制限するには:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
            "Service": "importexport.amazonaws.com" 
        }, 
        "Action": "sts:AssumeRole", 
        "Condition": { 
            "ArnLike": { 
                "aws:SourceArn": "arn:aws:snowball:REGION:555555555555:RESOURCE_ID" 
            } 
        } 
    }]
}

顧客アカウント番号とソース ARN の両方でアクセスを制限するには:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
            "Service": "importexport.amazonaws.com" 
        }, 
        "Action": "sts:AssumeRole", 
        "Condition": { 
            "StringEquals": { 
                "aws:SourceAccount": "111122223333" 
            }, 
            "ArnLike": { 
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                "aws:SourceArn": "arn:aws:snowball:REGION:111122223333:RESOURCE_ID" 
            } 
        } 
    }]
}

配送設定を選択してください
Snow Family デバイスの受け取りと返却には、発送と返送をともなうため、正確な配送情報を提供するこ
とが重要です。

配送の詳細を指定するには

1. 配送先住所セクションで、既存の住所を選択するか、新しい住所を追加します。

• [Use recent address] (最近使用した住所を使用する) を選択すると、ファイル内にある住所が表示さ
れます。リストから必要な住所を注意深く選択します。

• [Add a new address] (新しい住所を追加する) を選択した場合は、要求されている住所情報を入力し
ます。AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール に新しい配送情報が保存されます。

Note

住所に入力した国は、デバイスの配送先の国と一致し、その国で有効でなければなりませ
ん。

2. [Shipping speed] (配送速度) セクションで、ジョブの配送速度を選択します。この速度は、デバイス
が目的地間で配送される速さを示すもので、何日後に到着するのかを反映したものではありません。
選択できる配送速度は次のとおりです。

• [One-Day Shipping (1 business day)] (翌日配送 (1 営業日))
• [Two-Day Shipping (2 business day)] (翌々日配送 (2 営業日))
• 配送業者を参照してください。

通知設定を選択する
通知によって、AWS Snow Family デバイスのジョブの最新のステータスが更新されます。SNS トピック
を作成し、ジョブのステータスが変更されると、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) から 
E メールが届きます。

通知をセットアップするには

• [Set notifications] (通知の設定) セクションで、次のいずれかを実行します。
• 既存の SNS トピックを使用する場合は、[Use an existing SNS topic] (既存の SNS トピックを使

用する) を選択し、リストからトピックの Amazon リソースネーム (ARN) を選択します。
• 新しい SNS トピックを作成する場合は、[Create a new SNS topic] (新しい SNS トピックの作成) 

を選択します。トピックの名前と E メールアドレスを入力します。

通知は、ジョブの以下のいずれかの状態になります。

• Job created
• Preparing device
• Preparing shipment
• In transit to you
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• Delivered to you
• AWS へ配送中
• 仕分け施設にあります
• AWS 内
• インポート中
• 完了
• キャンセル

[次へ] を選択します。

ステップ 5: ジョブの概要を確認してジョブを作成す
る
AWSSnow Family デバイスのジョブに必要なジョブの詳細をすべて入力して、ジョブを確認して作成しま
す。

1. ジョブを作成する前に、「ジョブオーダーの確認」ページで、すべてのセクションを確認してくださ
い。変更を加えたい場合は、該当するセクションで [Edit] (編集) を選択し、情報を編集します。

2. 確認と編集が完了したら、[Create job] (ジョブを作成) を選択します。ジョブの作成後は、1 時間以内
であればキャンセルが可能です。料金は発生しません。

一部の国では、ジョブは輸出規制法の対象となります。輸出許可が必要になる場合もあります。ま
た、米国の輸出および再輸出法が適用されます。特定の国および米国の法規制を迂回することは禁じ
られています。

Note

Snowcone デバイスには電源コードが付属されないため、別途用意する必要があります。

ジョブが作成されると、[Job status] (ジョブステータス) のセクションにジョブのステータスが表示されま
す。ジョブのステータスの詳細については、ジョブステータスを参照してください。

AWS OpsHub のダウンロード
AWSSnow Family デバイスにはAWS OpsHub for Snow Family、デバイスやローカルを管理するために使
用できるユーザーフレンドリーなツール、が用意されていますAWS のサービス。

AWS OpsHub をクライアントコンピュータにインストールすると、次のようなタスクを実行できます。

• 単一のデバイスまたはクラスター化されたデバイスのロック解除や設定
• ファイルの転送
• Snow Family デバイスで実行されているインスタンスの起動と管理。

詳細については、「AWS OpsHub for Snow Family を使用したデバイスの管理 (p. 75)」を参照してくだ
さい。

AWS OpsHub for Snow Family をダウンロードしてインストールするには

1. AWS Snowballリソースで、をクリックしますAWS OpsHub。AWS OpsHubダウンロードリンクのあ
るセクションで、AWS OpsHubご使用のオペレーティングシステムにインストールする適切なダウン
ロードリンクを選択します。
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2. [AWS OpsHub] セクションで、お使いのオペレーティングシステムの [Download] (ダウンロード) を選
択し、インストール手順に従います。完了したら、[Next] を選択します。

Snowball Edge の受領
AWS Snowball Edgeデバイスを受領する際、梱包箱がないと思われるかもしれません。デバイスはそれ自
体が物理的に頑丈な配送用コンテナです。デバイスが到着したら、まず、損傷や明らかな改ざんがないか
検査してください。 デバイスに疑わしい点が見つかった場合は、内部ネットワークに接続しないでくださ
い。代わりに、AWS Support まで問題をお知らせいただければ、新しいデバイスをお客様宛に発送しま
す。

Important

AWS Snowball EdgeAWSデバイスはの所有物です。AWS Snowball Edgeデバイスに対する改ざ
んはAWSの適正利用規約に違反します。詳細については、AWS の適正利用規約を参照してくだ
さい。

デバイスは、次の図のような外観です。
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内部ネットワークにデバイスを接続する準備ができたら、次のセクションを参照してください。

Next: ローカルネットワークへの接続 (p. 51)

ローカルネットワークへの接続
次の手順を使用して、AWS Snowball Edgeデバイスをローカルネットワークに接続します。デバイスをイ
ンターネットに接続する必要はありません。デバイスは、前面、背面、上部の 3 か所にドアがあります。
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デバイスをネットワークに接続するには

1. デバイスの前面および背面のドアを、アプライアンスのドアスロット内にスライドさせて開きます。
こうすることで、デバイス前面に埋め込まれた LCD ディスプレイのタッチスクリーンと、背面の電源
ポートおよびネットワークポートにアクセスできます。

2. 上部ドアを開いて付属の電源ケーブルをケーブルフックから取り外し、デバイスを電源に接続しま
す。

3. RJ45、SFP+、または QSFP+ ネットワークケーブルのいずれかを選択し、デバイスをネットワーク
に接続します。ネットワークポートは、デバイスの背面にあります。

4. LCD ディスプレイの上にある電源ボタンを押して、AWS Snowball Edgeデバイスの電源をオンにしま
す。

5. デバイスの準備ができると、デバイスの起動準備中に、LCD ディスプレイに短いビデオが表示されま
す。約 10 分後に、デバイスをロック解除する準備が整います。

6. (オプション) デフォルトのネットワーク設定を変更するには、LCD ディスプレイで [CONNECTION] 
を選択します。

次の手順を使用して、IP アドレスを別の静的 IP アドレスに変更できます。

起動時の問題をトラブルシューティングするには、を参照してください起動時の問題のトラブルシュー
ティング (p. 346)。

AWS Snowball Edgeデバイスの IP アドレスを変更するには

1. LCD ディスプレイで、[CONNECTION (接続)] を選択します。

AWS Snowball Edgeデバイスの現在のネットワーク設定が画面に表示されます。ドロップダウンボッ
クスの下にある IP アドレスは、AWS Snowball Edgeデバイスがリクエストした DHCP アドレスを反
映して自動的に更新されます。

2. (オプション) IP アドレスを静的 IP アドレスに変更します。そのままにしておくこともできます。

デバイスはネットワークに接続されました。
Important

データの破損を防ぐため、使用中はAWS Snowball Edgeデバイスを切り離したり接続設定を変更
したりしないでください。

Next: 認証情報とツールを取得する (p. 52)

認証情報とツールを取得する
各ジョブには一連の認証情報があり、Snowball へのアクセスの認証用に AWS Snow ファミリーマネジメ
ントコンソール またはジョブ管理 API から取得する必要があります。認証情報は、暗号化されたマニフェ
ストファイルと解除コードです。マニフェストファイルには、ジョブとそれに関連付けられたアクセス権
限に関する重要な情報が含まれています。

Note

認証情報は、デバイスがプロビジョニングされた後に取得されます。

コンソールを使用して認証情報を取得するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール コン
ソールを開きます。

2. コンソールで、テーブルを検索してジョブマニフェストをダウンロードする特定のジョブを選択しま
す。
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3. ジョブの [Job status] ペインを展開し、[View job details] を選択します。
4. 表示された詳細ペインで、[Credentials] を展開してから、次の操作を行います。

• 解除コード (ハイフン含む) を書き留めてください。データを転送するために 29 文字すべてを入力
する必要があります。

• ダイアログボックスで [Download manifest] を選択し、指示に従ってジョブマニフェストファイルを
コンピュータにダウンロードします。マニフェストファイル名には [Job ID] が含まれます。

Note

解除キーのコピーはワークステーション上のそのジョブ用のマニフェストと同じ場所に保存
しないことをお勧めします。詳細については、「AWS Snowball Edge デバイスのベストプラ
クティス (p. 295)」を参照してください。

認証情報を取得できたので、次のステップでは、AWS Snowball Edgeデバイスをロック解除するために使
用する Snowball Edge クライアントをダウンロードします。

Next: Snowball Edge クライアントのダウンロードとインストール (p. 53)

Snowball Edge クライアントのダウンロードとイン
ストール

Snowball Edge クライアントは、AWS Snowball Edgeデバイスのロックを解除するために使用するツー
ルです。AWS OpsHub for Snow Family アプリケーションを使用することをお勧めします。手順について
は、「AWS OpsHub for Snow Family を使用したデバイスの管理 (p. 75)」を参照してください。

Snowball Edge クライアントは、AWS Snowballリソースページからダウンロードしてインストールできま
す。

Next: Snowball Edge のロック解除 (p. 53)

Snowball Edge のロック解除
デバイスを管理するには、ここに記載されている手順またはSnowOpsHub Familyのセクションを参照して
ください。

AWS Snowball Edgeデバイスのロックを解除するには、snowballEdge unlock-deviceコマンドを実
行します。このコマンドを実行するには、ジョブに使用するAWS Snowball Edgeデバイスがオンサイトに
あり、電源とネットワークに接続され、電源が入っている必要があります。さらに、AWS Snowball Edge 
デバイス正面の LCD ディスプレイに、デバイスが使用可能であることが表示されている必要があります。

Snowball Edge クライアントを使用してデバイスをロック解除するには

1. マニフェストと解除コードを取得します。

a. マニフェストのコピーを AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール からダウンロードしま
す。ジョブのマニフェストは暗号化されており、復号できるのはジョブの解除コードだけです。
ローカルサーバーのマニフェストファイルへのパスをメモします。

b. 解除コードを入手します。マニフェストをダウンロードするときに表示される 29 文字のコード
です。解除コードを書き留めたら、ダウンロードしたマニフェストとは別の場所に保管すること
をお勧めします。これは、お客様の施設にAWS Snowball Edgeデバイスがある間の不正アクセス
を防止するためです。
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2. デバイスの IP アドレスは、AWS Snowball Edgeデバイスの LCD ディスプレイのAWS Snowball Edge 
[接続] タブで確認できます。その IP アドレスをメモします。

3. snowballEdge unlock-deviceコマンドを実行し、次のようにAWS Snowball Edgeデバイスのエ
ンドポイントとお客様の認証情報を使用してAWS Snowball Edgeデバイスへのアクセスを認証しま
す。

snowballEdge unlock-device --endpoint https://ip address --manifest-file /Path/to/
manifest/file --unlock-code
 29 character unlock code

以下は、Snowball Edge クライアントをロック解除するコマンドの例です。

snowballEdge unlock-device --endpoint https://192.0.2.0 --manifest-file /Downloads/
JID2EXAMPLE-0c40-49a7-9f53-916aEXAMPLE81-manifest.bin  --unlock-code 12345-abcde-12345-
ABCDE-12345

この例では、デバイスの IP アドレスは 192.0.2.0 であり、ダウンロードしたジョブマニフェストファ
イルは JID2EXAMPLE-0c40-49a7-9f53-916aEXAMPLE81-manifest.bin、29 文字の解除コードは
12345-abcde-12345-ABCDE-12345 です。

ジョブの正しい変数とともに前述のコマンドを入力すると、確認メッセージが表示されます。このメッ
セージは、このジョブでデバイスへのアクセスが認証されたことを意味します。

ジョブ固有の考慮事項

クラスターをロック解除する場合は、いずれかのクラスターノードの IP アドレスのみを指定する必要があ
ります。詳細については、「Snowball Edge クライアントの使用 (p. 118)」を参照してください。

これで、AWS Snowball Edgeデバイスを使用できるようになりました。

Next: ローカルユーザーの設定 (p. 54)

ローカルユーザーの設定
以下は、AWS Snowball Edgeデバイスでローカル管理者を設定するステップです。

1. ルートユーザーの認証情報を取得する

snowballEdge list-access-keys と snowballEdge get-secret-access-key を使用し
て、ローカルの認証情報を取得します。詳細については、「認証情報の取得 (p. 124)」を参照してく
ださい。

2. aws configure を使用してルートユーザーの認証情報を設定する

AWS Access Key ID、AWS Secret Access Key、および Default region name を指定しま
す。リージョン名は snow である必要があります。オプションで、Default output format を
指定します。AWS CLI の設定の詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの
AWS CLI の設定を参照してください。

3. デバイスで 1 人以上のローカルユーザーを作成する

create-user コマンドを使用して、デバイスにユーザーを追加します。

aws iam create-user --endpoint endpointIPaddress:6078  --profile ProfileID --region 
 snow --user-name UserName
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ビジネスニーズに応じてユーザーを追加したら、AWS ルート認証情報を安全な場所に保存します。こ
の認証情報は、アカウントとサービスの管理タスクにのみ使用します。IAM ユーザーの作成方法の詳
細については、IAM ユーザーガイドの AWS アカウント 内での IAM ユーザーの作成を参照してくださ
い。

4. ユーザーのアクセスキーの作成

create-access-key コマンドを使用して、ユーザーのアクセスキーを作成します。

aws iam create-access-key --endpoint endpointIPaddress --profile ProfileID --region 
 snow --user-name UserName
                    

アクセスキー情報をファイルに保存し、ユーザーに配布します。
5. アクセスポリシーの作成

ユーザーごとに、デバイスの機能へのアクセスレベルを変えたい場合があります。次の例では、s3-
only-policy という名前のポリシードキュメントを作成し、ユーザーにアタッチします。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:*", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}     

aws iam create-policy --endpoint endpointIPaddress --profile ProfileID --region snow --
policy-name s3-only-policy --policy-document file://s3-only-policy

6. ユーザーへのポリシーのアタッチ

attach-user-policy を使用して、s3-only-policy をユーザーに適用します。

aws iam attach-user-policy --endpoint endpointIPaddress --
profile ProfileID --region snow --user-name UserName --policy-arn 
arn:aws:iam::AccountID:UserName

ローカルでの IAM の使用の詳細については、ローカルでの IAM の使用 (p. 255) を参照してください。

Next: Snowball Edge の使用 (p. 55)

Snowball Edge の使用
AWS Snowball Edgeデバイスを使用できるようになりました。ジョブタイプにかかわらず、デバイスを使
用するときは以下の情報を覚えておいてください。

• AWS OpsHub for Snow Family アプリケーションを使用して、デバイスまたはデバイスのクラスターに
対してデータの読み書きができます。デバイスの管理に使用することもできます。AWS OpsHub の詳細
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については、「AWS OpsHub for Snow Family を使用したデバイスの管理 (p. 75)」を参照してくださ
い。

• 組み込みの Amazon S3 Adapter を使用して、デバイスまたはデバイスのクラスターに対してデータの読
み書きができます。インターフェイスは、AWS Command Line Interface (バージョン 1.16.14 以前を使
用する AWS CLI)、AWS SDK のいずれか、または独自の RESTful アプリケーションを介して動作しま
す。Amazon S3 Adapter の詳細については、を参照してくださいデータ移行用の Amazon S3 アダプタ
を使用したファイル転送 (p. 139)。

• ファイルインターフェイスを使用して、デバイスまたはデバイスのクラスターに対してデータの読み書
きができます。詳細については、「ファイルインターフェイスを使用した Snowball Edge デバイスへの
ファイルの転送 (p. 150)」を参照してください。

• Snow Family デバイスで Amazon S3 互換のストレージを使用して、Snowball Edge デバイスで Amazon 
S3 バケットを作成し、ローカルデータアクセス、ローカルデータ処理、データレジデンシーを必要とす
るアプリケーション用に、オンプレミスのオブジェクトを保存および取得できます。AWSSDK を使用
することもAWS CLI、Snow Family デバイス上の Amazon S3AWS OpsHub 互換ストレージと併用する
こともできます。詳細については、このガイドの「Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレー
ジ」を参照してください。

• デバイスのルートレベルに少なくとも 1 つのディレクトリがあります。このディレクトリやルートレ
ベルにある他のものには、このジョブを作成したときに選択したバケットと同じ名前がついています。
データをルートディレクトリに直接転送することはできません。代わりに、これらのバケットディレク
トリの 1 つ、またはそのサブディレクトリに転送する必要があります。

デバイスの使用が完了したら、AWS Snowball Edgeデバイスをに返送する準備をしますAWS。

Next: Snowball Edge の電源をオフにする (p. 56)

Snowball Edge の電源をオフにする
AWS Snowball Edgeデバイスへのデータ転送が終了したら、に返送する準備をしますAWS。作業を始める
前に、デバイスへのすべてのデータ転送が停止したことを確認します。ファイルインターフェイスを使用
してデータを転送した場合は、無効にしてからデバイスの電源をオフにします。詳細については、「ファ
イルインターフェイスを無効にする (p. 157)」を参照してください。

デバイスとの通信がすべて完了したら、LCD 画面の上にある電源ボタンを押して、電源をオフにします。
デバイスがシャットダウンするまでに約 20 秒かかります。デバイスがシャットダウンしている間、LCD 
画面にデバイスがシャットダウン中であることを示すメッセージが表示されます。

56

https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/developer-guide/s3compatible-on-snow.html
https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/developer-guide/s3compatible-on-snow.html


AWS Snowball Edge 開発者ガイド
Snowball Edge の電源をオフにする

57



AWS Snowball Edge 開発者ガイド
Snowball Edge の電源をオフにする

Note

デバイスが実際にシャットダウンされていないのに LCD 画面にシャットダウンメッセージが表示
されている場合は、画面の Restart display ボタンを押して画面を通常の動作に戻します。
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デバイスのシャットダウン後、E Ink ディスプレイに配送情報が表示されます。
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Snowball Edge デバイスの電源をオフにして、電源ケーブルを抜いてから約 1 分待っても、E Ink 画面に配
送情報が表示されない場合は、を参照してくださいSnow Family デバイスの返品に関するトラブルシュー
ティング (p. 351)。

Next: Snowball Edge デバイスの返送 (p. 60)

Snowball Edge デバイスの返送
E Ink ディスプレイの前払い配送情報には、AWS Snowball Edgeデバイスの返送先の返送先住所が含まれ
ています。デバイスの返送先のキャリアについては、を参照してください配送業者 (p. 61)。

デバイスは AWS の仕分け施設に配送された後、AWS データセンターに送られます。キャリアからジョブ
の追跡番号が自動的にに通知されますAWS Snow ファミリーマネジメントコンソール。コンソールでジョ
ブのステータス詳細を確認するか、ジョブ管理 API へコールすることで、追跡番号や配送業者の追跡を行
うウェブサイトへのリンクを確認できます。

Snowball Edge デバイスの電源をオフにして、電源ケーブルを抜いてから約 1 分待っても、E Ink 画面に配
送情報が表示されない場合は、を参照してくださいSnow Family デバイスの返品に関するトラブルシュー
ティング (p. 351)。

デバイスを介して、を使用してジョブのステータス変更を追跡できます。AWS Snow ファミリーマネジメ
ントコンソールAWSジョブの作成時にこのオプションを選択していた場合は、Amazon SNS 通知を使用で
きます。また、ジョブ管理 API を呼び出すこともできます。この API の詳細については、AWS Snowball 
API リファレンスを参照してください。

最終ステータス値には、によっていつAWS Snowball Edgeが受領されたかAWS、データのインポートがい
つ開始されたか、ジョブがいつ完了したかが含まれます。

AWS SnowballEdge デバイスの出荷準備
ここからは、AWS Snowball Edgeデバイスをに返送するための準備方法を説明しますAWS。

AWS Snowball Edge デバイスの配送を準備するには

1. 電源ケーブルを切り離して、AWS Snowball Edgeデバイス上部のケーブル収納スペースに収納しま
す。

2. AWS Snowball Edgeデバイスの背面、上部、前面にあるドアを閉じます。クリック音と手ごたえを感
じるまで押し込みます。

AWS Snowball Edgeデバイスをコンテナで梱包する必要はありません。デバイス自体が頑丈な配送用コン
テナとなっています。デバイスの電源がオフになると、AWS Snowball Edgeデバイス上部の E Ink ディス
プレイに返送用配送情報が表示されます。

ジョブ固有の考慮事項
Important

データをインポートする場合は、プロセスの最後に Amazon S3 へのインポートが成功し、デー
タ転送の結果が確認できるまで、転送データのローカルコピーを削除しないでください。

Snow Family デバイスの返品送料
AWS Snowball Edgeデバイスはデータセンターから出荷され、AWSデータセンターに配送されます。デバ
イスのE Ink 画面の前払い配送情報に、デバイスの返送先の住所が含まれます。AWS Snowball Edge返品
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の配送速度は、デバイスを受け取ったときの元の配送速度と一致します。を使用してステータスの変更を
追跡しAWS Snow ファミリーマネジメントコンソール、お住まいの地域の配送業者を通じてパッケージの
進行状況を追跡できます。

AWS Snowball Edgeデバイスの返送方法の詳細については、を参照してください配送業者 (p. 61)。

Important

からの個別の指示がない限りAWS、AWS Snowball Edgeデバイスに別の配送ラベルを貼付しない
でください。必ず、AWS Snowball Edgeデバイスの E Ink ディスプレイに表示される配送情報を
使用してください。

配送業者
ジョブの作成時に、AWS Snowball Edgeデバイスの送付先住所を指定します。AWS からお客様、お客様
から AWS へのデバイスの配送は、いずれも、リージョンの対応するキャリアが行います。ジョブのス
テータスが「出荷準備中」になると、アウトバウンド配送情報を確認できます。

AWS Snowball Edge出荷されるすべてのデバイスには追跡番号があります。追跡番号や追跡を行うウェブ
サイトへのリンクは、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソールのジョブダッシュボード、または
ジョブ管理 API を使用して確認できます。

AWS SnowballEdge デバイスでは以下のキャリアがサポートされています。

• インドの場合、Blue Dartがキャリアです。
• 韓国、日本、オーストラリア、インドネシアでは、キューネ・アンド・ナーゲルが配送業者です。
• 中国および香港の場合、S.F. Express がキャリアです。
• その他のリージョンのキャリアはすべて、UPS です。

トピック
• AWS Snowball EdgeEU、米国、英国、南アフリカ、カナダにおける UPS の集荷 (p. 61)
• 英国における AWS Snowball の集荷 (p. 62)
• AWS Snowballブラジルでのピックアップ (p. 62)
• AWS Snowballオーストラリアにおけるの集荷 (p. 63)
• AWS Snowballインドでのピックアップ (p. 64)
• AWS Snowball韓国のエッジピックアップ (p. 64)
• AWS Snowball香港での Edge の集荷 (p. 65)
• AWS Snowballシンガポール、日本、インドネシアでのピックアップ (p. 65)
• AWS Snowballアラブ首長国連邦、ドバイでの受け取りと返却 (p. 66)
• 配送速度 (p. 66)

AWS Snowball EdgeEU、米国、英国、南アフリカ、カナダにお
ける UPS の集荷
UPSは、多くの場合、EU、米国、英国、南アフリカ、カナダでデバイスを引き取ることができます。次に
便利なガイドラインをいくつか紹介します。

• UPS に直接集荷予定を UPS に直接手配するか、UPS の荷物引き渡し施設に、AWS Snowball Edgeへ配
送予定のデバイスを持ち込みますAWS。
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• E Ink ディスプレイの UPS 前払い配送ラベルに、AWS Snowball Edgeデバイスの返送先住所が記載され
ています。

• AWS Snowball EdgeデバイスはAWSの仕分け施設に配送された後、AWSデータセンターに送られま
す。UPSは追跡番号を提供します。

Important

からの個別の指示がない限りAWS、AWS Snowball Edgeデバイスに別の配送ラベルを貼付しない
でください。必ず、デバイスの E Ink ディスプレイに表示される配送情報を使用してください。

UPS は、Snowball Edge デバイスをに配送します。オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、
キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハン
ガリー、イタリア、アイルランド、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーラ
ンド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデンです。

Note

現在、英国と欧州連合諸国間の注文は国際的とみなされており、特別な国
際的手続きによる承認が必要です。英国とEU間でデバイスを発送する必
要がある場合は、UPSでのピックアップまたはドロップオフを手配する前
に、<snowball-shipping@amazon.com ###############################>。

Snowファミリー製品のUPSサービスは、国内でのみご利用いただけます。

英国における AWS Snowball の集荷
英国において、UPS に Snowball Edge の集荷を依頼する際は、次の情報に注意してください。

• UPS にAWS Snowball Edgeデバイスの集荷を依頼するには、集荷予定を UPS に直接手配するか、UPS 
の荷物引き渡し施設に、AWS Snowball Edgeへ配送予定のデバイスを持ち込みますAWS。

• E Ink ディスプレイの UPS 前払い配送ラベルには、AWS Snowball Edge デバイスの返送先の正しい住
所が記載されています。

• AWS Snowball Edge デバイスは AWS の仕分け施設に配送された後、AWS データセンターに送られま
す。UPS からジョブの追跡番号が自動的にレポートされます。

Important

AWS からの個別の指示がない限り、AWS Snowball Edge デバイスに別の配送ラベルを貼付し
ないでください。必ず、デバイスの E Ink ディスプレイに表示される配送情報を使用してくださ
い。

Snowファミリー製品のUPSサービスは、国内でのみご利用いただけます。

Note

2021年1月以降、英国はEUの一部ではなくなりました。英国と他のEU諸国間の注文は国際注
文であり、特別な国際プロセスを通じてのみ承認される非一般的な在庫処理プロセスです。お
客様が承認され、デバイスをEU加盟国からLHRに、または英国からEU加盟国に返送する場合
は、UPSでの集荷/ドロップオフを手配する前にコマーシャルインボイスを提出できるように、ま
ず <snowball-shipping@amazon.com> に返品をリクエストする必要があります。

AWS Snowballブラジルでのピックアップ
ここからは、UPS にブラジルで Snowball Edge デバイスを集荷する際は、次にいくつかのガイドラインを
示します。
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• Snowball Edge デバイスを返送する準備ができたら、0800-770-9035 に電話で連絡し、UPS に集荷を手
配します。

• Snowball Edge は、26 の州と連邦直轄区を含む、ブラジル国内で使用できます。
• すでにお持ちの場合は、ジョブを作成する前に、Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) ID を確

認してください。
• 適切なドキュメントを発行して、Snowball Edge デバイスを返送する必要があります。ICMS（ICMS）

登録に従って、お住まいの州で次の書類のうちどれが必要かを税務署に確認してください。
• サンパウロ市内 – 通常、非 ICMS 申告と電子税申告 (NF-e) が必要です。
• サンパウロ市外 – 通常、次の書類が必要です。

• 非 ICMS 宣言書
• Nota Fiscal Avulsa
• 電子税金請求書 (NF-e)

Note

ICMS 以外の納税者申告書については、申告書のコピーを 4 部作成することをお勧めします。1 
つは記録用、もう 1 つは輸送用です。

AWS Snowballオーストラリアにおけるの集荷
オーストラリアでは、デバイスをに返送する場合はAWS、SnowAWS Snowball Edge デバイスの E Ink ラ
ベルの上に返品用輸送ラベル (説明書が同封されているポーチに入っています) を貼ってください。

Note

デバイスに返品ラベルが届かない場合は、デバイスのシリアル番号または参照番号を記載し
て、knau.snowball_return@kuehne-nagel.com に電子メールを送信してください。

Snow Familyデバイスの返品を手配するには、モバイルデバイスで返品手順のQRコードをスキャンしてく
ださい。デバイスに、電子メールメッセージへのハイパーリンクが表示されます。メッセージには、電子
メールアドレス、件名、管理番号、委託番号などの情報が含まれています。集荷日、名前、連絡先を記入
するか、変更がある場合は新しい集荷先住所を入力してください。
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AWS Snowballインドでのピックアップ
インドでは、Blue Dart が Snowball デバイスを集荷します。Snowball デバイスの返送準備ができたら、電
源をオフにして、返送出荷の準備をします。集荷を手配するには、件名に Snowball Pickup Request と記
載の上、snowball-pickup@amazon.com 宛てに E メールにてご連絡ください。E メールには、以下の情報
を記載してください。

• ジョブ ID – AWS に返送する Snowball のジョブ ID。
• AWS アカウント ID – ジョブを作成した AWS アカウントの ID。
• 最早集荷時間 (お客様の現地時間) – Snowball の集荷が可能な最早時間。
• 最遅集荷時間 (お客様の現地時間) – Snowball の集荷が可能な最遅時間。
• 特記事項 (オプション) – 集荷を調整するための連絡先の詳細など、Snowball の集荷に関する特記事項。

Snowball チームが Blue Dart に集荷を手配し、お客様に確認メールを送信します。Blue Dart は紙の配送ラ
ベルを提供し、Snowball デバイスを集荷します。

Important

インドで Snowball を使用する場合は、必ず、すべての税関係書類を管轄の州に提出してくださ
い。

AWS Snowball韓国のエッジピックアップ
韓国では、Kuehne + Nagel が集荷を行います。デバイスを返送する準備ができたら、「Snowball Pickup 
Request」という件名で snowball-shipping@amazon.com 宛に E メールを送信してください。集荷日を調
整いたします。E メールの本文には、以下の情報を記載してください。

• ジョブ ID – AWS に返送する Snowball のジョブ ID。
• ピックアップアドレス-デバイスをピックアップするアドレス。
• 集荷日-デバイスの受け取りを希望する最も早い日。
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• 連絡先情報 — 必要に応じてキューネ・アンド・ナーゲルが連絡を取る際に使用できる名前、メールアド
レス、および現地の電話番号。

すぐに Snowball チームからフローアップ E メールが届きます。この E メールには、お知らせいただいた
住所での集荷に関する情報が含まれています。デバイスの電源を入れ直します。通常 1,300 〜 1,500 で集
荷可能になります。

AWS Snowball香港での Edge の集荷
香港では、S.F. Express が集荷を行います。デバイスを返送する準備ができたら、件名に Snowball Edge 
Pickup Request と記載の上、 snowball-shipping-ap-east -1@amazon.com まで E メールにてご連絡くださ
い。集荷日を調整いたします。E メールの本文には、以下の情報を記載してください。

• ジョブ ID
• AWS アカウント ID
• 問い合わせ名
• 連絡先電話番号
• 連絡先 E メールアドレス
• デバイスの集荷を希望する日
• 最早集荷時間
• 最遅集荷時間
• 集荷先住所

S.F. Express にお申し込み後、集荷日時を変更することはできません。

デバイスは S.F. Express によって、AWS へ配送されます。S.F. Express 返送時の追跡番号は、申し込み
時に通知されます。

AWS Snowballシンガポール、日本、インドネシアでのピック
アップ
シンガポール、日本、インドネシアでは、デバイスを返品する準備ができたら、返品用E Inkラベルに表示
されているQRコードを携帯電話でスキャンします。これにより、メールテンプレートに直接移動します。
お迎えの日時と連絡先を記入してください。
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Note

集荷先住所がデバイスを配達した住所と異なる場合は、指定された配送業者に通知できるよう
に、メール本文に新しい住所を追加してください。

Note

日本では、運送会社は120.00ドルの配送料を請求します。料金の説明には Snowball と記載されて
いますが、料金はすべての Snow Family デバイスの配送に適用されます。

AWS Snowballアラブ首長国連邦、ドバイでの受け取りと返却
AWS Snowball Edgeドバイでデバイスを受け取りまたは返却する際に従う必要のあるガイドラインは次の
とおりです。

Snowball Edge Device を受領する

フリーゾーンで Snowball Edge デバイスを受け取り、荷物の配達準備が整ったことを UPS から通知され
たら、フリーゾーンのゲートパスを申請、取得、共有します。

フリーゾーンまたは本土にいる場合は、デバイスを受け取ったときに配達証明（POD）に署名してくださ
い。

Snowball Edge Device の返送方法

Snowball Edge デバイスを返送する場合、UPS にデバイスの集荷を依頼するには、集荷予定を UPS に
直接手配するか、UPS のウェブサイトで UPS に直接手配するか、UPS のウェブサイトで UPS に直接手
配するか、UPS のウェブサイトから、集荷予定を UPS に直接手配するか、UPS のウェブサイトで UPS 
デバイスを引き取る前に、返品配送情報がE Inkディスプレイに表示されていることを確認してくださ
い。Snowball Edge デバイスの返送 (p. 60) を参照してください。フリーゾーンでは、UPSドライバー
がデバイスの受け取りに割り当てられたことが通知されたら、フリーゾーンのゲートパスを申請、取得、
共有します。

E Ink ディスプレイの UPS 前払い配送情報に、Snowball Edge デバイスの返送先の正しい住所が記載され
ています。

Snowball Edge デバイスはAWSの仕分け施設に配送された後、AWSデータセンターに送られます。UPS 
からジョブの追跡番号が自動的に作成されます。

Important

からの個別の指示がない限りAWS、別の配送ラベルを Snowball Edge デバイスに貼付しないでく
ださい。必ず、デバイスの E Ink ディスプレイに表示される配送ラベルを使用してください。

Snowファミリー製品のUPSサービスは、国内でのみご利用いただけます。

配送速度
利用できる配送速度は国によって異なります。以下の配送速度は、お客様が AWS Snowball Edge デバイ
スを発送する国に基づいています。配送速度は次のとおりです。

• オーストラリア、日本、シンガポール、インドネシア、韓国 — これらの国内に配送する場合、1〜3日
の標準配送速度を利用できます。

• ブラジル – ブラジル国内に配送する場合、UPS Domestic Express Saver をご利用いただけます。この
配送方法では、2 営業日以内に配送されます。配送日数は､州境での遅延の影響を受ける可能性がありま
す。
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• EU – EU 各国内への配送には、至急便を利用できます。通常、至急便で発送されたAWS Snowball Edge
デバイスは、約 1 日で配送されます。また、EU のほとんどの国で通常便も利用できます。こちらは通
常片道 1 週間以内です。

• 香港 – 香港内部の配送には、至急便を利用できます。
• インド — インド国内に配送する場合、&SnowballEdge;AWS デバイスは関連するすべての税務書類を受

け取ってから7営業日以内に発送されます。
• アラブ首長国連邦、ドバイ-宅配便エクスプレスセーバー配送をご利用いただけます。
• 英国 (UK) — 英国内部の配送には、至急便を利用できます。通常、至急便で発送された Snowball Edge 

デバイスは、約 1 日で配送されます。また、通常配送も利用できます。こちらは通常、片道 1 週間以内
に配送されます。

• アメリカ合衆国 (米国) およびカナダ – 米国およびカナダ内の配送の場合、翌日配送と翌々日配送を利用
できます。

インポートステータスのモニタリング
コンソールでインポートジョブのステータスをモニタリングするには、AWS Snow ファミリーマネジメ
ントコンソール にサインインします。表から追跡するジョブを選択するか、表の上部にある検索バーで選
択したパラメータでジョブを検索します。ジョブを選択すると、ジョブの詳細情報が表に示され、その中
に、ジョブのリアルタイムのステータスを示すグラフが表示されます。

デバイスが AWS に届くと、ジョブのステータスが [In transit to AWS] (AWS へ配送中) から [At AWS] 
(AWS 内) に変わります。Amazon S3 へのデータのインポートが開始されるまで、平均で 1 日かかりま
す。開始されると、ジョブのステータスが [Importing] に変わります。ここからインポートが [Completed] 
(完了) ステータスになるまでは、平均で 2 営業日かかります。

これで、AWS Snowball を使用した Amazon S3 への最初のデータインポートジョブが完了しました。デー
タ転送に関するレポートはコンソールから取得できます。コンソールからこのレポートにアクセスするに
は、ジョブをテーブルから選択して展開し、詳細情報を表示します。[Get report] を選択して、ジョブ完了
レポートを PDF ファイルでダウンロードします。詳細については、「コンソールでのジョブ完了レポート
とログの取得 (p. 67)」を参照してください。

Next: コンソールでのジョブ完了レポートとログの取得 (p. 67)

コンソールでのジョブ完了レポートとログの取得
データが Amazon S3 に対してインポートされたりエクスポートされると、ダウンロード可能な PDF 形式
のジョブレポートが生成されます。インポートジョブの場合、このレポートはインポートプロセスの最終
段階で使用できるようになります。エクスポートジョブの場合、ジョブレポートは通常、ジョブパート用
のAWS Snowball Edgeデバイスがお客様に配送されている間に使用できるようになります。ローカルユー
スの職種にはジョブ完了レポートはありません。

ジョブレポートには、Amazon S3 データ転送の状態の詳細が記載されています。レポートには、お客様の
記録用にジョブまたはジョブパートの詳細が含まれています。ジョブレポートには、デバイスと Amazon 
S3 の間で転送されたオブジェクトの総数および総バイト数の高レベルの概要を示すテーブルも含まれてい
ます。

転送されたオブジェクトのステータスに関するより詳細な可視記録は、2 つの関連ログ、成功ログと失敗
ログで確認できます。これらのログはカンマ区切り値 (CSV) 形式で保存され、各ログの名前には、そのロ
グが記録したジョブまたはジョブパートのジョブ ID が含まれています。

レポートおよびログは AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール からダウンロードできます。以下
は、サンプルレポートです。
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ジョブレポートやログを取得するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール コン
ソールを開きます。

2. テーブルからジョブまたはジョブパートを選択し、ステータスペインを展開します。

ジョブレポートやログの取得についての 3 つのオプションが表示されます。[Get job report]、
[Download success log]、[Download failure log] です。

3. ダウンロードするログを選択します。

次のリストは、レポートに使用される値について説明しています。
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• 完了済み - 転送が正常に完了しました。成功ログで詳細情報を確認できます。
• エラーで完了 - 一部またはすべてのデータが転送されませんでした。失敗ログで詳細情報を確認できま

す。

Next: 次のステップ (p. 69)

次のステップ
前のセクションを確認し、最初のデータ転送ジョブを開始できました。次のトピックでは、AWS Snowball 
Edgeデバイスのツールやインターフェイスの詳細についてご覧いただけます。

• AWS Snowball Edge デバイスの使用 (p. 117)
• Snowball Edge クライアントの使用 (p. 118)
• データ移行用の Amazon S3 アダプタを使用したファイル転送 (p. 139)

また、AWS Snowball のジョブ管理 API について確認することをお勧めします。詳細については、「AWS 
Snowball API リファレンス」を参照してください。

初めて Amazon S3 にデータをインポートする場合は、インポート後の操作の詳細について確認する必要
があるかもしれません。Amazon S3 の詳細については、Amazon S3 の開始方法を参照してください。
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Snowball Edge による大規模なデー
タ移行を Snowball Edge

大規模データ移行とは、500 TB を超える既存のデータをオンプレミスデバイスからに転送することです
AWS。移行には、すべてのデータが正常に移行されるように、入念な計画と準備が必要ですAWS。データ
移行が完了したら、計画、バックアップの作成、品質テスト、結果の検証など、移行後のアクティビティ
を実行できます。

期限を逃したり、予算を超過したり、移行に失敗したりする可能性を避けるため、移行を開始する前に
データ移行戦略を立てることをお勧めします。 AWSSnow Services では、AWSコンソールの大規模デー
タ移行機能を使用して、大規模なデータ移行プロジェクトを作成、注文、追跡できます。

各トピックでは大規模な転送の計画 (p. 70)、大規模な転送のキャリブレーション (p. 72)手動のデー
タ移行プロセスについて説明しています。大規模データ移行計画の作成 (p. 72)トピックやで説明されて
いるように、手動の手順を効率化できます大規模データ移行プランの使用 (p. 73)。

トピック
• 大規模な転送の計画 (p. 70)
• 大規模な転送のキャリブレーション (p. 72)
• 大規模データ移行計画の作成 (p. 72)
• 大規模データ移行プランの使用 (p. 73)

大規模な転送の計画
次のセクションのガイドラインに従って、AWS Snowball Edge現場にあるデバイスとサーバー間の大量の
データ転送を計画および調整することをお勧めします。

トピック
• ステップ 1: 何をクラウドに移行するのかを理解する (p. 70)
• ステップ 2: 目標転送速度を計算する (p. 71)
• ステップ 3: AWS Snowball Edge デバイスの必要数を決定する (p. 71)
• ステップ 4: ジョブを作成する (p. 71)
• ステップ 5: データを転送セグメントに分割する (p. 71)

ステップ 1: 何をクラウドに移行するのかを理解する
AWS Snowball Edgeデバイスを使用して最初のジョブを作成する前に、転送するデータのサイズ、データ
が現在どこに保管されているか、データの送信先はどこかを確認します。ペタバイト以上の規模のデータ
を転送する場合、このような準備をしておくことで、AWS Snowball Edge デバイスの使用を開始する際の
作業がはるかに楽になります。

データを初めて AWS クラウド に移行する場合は、クラウド移行モデルを設計することをお勧めします。
クラウドへの移行は一朝一夕には起こりません。すべてのシステムが期待どおりに機能するようにするに
は、慎重な計画プロセスが必要です。

このステップが終わると、クラウドに移行するデータの総量がわかります。
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ステップ 2: 目標転送速度を計算する
各サーバーに接続されている Snowball Edge デバイスへのデータ転送の速度を推定しておくことが重要で
す。この推定速度が、目標転送速度となります。これは、ローカルネットワークのアーキテクチャという
実際の条件の下でAWS Snowball Edgeデバイスにデータを移行する速度の期待値です。

Note

大容量のデータを転送する場合は、Amazon S3 AdMonitor を使用してデータを転送することをお
勧めします。

Snowball Edge デバイスへのデータの代表的なサブセットの転送を計算するか、10 GB のサンプルファイ
ルを作成してスループットを測定して、ベースラインの転送速度を把握します。

目標転送速度を特定するときは、ネットワークの速度、転送中のファイルサイズ、ローカルサーバーから
の読み出し速度の変更によって左右されることに留意してださい。Amazon S3 AdMonitor は、条件が許す
限り高速でAWS Snowball Edgeデバイスにデータをコピーします。

ステップ 3: AWS Snowball Edge デバイスの必要数を
決定する
クラウドに移行させるデータの総量、計画しているデータの移動に必要な日数をもとに、大規模な
データ移行に必要な Snowball Edge デバイスの台数を決定します。AWSデバイスタイプにもよります
が、Snowball Edge デバイスの使用可能な容量は約 39.5 TB または 80 TB です。たとえば、300 TB の
データを 10AWS 日以上に移動したい場合で、転送速度が 250 MB/秒の場合、4 台の Snowball Edge デバ
イスが必要です。

ステップ 4: ジョブを作成する
必要なAWS Snowball Edge デバイスの数がわかったら、デバイスごとにインポートジョブを作成しま
す。AWS Snowball Edgeデバイスのインポートジョブはそれぞれ 1 台の Snowball Edge デバイスを対象
とするため、複数のインポートジョブを作成する必要があります。詳細については、AWS Snowball Edge 
ジョブの作成を参照してください。

ステップ 5: データを転送セグメントに分割する
複数のジョブを含む大規模なデータ転送のベストプラクティスとして、データをより小さく、管理しやす
い複数のデータ転送セグメントに分割することをお勧めします。これにより、セグメントを 1 つずつ転送
することも、複数のセグメントをparallel 転送することもできます。セグメントを計画するときは、セグメ
ントのデータを組み合わせたものがジョブに使用するAWS Snowball Edgeデバイスに収まることを確認し
てください。たとえば、次のいずれかの方法で転送をセグメントに分けることができます。

• 各AWS Snowball Edgeデバイスでは、8 TB のセグメントを 10 個作成できます。
• 大きいファイルの場合は、個々のファイルをセグメントにすることもできますが、Amazon S3 のオブ

ジェクトでは 5 TB の制限があるまで設定できます。
• 各セグメントのサイズはそれぞれ異なっても構いません。また、個々のセグメントは同じ種類のデータ

で構成することができます。たとえば、あるセグメントには小さいファイル、別のセグメントには圧縮
したアーカイブ、といった方法で分けることができます。この方法は、さまざまなタイプのファイルの
平均転送速度を決定するのに役立ちます。

Note

メタデータ操作は、転送されるファイルごとに実行されます。このオーバーヘッドは、ファイル
サイズとは無関係に一定です。したがって、小さなファイルを大きなバンドルに圧縮したり、

71

https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/developer-guide/create-job-common.html
https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/developer-guide/create-job-common.html


AWS Snowball Edge 開発者ガイド
大規模な転送のキャリブレーション

ファイルをバッチ処理したり、大きなファイルを個別に転送したりすることで、パフォーマンス
が向上します。

データ転送セグメントを作成すると、計画している大規模な異種混在転送のトラブルシューティングを試
みた場合、複雑になる可能性があるので、転送の問題をすばやく解決しやすくなります。

ペタバイト規模のデータ転送のプランニングが完了したら、AWS Snowball Edgeサーバーからデバイスに
セグメントをいくつか転送し、速度と合計転送時間をキャリブレーションすることをお勧めします。

大規模な転送のキャリブレーション
大規模な転送をキャリブレーションするには、標準的なデータ転送セグメント一式を転送します。定義し
たデータセグメントの数を選択し、Snowball Edge デバイスにそれを転送します。各操作の転送速度と合
計転送時間を記録します。キャリブレーションの結果が目標の転送速度を下回る場合は、データ転送の複
数の部分を同時にコピーできる場合があります。この場合は、データ転送セグメントを追加してキャリブ
レーションを繰り返します。

データ転送を実行中のすべてのインスタンスの転送速度の合計に見合った増加が見られなくなるまで、
キャリブレーション中の並行コピー操作を継続します。最後にアクティブだったインスタンスを終了し、
新しい目標転送速度を確認、記録します。

次のいずれかのシナリオを使用してデータをparallel 転送することで、AWS Snowball Edgeデバイスを使
用してデータをより速く転送できます。

• 1 台の Snowball Edge デバイスに対して、1 台のワークステーション上の S3 インターフェイスの複数
のセッションを使用する。

• 1 台の Snowball Edge デバイスに対して、複数のワークステーションで S3 インターフェイスの複数の
セッションを使用する。

• 複数の Snowball Edge デバイスを対象に (1 つまたは複数のワークステーションを使用して) S3 イン
ターフェイスの複数のセッションを使用する。

これらのステップを完了すれば、AWS Snowball Edgeデバイスにデータをすばやく転送する方法を把握で
きるようになります。

大規模データ移行計画の作成
AWS Snow Family大規模データ移行計画機能を使用すると、複数の Snow Family サービス製品を使用する
場合に、500 TB から数ペタバイトまでの大規模なデータ移行を計画、追跡、監視、管理できます。

大規模データ移行計画機能を使用して、AWS移行先のデータのサイズやデータを同時に移行するために
必要な Snow Family デバイスの数など、データ移行の目標に関する情報を収集します。この計画に基づい
て、データ移行プロジェクトの予定スケジュールと、目的に合った推奨ジョブオーダースケジュールを作
成します。

大規模なデータ移行計画を作成するには

Note

データ移行プランは、インポートジョブのユースケースでのみサポートされています。

1. AWS Snow ファミリーマネジメントコンソールにサインインします。このでSnowファミリーを初め
て使う場合はAWS リージョン、AWS Snow Familyページが表示されます。それ以外の場合は、既存
のジョブのリストが表示されます。
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2. 初めてのデータ移行計画の場合は、メインページから 500 TB を超える移行のための大規模データ移
行計画を作成を選択してください。それ以外の場合は、左側のナビゲーションペインから [大規模デー
タ移行計画] を選択します。[データ移行プランの作成] を選択して、プラン作成ウィザードを開きま
す。

3. [データ移行プランに名前を付ける] セクションの [データ移行プラン名] ボックスにプランの名前を入
力します。プラン名の最大長は 64 文字まで設定できます。有効な文字は、A～Z、a～z、0～9、-(ハ
イフン) です。プラン名は aws: で始まってはいけません。

4. [配送先住所] セクションで、既存の住所を選択するか、新しい住所を作成します。

• [Use recent address] (最近使用した住所を使用する) を選択すると、ファイル内にある住所が表示さ
れます。リストから必要な住所を選択します。

• [Add a new address] (新しい住所を追加する) を選択した場合は、要求されている住所情報を入力し
ます。AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール に新しい配送情報が保存されます。

Note

住所に含まれる国は、デバイスの配送先の国と一致し、その国で有効でなければなりませ
ん。

5. [同時接続デバイス] に、オンプレミスで同時にデータをコピーできる Snow Family デバイスの数を入
力します。

6. [移行先の合計データ] にAWS、移行先のデータのサイズを入力しますAWS。大規模なデータ移行計
画は、500 TB を超えるデータ移行にのみ許可されます。データ転送プロジェクト用にSnow Familyの
ジョブを個別に注文してください。

7. 「サービスアクセス」で、次のいずれかを実行します。

• Snow Family CloudWatch ジョブのメトリクスと Amazon SNS 通知を公開するのに必要なすべての
権限を持つ、サービスにリンクされた新しいロールを Snow が作成できるようにします。

• または、必要な権限を持つ既存のサービスロールを追加することもできます。このロールを設定す
る方法の例は、「例 4: 必要なロール権限と信頼ポリシー (p. 333)」を参照してください。

8. 「通知を送信」で、通知を送信するかどうかを選択します。データ移行プランに関する通知を送信し
ないを選択した場合、作成中のプランからの通知は受信されませんが、ジョブの通知は引き続き受信
されることに注意してください。

9. [通知の設定] セクションで、次のいずれかを実行します。

• 既存のトピックを使用するには、[Use an existing SNS topic] (既存のトピックを選択する) を選択
し、リストからトピックの Amazon リソースネーム (ARN) を選択します。

• 新しいトピックを作成するには、[新しい SNS トピックの作成] を選択します。トピックの名前と E 
メールアドレスを入力します。

10. [データ移行プランの作成] を選択してプランを作成します。

大規模データ移行プランの使用
大規模なデータ移行計画を作成したら、作成されたスケジュールとダッシュボードを使用して、残りの移
行プロセスを進めることができます。

ジョブ順序リスト
各プランには、ジョブ順序リストが表示されます。これは最初は空です。ジョブの注文を開始したら、
「アクション」メニューから「ジョブを追加」を選択してプランにジョブを追加できます。ここに追加し
たジョブは、監視ダッシュボードで追跡されます。

同様に、「アクション」メニューから「ジョブを削除」を選択して、ジョブ順序リストからジョブを削除
できます。
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データ移行をスムーズに行うには、プランに記載されているジョブオーダースケジュールを使用すること
をお勧めします。

おすすめのジョブオーダースケジュール
AWS Snow Family大規模な移行計画を作成すると、新しいジョブを作成するための推奨ジョブオーダース
ケジュールが表示されます。このスケジュールは、ジョブごとに取り込まれる平均データと、ジョブが完
了するまでの平均時間に基づいて自動的に調整されます。 end-to-endこの推奨スケジュールに従うと、新
規案件の発注に関する意思決定プロセスを簡略化できます。

MonMonM
プランにジョブを追加すると、ジョブが取り込みに戻ると、AWSダッシュボードに指標が表示されます。
これらのメトリックは、進捗状況を追跡するのに役立ちます。

• 移行先データAWS —AWS これまでに移行されたデータの量。
• ジョブあたりの平均データ移行量 — ジョブあたりの平均データ量（テラバイト）。
• スノージョブの総数 — 注文された残りのジョブと比較した Snowball Edge ジョブの数。
• 移行ジョブの平均所要時間 — ジョブの平均所要時間 (日数)。
• Snow Job Status — 各ステータスのジョブの数。
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AWS OpsHub for Snow Family を使
用したデバイスの管理

Snow Family デバイスでAWS OpsHub for Snow Family、デバイスやローカルAWSサービスを管理するた
めに使用できるユーザーフレンドリーなツール、の提供が開始されました。クライアントコンピュータ
でを使用しAWS OpsHub、単一デバイスまたはクラスター化されたデバイスのロック解除と設定、ファ
イルの転送、Snow Family デバイスで実行中のインスタンスの起動と管理、といったタスクを実行しま
す。AWS OpsHub を使用して、ストレージの最適化と Snow デバイスタイプのコンピューティング最適化
の両方を管理できます。この AWS OpsHub アプリケーションは、追加料金なしで利用できます。

AWS OpsHub は、Snowball API で利用可能な既存のオペレーションをすべて受け取り、グラフィカル
ユーザーインターフェイスとして表示します。このインターフェイスを使用すると、データをAWS クラウ
ドにすばやく移行し、Snow Family デバイスにエッジコンピューティングアプリケーションをデプロイで
きます。

AWS OpsHubは、Snow Family デバイスで実行されているAWSのサービスの統一ビューを提供し、AWS 
Systems Managerを通じて運用タスクを自動化します。によりAWS OpsHub、さまざまなレベルの技術的
専門知識を持つユーザーが、多数の Snow Family デバイスを管理できます。数回クリックするだけで、デ
バイスのロック解除、ファイルの転送、Amazon EC2 インスタンスの管理、デバイスメトリクスのモニタ
リングを行うことができます。

Snow デバイスがお客様のサイトに到着したら、ラップトップなどのクライアントマシンで AWS OpsHub 
アプリケーションをダウンロード、インストール、および起動します。CULT0003_ja-JP_AWS_PE-
PCULT0003_ja-JP_AWS_PE-Pインストール後、デバイスのロックを解除して管理を開始し、サポートさ
れている AWS のサービスをローカルで使用することができます。AWS OpsHub には、デバイス上のスト
レージ容量やアクティブなインスタンスなどの主要なメトリクスをまとめたダッシュボードが用意されて
います。また、Snow Family デバイスでサポートされるAWSの一部のサービスも提供されます。数分以内
に、デバイスへのファイル転送を開始できます。

トピック
• Snow FamilyAWS OpsHub デバイス用のダウンロード (p. 75)
• デバイスのロック解除 (p. 76)
• AWS OpsHub の署名の検証 (オプション) (p. 81)
• デバイスで AWS のサービスを管理する (p. 84)
• デバイスの管理 (p. 104)
• 管理タスクの自動化 (p. 112)
• デバイスの NTP タイムサーバーの設定 (p. 114)

Snow FamilyAWS OpsHub デバイス用のダウン
ロード

AWS OpsHub をダウンロードするには

1. AWSSnowball リソースウェブサイトに移動します。
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2. AWSOpsHubセクションで、お使いのオペレーティングシステムの [ダウンロード] を選択し、インス
トール手順に従います。

デバイスのロック解除
デバイスがサイトに到着したら、まず接続してロックを解除します。AWS OpsHub では次の方法を使用し
て、デバイスのサインイン、ロック解除、管理を行うことができます。

• ローカル — デバイスにローカルでサインインするには、デバイスの電源を入れ、ローカルネットワーク
に接続する必要があります。次に、ロック解除コードとマニフェストファイルを入力します。

• リモート — デバイスにリモートでサインインするには、デバイスの電源を入れ、デバイスがネットワー
クを介して device-order-region.amazonaws.com に接続できることを確認します。次に、デバイ
スにリンクされている AWS アカウント の AWS Identity and Access Management (IAM) 認証情報 (アク
セスキーおよびシークレットキー) を入力します。

リモート管理を有効にし、関連付けられたアカウントを作成する方法については、を参照してくださ
いSnow Device Management を有効にする  (p. 267)。

トピック
• デバイスをローカルでロック解除する (p. 76)
• デバイスをリモートでロック解除する (p. 79)

デバイスをローカルでロック解除する
デバイスをローカルで接続してロック解除するには

1. デバイスのフラップを開き、電源コードを探し、コードを電源に接続します。
2. イーサネットケーブル (通常は RJ45 ケーブル) を使用してデバイスをネットワークに接続し、フロン

トパネルを開いてデバイスの電源を入れます。
3. AWS OpsHub アプリケーションを開きます。初めて使用するときは、言語の選択を求められます。続

いて、[Next] (次へ) を選択します。
4. [はじめに]OpsHub ページで、[ローカルデバイスにサインイン] を選択し、[サインイン] を選択しま

す。
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5. [ローカルデバイスへのサインイン] ページで、Snow Family のデバイスタイプを選択し、[サインイン] 
を選択します。

デバイスがない場合は注文できます。
6. サインインページで、デバイスの IP アドレスとロック解除コードを入力します。デバイスマニフェス

トを選択するには、[Choose file] (ファイルの選択)、[Sign in] (サインイン) の順に選択します。
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7. (オプション) デバイスの認証情報を [profile] (プロファイル) として保存します。プロファイルに名前
を付け、[プロファイル名を保存] を選択します。プロファイルの詳細については、「プロファイルの
管理 (p. 110)」を参照してください。

8. [Local devices] (ローカルデバイス) タブで、デバイスを選択し、デバイス上で実行されているネッ
トワークインターフェイスや AWS のサービスなどの詳細を表示します。このタブからクラスターの
詳細を確認したり、AWS Command Line Interface (AWS CLI) と同様にデバイスを管理したりできま
す。詳細については、「デバイスで AWS のサービスを管理する (p. 84)」を参照してください。

AWS Snow Device Managementインストールされているデバイスの場合は、[リモート管理を有効に
する] を選択して機能を有効にできます。詳細については、「AWS Snow Device Management を使用
したデバイスの管理 (p. 266)」を参照してください。
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デバイスをリモートでロック解除する
デバイスを接続してリモートでロックを解除するには

1. デバイスのフラップを開き、電源コードを探し、コードを電源に接続します。
2. イーサネットケーブル (通常は RJ45 ケーブル) を使用してデバイスをネットワークに接続し、フロン

トパネルを開いてデバイスの電源を入れます。

Note

リモートでロックを解除するには、デバイスが device-order-region.amazonaws.com
に接続できる必要があります。

3. AWS OpsHub アプリケーションを開きます。初めて使用するときは、言語の選択を求められます。続
いて、[Next] (次へ) を選択します。

4. [はじめに]OpsHub ページで、[リモートデバイスにサインイン] を選択し、[サインイン] を選択しま
す。
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5. [Sign in to remote devices] (リモートデバイスにサインインする) ページで、AWS アカウント の AWS 
Identity and Access Management (IAM) 認証情報 (アクセスキーおよびシークレットキー) を入力
し、[Sign in] (サインイン) を選択します。

6. リモートデバイスタブの上部で、リモートでロック解除する Snow デバイスの地域を選択します。

80



AWS Snowball Edge 開発者ガイド
AWS OpsHub の署名の検証 (オプション)

7. [Remote devices] (リモートデバイス) タブでデバイスを選択し、状態やネットワークインターフェイ
スなどの詳細を表示します。次に、[Unlock] (ロック解除) を選択して、デバイスのロックを解除しま
す。

リモートデバイスの詳細ページでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) と同様にデバイスを
再起動して管理できます。異なる AWS リージョン のリモートデバイスを表示するには、ナビゲー
ションバーで現在のリージョンを選択し、表示するリージョンを選択します。詳細については、「デ
バイスで AWS のサービスを管理する (p. 84)」を参照してください。

AWS OpsHub の署名の検証 (オプション)
AWS OpsHub for Snow Family アプリケーションを Linux クライアントマシンにインストールできま
す。Linux 用 AWS OpsHub アプリケーションインストーラパッケージは、暗号で署名されています。公開
キーを使用して、インストーラパッケージがオリジナルで、変更されていないことを検証できます。ファ
イルに損傷や変更がある場合、検証は失敗します。GNU Privacy Guard (GPG) を使用して、インストー
ラーパッケージの署名を検証できます。この検証はオプションです。アプリケーションの署名検証の選択
は、いつでも実行できます。

Linux インストーラの署名ファイルは、AWS Snowcone リソースまたは Snowball Edge リソースからダウ
ンロードできます。

Linux クライアントマシンの AWS OpsHub パッケージを検証するには

1. 次の公開キーをコピーし、ファイルに保存して、ファイルに (opshub-public-key.pgp などの) 名
前を付けます。

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
xsFNBF/hGf8BEAC9HCDV8uljDX02Jxspi6kmPu4xqf4ZZLQsSqJcHU61oL/c
/zAN+mUqJT9aJ1rr0QFGVD1bMogecUPflTWlDkEEpG8ZbX5P8vR+EElO/rW/
WtqizSudy6qy59ZRK+YVSDx7DZyuJmIO7j00UADCL+95ZQN9vqwHNjBHsgfQ
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l/1Tqhy81ozTZXcI/+u+99YLaugJIP6ZYIeDfpxnghqyVtaappBFTAyfG67Y
N/5mea1VqJzd8liFpIFQnl+X7U2x6emDbM01yJWV3aMmPwhtQ7iBdt5a4x82
EF5bZJ8HSRMvANDILD/9VTN8VfUQGKFjFY2GdX9ERwvfTb47bbv9Z28Vl284
4lw2w1Bl007FoO2v/Y0ukrN3VHCpmJQS1IiqZbYRa0DVK6UR5QNvUlj5fwWs
4qW9UDPhT/HDuaMrMFCejEn/7wvRUrGVtzCT9F56Al/dwRSxBejQQEb1AC8j
uuyi7gJaPdyNntROEFTD7iO2L6X2jB4YLfvGxP7Xeq1Y37t8NKF8CYTpOry/
Wvw0iKZFbo4AkiI0aLyBCk9HBXhUKa9x06gOnhh1UFQrPGrk60RPQKqL76HA
E2ewzGDa90wlRBUAt2nRQpyNYjoASBvz/cAr3e0nuWsIzopZIenrxI5ffcjY
f6UWA/OK3ITHtYHewVhseDyEqTQ4MUIWQS4NAwARAQABzTlBV1MgT3BzSHVi
IGZvciBTbm93IEZhbWlseSA8YXdzLW9wc2h1Yi1zaWduZXJAYW1hem9uLmNv
bT7CwY0EEAEIACAFAl/hGf8GCwkHCAMCBBUICgIEFgIBAAIZAQIbAwIeAQAh
CRAhgc9adPNF8RYhBDcvpelIaY930bOvqiGBz1p080XxGbcP+gPZX7LzKc1Y
w9CT3UHgkAIawOSXYktujzoYVxAz8/j3jEkCY0dKnfyqvWZDiJAXnzmxWWbg
cxg1g0GXNXCM4lAd68CmbAOLoLTaWSQX30ZbswzhbtX2ADAlopV8RLBik7fm
bS9FyuubDRhfYRQq0fpjUGXFiEgwg6aMFxsrGLlv4QD7t+6ftFIe/mxLbjR4
iMgtr8FIPXbgn05YYY/LeF4NIgX4iLEqRbAnfWjPzqQ1spFWAotIzDmZqby+
WdWThrH4K1rwtYM8sDhqRnMnqJrGFZzk7aDhVPwF+FOVMmPeEN5JRazEeUrl
VZaSw6mu0n4FMGSXuwGgdvmkqnMe6I5/xLdU4IOPNhp0UmakDWOq/a1dREDE
ZLMQDMINphmeQno4inGmwbRo63gitD4ZNR5sWwfuwty25lo8Ekv7jkkp3mSv
pdxn5tptttnPaSPcSIX/4EDl19Tu0i7aup+v30t7eikYDSZG6g9+jHB3Va9e
/VWShFSgy8Jm2+qq/ujUQDAGTCfSuY9jg1ITsog6ayEZa/2upDJ1m+4OHK4p
8DrEzP/3jTahT8q5ofFWSRDL17d3lTSU+JBmPE3mz311FNXgiO8w+taY320z
+irHtb3iSiiukbjS8s0maVgzszRqS9mhaEn4LL0zoqrUicmXgTyFB7n2LuYv
O7vxMO5xxhGQwsF2BBABCAAJBQJf4RoCAhsDACEJEBFZvzT/tDi5FiEEi+O9
V+UAYN9Gnw36EVm/NP+0OLnnEQ/+J4C0Mn8j0AebXrwBiFs83sQo2q+WHL1S
MRc1g5gRFDXs6h1Gv+TGXRen7j1oeaddWvgOtUBxqmCOjr+8AKH0OtiBWSuO
lsS8JU5rindEsKUrKTwcG2wyZFoe1zlE8xPkLRSRN5ZbbgKsTz16l1HgCCId
Do+WJdDkWGWxmtDvzjM32EI/PVBd108ga9aPwXdhLwOdKAjZ4JrJXLUQJjRI
IVDSyMObEHOUM6a/+mWNZazNfo0LsGWqGVa6Xn5WJWlwR1S78vPNfO3BQYuO
YRjaVQR+kPtB9aSAZNi5sWfk6NrRNd1Q78d067uhhejsjRt7Mja2fEL4Kb1X
nK4U/ps7XlO3o/VjblneZOhJK6kAKU172tnPJTJ31JbOxX73wsMWDYZRZVcK
9X9+GFrpwhKHWKKPjpMOt/FRxNepvqRl72TkgBPqGH2TMOFdB1f/uQprvqge
PBbS0JrmBIH9/anIqgtMdtcNQB/0erLdCDqI5afOuD1OLcLwdJwG9/bSrfwT
TVEE3WbXmJ8pZgMzlHUiZE6V2DSadV/YItk50IOjjrOVHOHvlFMwGCEAIFzf
9P/pNi8hpEmlRphRiOVVcdQ30bH0M0gPHu5V9flIhyCL1zU3LjYTHkq0yJD5
YDA1xO1MYq3DcSM513OVBbLmuVS2GpcsTCYqlgQA6h/zzMwz+/7OwU0EX+EZ
/wEQAOAY8ULmcJIQWIr14V0jylpJeD3qwj7wd+QsBzJ+mOpOB/3ZFAhQiNOl
9yCDlHeiZeAmWYX9OIXrNiIdcHy+WTAp4G+NaMpqE52qhbDjz+IbvLpl1yDH
bYEHPjnTHXEy2lbvKAJOKkw/2RcQOi4dodGnq5icyYj+9gcuHvnVwbrQ96Ia
0D7c+b5T+bzFqk90nIcztrMRuhDLJnJpi7OjpvQwfq/TkkZA+mzupxfSkq/Y
N9qXNEToT/VI2gn/LS0X4Ar1l2KxBjzNEsQkwGSiWSYtMA5J+Tj5ED0uZ/qe
omNblAlD4bm7Na8NAoLxCtAiDq/f3To9Xb18lHsndOmfLCb/BVgP4edQKTIi
C/OZHy9QJlfmN0aq7JVLQAuvQNEL88RKW6YZBqkPd3P6zdc7sWDLTMXMOd3I
e6NUvU7pW0E9NyRfUF+oT4s9wAJhAodinAi8Zi9rEfhK1VCJ76j7bcQqYZe0
jXD3IJ7T+X2XA8M/BmypwMW0Soljzhwh044RAasr/fAzpKNPB318JwcQunIz
u2N3CeJ+zrsomjcPxzehwsSVq1lzaL2ureJBLOKkBgYxUJYXpbS01ax1TsFG
09ldANOs9Ej8CND37GsNnuygjOgWXbX6MNgbvPs3H3zi/AbMunQ1VBlw07JX
zdM1hBQZh6w+NeiEsK1T6wHi7IhxABEBAAHCwXYEGAEIAAkFAl/hGf8CGwwA
IQkQIYHPWnTzRfEWIQQ3L6XpSGmPd9Gzr6ohgc9adPNF8TMBD/9TbU/+PVbF
ywKvwi3GLOlpY7BXn8lQaHyunMGuavmO8OfaRROynkH0ZqLHCp6bIajFOfvF
b7c0Jamzx8Hg+SIdl6yRpRY+fA4RQ6PNnnmT93ZgWW3EbjPyJGlm0/rt03SR
+0yn4/ldlg2KfBX4pqMoPCMKUdWxGrmDETXsGihwZ0gmCZqXe8lK122PYkSN
JQQ+LlfjKvCaxfPKEjXYTbIbfyyhCR6NzAOVZxCrzSz2xDrYWp/V002Klxda
0ix6r2aEHf+xYEUhOaBt8OHY5nXTuRReCVU789MUVtCMqD2u6amdo4BR0kWA
QNg4yavKwV+LVtyYh2Iju9VSyv4xL1Q4xKHvcAUrSH73bHG7b7jkUJckD0f4
twhjJk/Lfwe6RdnVo2WoeTvE93w+NAq2FXmvbiG7eltl0XfQecvQU3QNbRvH
U8B96W0w8UXJdvTKg4f0NbjSw7iJ3x5naixQ+rA8hLV8xOgn2LX6wvxT/SEu
mn20KX+fPtJELK7v/NheFLX1jsKLXYo4jHrkfIXNsNUhg/x2E71kAjbeT3s+
t9kCtxt2iXDDZvpIbmGO4QkvLFvoROaSmN6+8fupe3e+e2yN0e6xGTuE60gX
I2+X1p1g9IduDYTpoI2OXleHyyMqGEeIb4gOiiSloTp5oi3EuAYRGflXuqAT
VA19bKnpkBsJ0A==
=tD2T
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

2. パブリックキーをキーリングにインポートし、返されたキー値をメモします。
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GPG

gpg --import opshub-public-key.pgp

出力例

gpg: key 1655BBDE2B770256: public key "AWS OpsHub for Snow Family <aws-opshub-
signer@amazon.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1

3. フィンガープリントを確認します。必ず、key-value を前のステップの値と置き換えてくださ
い。GPG を使用してフィンガープリントを検証することをお勧めします。

gpg --fingerprint key-value

このコマンドは、次のような出力を返します。

pub   rsa4096 2020-12-21 [SC] 
      372F A5E9 4869 8F77 D1B3  AFAA 2181 CF5A 74F3 45F1
uid           [ unknown] AWS OpsHub for Snow Family <aws-opshub-signer@amazon.com>
sub   rsa4096 2020-12-21 [E]

フィンガープリントは、次のものと一致する必要があります。

372F A5E9 4869 8F77 D1B3 AFAA 2181 CF5A 74F3 45F1

フィンガープリントが一致しない場合は、AWS OpsHub アプリケーションをインストールしないでく
ださい。に連絡しますAWS Support

4. インスタンスのアーキテクチャとオペレーティングシステムに従って署名ファイルをダウンロードし
ます (まだ実行していない場合)。

5. インストーラパッケージの署名を確認します。必ず signature-filename と OpsHub-download-
filename を、署名ファイルと AWS OpsHub アプリケーションのダウンロード時に指定した値と置
き換えてください。

GPG

gpg --verify signature-filename OpsHub-download-filename

このコマンドは、次のような出力を返します。

GPG

gpg: Signature made Mon Dec 21 13:44:47 2020 PST
gpg:                using RSA key 1655BBDE2B770256
gpg: Good signature from "AWS OpsHub for Snow Family <aws-opshub-
signer@amazon.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 9C93 4C3B 61F8 C434 9F94  5CA0 1655 BBDE 2B77 0256

GPG を使用するとき、出力結果に「BAD signature」という句が含まれる場合、手順が正しいこと
をもう一度確認してください。この応答が続く場合は、AWS Support に連絡し、エージェントをイン
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ストールしないでください。信頼に関する警告メッセージは、署名が無効であることを意味するもの
ではなく、公開キーを検証していないことを示しているだけです。キーは、自分や信頼する人が署名
した場合にのみ信頼できます。

デバイスで AWS のサービスを管理する
によりAWS OpsHub、Snow Family デバイス上でAWSのサービスを使用、管理できます。AWS OpsHub 
は、現在次のリソースをサポートしています。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス — Amazon EC2 インスタンスを使用する
と、仮想サーバーにインストールされているソフトウェアを、処理のために AWS クラウド に送信する
ことなく実行できます。

• ネットワークファイルシステム (NFS) — ファイル共有を使用してデータをデバイスに移動します。デバ
イスをに発送し、AWSにデータを転送できます。またはを使用してAWS クラウドDataSync、他のAWS 
クラウド拠点に転送できます。

トピック
• Amazon EC2 コンピューティングインスタンスをローカルで使用する (p. 84)
• Amazon EC2 クラスターの管理 (p. 95)
• Snow Family デバイスに Amazon S3 互換ストレージをセットアップするにはAWS OpsHub (p. 95)
• Amazon S3 アダプタストレージの管理 (p. 97)
• NFS ファイル共有を使用したファイルストレージの管理 (p. 99)

Amazon EC2 コンピューティングインスタンスをロー
カルで使用する
AWS OpsHub を使用して、仮想サーバー (インスタンス) にプリインストールされたソフトウェアをデバ
イス上でローカルで実行したり、デバイス上の Amazon EC2 インスタンスを管理したりできます。

トピック
• Amazon EC2 インスタンスの起動 (p. 85)
• Amazon EC2 インスタンスの停止 (p. 87)
• Amazon EC2 インスタンスの開始 (p. 87)
• キーペアによる作業 (p. 88)
• Amazon EC2 インスタンスの終了 (p. 88)
• ストレージボリュームをローカルで使用する (p. 89)
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• Amazon EC2 AMI としてデバイスにイメージをインポートする  (p. 90)
• スナップショットの削除 (p. 93)
• AMI の登録解除 (p. 94)

Amazon EC2 インスタンスの起動
AWS OpsHub を使用して Amazon EC2 インスタンスを起動するには、以下のステップに従います。

Amazon EC2 インスタンスを起動するには

1. AWS OpsHub アプリケーションを開きます。
2. ダッシュボードの [Start computing] セクションで、[Get started] を選択します。または、上部の 

[Services] メニューを選択し、[Compute (EC2)] を選択して [Compute] ページを開きます。すべてのコ
ンピューティングリソースが [Resources] セクションに表示されます。

3. デバイスで Amazon EC2 インスタンスが実行されている場合、それらのインスタンスは、[Instances]
(インスタンス) の[Instance name] (インスタンス名) 列に表示されます このページでは、各インスタン
スの詳細を確認できます。

4. Launch instance (インスタンスの起動) を選択します。インスタンス起動ウィザードが開きます。
5. [Device] (デバイス) で、Amazon EC2 インスタンスを起動する Snow デバイスを選択します。
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6. [Image (AMI)] で、リストから Amazon マシンイメージ (AMI) を選択します。この AMI は、インスタ
ンスの起動に使用されます。

7. [インスタンスタイプ] で、リストからいずれかを選択します。
8. インスタンスに IP アドレスをアタッチする方法を選択します。次のオプションがあります。
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• [Create public IP address (VNI)] (パブリック IP アドレス (VNI) を作成する) — 物理ネットワークイ
ンターフェイスを使用して、新しい IP アドレスを作成するには、このオプションを選択します。物
理ネットワークインターフェイスと IP アドレスの割り当てを選択します。

• [Use existing IP address (VNI)] (既存のIPアドレス (VNI) を使用する) — 既存の IP アドレスを使用し
て、既存の仮想ネットワークインターフェイスを使用するには、このオプションを選択します。物
理ネットワークインターフェイスと仮想ネットワークインターフェイスを選択します。

• [Do not attach IP address] (IPアドレスをアタッチしない) — IP アドレスをアタッチしない場合は、
このオプションを選択します。

9. インスタンスにキーペアをアタッチする方法を選択します。次のオプションがあります。

[Create key pair] (キーペアの作成) — 新しいキーペアを作成し、そのキーペアを使用して新しいイン
スタンスを起動するには、このオプションを選択します。

[Use existing key pair] (既存のキーペアを使用する) — 既存のキーペアを使用してインスタンスを起動
するには、このオプションを選択します。

[Do not attach IP address] (IP アドレスをアタッチしない) — キーペアをアタッチしない場合は、この
オプションを選択します。この AMI に組み込まれたパスワードが既知でない限り、このインスタンス
に接続できないことを認識する必要があります。

詳細については、「キーペアによる作業 (p. 88)」を参照してください。
10. [Launch] (起動する) を選択します。[Compute instances] セクションでインスタンスが起動されます。

[State] は [Pending] で、完了すると [Running] に変わります。

Amazon EC2 インスタンスの停止
次のステップに従って AWS OpsHub を使用し、Amazon EC2 インスタンスを停止します。

Amazon EC2 インスタンスを停止するには

1. AWS OpsHub アプリケーションを開きます。
2. ダッシュボードの [Start computing] セクションで、[Get started] を選択します。または、上部の 

[Services] メニューを選択し、[Compute (EC2)] を選択して [Compute] ページを開きます。

すべてのコンピューティングリソースが [Resources] セクションに表示されます。
3. デバイスで Amazon EC2 インスタンスが実行されている場合、それらのインスタンスは、[Instances]

(インスタンス) の[Instance name] (インスタンス名) 列に表示されます
4. 停止するインスタンスを選択し、[アクション]、[停止] の順に選択します。[State] が [Stopping] に変わ

り、完了すると [Stopped] に変わります。

Amazon EC2 インスタンスの開始
AWS OpsHub を使用して Amazon EC2 インスタンスを開始するには、次のステップを使用します。
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Amazon EC2 インスタンスを開始するには

1. AWS OpsHub アプリケーションを開きます。
2. ダッシュボードの [Start computing] セクションで、[Get started] を選択します。または、上部の 

[Services] メニューを選択し、[Compute (EC2)] を選択して [Compute] ページを開きます。

コンピューティングリソースが [Resources] セクションに表示されます。
3. [インスタンス名] 列の [インスタンス] で、起動するインスタンスを見つけます。
4. インスタンスを選択し、[Start] を選択します。[State] が [Pending] に変わり、完了すると [Running] 

に変わります。

キーペアによる作業
Amazon EC2 インスタンスを起動し、SSH を使用してインスタンスに接続するには、キーペアを指定する
必要があります。Amazon EC2 を使用して、新しいキーペアを作成したり、既存のキーペアをインポート
したり、キーペアを管理したりできます。

キーペアを作成、インポート、管理するには

1. AWS OpsHub ダッシュボードで [Compute] (コンピューティング) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Compute (EC2)] ((EC2) のコンピューティング) ページ、[Key Pairs] (キー

ペア) タブの順に選択します。Amazon EC2 コンソールにリダイレクトされ、キーペアを作成、イン
ポート、管理できます。

3. キーペアの作成については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの Amazon EC2 の
キーペアと Linux インスタンスを参照してください。

Amazon EC2 インスタンスの終了
Amazon EC2 インスタンスを削除すると、再起動できなくなります。

Amazon EC2 インスタンスを終了するには

1. AWS OpsHub アプリケーションを開きます。
2. ダッシュボードの [Start computing] セクションで、[Get started] を選択します。または、上部の 

[Services] メニューを選択し、[Compute (EC2)] を選択して [Compute] ページを開きます。すべてのコ
ンピューティングリソースは、[Resources] セクションに表示されます。

3. [インスタンス名] 列の [インスタンス] で、削除するインスタンスを見つけます。
4. インスタンスを選択し、「アクション」メニューを選択します。「アクション」メニューから「終

了」を選択します。
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5. 「インスタンスを終了」ウィンドウで、「終了を確認」を選択します。

Note

インスタンスを削除すると、再起動できなくなります。

[State] が [Terminating] に変わり、完了すると [Terminated] に変わります。

ストレージボリュームをローカルで使用する
Amazon EC2 インスタンスは、ストレージに Amazon EBS ボリュームを使用します。この手順で
は、AWS OpsHub を使用してストレージボリュームを作成し、インスタンスにアタッチします。

ストレージボリュームを作成するには

1. AWS OpsHub アプリケーションを開きます。
2. ダッシュボードの [Start computing] セクションで、[Get started] を選択します。または、上部の 

[Services] メニューを選択し、[Compute (EC2)] を選択して [Compute] ページを開きます。
3. [ストレージボリューム] タブを選択します。デバイスにストレージボリュームがある場合は、ボ

リュームの詳細が [ストレージボリューム] の下に表示されます。
4. [Create volume] を選択して、[Create volume] ページを開きます。
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5. ボリュームを作成するデバイスを選択し、作成するサイズ (インチGiBs) を入力して、ボリュームのタ
イプを選択します。

6. [Submit] (送信) を選択します。[State] は [Creating] で、完了すると [Available] に変わります。ボ
リュームとその詳細は、[Volumes] タブで確認できます。

インスタンスにストレージボリュームをアタッチするには

1. 作成したボリュームを選択し、[Attach volume] を選択します。

2. [コンピューティングインスタンス ID] で、ボリュームをアタッチする先のインスタンスを選択しま
す。

3. [Volume Device Name] に、ボリュームのデバイス名 (/dev/sdh、xvdh など) を入力します。
4. [Attach] (添付) を選択します。

ボリュームが不要になった場合は、インスタンスからデタッチしてから削除できます。

Amazon EC2 AMI としてデバイスにイメージをインポートする
Snowball Edge デバイスにイメージのスナップショットをインポートし、Amazon EC2 Amazon マシンイ
メージ (AMI) として登録できます。スナップショットは基本的に、AMI または別のストレージボリューム
の作成に使用できるストレージボリュームのコピーです。これにより、外部ソースからデバイスに独自の
イメージを持ち込み、Amazon EC2 インスタンスとして起動できます。
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次のステップに従って、イメージのインポートを完了します。

1. デバイス上の Amazon S3 バケットにスナップショットをアップロードします。
2. Amazon S3、Amazon EC2、VM Import/Export、スナップショットを Import/Export するために使用する

機能へのアクセス権を付与するために必要なアクセス許可を設定します。
3. S3 バケットから、スナップショットをイメージとしてデバイスにインポートします。
4. イメージを Amazon EC2 AMI として登録します。
5. Amazon EC2 インスタンスとして AMI を起動します。

Note

Snow Family デバイスにスナップショットをアップロードする際は、次の制限事項に注意してく
ださい。

• Snow Family デバイスは現在、RAW イメージ形式のスナップショットのインポートのみをサ
ポートしています。

• Snow Family デバイスは現在、1 GB から 1 TB のサイズのスナップショットのインポートのみ
をサポートしています。

ステップ 1: デバイスの S3 バケットにスナップショットをアップロードする

スナップショットをインポートする前に、デバイス上の Amazon S3 にスナップショットをアップロード
する必要があります。これは、スナップショットがデバイスまたはクラスターで利用可能な Amazon S3 
からしか、インポートできないためです。インポートプロセス中にイメージを保存する、デバイス上の S3 
バケットを選択します。

スナップショットを Amazon S3 にアップロードするには

• S3 バケットを作成するには、Amazon S3 ストレージの作成を参照してください。

S3 バケットにスナップショットをアップロードするには、Amazon S3 ストレージへのファイルの
アップロードを参照してください。

ステップ 2: S3 バケットからスナップショットをインポートする

スナップショットが Amazon S3 にアップロードされると、そのスナップショットをデバイスにインポー
トできます。インポートされた、またはインポート中のすべてのスナップショットは、[Snapshots] (ス
ナップショット) タブに表示されます。

スナップショットをデバイスにインポートするには

1. AWS OpsHub アプリケーションを開きます。
2. ダッシュボードの [Start computing] セクションで、[Get started] を選択します。または、上部の 

[Services] メニューを選択し、[Compute (EC2)] を選択して [Compute] ページを開きます。すべてのコ
ンピューティングリソースが [Resources] セクションに表示されます。

3. [Snapshots] (スナップショット) タブを選択して、デバイスにインポートされたすべてのスナップ
ショットを表示します。Amazon S3 のイメージファイルは、スナップショットとしてデバイスにイン
ポートされる .raw ファイルです。スナップショット ID またはスナップショットの状態でフィルタリ
ングして、特定のスナップショットを検索できます。スナップショット ID を選択すると、そのスナッ
プショットの詳細を表示できます。

4. インポートするスナップショットを選択し、[Import snapshot] (スナップショットをインポートする) 
を選択して、[Import snapshot] (スナップショットをインポートする) ぺージを開きます。

5. [Device] (デバイス) で、インポートする Snow Family デバイスの IP アドレスを選択します。
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6. [Import description] (説明のインポート) および[Snapshot description] (スナップショットの説明) に、
それぞれの説明を入力します。

7. [Role] (ロール) リストで、インポートに使用するロールを選択します。Snow Family デバイスは、VM 
Import /エクスポートを使用してスナップショットをインポートします。 AWSがこのロールを引き受
け、ユーザーに代わってスナップショットをインポートするために使用します。でロールが設定され
ていない場合AWS Snowball Edge、でAWS Identity and Access Management (IAM) を開いて、ローカ
ルの IAM ロールを作成できます。AWS OpsHubロールには、インポートを実行するために必要なVM 
Import/Export のアクセス許可を持つポリシーも必要です。また、ロールにこのポリシーをアタッチす
る必要があります。詳細については、「IAM をローカルで使用する」を参照してください。

以下はポリシーの例です。

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

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

作成するロールには、Amazon S3 にアクセスするための最小限のアクセス許可が必要です。以下は最
小ポリシーの例です。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:GetBucketLocation", 
            "s3:GetObject", 
            "s3:ListBucket", 
            "s3:GetMetadata" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:s3:::import-snapshot-bucket-name", 
            "arn:aws:s3:::import-snapshot-bucket-name/*" 
         ] 
      } 
   ]
}

8. [Browse S3] (S3 を参照する) を選択し、インポートするスナップショットが含まれる S3 バケットを
選択します。[スナップショット]、[Submit] (送信) の順に選択します。デバイスでスナップショットの
ダウンロードが始まります。スナップショット ID を選択して詳細を表示できます。このページからイ
ンポートプロセスをキャンセルできます。
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ステップ 3: Amazon EC2 AMI としてスナップショットを登録する

スナップショットとしてインポートされたイメージから Amazon EC2 AMI を作成するプロセスを登録と言
います。デバイスにインポートされたイメージは、Amazon EC2 インスタンスとして起動する前に登録す
る必要があります。

スナップショットとしてインポートされたイメージを登録するには

1. AWS OpsHub アプリケーションを開きます。
2. ダッシュボードの [Start computing] セクションで、[Get started] を選択します。または、上部の 

[Services] メニューを選択し、[Compute (EC2)] を選択して [Compute] ページを開きます。すべてのコ
ンピューティングリソースが [Resources] セクションに表示されます。

3. [Images] (イメージ) タブを選択します。名前、ID、状態でイメージをフィルタリングして、特定のイ
メージを検索することができます。

4. 登録するイメージを選択し、[Register image] (イメージの登録) を選択します。

5. [Register image] (イメージの登録) ページで、[Name] (名前) および [Description] (説明) を入力しま
す。

6. [Root volume] (ルートボリューム) で、ルートデバイスの名前を指定します。

[Block device] (ブロックデバイス) セクションで、ボリュームサイズとボリュームタイプを変更できま
す。

7. インスタンス終了時にボリュームを削除する場合は、[Delete on termination] (終了時に削除) を選択し
ます。

8. さらにボリュームを追加する場合は、[Add new volume] (新しいボリュームの追加) を選択します。
9. 終了したら、[Submit] (送信) を選択します。

ステップ 4: Amazon EC2 AMI を起動する

• 詳細については、Amazon EC2 インスタンスの起動を参照してください。

スナップショットの削除
スナップショットが不要になった場合は、デバイスから削除できます。Amazon S3 のイメージファイル
は、スナップショットとしてデバイスにインポートされる .raw ファイルです。削除するスナップショット
がイメージで使用されている場合、そのスナップショットは削除できません。インポートが完了したら、
デバイス上の Amazon S3 にアップロードした .raw ファイルも削除することができます。

スナップショットを削除するには

1. AWS OpsHub アプリケーションを開きます。
2. ダッシュボードの [Start computing] セクションで、[Get started] を選択します。または、上部の 

[Services] メニューを選択し、[Compute (EC2)] を選択して [Compute] ページを開きます。すべてのコ
ンピューティングリソースが [Resources] セクションに表示されます。

3. [Snapshot] (スナップショット) タブを選択して、インポートされたすべてのスナップショットを表示
します。スナップショット ID またはスナップショットの状態でフィルタリングして、特定のスナップ
ショットを検索できます。

4. 削除するスナップショットを選択して、[Delete] (削除) を選択します。複数のスナップショットを選
択できます。
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5. [Delete snapshot confirmation] (スナップショット削除の確認) ボックスで、[Delete snapshot] (スナッ
プショットの削除) を選択します。削除が成功すると、スナップショットは [Snapshots] (スナップ
ショット) タブのリストから削除されます。

AMI の登録解除

AMI の登録を解除するには

1. AWS OpsHub アプリケーションを開きます。
2. ダッシュボードの [Start computing] セクションで、[Get started] を選択します。または、上部の 

[Services] メニューを選択し、[Compute (EC2)] を選択して [Compute] ページを開きます。すべてのコ
ンピューティングリソースが [Resources] セクションに表示されます。

3. [Images] (イメージ) タブを選択します。すべてのイメージが一覧表示されます。名前、ID、状態でイ
メージをフィルタリングして、特定のイメージを検索することができます。

4. 登録解除するイメージを選択し、[Deregister] (登録解除) を選択します。

5. [画像の登録解除の確認] ウィンドウで、画像 ID を確認し、[画像の登録解除] を選択します。登録解除
が成功すると、イメージはイメージリストから削除されます。
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Amazon EC2 クラスターの管理
Amazon EC2 クラスターは、デバイスのクラスターとして一緒にプロビジョニングするデバイスのグルー
プです。クラスターを使用するには、デバイス上の AWS のサービスが、デフォルトのエンドポイントで
実行されている必要があります。また、通信するクラスター内の特定のデバイスを選択する必要がありま
す。クラスターはデバイスごとに使用します。

Amazon EC2 クラスターを作成するには

1. Snow デバイスに接続してログインします。デバイスにログインする方法については、「デバイスの
ロック解除 (p. 76)」を参照してください。

2. [Choose device] (デバイスの選択) ページで、[Snowball Edge cluster] (Snowball Edge クラス
ター)、[Next] (次へ) の順に選択します。

3. [デバイスへの接続] ページで、デバイスの IP アドレスと、クラスター内の他のデバイスの IP アドレ
スを入力します。

4. [Add another device] を選択してデバイスを追加し、[次へ] を選択します。
5. [Provide the keys] ページで、デバイスクライアントのロック解除コードを入力し、デバイスマニフェ

ストをアップロードして、[Unlock device] を選択します。

Snowball Edge デバイスは 256 ビットの暗号化を使用して、chain-of-custodyデータのセキュリティと
完全な保護の両方を確保します。

6. (オプション) 名前を入力してプロファイルを作成してから、[Save profile name] (プロファイル名の
保存) を選択します。ダッシュボードが表示されます。ここには、すべてのクラスターが表示されま
す。

これで、AWS のサービスを使用して、クラスターの管理を開始できます。クラスター内のインスタ
ンスは、個々のインスタンスを管理するのと同じ方法で管理します。手順については、「デバイスで 
AWS のサービスを管理する (p. 84)」または「デバイスの管理 (p. 104)」を参照してください。

Snow Family デバイスに Amazon S3 互換ストレージ
をセットアップするにはAWS OpsHub
を使用したくない場合はAWS CLI、、AWS OpsHub for Snow Familyユーザーインターフェイスを使用し
てデバイスまたはクラスタをセットアップできます。

Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージサービスは、デフォルトではアクティブになってい
ません。デバイスまたはクラスタでサービスを開始するには、各デバイスに 2 つの仮想ネットワークイン
ターフェイス (vNIC) を作成し、s3controls3apiとエンドポイントに接続する必要があります。

トピック
• 前提条件 (p. 95)
• 簡易セットアップオプションを使用する (p. 96)
• 詳細設定オプションを使用する (p. 96)

前提条件
を使用してデバイスまたはクラスタをセットアップする前にAWS OpsHub for Snow Family、次の操作を
行います。

• Snowball Edge デバイスの電源を入れ、ネットワークに接続します。
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• ローカルマシンで、の最新バージョンのをダウンロードしてインストールしますAWS OpsHub。デバイ
スまたはクラスターConnect し、マニフェストファイルを使用してロックを解除します。詳細について
は、「デバイスのロック解除」を参照してください。

簡易セットアップオプションを使用する
ネットワークが DHCP を使用している場合は、簡易セットアップオプションを使用してください。このオ
プションでは、サービスを開始すると、vNIC が各デバイスに自動的に作成されます。

1. にログインしAWS OpsHub、[ストレージの管理] を選択します。

これにより、Snow Family デバイスのランディングページの Amazon S3 互換ストレージが表示され
ます。

2. スタートサービスのセットアップタイプには、「シンプル」を選択します。
3. [Start service] (サービスの開始) を選択します。

Note

この処理には、使用しているデバイスの数によって異なりますが、完了するまでに数分かか
ります。

サービスが開始されると、サービス状態はアクティブになり、エンドポイントが表示されます。

Snow Family デバイスのリソース画面にある Amazon S3 互換ストレージには、サービスの状態が 
Active とアクティブなエンドポイントが表示されます。

詳細設定オプションを使用する
ネットワークが静的 IP アドレスを使用している場合、または既存の VNI を再利用する場合は、詳細設定
オプションを使用してください。このオプションでは、各デバイスの vNIC を手動で作成します。

1. にログインしAWS OpsHub、[ストレージの管理] を選択します。

これにより、Snow Family デバイスのランディングページの Amazon S3 互換ストレージが表示され
ます。

2. [サービスのセットアップタイプを開始] で、[詳細設定] を選択します。
3. vNIC を作成する必要があるデバイスを選択します。
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クラスターの場合、Snow Family デバイスサービスで Amazon S3 互換ストレージを開始するには、
最低でもデバイスのクォーラムが必要です。3 ノードクラスタのクォーラムは 2 です。

Note

クラスターセットアップでサービスを最初に開始するには、クラスター内のすべてのデバイ
スを構成し、サービスを開始できるようにする必要があります。以降の起動では、クォーラ
ムを満たしていれば一部のデバイスを使用できますが、サービスはデグレード状態で開始さ
れます。

4. デバイスごとに、既存のVNICを選択するか、「VNIの作成」を選択します。

各デバイスには、オブジェクト操作用の S3 エンドポイント用と、バケット操作用の S3Control エン
ドポイント用の VNIC が必要です。

5. VNICを作成する場合は、物理ネットワーク・インタフェースを選択し、ステータスIPアドレスとサブ
ネット・マスクを入力してから、「仮想ネットワーク・インタフェースの作成」を選択します。

6. VNICS を作成したら、[サービスの開始] を選択します。

Note

この処理には、使用しているデバイスの数によって異なりますが、完了するまでに数分かか
ります。

サービスが開始されると、サービス状態はアクティブになり、エンドポイントが表示されます。

Amazon S3 アダプタストレージの管理
を使用すると、S3AWS OpsHub アダプタを使用して、S3 アダプタを使用して、Snow Family デバイス上
で Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ストレージを作成および管理できます。

トピック
• Amazon S3 ストレージへのアクセス (p. 97)
• Amazon S3 ストレージへのファイルのアップロード (p. 98)
• Amazon S3 ストレージからのファイルのダウンロード (p. 99)
• Amazon S3 ストレージからのファイルの削除 (p. 99)

Amazon S3 ストレージへのアクセス
デバイスにファイルをアップロードし、ローカルでファイルにアクセスできます。ファイルはデバイス上
の別の場所に物理的に移動したり、デバイスが返されたときに AWS クラウド にインポートし直したりで
きます。

Snow Family デバイスは、Amazon S3 バケットを使用して、デバイス上のファイルを保存および管理しま
す。

S3 バケットにアクセスするには

1. AWS OpsHub アプリケーションを開きます。
2. ダッシュボードの [Manage file storage] セクションで、[Get started] を選択します。

デバイスを Amazon S3 転送メカニズムで注文した場合、そのデバイスは [ファイルとオブジェクトの
ストレージ] ページの [バケット] セクションに表示されます。ファイルおよびオブジェクトストレー
ジページでは、各バケットの詳細を確認できます。
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Note

デバイスを NFS 転送メカニズム付きで注文した場合、NFS サービスを設定してアクティブ
化すると、バケット名がマウントポイントセクションに表示されます。ファイルインター
フェイスの詳細については、「ファイルインターフェイスを使用した Snowball Edge デバイ
スへのファイルの転送 (p. 150)」を参照してください。

Amazon S3 ストレージへのファイルのアップロード
ファイルをアップロードするには

1. ダッシュボードの [Manage file storage] セクションで、[Get started] を選択します。

デバイスに Amazon S3 バケットがある場合、それらは [File storage] (ファイルストレージ) ページの
[Buckets] (バケット) セクションに表示されます。ページでは、各バケットの詳細を確認できます。

2. ファイルをアップロードするバケットを選択します。
3. 「アップロード」を選択してから「ファイルをアップロード」を選択するか、ファイルをバケットに

ドラッグアンドドロップして、「OK」 を選択します。
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Note

サイズの大きいファイルをアップロードするには、Amazon S3 のマルチパートアップロード
機能を使用しますAWS CLI。S3 CLI 設定の詳細については、「CLI S3 設定」を参照してく
ださい。マルチパートアップロードの詳細については、の「マルチパートアップロードの概
要」を参照してください。 Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド
を使用してローカルマシンから Snowball EdgeAWS OpsHub にフォルダーをアップロードす
ることはサポートされています。フォルダーのサイズが非常に大きい場合、ファイル/フォル
ダーの選択内容を読み取るのに時間がかかります。現在、ファイル読み取り用の進捗トラッ
カーはありません。ただし、アップロードプロセスが開始されると、進行状況トラッカーが
表示されます。

Amazon S3 ストレージからのファイルのダウンロード

ファイルをダウンロードするには

1. ダッシュボードの [Manage file storage] セクションで、[Get started] を選択します。デバイスに S3 バ
ケットがある場合、それらは [File storage] (ファイルストレージ) ページの [Buckets] (バケット) セク
ションに表示されます。ページでは、各バケットの詳細を確認できます。

2. ファイルをダウンロードするバケットを選択し、ダウンロードするファイルに移動します。1 つ以上
のファイルを選択します。

3. [Actions] メニューで、[Download] を選択します。
4. ファイルをダウンロードする場所を選択し、[OK] を選択します。

Amazon S3 ストレージからのファイルの削除
不要になったファイルは、Amazon S3 バケットから削除できます。

ファイルを削除するには

1. ダッシュボードの [Manage file storage] セクションで、[Get started] を選択します。デバイスに 
Amazon S3 バケットがある場合、それらは [File storage] (ファイルストレージ) ページの [Buckets]
(バケット) セクションに表示されます。ページでは、各バケットの詳細を確認できます。

2. ファイルを削除するバケットを選択し、削除するファイルに移動します。
3. [Actions] メニューで、[Delete] を選択します。
4. 表示されるダイアログボックスで、[Confirm delete] を選択します。

NFS ファイル共有を使用したファイルストレージの管
理
AWS OpsHub を使用してデバイスにファイルをアップロードし、デバイスを返却するときにファイルを他
の場所や AWS クラウド に移動したり、AWS DataSync を使用してファイルを転送したりできます。
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トピック
• Windows クライアントへの NFS のマウント (p. 100)
• NFS の自動設定 (クイックセットアップ) (p. 100)
• NFS の手動設定 (p. 101)
• データ転送の停止 (p. 103)

Snow Family デバイスを NFS ファイルシステムとして設定し、ネイティブファイルシステムを使用してデ
バイス上のファイルを管理できます。ファイルをオンプレミスの場所からデバイスにアップロードし、そ
のファイルを AWS に転送したり、他の場所に移動したりできます。AWS OpsHub のデフォルトを使用し
て NFS を自動的に設定することも、自分で手動で設定することもできます。

Note

Snowcone デバイスの使用可能なストレージ容量は、NFS サービスが開始されるまで正確ではあ
りません。
デバイスによって公開されている NFS 共有のマウントを許可されている IP 範囲の CIDR ブロッ
クを指定できます。例えば、10.0.0.0/16。許可された CIDR ブロックを指定しない場合、すべ
てのマウントリクエストが拒否されます。
NFS 経由で転送されるデータは、転送中に暗号化されないことに注意してください。
CIDR ブロックによって許可されたホストを除き、Snow Family デバイスは NFS 共有の認証や認
可のメカニズムを提供しません。

Note

ファイル名はオブジェクトキーです。キー名は一続きの Unicode 文字で、UTF−8 にエンコードす
ると最大で 1,024 バイト長になります。可能な場合は NFSv4.1 を使用し、Unicode UTF-8 でファ
イル名をエンコードして、データを正常にインポートすることをお勧めします。UTF-8 でエン
コードされていないファイル名は、使用する NFS エンコーディングに応じて、S3 にアップロー
ドされないか、別のファイル名で S3 にアップロードされる場合があります。
ファイルパスの最大長は 1,024 文字であることに注意してください。Snow Family デバイスで
は、1,024 文字を超えるファイルパスはサポートされません。このファイルパスの長さを超える
と、ファイルのインポートエラーが発生します。
詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドのオブジェクトメタデータの使
用を参照してください。

Windows クライアントへの NFS のマウント
クライアントコンピュータが Windows 10 Enterprise または Windows 7 Enterprise である場合は、AWS 
OpsHub アプリケーションで NFS を設定する前に、Windows で NFS サービスを開始する必要がありま
す。

Windows クライアントに NFS をマウントするには

1. クライアントコンピュータで、[スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル]、[プログラム] 
の順に選択します。

2. [Turn Windows features on or off] を選択します。
3. [Services for NFS] で、[Client for NFS] を選択し、[OK] を選択します。

NFS の自動設定 (クイックセットアップ)
NFS サービスはデフォルトではデバイスで実行されないため、デバイスでデータ転送を有効にするには、
サービスを自分で開始する必要があります。数回クリックするだけで、Snow Family デバイスで NFS を自
動設定したり、手動で設定したりできます。
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Note

Linux では、NFS エンドポイントのマウントとアンマウントにルート許可が必要です。

Snow Family デバイスで NFS を自動的に起動して有効にするには

1. ダッシュボードの [データの転送] セクションで、[有効にして開始] を選択します。この処理が完了す
るまでに 1～2 分かかることがあります。

2. NFS サービスが開始されると、NFS サーバーの IP アドレスがダッシュボードに表示され、[データの
転送] セクションにサービスがアクティブになったことが示されます。

3. (Windows および Linux) [Open in Explorer] (エクスプローラーで開く) をクリックして、クライアン
トのファイルブラウザでファイル共有を開き、クライアントから Snow Family デバイスへのファイ
ル転送を開始します。クライアントコンピュータからファイル共有にファイルをコピーして貼り付け
たり、ドラッグアンドドロップしたりできます。Windows では、ファイル共有は次の buckets(\
\12.123.45.679)(Z:) のようになります。

NFS の手動設定
IP アドレス (VNI) を指定して NFS を手動で設定し、ファイル共有へのアクセスを制限できます。

NFS を手動で設定するには

1. [データの転送] セクションの下部にあるダッシュボードで、[手動設定] をクリックします。
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2. [有効にして開始] をクリックして、[NFS を開始] ウィザードを開きま
す。物理ネットワークインターフェースフィールドが入力されます。

3. [IP アドレス (VNI) の作成 ] をクリックするか、[既存の IP アドレスを使用] をクリックします。
4. [IP Address assignment] (IP アドレスの割り当て) リストボックスで、[Create IP address (VNI)] (IP ア

ドレス (VNI) の作成)、[DHCP] または [Static IP] (静的 IP) の順に選択します。

Important

DHCP ネットワークを使用する場合、DCHP サーバーによって NFS クライアントの IP アド
レスが再割り当てされる可能性があります。これにより、デバイスの切断後に IP アドレスが
リサイクルされる可能性があります。許可されたホスト範囲を設定し、クライアントのアド
レスが変更されると、別のクライアントがそのアドレスを取得できます。この場合、新しい
クライアントは共有にアクセスできます。これを防ぐには、DHCP 予約または静的 IP アドレ
スを使用します。
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[Use existing IP address] を選択した場合、[Virtual network interface] リストボックスから仮想イン
ターフェイスを選択します。

5. [Restrict NFS to allowed hosts] がデフォルトで選択されています。これにより、NFS サービスへのア
クセスは許可したホストに制限されますが、[Allow all hosts] を選択することもできます。アクセスを
制限することをお勧めします。NFS の使用方法の詳細については、、オフラインデータ転送に NFS 
を使用するを参照してください。

6. [Allowed hosts] (許可されたホスト) テキストボックスに、NFS サービスへの接続を許可するホストの 
CIDR ブロックを入力します。例えば、10.0.0.0/16 。

7. [Add allowed host] して、許可するホストを追加します。
8. [Start NFS] を選択します。開始まで 1～2 分かかることがあります。NFS では、1 GB の RAM と 1 つ

の CPU が使用されます。これにより、使用可能なインスタンスの数が制限されます。

Important

サービスの開始中は、デバイスの電源を切らないでください。
9. [Network File System (NFS) リソース] (ネットワークファイルシステム (NFS) リソース) セクションの 

NFS サービスの [State] (状態)が、[Active] (アクティブ) と表示されます。コピーアイコンを使用して 
NFS サービスの IP アドレスをコピーします。ファイルを転送する準備ができたら、NFS サービスに
接続するために、この IP アドレスが必要になります。

10. [マウントパス] ボックスでは、エンドポイントをフィルタリングして検索できます。
11. [Endpoint name] (エンドポイント名) でリストからエンドポイントを選択し、[Mount NFS endpoint]

(NFS エンドポイントをマウント) をクリックします。Linux では、NFS エンドポイントのマウントと
アンマウントにルート許可が必要です。このエンドポイントは、デバイスを注文したときに指定した 
S3 バケットを使用して設定されます。エンドポイントは [NFS endpoints] の下に表示されます。エン
ドポイントは NFS ファイルとして設定され、共有されます。エンドポイントはドライブ文字として表
示されます。ネイティブオペレーティングシステムを使用して、ファイルをデバイス上またはデバイ
ス外に、ドラッグアンドドロップできます。

デフォルトのマウントオプションは、次のとおりです。

• Windows: mount -o nolock rsize=128 wsize=128 mtype=hard ipaddress:/
buckets/BucketName *

• Linux: mount -t nfs ipaddress:/buckets/BucketName mount_point

• macOS: mount -t nfs -o 
vers=3,rsize=131072,wsize=131072,nolocks,hard,retrans=2 ipaddress:/
buckets/$bucketname mount_point

12. ドライブ文字の横にあるアイコンを選択して、クライアントのファイルブラウザでファイル共有を開
きます。クライアントから Snow Family デバイスへのファイル転送を開始します。クライアントコン
ピュータからファイル共有にファイルをコピーして貼り付けたり、ドラッグアンドドロップしたりで
きます。Windows では、ファイル共有は次のようになります。buckets(\\12.123.45.679)(Z:)

データ転送の停止

データ転送を停止するには

1. ダッシュボードから [サービス] を選択し、[ファイルストレージ] をクリックします。
2. [ファイルストレージ] ページで、[データ転送を無効にする] をクリックします。通常、NFS エンドポ

イントがダッシュボードから消去されるまで最大 2 分かかります。
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デバイスの管理
AWS OpsHubを使用して、Snow Family デバイスを管理します。[Device details] (デバイスの詳細) ペー
ジでは、AWS CLI を使用して実行するのと同じタスク (デバイスのエイリアスの変更、再起動、更新の
チェックなど) を実行できます。

トピック
• デバイスの再起動 (p. 104)
• デバイスをシャットダウンする (p. 107)
• デバイスのエイリアスの編集 (p. 109)
• デバイスおよび AWS OpsHub アプリケーションの更新取得 (p. 109)
• プロファイルの管理 (p. 110)

デバイスの再起動
AWS OpsHub を使用して Snow デバイスを再起動するには、次のステップに従います。

Important

デバイスを再起動する前に、デバイスでのすべてのアクティビティを停止することが強く推奨さ
れます。デバイスの再起動により、実行中のインスタンスが停止し、デバイス上の Amazon S3 
バケットへの書き込みがすべて中断し、ファイルインターフェイスからの書き込みオペレーショ
ンがキャッシュを消去せずにすべて停止します。

デバイスを再起動するには

1. AWS OpsHub ダッシュボードの [Devices] でデバイスを見つけます。次に、デバイスを選択して、デ
バイスの詳細ページを開きます。

2. 「デバイスの電源」メニューを選択し、「再起動」を選択します。ダイアログボックスが表示されま
す。

3. ダイアログボックスで [Reboot] を選択します。デバイスが再起動を開始します。
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デバイスがシャットダウンしている間、LCD 画面にデバイスがシャットダウン中であることを示す
メッセージが表示されます。
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デバイスをシャットダウンする
AWS OpsHub以下の手順に従って Snow デバイスをシャットダウンしてください。

Important

デバイスをシャットダウンする前に、デバイス上のすべてのアクティビティを一時停止すること
を強くお勧めします。デバイスをシャットダウンすると、実行中のインスタンスが停止し、デ
バイス上の Amazon S3 バケットへの書き込みがすべて中断し、ファイルインターフェイスから
の書き込みオペレーションが、キャッシュを消去せずにすべて停止し、ファイルインターフェイ
スからの書き込みオペレーションが、キャッシュを消去せずにすべて停止し、ファイルインター
フェイスからの書き込みオペレーションがキャッシュを消去せずにすべて停止し、ファイルイン
ターフェイスからの書き込みオペレーションがキャッシュ

デバイスをシャットダウンするには

1. AWS OpsHub ダッシュボードの [Devices] でデバイスを見つけます。次に、デバイスを選択して、デ
バイスの詳細ページを開きます。

2. 「デバイスの電源」メニューを選択し、「シャットダウン」を選択します。ダイアログボックスが表
示されます。

3. ダイアログボックスで [Shutdown] を選択します。デバイスのシャットダウンが開始します。

デバイスがシャットダウンしている間、LCD 画面にデバイスがシャットダウン中であることを示す
メッセージが表示されます。
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デバイスのエイリアスの編集
次のステップに従って、AWS OpsHub を使用してデバイスのエイリアスを編集します。

デバイスのエイリアスを編集するには

1. AWS OpsHub ダッシュボードの [Devices] でデバイスを見つけます。デバイスを選択して、デバイス
の詳細ページを開きます。

2. [Edit device alias] タブを選択します。

3. [Device alias] に新しい名前を入力し、[Save alias] を選択します。

デバイスおよび AWS OpsHub アプリケーションの更
新取得
デバイスの更新をチェックしてインストールできます。また、AWS OpsHub を設定して、アプリケーショ
ンを最新バージョンに自動的に更新することができます。

デバイスの更新

AWS OpsHub を使用して Snow デバイスをアップデートするには、次のステップに従います。

デバイスを更新するには

1. AWS OpsHub ダッシュボードの [Devices] でデバイスを見つけます。デバイスを選択して、デバイス
の詳細ページを開きます。

2. [Check for updates] タブを選択します。

[Check for updates] ページには、デバイスの現在のソフトウェアバージョンと、最新のソフトウェア
バージョン (利用可能な場合) が表示されます。
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3. アップデートがある場合は、[アップデートをダウンロード] を選択します。それ以外の場合は、
[Close (閉じる)] を選択します。

AWS OpsHub アプリケーションの更新

AWS OpsHub では、アプリケーションを最新バージョンに自動的に更新します。自動更新が有効になって
いることを確認するには、次のステップを実行します。

AWS OpsHub の自動更新が有効になっていることを確認するには

1. AWS OpsHub ダッシュボードで、[Preferences] (設定) を選択します。
2. [Updates] (更新) タブを開きます。
3. [Automatic updates enabled] (自動更新の有効化) が選択されていることを確認します。自動更新はデ

フォルトで有効になっています。

[Automatic updates enabled] (自動更新の有効化) が選択されていないと、AWS OpsHub アプリケー
ションの最新バージョンを取得できません。

プロファイルの管理
ローカルファイルシステムに認証情報を永続的に保存するためのプロファイルを作成できます。を使用す
るとAWS OpsHub、デバイスの IP アドレス、ロック解除コード、マニフェストファイルを使用してデバ
イスをロック解除するたびに、新しいプロファイルを作成できます。

Snowball Edge クライアントを使用して、いつでもプロファイルを作成することもできます。Snowball 
Edge クライアント用プロファイルの設定を参照してください。

プロファイルを編集または削除するには、テキストエディタでプロファイルファイルを編集します。

Example snowball-edge.config ファイルの例

この例は、、、の 3SnowDevice1profile つのプロファイルを含むプロファイルファイルを示していま
すSnowDevice3profile。SnowDevice2profile

{"version":1,"profiles": 
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    { 
    "SnowDevice1profile": 
        { 
            "name":"SnowDevice1profile", 
            "jobId":"JID12345678-136f-45b4-b5c2-847db8adc749", 
            "unlockCode":"db223-12345-dbe46-44557-c7cc2", 
            "manifestPath":"C:\\Users\\Administrator\\.aws\\ops-hub\\manifest\
\JID12345678-136f-45b4-b5c2-847db8adc749_manifest-1670622989203.bin", 
            "defaultEndpoint":"https://10.16.0.1", 
            "isCluster":false, 
            "deviceIps":[] 
        }, 
    }, 
    "SnowDevice2profile": 
    { 
        "name":"SnowDevice2profile", 
        "jobId":"JID12345678-fdb2-436a-a4ff-7c510dec1bae", 
        "unlockCode":"b893b-54321-0f65c-6c5e1-7f748", 
        "manifestPath":"C:\\Users\\Administrator\\.aws\\ops-hub\\manifest\\JID12345678-
fdb2-436a-a4ff-7c510dec1bae_manifest-1670623746908.bin", 
        "defaultEndpoint":"https://10.16.0.2", 
        "isCluster":false, 
        "deviceIps":[] 
    }, 
    "SnowDevice3profile": 
    { 
        "name":"SnowDevice3profile", 
        "jobId":"JID12345678-c384-4a5e-becd-ab5f38888463", 
        "unlockCode":"64c89-13524-4d054-13d93-c1b80", 
        "manifestPath":"C:\\Users\\Administrator\\.aws\\ops-hub\\manifest\\JID12345678-
c384-4a5e-becd-ab5f38888463_manifest-1670623999136.bin", 
        "defaultEndpoint":"https://10.16.0.3", 
        "isCluster":false, 
        "deviceIps":[] 
    }
} 
                         

プロファイルを作成するには

1. デバイスをローカルでロック解除し、デバイスをローカルでロック解除する (p. 76)の指示に従って
サインインします。

2. プロファイルに名前を付け、[プロファイル名を保存] を選択します。

プロファイルを編集するには

1. テキストエディタで、snowball-edge.configから開きますhome directory\.aws\snowball
\config。

2. 必要に応じてファイルを編集します。たとえば、プロファイル内のデバイスの IP アドレスを変更する
には、defaultEndpointエントリを変更します。

3. ファイルを保存して閉じます。

プロファイルを削除するには

1. テキストエディタを使用して、snowball-edge.configから開きますhome directory\.aws
\snowball\config。

2. プロファイル名を含む行、{}プロファイル名の後に続く中括弧、およびそれらの括弧内の内容を削除
します。

3. ファイルを保存して閉じます。
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管理タスクの自動化
を使用するとAWS OpsHub、Snow Family デバイスで頻繁に実行するオペレーションタスクを自動化でき
ます。仮想サーバーの再起動、Amazon EC2 インスタンスの停止など、リソースで繰り返し実行するアク
ションのタスクを作成できます。オペレーションタスクを安全に実行し、AWS リソースでオペレーション
を一括で実行するオートメーションドキュメントは、お客様が提供します。一般的な IT ワークフローをス
ケジュールすることもできます。

Note

タスクの自動化は、クラスターではサポートされていません。
タスクを使用するには、まず Amazon EC2 Systems Manager サービスを開始する必要があ
ります。Snowball Edge でサービスを開始するには、「Snowball Edge でのサービスの開
始 (p. 125)」を参照してください。

トピック
• タスクの作成と開始 (p. 112)
• タスクの詳細の表示 (p. 114)
• タスクの削除 (p. 114)

タスクの作成と開始
タスクを作成するときは、タスクを実行するリソースの種類を指定し、タスクを実行する手順が示された
タスクドキュメントを提供します。タスクドキュメントは YAML 形式または JSON 形式のいずれかです。
次に、タスクに必要なパラメータを指定し、タスクを開始します。

タスクを作成するには

1. ダッシュボードの [Launch tasks] セクションで、[Get started] を選択して [タスク] ページを開きま
す。作成したタスクは、[タスク] の下に表示されます。

2. [タスクの作成] を選択し、タスクの詳細を入力します。
3. [名前] に、タスクの一意な名前を入力します。

Tip

名前は 3～128 文字にしてください。有効な文字は a-z、A-Z、0-9、.、_、および - で
す。

4. 必要に応じて、[Target type-optional] リストからターゲットタイプを選択できます。これは、タスク
を実行するリソースの種類です。

たとえば、Amazon EC2 インスタンスで実行する、またはすべてのリソースタイプで動作する / で実
行するタスクに、/AWS::EC2::Instance を指定できます。

5. [Content] (コンテンツ) セクションで [YAML] または [JSON] を選択し、タスクを実行するスクリプト
を指定します。YAML 形式または JSON 形式の 2 つのオプションがあります。例については、「タス
クの例 (p. 113)」を参照してください。

6. [作成] を選択します。作成したタスクが [タスク] ページに表示されます。

タスクを開始します。

1. ダッシュボードの [Launch tasks] セクションで、[Get started] を選択して [タスク] ページを開きま
す。タスクが [タスク] の下に表示されます。

2. タスクを選択して、[Start task] ページを開きます。
3. ターゲットで実行するには、[シンプルな実行] を選択します。
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複数のターゲットで安全に実行し、同時実行性とエラーのしきい値を定義するには、[レート制御] を
選択します。このオプションでは、[レート制御] セクションで追加のターゲットおよびエラーのしき
い値情報を指定します。

4. 必要な入力パラメータを指定し、[Start task] を選択します。

タスクの状態は [Pending] になり、タスクが正常に実行されると [Success] に変わります。

タスクの例
次の例では、Amazon EC2 インスタンスを再起動します。これには、endpoint と instance ID の 2 つ
の入力パラメータが必要です。

YAML の例

description: Restart EC2 instance
schemaVersion: '0.3'
parameters: 
  Endpoint: 
    type: String 
    description: (Required) EC2 Service Endpoint URL 
  Id: 
    type: String 
    description: (Required) Instance Id
mainSteps: 
  - name: restartInstance 
    action: aws:executeScript 
    description: Restart EC2 instance step 
    inputs: 
      Runtime: python3.7 
      Handler: restart_instance 
      InputPayload: 
        Endpoint: "{{ Endpoint }}" 
        Id: "{{ Id }}" 
      TimeoutSeconds: 30 
      Script: |- 
        import boto3 
        import time 
        def restart_instance(payload, context): 
            ec2_endpoint = payload['Endpoint'] 
            instance_id = payload['Id'] 
            ec2 = boto3.resource('ec2', endpoint_url=ec2_endpoint) 
            instance = ec2.Instance(instance_id) 
            if instance.state['Name'] != 'stopped': 
                instance.stop() 
                instance.wait_until_stopped() 
            instance.start() 
            instance.wait_until_running() 
            return {'InstanceState': instance.state}                                       
     

JSON の例

{ 
  "description" : "Restart EC2 instance", 
  "schemaVersion" : "0.3", 
  "parameters" : { 
    "Endpoint" : { 
      "type" : "String", 
      "description" : "(Required) EC2 Service Endpoint URL" 
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    }, 
    "Id" : { 
      "type" : "String", 
      "description" : "(Required) Instance Id" 
    } 
  }, 
  "mainSteps" : [ { 
    "name" : "restartInstance", 
    "action" : "aws:executeScript", 
    "description" : "Restart EC2 instance step", 
    "inputs" : { 
      "Runtime" : "python3.7", 
      "Handler" : "restart_instance", 
      "InputPayload" : { 
        "Endpoint" : "{{ Endpoint }}", 
        "Id" : "{{ Id }}" 
      }, 
      "TimeoutSeconds" : 30, 
      "Script" : "import boto3\nimport time\ndef restart_instance(payload, context):\n     
            ec2_endpoint = payload['Endpoint']\n    instance_id = payload['Id']\n     
            ec2 = boto3.resource('ec2', endpoint_url=ec2_endpoint)\n     
            instance = ec2.Instance(instance_id)\n     
            if instance.state['Name'] != 'stopped':\n         
            instance.stop()\n         
            instance.wait_until_stopped()\n     
            instance.start()\n     
            instance.wait_until_running()\n     
            return {'InstanceState': instance.state}" 
    } 
  } ]
}                                            

タスクの詳細の表示
タスクの実行に必要な説明やパラメータなど、管理タスクの詳細を表示できます。

タスクの詳細を表示するには

1. ダッシュボードの [Launch tasks] セクションで、[Get started] を選択して [タスク] ページを開きま
す。

2. [タスク] ページで、詳細を表示するタスクを見つけて選択します。
3. [詳細を表示] を選択し、いずれかのタブを選択して詳細を表示します。たとえば、[パラメータ] タブ

には、スクリプトの入力パラメータが表示されます。

タスクの削除
管理タスクを削除するには、次のステップに従います。

タスクを削除するには

1. ダッシュボードの [Launch tasks] セクションで、[Get started] を選択して [タスク] ページを開きま
す。

2. 削除するタスクを見つけます。タスクを選択し、[削除] を選択します。

デバイスの NTP タイムサーバーの設定
次の手順に従って、デバイスが時刻を同期する必要があるタイムサーバーを表示および更新します。
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タイムソースをチェックするには

1. AWS OpsHub ダッシュボードの [Devices] でデバイスを見つけます。デバイスを選択して、デバイス
の詳細ページを開きます。

2. デバイスが時刻を同期しているタイムソースのリストが、[Time sources] (タイムソース) テーブルに
表示されます。

タイムソーステーブルには 4 つの列があります。

• [Address] (アドレス): タイムソースの DNS 名/ IP アドレス
• [State] (状態): デバイスとそのタイムソース間の現在の接続ステータス。5 つの状態があります。

• [CURRENT]: タイムソースは、現在、時刻の同期に使用されています
• [COMBINED]: タイムソースは現在のソースと組み合わされています
• [EXCLUDED]: タイムソースは結合アルゴリズムによって除外されています
• LOST: タイムソースとの接続が切断された
• [UNAVAILABILITY]: 結合アルゴリズムが偽ティッカーであるかばらつきが多すぎるとみなされ

た、無効なタイムソースです

• タイプ:ネットワークタイムプロトコル (NTP) ソースは、サーバーでもピアでもかまいませ
ん。update-time-serverサーバーはユーザーがコマンドを使用して設定できます。一方、ピアはクラ
スター内の他の Snowball Edge Devices を一時停止することしか設定できず、クラスターが関連付
けられると自動的に設定されます。

• [Stratum] (階層): ソースの階層。[Stratum 1] (階層 1) は、ローカルでアタッチされたリファレンス
クロックを持つソースを示します。階層 1 のソースに同期されたソースは [Stratum 2] (階層 2) に設
定されます。階層 2 のソースに同期されたソースは [Stratum 3] (階層 3)、というように設定されま
す。

タイムサーバーを更新するには

1. AWS OpsHub ダッシュボードの [Devices] でデバイスを見つけます。デバイスを選択して、デバイス
の詳細ページを開きます。

2. デバイスが時刻を同期しているタイムソースのリストが、[Time sources] (タイムソース) テーブルに
表示されます。

3. [Time sources] (タイムソース) テーブルで、[Update time servers] (タイムサーバーの更新) を選択しま
す。

4. デバイスの時刻を同期させるタイムサーバーの DNS 名または IP アドレスを入力し、[Update] (更新) 
を選択します。

サポートされている NTP デバイスの種類とソフトウェアバージョン

NTP は、バージョン 2 のどのストレージデバイスやコンピューティングデバイスでも使用できません。
ただし、ソフトウェアバージョン 77 以降の Snowball Edge バージョン 3 のストレージおよびコンピュー
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ティングデバイスタイプは NTP をサポートします。NTP が有効になっているかどうかを確認するに
は、Snowball Edge CLI コマンドを使用しますdescribe-time-sources。
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AWS Snowball Edge デバイスの使用
以下で、AWS Snowball Edgeデバイスの概要を確認できます。Snowball Edgeは、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で保護された、物理的に丈夫なデバイスです。ローカルストレージやコンピューティ
ング、オンプレミスサーバーと Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 間のデータ転送に使用しま
す。

AWS Snowball Edge デバイスのロック解除に関する詳細については、Snowball Edge クライアントの使
用 (p. 118) を参照してください。

デバイスが到着したら、まず、損傷や明らかな改ざんがないか検査してください。

Warning

デバイスに疑わしい点が見つかった場合は、内部ネットワークに接続しないでください。AWS 
Support にお問い合わせいただければ、新しいデバイスをお客様宛に配送します。

次のイメージは、AWS Snowball Edgeデバイスの外観を示します。

117

http://aws.amazon.com/premiumsupport/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/


AWS Snowball Edge 開発者ガイド
Snowball Edge クライアントの使用

デバイスには、前面、背面、上部にラッチで開閉する 3 つのドアがあります。上部ドアにはデバイスの電
源コードが入っています。他の 2 つのドアは、開いてデバイスの中にスライドさせることができるため、
使用中に邪魔になりません。ドアを開くと、デバイス前面に埋め込まれた LCD E Ink ディスプレイと、背
面の電源ポートおよびネットワークポートにアクセスできます。

デバイス到着後に電源をオンにしたら、使用準備完了です。

トピック
• Snowball Edge クライアントの使用 (p. 118)
• データ移行用の Amazon S3 アダプタを使用したファイル転送 (p. 139)
• ファイルインターフェイスを使用した Snowball Edge デバイスへのファイルの転送 (p. 150)
• オフラインデータ転送に NFS を使用する  (p. 157)
• テープゲートウェイを備えた AWS Snowball Edge デバイスを使用する (p. 161)
• AWS IoT Greengrass を使用して、Amazon EC2 インスタンスでプリインストールされたソフトウェ

アを実行する (p. 166)
• Amazon EC2 コンピューティングインスタンスの使用 (p. 169)
• Snow Family デバイスで Amazon S3 互換ストレージを使用する (p. 222)
• AWS雪が降っているAmazon EKS Anywhere を使う (p. 243)
• ローカルでの IAM の使用 (p. 255)
• AWS Security Token Service を使用する (p. 262)
• AWS Snowball Edge デバイスで AWS のサービスを使用するために必要なポート (p. 264)

Snowball Edge クライアントの使用
以下は、Snowball Edge クライアントを入手して、AWS Snowball Edgeデバイスで使用する方法について
の説明です。Snowball Edge クライアントは、デバイスのロック解除や、認証情報、ログ、ステータス情
報の取得のためにローカルサーバーで実行するスタンドアロンのターミナルアプリケーションです。クラ
スターの管理タスクにクライアントを使用することもできます。Snowball Edge クライアントの使用中に
snowballEdge help コマンドを実行することにより、追加のサポート情報を取得できます。

AWS Snowball Edgeデバイスに対してデータを読み取り/書き込みする場合は、Amazon S3 Adapter また
はファイルインターフェイスを使用します。

Snowball Edge クライアントのダウンロードとインス
トール
Snowball Edge クライアントは、AWS Snowball Edge リソースからダウンロードしてインストールできま
す。そのページに、お使いのオペレーティングシステムに適したインストールパッケージが用意されてい
ます。手順に従って、Snowball Edge クライアントをインストールします。ワークステーション内のター
ミナルから Snowball Edge クライアントを実行する場合、お使いのオペレーティングシステムに応じて、
特定のパスを使用する必要がある場合があります。

• Microsoft Windows – クライアントをインストールすると、追加の準備なしに任意のディレクトリから実
行できます。

• Linux – Snowball Edge クライアントを ~/snowball-client-linux-build_number/bin/ ディレク
トリから実行する必要があります。Snowball Edge クライアントは、64 ビット Linux ディストリビュー
ションでのみサポートされます。

• MacOS – install.sh スクリプトにより、Snowball Edge クライアント .tar ファイルから /usr/
local/bin/snowball ディレクトリにフォルダがコピーされます。このスクリプトを実行する場
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合、/usr/local/bin が bash_profile のパスであれば、Snowball Edge クライアントを任意のディ
レクトリから実行できます。パスは、echo $PATH コマンドで確認できます。

Snowball Edge クライアントのコマンド
以下で、使用例と出力サンプルを含む、Snowball Edge クライアントのコマンドを説明します。

トピック
• Snowball Edge クライアント用プロファイルの設定 (p. 119)
• NFC 検証の QR コードの取得 (p. 120)
• Snowball Edge クライアントバージョン (p. 120)
• Snowball Edge デバイスのロック解除 (p. 121)
• Snowball Edge の更新 (p. 122)
• 認証情報の取得 (p. 124)
• Snowball Edge でのサービスの開始 (p. 125)
• Snowball Edge でのサービスの停止 (p. 125)
• データ転送の証明書の取得 (p. 126)
• NFS の開始とアクセスの制限 (p. 126)
• NFS 実行中に NFS 共有へのアクセスを制限する (p. 127)
• AWS Snowball Edge ログ (p. 127)
• デバイスステータスの取得 (p. 128)
• サービスステータスの取得 (p. 131)
• クラスターからノードを削除する (p. 134)
• クラスターへのノードの追加 (p. 135)
• デバイス用のタグの作成 (p. 135)
• デバイスからのタグの削除 (p. 135)
• デバイスのタグの説明 (p. 136)
• ダイレクトネットワークインターフェイスの作成 (p. 136)
• ダイレクトネットワークインターフェイスに関する情報の取得 (p. 136)
• ダイレクトネットワークインターフェイスの更新 (p. 137)
• ダイレクトネットワークインターフェイスの削除 (p. 137)
• タイムサーバーの設定 (p. 137)
• タイムソースのチェック (p. 138)

Snowball Edge クライアント用プロファイルの設定
Snowball Edge クライアントのコマンドを実行するたびに、マニフェストファイル、解除コード、IP アド
レスを指定します。これらのうち最初の 2 つは、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール または
ジョブ管理 API から取得できます。マニフェストとロック解除コードの取得の詳細については、「認証情
報の取得 (p. 124)」を参照してください。

snowballEdge configure コマンドを使用して、マニフェストへのパス、29 文字のロック解除コー
ド、およびエンドポイントをプロファイルとして保存するオプションがあります。設定すると、特定の
ジョブ用にこれらの値を手動で入力することなく、他の Snowball Edge クライアントのコマンドを使用
できます。Snowball Edge クライアントの設定後、その情報はプレーンテキストの JSON 形式で home 
directory/.aws/snowball/config/snowball-edge.config に保存されます。
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エンドポイントは IP アドレスで、https:// が追加されます。AWS Snowball Edge デバイスの LCD 
ディスプレイで、AWS Snowball Edge デバイスの IP アドレスを検索することができます。AWS Snowball 
Edge デバイスをお使いのネットワークに初めて接続するときに DHCP サーバーを使用できる場合、自動
的に DHCP IP アドレスを取得します。別の IP アドレスを使用する場合は、LCD ディスプレイから変更で
きます。詳細については、「AWS Snowball Edge デバイスの使用 (p. 117)」を参照してください。

Important

設定ファイルにアクセスできるユーザーは誰でも、Snowball Edge デバイスまたはクラスター上
のデータにアクセスできます。このファイルのローカルアクセスコントロールを管理すること
は、管理者の責任の 1 つです。

使用方法

このコマンドは 2 つの方法で (インライン、または求められたとき) 使用できます。この使用例は、求めら
れたときの方法を示しています。

snowballEdge configure

Example 出力

Configuration will stored at home directory\.aws\snowball\config\snowball-edge.config
Snowball Edge Manifest Path: /Path/to/manifest/file
Unlock Code: 29 character unlock code
Default Endpoint: https://192.0.2.0

同時に複数のジョブがある場合や、別のエンドポイントからクラスターを管理するオプションが必要
な場合は、複数のプロファイルを持つことができます。複数の AWS CLI プロファイルの詳細について
は、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの名前付きプロファイルを参照してください。

NFC 検証の QR コードの取得
このコマンドを使用して、AWS Snowball Edge Verification App で使用するデバイス固有の QR コードを
生成できます。このアプリケーションは、Google Play ストアからダウンロードできます。NFC 検証の詳
細は、NFC タグの検証 (p. 307) を参照してください。

使用方法

snowballEdge get-app-qr-code --output-file ~/downloads/snowball-qr-code.png

Example 出力

QR code is saved to ~/downloads/snowball-qr-code.png

Snowball Edge クライアントバージョン
snowball versionコマンドを使用して、Snowball Edge コマンドラインインターフェイス (CLI) クライ
アントのバージョンを確認します。

使用方法
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    snowball version                 
             

出力例

    Snowball client version: 1.2.0  Build 254                 
             

Snowball Edge デバイスのロック解除
スタンドアロンの AWS Snowball Edge デバイスをロック解除するには、snowballEdge unlock-
device コマンドを実行します。クラスターをロック解除するには、snowballEdge unlock-cluster
コマンドを使用します。このコマンドにより、AWS Snowball Edge デバイスへのアクセスを認証します。

Note

ジョブに関連付けられたデバイスのロックを解除するには、デバイスがオンサイトにあり、電源
とネットワークに接続され、電源が入っている必要があります。さらに、AWS Snowball Edge デ
バイス正面の LCD ディスプレイに、デバイスが使用可能であることが表示されている必要があり
ます。

使用方法

snowballEdge unlock-device --endpoint https://192.0.2.0 --manifest-file Path/to/manifest/
file --unlock-code 01234-abcde-ABCDE-01234

Example 1 つのデバイスをロック解除する入力

snowballEdge unlock-device --endpoint https://192.0.2.0 --manifest-file /usr/home/
manifest.bin --unlock-code 01234-abcde-ABCDE-01234

Example 1 つのデバイスをロック解除する出力

Your Snowball Edge device is unlocking. You may determine the unlock state of your device 
 using the describe-device command. Your Snowball Edge device will be available for use 
 when it is in the UNLOCKED state.

クラスターの使用

クラスターのロックを解除するときは、いずれかのノードのエンドポイントと、クラスター内の他のデバ
イスのすべての IP アドレスを指定します。

snowballEdge unlock-cluster --endpoint https://192.0.2.0 --manifest-file Path/to/manifest/
file --unlock-code 01234-abcde-ABCDE-01234 --device-ip-addresses 192.0.2.0 192.0.2.1 
 192.0.2.2 192.0.2.3 192.0.2.4

Example クラスターのロックを解除する出力

Your Snowball Edge Cluster is unlocking. You may determine the unlock state of your cluster 
 using the describe-device command. Your Snowball Edge Cluster will be available for use 
 when your Snowball Edge devices are in the UNLOCKED state.
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Snowball Edge の更新
次のコマンドを使用して、Snowball Edge デバイスの更新をダウンロードしてインストールできます。こ
れらのコマンドを使用する手順については、「Snowball Edge デバイスのソフトウェアの更新 (p. 299)」
を参照してください。

snowballEdge check-for-updates – クラウド上で利用可能な Snowball Edge ソフトウェアに関する
バージョン情報、およびデバイスにインストールされている現在のバージョンを返します。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge check-for-updates

Example 出力

Latest version: 102
Installed version: 101

snowballEdge describe-device-software— デバイスのSSL証明書の現在のソフトウェアバージョ
ンおよび有効期限を返します。また、ソフトウェアアップデートがダウンロードまたはインストールされ
ている場合は、状態も表示されます。可能性のある出力のリストは、次のとおりです。

• NA – 現在進行中のソフトウェアの更新はありません。
• Downloading – 新しいソフトウェアをダウンロードしています。
• Installing – 新しいソフトウェアをインストールしています。
• Requires Reboot – 新しいソフトウェアがインストールされ、デバイスを再起動する必要がありま

す。

Warning

デバイスを再起動する前に、デバイスでのすべてのアクティビティを停止することが強く推奨
されます。デバイスを再起動すると、実行中のインスタンスが停止し、デバイス上の Amazon 
S3 バケットへの書き込みがすべて中断し、ファイルインターフェイスからの書き込みオペレー
ションが、キャッシュを消去せずにすべて停止します。これらのプロセスのすべてのデータが
失われる可能性があります。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge describe-device-software

Example 出力

Installed version: 101
Installing version: 102
Install State: Downloading
CertificateExpiry: Thur Jan 01 00:00:00 UTC 1970

snowballEdge download-updates – Snowball Edge の最新ソフトウェア更新のダウンロードを開始し
ます。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge download-updates
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Example 出力

Download started. Run describe-device-software API for additional information.

snowballEdge install-updates – 既にダウンロードされた Snowball Edge の最新のソフトウェア更
新のインストールを開始します。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge install-updates

Example 出力

Installation started.

snowballEdge reboot-device – デバイスを再起動します。

Warning

デバイスを再起動する前に、デバイスでのすべてのアクティビティを停止することが強く推奨さ
れます。デバイスを再起動すると、実行中のインスタンスが停止し、デバイス上の Amazon S3 
バケットへの書き込みがすべて中断し、ファイルインターフェイスからの書き込みオペレーショ
ンが、キャッシュを消去せずにすべて停止します。これらのプロセスのすべてのデータが失われ
る可能性があります。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge reboot-device

Example 出力

Rebooting device now.

snowballEdge configure-auto-update-strategies – 自動更新戦略を設定します。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge configure-auto-update-strategy --auto-check autoCheck [--auto-check-frequency
autoCheckFreq] --auto-download autoDownload
[--auto-download-frequency autoDownloadFreq]
--auto-install autoInstall
[--auto-install-frequency autoInstallFreq]
--auto-reboot autoReboot [--endpoint
endpoint]

Example 出力

Successfully configured auto update strategy. Run describe-auto-update-strategies for 
 additional information.

snowballEdge describe-auto-update-strategies – 現在設定されているすべての自動更新戦略を
返します。
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使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge describe-auto-update-strategies

Example 出力

auto-update-strategy {[
auto-check:true,
auto-check-frequency: "0 0 * * FRI", // CRON Expression String, Every Friday at midnight
auto-download:true,
auto-download-frequency: "0 0 * * SAT", // CRON Expression String, Every Saturday at
midnight
auto-install:true,
auto-install-frequency: "0 13 * * Sun", // CRON Expression String, Every Saturday at
midnight
auto-reboot: false;
]}

認証情報の取得
snowballEdge list-access-keys コマンドと snowballEdge get-secret-access-key コマン
ドを使用して、Snowball Edge の AWS アカウント の管理者ユーザーの認証情報を取得できます。これ
らの認証情報を使用して、AWS Identity and Access Management (IAM ユーザー) ロールを作成し、AWS 
CLIまたはAWS SDK を使用するときにリクエストを認証できます。これらの認証情報は、Snowball Edge 
の個々のジョブにのみ関連付けられ、デバイスまたはデバイスのクラスターでのみ使用できます。デバイ
スには、AWS クラウド の IAM アクセス許可はありません。

Note

Snowball Edge で AWS CLI を使用している場合は、CLI を設定する際にこれらの認証情報を
使用する必要があります。AWS CLI の認証情報設定の詳細については、AWS Command Line 
Interface ユーザーガイドのAWS CLI の設定を参照してください。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge list-access-keys

Example 出力

{ 
  "AccessKeyIds" : [ "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE" ]
}

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge get-secret-access-key --access-key-id Access Key

Example 出力

[snowballEdge]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
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Snowball Edge でのサービスの開始
Snowball Edge デバイスは Amazon S3 に加えて、複数のサービスをサポートします。これらには、コ
ンピューティングインスタンス、ファイルインターフェイス、AWS IoT Greengrass などが含まれま
す。デフォルトでは、Amazon S3 と Amazon EC2 は常にオンになっており、Snowball Edge クライ
アントで停止または再開はできません。ただし、ファイルインターフェイスと AWS IoT Greengrass 
は、snowballEdge start-service コマンドで開始できます。各サービスのサービス ID を取得するに
は、snowballEdge list-services コマンドを使用できます。

このコマンドを実行する前に、1 つの仮想ネットワークインターフェイスを作成して、開始するサービス
に結合します。詳細については、「仮想ネットワークインターフェイスの作成 (p. 195)」を参照してくだ
さい。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge start-service --service-id service_id --virtual-network-interface-
arns virtual-network-interface-arn

Example 出力

Starting the AWS service on your Snowball Edge. You can determine the status of the AWS 
 service using the describe-service command.

Snowball Edge でのサービスの停止
Snowball Edge で実行中のサービスを停止するには、snowballEdge stop-service コマンドを使用し
ます。

Amazon S3 アダプタ、Amazon EC2 および IAM サービスは停止できません。AWS STS

Warning

バッファされた残りのデータがデバイスに書き込まれる前にファイルインターフェイスが停
止すると、データ損失が発生する可能性があります。ファイルインターフェイスの詳細につ
いては、「ファイルインターフェイスを使用した Snowball Edge デバイスへのファイルの転
送 (p. 150)」を参照してください。

Note

Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージサービスを停止すると、デバイスまたはク
ラスターの S3 バケットに保存されているデータへのアクセスが無効になります。Snow Family 
デバイスの Amazon S3 互換ストレージを再度起動すると、アクセスが回復します。Snow Family 
デバイスで Amazon S3 互換ストレージが有効になっているデバイスの場合は、Snowball Edge 
デバイスの電源を入れた後にサービスを開始することをお勧めします。このガイドの「Snowball 
Edge のセットアップ」を参照してください。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge stop-service --service-id service_id

Example 出力

Stopping the AWS service on your Snowball Edge. You can determine the status of the AWS 
 service using the describe-service command.
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データ転送の証明書の取得
Snowball Edge にデータを転送するには、Amazon S3 Adapter を使用する必要があります。HTTPS プロ
トコルで S3 インターフェイスを使用するには、証明書を提供する必要があります。証明書は各 Snowball 
Edge デバイスによって生成されます。Snowball Edge デバイスのロックを別の IP アドレスで解除する
と、新しい証明書が生成され、古い証明書は無効となり、エンドポイントで使用できなくなります。get-
certificate コマンドを使用して、Snowball Edge から再度、新しい更新済み証明書を取得できます。

これらの証明書は、以下のコマンドで一覧表示し、Snowball Edge デバイスからダウンロードできます。

• list-certificates – 使用できる証明書の Amazon リソースネーム (ARN) をリストします。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge list-certificates

Example 出力

{ 
  "Certificates" : [ { 
    "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-
device:::certificate/78EXAMPLE516EXAMPLEf538EXAMPLEa7", 
    "SubjectAlternativeNames" : [ "192.0.2.0" ] 
  } ]
} 
                         

• get-certificate – 指定された ARN に基づいて、特定の証明書を取得します。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge get-certificate --certificate-arn arn:aws:snowball-
device:::certificate/78EXAMPLE516EXAMPLEf538EXAMPLEa7

Example 出力

-----BEGIN CERTIFICATE-----
Certificate
-----END CERTIFICATE-----

証明書の更新に関する情報は、AWS CLIエンドポイントとして S3 Adapter を指定する (p. 141) を参照
してください。

NFS の開始とアクセスの制限
Important

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) を使用する場合は、NFS サービスを開始しないでく
ださい。NFS を初めて起動すると、すべてのストレージが NFS に割り当てられます。NFS サー
ビスが停止している場合でも、NFS ストレージを Amazon EBS に再割り当てすることはできま
せん。

Note

デバイスによって公開されている NFS 共有のマウントを許可される IP 範囲に CIDR ブ
ロックを提供できます。例えば、10.0.0.0/16。許可された CIDR ブロックを指定しな
い場合、すべてのマウントリクエストが拒否されます。
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NFS 経由で転送されるデータは、転送中に暗号化されないことに注意してください。
CIDR ブロックによって許可されるホストを除き、Snowcone は NFS 共有の認証や認可
のメカニズムを提供しません。

snowballEdge start-service コマンドで NFS を起動します。NFS サービスのサービス ID を取得す
るには、snowballEdge list-services コマンドを使用します。

このコマンドを実行する前に、1 つの仮想ネットワークインターフェイスを作成して、開始するサー
ビスに結合します。詳細については、仮想ネットワークインターフェイスの作成を参照してくださ
い。Amazon S3 バケット内のファイル共有とデータへのアクセスを制限し、現在実施されている制限を確
認できます。これを行うには、NFS サービスの開始時に、ファイル共有および S3 バケットにアクセスで
きる許可されたホストに、CIDR ブロックを割り当てます。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge start-service --service-id nfs --virtual-network-interface-arns 
 arn:aws:snowball-device:::interface/s.ni-12345fgh45678j --service-configuration 
 AllowedHosts=ip address-1/32,ip address-2/24

Example 出力例

Starting the service on your Snowball Edge. You can determine the status of the service 
 using the describe-service command.

NFS 実行中に NFS 共有へのアクセスを制限する
NFS 起動後に、Amazon S3 バケット内のファイル共有とデータへのアクセスを制限できます。現在実施
されている制限を確認し、バケットごとに異なるアクセス制限をかけることができます。これを行うに
は、NFS サービスの開始時に、ファイル共有および S3 バケットにアクセスできるホストに、CIDR ブ
ロックを割り当てます。以下にサンプルコマンドを示します。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge start-service \ 
    --service-id nfs \ 
    --virtual-network-interface-arns virtual-network-interface-arn --service-configuration 
 AllowedHosts=ip-address-1/32,ip-address-1/24

現在の制限を確認するには、describe-service コマンドを使用します。

 snowballEdge describe-service --service-id nfs

AWS Snowball Edge ログ
オンプレミスのデータセンターと Snowball Edge 間でデータを転送すると、自動的にログが生成されま
す。デバイスへのデータ転送中に予期しないエラーが発生した場合は、次のコマンドを使用してログのコ
ピーをローカルサーバーに保存できます。

ログに関連するコマンドは、以下の 3 つです。

• list-logs – JSON 形式でログのリストを返します。このリストには、ログのサイズ (バイト単位)、ロ
グの ARN、ログのサービス ID、およびログのタイプが報告されます。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge list-logs
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Example 出力

{ 
  "Logs" : [ { 
    "LogArn" : "arn:aws:snowball-device:::log/s3-storage-JIEXAMPLE2f-1234-4953-a7c4-
dfEXAMPLE709", 
    "LogType" : "SUPPORT", 
    "ServiceId" : "s3", 
    "EstimatedSizeBytes" : 53132614 
  }, { 
    "LogArn" : "arn:aws:snowball-device:::log/fileinterface-JIDEXAMPLEf-1234-4953-a7c4-
dfEXAMPLE709", 
    "LogType" : "CUSTOMER", 
    "ServiceId" : "fileinterface", 
    "EstimatedSizeBytes" : 4446 
  }]
}

• get-log – Snowball Edge から、特定のログのコピーを指定したパスのサーバーにダウンロードし
ます。CUSTOMER ログは .zip 形式で保存されます。このタイプのログは抽出して内容を表示できま
す。SUPPORT ログは暗号化され、AWS Support エンジニアだけが読み取ることができます。ログの名
前とパスを指定するオプションがあります。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge get-log --log-arn arn:aws:snowball-device:::log/fileinterface-
JIDEXAMPLEf-1234-4953-a7c4-dfEXAMPLE709

Example 出力

Logs are being saved to download/path/snowball-edge-logs-1515EXAMPLE88.bin

• get-support-logs – Snowball Edge から、SUPPORT タイプのすべてのログのコピーを指定したパス
のサービスにダウンロードします。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

Snowball Edge クライアント

snowballEdge get-support-logs

Example 出力

Logs are being saved to download/path/snowball-edge-logs-1515716135711.bin

Important

CUSTOMER タイプには、お客様独自のデータに関する機密情報が含まれている可能性がありま
す。個の機密情報を保持するために、これらのログが不要になったら削除することを強くお勧め
します。

デバイスステータスの取得
以下の Snowball Edge クライアントコマンドを使用して、Snowball Edge デバイスのステータスと全般的
なヘルスを判断できます。
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• describe-device

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge describe-device

Example 出力

{ 
  "DeviceId" : "JID-EXAMPLE12345-123-456-7-890", 
  "UnlockStatus" : { 
    "State" : "UNLOCKED" 
  }, 
  "ActiveNetworkInterface" : { 
    "IpAddress" : "192.0.2.0" 
  }, 
  "PhysicalNetworkInterfaces" : [ { 
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-EXAMPLEd9ecbf03e3", 
    "PhysicalConnectorType" : "RJ45", 
    "IpAddressAssignment" : "STATIC", 
    "IpAddress" : "0.0.0.0", 
    "Netmask" : "0.0.0.0", 
    "DefaultGateway" : "192.0.2.1", 
    "MacAddress" : "EX:AM:PL:E0:12:34" 
  }, { 
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-EXAMPLE4c3840068f", 
    "PhysicalConnectorType" : "QSFP", 
    "IpAddressAssignment" : "STATIC", 
    "IpAddress" : "0.0.0.0", 
    "Netmask" : "0.0.0.0", 
    "DefaultGateway" : "192.0.2.2", 
    "MacAddress" : "EX:AM:PL:E0:56:78" 
  }, { 
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-EXAMPLE0a3a6499fd", 
    "PhysicalConnectorType" : "SFP_PLUS", 
    "IpAddressAssignment" : "DHCP", 
    "IpAddress" : "192.168.1.231", 
    "Netmask" : "255.255.255.0", 
    "DefaultGateway" : "192.0.2.3", 
    "MacAddress" : "EX:AM:PL:E0:90:12" 
  } ]
}

• describe-cluster

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge describe-cluster

Example 出力

{ 
  "ClusterId" : "CIDEXAMPLE7-5402-4c19-9feb-7c9EXAMPLEd5", 
  "Devices" : [ { 
    "DeviceId" : "JIDEXAMPLE2-bc53-4618-a538-917EXAMPLE94", 
    "UnlockStatus" : { 
      "State" : "UNLOCKED" 
    }, 
    "ActiveNetworkInterface" : { 
      "IpAddress" : "192.0.2.0" 
    }, 
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    "ClusterAssociation" : { 
      "State" : "ASSOCIATED", 
      "ClusterId" : "CIDEXAMPLE7-5402-4c19-9feb-7c9EXAMPLEd5" 
    }, 
    "NetworkReachability" : { 
      "State" : "REACHABLE" 
    } 
  }, { 
    "DeviceId" : "JIDEXAMPLE2-bc53-4618-a538-917EXAMPLE94", 
    "UnlockStatus" : { 
      "State" : "UNLOCKED" 
    }, 
    "ActiveNetworkInterface" : { 
      "IpAddress" : "192.0.2.1" 
    }, 
    "ClusterAssociation" : { 
      "State" : "ASSOCIATED", 
      "ClusterId" : "CIDEXAMPLE7-5402-4c19-9feb-7c9EXAMPLEd5" 
    }, 
    "NetworkReachability" : { 
      "State" : "REACHABLE" 
    } 
  }, { 
    "DeviceId" : "JIDEXAMPLE2-bc53-4618-a538-917EXAMPLE94", 
    "UnlockStatus" : { 
      "State" : "UNLOCKED" 
    }, 
    "ActiveNetworkInterface" : { 
      "IpAddress" : "192.0.2.2" 
    }, 
    "ClusterAssociation" : { 
      "State" : "ASSOCIATED", 
      "ClusterId" : "CIDEXAMPLE7-5402-4c19-9feb-7c9EXAMPLEd5" 
    }, 
    "NetworkReachability" : { 
      "State" : "REACHABLE" 
    } 
  }, { 
    "DeviceId" : "JIDEXAMPLE2-bc53-4618-a538-917EXAMPLE94", 
    "UnlockStatus" : { 
      "State" : "UNLOCKED" 
    }, 
    "ActiveNetworkInterface" : { 
      "IpAddress" : "192.0.2.3" 
    }, 
    "ClusterAssociation" : { 
      "State" : "ASSOCIATED", 
      "ClusterId" : "CIDEXAMPLE7-5402-4c19-9feb-7c9EXAMPLEd5" 
    }, 
    "NetworkReachability" : { 
      "State" : "REACHABLE" 
    } 
  }, { 
    "DeviceId" : "JIDEXAMPLE2-bc53-4618-a538-917EXAMPLE94", 
    "UnlockStatus" : { 
      "State" : "UNLOCKED" 
    }, 
    "ActiveNetworkInterface" : { 
      "IpAddress" : "192.0.2.4" 
    }, 
    "ClusterAssociation" : { 
      "State" : "ASSOCIATED", 
      "ClusterId" : "CIDEXAMPLE7-5402-4c19-9feb-7c9EXAMPLEd5" 
    }, 
    "NetworkReachability" : { 
      "State" : "REACHABLE" 
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    } 
  } ]
}

サービスステータスの取得
describe-serviceコマンドを使用して、Snowball Edge デバイスで実行中のサービスのステータスと全
般的なヘルスを判断できます。最初に list-services コマンドを実行して、実行中のサービスを確認し
ます。

• list-services

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge list-services

Example 出力

{ 
  "ServiceIds" : [ "greengrass", "fileinterface", "s3", "ec2", "s3-snow" ]
}

• describe-service

このコマンドは、サービスのステータス値が返されます。また、サービスで発生した問題を解決するの
に役立つ状態情報も含まれています。これらの状態は次のとおりです。
• ACTIVE – このサービスは実行されており、使用できます。
• ACTIVATING – このサービスは起動しますが、まだ使用することはできません。
• DEACTIVATING – このサービスはシャットダウン処理の途中です。
• DEGRADED— Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージの場合、このステータスはクラス

ター内の 1 つ以上のディスクまたはデバイスがダウンしていることを示します。Snow Family デバイ
ス上の Amazon S3 互換ストレージサービスは中断することなく稼働していますが、データ損失のリ
スクを最小限に抑えるため、クラスタークォーラムが失われる前に影響を受けたデバイスを回復また
は交換する必要があります。このガイドの「クラスタリングの概要」を参照してください。

• INACTIVE – このサービスは実行されておらず、使用することはできません。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge describe-service --service-id service-id

Example 出力

{
"ServiceId" : "s3", 
  "Status" : { 
    "State" : "ACTIVE" 
  },
"Storage" : {
"TotalSpaceBytes" : 99608745492480,
"FreeSpaceBytes" : 99608744468480
},
"Endpoints" : [ {
"Protocol" : "http",
"Port" : 8080,
"Host" : "192.0.2.0"

131

https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/developer-guide/ClusterOverview.html


AWS Snowball Edge 開発者ガイド
Snowball Edge クライアントのコマンド

}, {
"Protocol" : "https",
"Port" : 8443,
"Host" : "192.0.2.0",
"CertificateAssociation" : {
"CertificateArn" : "arn:aws:snowball-
device:::certificate/6d955EXAMPLEdb71798146EXAMPLE3f0"
}
} ]
}

Example Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージサービス出力

describe-serviceこのコマンドは、s3-snowservice-idパラメーターの値について次の出力を提
供します。

{ 
  "ServiceId" : "s3-snow", 
  "Autostart" : false, 
  "Status" : { 
    "State" : "ACTIVE" 
  }, 
  "ServiceCapacities" : [ { 
    "Name" : "S3 Storage", 
    "Unit" : "Byte", 
    "Used" : 640303104, 
    "Available" : 219571981512 
  } ], 
  "Endpoints" : [ { 
    "Protocol" : "https", 
    "Port" : 443, 
    "Host" : "10.0.2.123", 
    "CertificateAssociation" : { 
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device:::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456" 
    }, 
    "Description" : "s3-snow bucket API endpoint", 
    "DeviceId" : "JID6ebd4c50-c3a1-4b16-b32c-b254f9b7f2dc", 
    "Status" : { 
      "State" : "ACTIVE" 
    } 
  }, { 
    "Protocol" : "https", 
    "Port" : 443, 
    "Host" : "10.0.3.202", 
    "CertificateAssociation" : { 
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device:::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456" 
    }, 
    "Description" : "s3-snow object API endpoint", 
    "DeviceId" : "JID6ebd4c50-c3a1-4b16-b32c-b254f9b7f2dc", 
    "Status" : { 
      "State" : "ACTIVE" 
    } 
  }, { 
    "Protocol" : "https", 
    "Port" : 443, 
    "Host" : "10.0.3.63", 
    "CertificateAssociation" : { 
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device:::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456" 
    }, 
    "Description" : "s3-snow bucket API endpoint", 
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    "DeviceId" : "JID2a1e0deb-38b1-41f8-b904-a396c62da70d", 
    "Status" : { 
      "State" : "ACTIVE" 
    } 
  }, { 
    "Protocol" : "https", 
    "Port" : 443, 
    "Host" : "10.0.2.243", 
    "CertificateAssociation" : { 
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device:::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456" 
    }, 
    "Description" : "s3-snow object API endpoint", 
    "DeviceId" : "JID2a1e0deb-38b1-41f8-b904-a396c62da70d", 
    "Status" : { 
      "State" : "ACTIVE" 
    } 
  }, { 
    "Protocol" : "https", 
    "Port" : 443, 
    "Host" : "10.0.2.220", 
    "CertificateAssociation" : { 
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device:::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456" 
    }, 
    "Description" : "s3-snow bucket API endpoint", 
    "DeviceId" : "JIDcc45fa8f-b994-4ada-a821-581bc35d8645", 
    "Status" : { 
      "State" : "ACTIVE" 
    } 
  }, { 
    "Protocol" : "https", 
    "Port" : 443, 
    "Host" : "10.0.2.55", 
    "CertificateAssociation" : { 
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device:::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456" 
    }, 
    "Description" : "s3-snow object API endpoint", 
    "DeviceId" : "JIDcc45fa8f-b994-4ada-a821-581bc35d8645", 
    "Status" : { 
      "State" : "ACTIVE" 
    } 
  }, { 
    "Protocol" : "https", 
    "Port" : 443, 
    "Host" : "10.0.3.213", 
    "CertificateAssociation" : { 
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device:::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456" 
    }, 
    "Description" : "s3-snow bucket API endpoint", 
    "DeviceId" : "JID4ec68543-d974-465f-b81d-89832dd502db", 
    "Status" : { 
      "State" : "ACTIVE" 
    } 
  }, { 
    "Protocol" : "https", 
    "Port" : 443, 
    "Host" : "10.0.3.144", 
    "CertificateAssociation" : { 
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device:::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456" 
    }, 
    "Description" : "s3-snow object API endpoint", 
    "DeviceId" : "JID4ec68543-d974-465f-b81d-89832dd502db", 
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    "Status" : { 
      "State" : "ACTIVE" 
    } 
  }, { 
    "Protocol" : "https", 
    "Port" : 443, 
    "Host" : "10.0.2.143", 
    "CertificateAssociation" : { 
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device:::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456" 
    }, 
    "Description" : "s3-snow bucket API endpoint", 
    "DeviceId" : "JID6331b8b5-6c63-4e01-b3ca-eab48b5628d2", 
    "Status" : { 
      "State" : "ACTIVE" 
    } 
  }, { 
    "Protocol" : "https", 
    "Port" : 443, 
    "Host" : "10.0.3.224", 
    "CertificateAssociation" : { 
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device:::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456" 
    }, 
    "Description" : "s3-snow object API endpoint", 
    "DeviceId" : "JID6331b8b5-6c63-4e01-b3ca-eab48b5628d2", 
    "Status" : { 
      "State" : "ACTIVE" 
    } 
  } ]
}                             
                         

クラスターからノードを削除する
disassociate-device コマンドは、Snowball Edge クラスターからノードを削除します。異常なノー
ドを置き換える場合は、このコマンドを使用します。クラスターの詳細については、このガイドのクラス
ターの概要を参照してください。

Important

disassociate-device コマンドは、異常なノードを削除する場合にのみ使用します。正常な
ノードを削除しようとすると、このコマンドは失敗し、エラーが返されます。

このコマンドを使用して、ノードの電源が誤ってオフになり、ネットワークから切断され、残りのクラス
ターが一時的に利用できないノードを削除しないでください。このコマンドで削除されたノードはいずれ
のクラスターにも追加できないため、AWS に返す必要があります。

誤って電源を切ったノードや、ネットワークから切断したノードについては、ノードを再度、電源およ
びネットワークに接続し、associate-device コマンドを使用します。電源が入っていて正常である場
合、disassociate-device コマンドを使用してノードを切断することはできません。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge disassociate-device --device-id Job ID for the Device

Example 出力

Disassociating your Snowball Edge device from the cluster. Your Snowball Edge device will 
 be disassociated from the cluster when it is in the "DISASSOCIATED" state. You can use the 
 describe-cluster command to determine the state of your cluster.
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クラスターへのノードの追加
associate-deviceコマンドは、Snowball Edge デバイスのクラスターにノードを追加します。ノードの
電源を切ると、ロック解除からロック状態に戻ります。そのノードのロックを解除するには、このコマン
ドを使用できます。このコマンドを使用して、使用できないノードを、代替品として注文した新しいノー
ドと置き換えます。クラスターの詳細については、このガイドのクラスターの概要を参照してください。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge associate-device --device-ip-address IP Address

Example 出力

Associating your Snowball Edge device with the cluster. Your Snowball Edge device will be 
 associated with the cluster when it is in the ASSOCIATED state. You can use the describe-
cluster command to determine the state of your cluster.

デバイス用のタグの作成
デバイス上の指定されたタグを追加または上書きします。最大 50 個のタグを作成できます。タグは、
キーと値のペアから構成されます。 値はオプションです。

Note

タグに機密データを含めないようにしてください。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge create-tags --tag Key=Name,Value=user-test --tag Key=Stage,Value=beta

詳細については、describe-tags コマンドを実行します。

Example 出力

Tag(s) [Key=Name,Value=test, Key=Stage,Value=beta] created.

デバイスからのタグの削除
delete-tags コマンドは、指定したタグを Snowball Edge デバイスから削除します。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge delete-tags --tag Key=Stage,Value=beta 
    Tag(s) [Key=Stage,Value=beta] deleted.

詳細については、describe-tags コマンドを実行します。

Note

複数のタグを同時に削除する場合、次のように複数のキーと値のペアを指定できます。
delete-tags --tag Key=Name,Value=test --tag Key=Stage,Value=Beta
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タグ値を指定せずにタグキーを指定すると、その値に関係なく、このキーを持つタグはすべて削
除されます。タグ値として空の文字列を持つタグキーを指定すると、値として空の文字列を持つ
タグのみが削除されます。

デバイスのタグの説明
describe-tags コマンドは、Snowball Edge デバイス上のタグを記述します。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge describe-tags

詳細については、describe-tags コマンドを実行します。

Example 出力

{ 
  "Tags" : [ { 
    "Key" : "Name", 
    "Value" : "user-test" 
  }, { 
    "Key" : "Stage", 
    "Value" : "beta" 
  } ]
}

ダイレクトネットワークインターフェイスの作成
• create-direct-network-interface  – ダイレクトネットワークインターフェイス (DNI) を作成し

ます。デバイス上の Amazon EC2 コンピューティングインスタンスで使用するダイレクトネットワーク
インターフェイスを作成します。describe-direct-network-interfaces コマンドを使用して、
デバイスで使用可能なダイレクトネットワークインターフェイスを確認できます。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge create-direct-network-interface [--endpoint endpoint] [--instance-
id instanceId] [--mac macAddress] 
                                [--manifest-file manifestFile] [--physical-network-
interface-id physicalNetworkInterfaceId]  
                                [--profile profile] [--unlock-code unlockCode] [--
vlan vlanId]

ダイレクトネットワークインターフェイスに関する情報の取得
• describe-direct-network-interface  – デバイス上のダイレクトネットワークインターフェイ

スを取得します。ダイレクトネットワークインターフェイスを使用して、デバイス上の Amazon EC2 
コンピューティングインスタンスおよびサービスのネットワークを設定できます。create-direct-
network-interface コマンドを使用して、新しいダイレクトネットワークインターフェイスを作成で
きます。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge describe-direct-network-interfaces [--endpoint endpoint] [--manifest-
file manifestFile] [--profile profile] [--unlock-code unlockCode]
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ダイレクトネットワークインターフェイスの更新
• update-direct-network-interface  – ダイレクトネットワークインターフェイスを更新しま

す。このコマンドを使用して、デバイス上の Amazon EC2 コンピューティングインスタンスで使用す
るダイレクトネットワークインターフェイスを更新します。describe-direct-network-interfaces 
コマンドを使用して、デバイスで使用可能なダイレクトネットワークインターフェイスを確認できま
す。Amazon EC2 インスタンスにアタッチされているネットワークインターフェイスを変更する場合、
そのインターフェイスは最初にデタッチされます。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge update-direct-network-interface [--direct-network-interface-
arn directNetworkInterfaceArn] [--endpoint endpoint]  
                                [--mac macAddress] 
                                [--manifest-file manifestFile] [--profile profile] [--
unlock-code unlockCode]  
                                [--vlan vlanId] [--attach-instance-id instanceId | --
detach]

ダイレクトネットワークインターフェイスの削除
• delete-direct-network-interface – 使用されなくなったダイレクトネットワークインターフェ

イスを削除します。Amazon EC2 コンピューティングインスタンスに関連付けられているダイレクト
ネットワークインターフェイスを削除するには、まずインスタンスからダイレクトネットワークイン
ターフェイスの関連付けを解除する必要があります。

使用法 (Snowball Edge クライアント設定済み)

snowballEdge delete-direct-network-interface [--direct-network-interface-
arn directNetworkInterfaceArn] [--endpoint endpoint]  
                                [--manifest-file manifestFile] [--profile profile] [--
unlock-code unlockCode]                                  

タイムサーバーの設定
外部ネットワークタイムプロトコル (NTP) サーバーを設定できます。NTP CLI コマンドは、デバイスが
ロック状態とロック解除状態の両方の場合に使用できます。マニフェストと解除コードが必要です。これ
らは、snowballEdge configure コマンド、または --manifest-file および --unlock-code オプ
ションを使用して設定できます。snowballEdge CLI は、AWS Snowcone Edge と AWS Snowcone の両
方に使用できます。

セキュリティで保護された NTP タイムサーバーは、お客様が用意する必要があります。デバイスを接続す
る NTP タイムサーバーを設定するには、update-time-servers CLI コマンドを使用します。

Note

update-time-servers コマンドは、以前の NTP タイムサーバーの設定を上書きします。

サポートされている NTP デバイスタイプとソフトウェアバージョン

NTP は、バージョン 2 のどのストレージデバイスやコンピューティングデバイスでも使用できません。
ただし、ソフトウェアバージョン 77 以降の Snowball Edge バージョン 3 のストレージおよびコンピュー
ティングデバイスタイプは NTP をサポートします。NTP が有効になっているかどうかを確認するに
は、Snowball Edge CLI コマンドを使用しますdescribe-time-sources。
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使用方法

snowballEdge update-time-servers time.google.com

Example 出力例

Updating time servers now.

タイムソースのチェック
デバイスが現在接続されている NTP タイムソースを確認するには、describe-time-sources Snowball 
Edge CLI コマンドを使用します。

使用方法

snowballEdge describe-time-sources

Example 出力例

{ 
  "Sources" : [ { 
    "Address" : "172.31.2.71", 
    "State" : "LOST", 
    "Type" : "PEER", 
    "Stratum" : 10 
  }, { 
    "Address" : "172.31.3.203", 
    "State" : "LOST", 
    "Type" : "PEER", 
    "Stratum" : 10 
  }, { 
    "Address" : "172.31.0.178", 
    "State" : "LOST", 
    "Type" : "PEER", 
    "Stratum" : 10 
  }, { 
    "Address" : "172.31.3.178", 
    "State" : "LOST", 
    "Type" : "PEER", 
    "Stratum" : 10 
  }, { 
    "Address" : "216.239.35.12", 
    "State" : "CURRENT", 
    "Type" : "SERVER", 
    "Stratum" : 1 
  } ]
}

describe-time-sources コマンドは、タイムソースの状態のリストを返します。ソース状態は、毎
回、Address、State、Type、Stratum フィールドを含みます。これらのフィールドの意味は以下のと
おりです。

• Address – タイムソースの DNS 名/ IP アドレス。
• State – デバイスとそのタイムソース間の現在の接続ステータス。5 つの状態が想定されます。

• CURRENT – タイムソースは現在、時刻の同期に使用されている。
• COMBINED – タイムソースは現在のソースと結合されている。
• EXCLUDED – タイムソースが結合アルゴリズムによって除外された。
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• LOST – タイムソースとの接続が切断された。
• UNACCEPTABLE – 結合アルゴリズムが偽ティッカーであるか、ばらつきが多すぎるとみなされた無効

なタイムソース。
• Type— NTP タイムソースは、サーバーまたはピアのいずれかになります。サーバーは、update-
time-servers コマンドにより設定できます。ピアは、クラスター内の他の Snowball Edge デバイス
のみになり、クラスターが関連付けられると自動的に設定されます。

• Stratum – このフィールドには、ソースの階層が表示されます。階層 1 は、ローカルでアタッチされた
リファレンスクロックを持つソースを示します。階層 1 のソースに同期されたソースは、階層 2 にあり
ます。階層 2 のソースに同期されたソースは、階層 3 などにあります。

NTP タイムソースは、サーバーまたはピアのいずれかになります。サーバーは、update-time-
servers コマンドを使用するユーザーによって設定されます。一方、ピアはクラスター内の他の 
Snowball Edge デバイスのみとなります。出力例では、describe-time-sources は、5 のクラスター
内にある Snowball Edge で呼び出されます。出力には、4 つのピアと 1 台のサーバーが含まれます。ピア
の階層は 10 で、サーバーの階層は 1 であるため、サーバーが現在のタイムソースとして選択されます。

データ移行用の Amazon S3 アダプタを使用した
ファイル転送

Amazon S3 Adapter の概要を参照し、Amazon S3 REST API アクションを使用して、AWS Snowball 
Edgeデバイスとの間でプログラムによりデータを転送できます。この Amazon S3 REST API サポー
トは、アクションのサブセットのみに限定されています。このアクションのサブセットをいずれかの 
AWS SDK で使用して、プログラムでデータを転送できます。また、Amazon S3 でサポートされる AWS 
Command Line Interface (AWS CLI) コマンドのサブセットを使用して、プログラムでデータを転送できま
す。

お使いのソリューションでバージョン 1.11.0 以降の AWS SDK for Java を使用している場合は、以下の
S3ClientOptions を使用しなければなりません。

• disableChunkedEncoding() – インターフェイスでは、チャンクエンコーディングがサポートされな
いことを示します。

• setPathStyleAccess(true) – すべてのリクエストに対して、パススタイルのアクセスを使用するよ
うにインターフェイスを設定します。

詳細については、Java 用 Amazon AppStream SDK の「クラス S3ClientOptions .Builder」を参照してくだ
さい。

Important

1 度に 1 つの方法だけを使用して、AWS Snowball Edgeデバイスのローカルバケットにデータを
書き込んだり、バケットからデータを読み取ることをお勧めします。ファイルインターフェイス
と Amazon S3 Adapter の両方を同じバケットで同時に使用すると、読み取り/書き込みの競合が
発生する可能性があります。
the section called “のレート制限AWS Snowball Edge” (p. 343)制限を詳しく説明します。
AWS のサービスを Snowball Edge 上で正しく動作させるには、サービスのポートを許可する必
要があります。詳細については、「AWS Snowball Edge デバイスで AWS のサービスを使用する
ために必要なポート (p. 264)」を参照してください。

トピック
• Amazon S3AWS CLI アダプタで使用するためのバージョン 1.16.14 のダウンロードとインストー

ル (p. 140)
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バージョン 1.16.14 のダウンロードとインストール

• Snowball EdgeAWS CLI デバイスでのおよび API オペレーションの使用 (p. 140)
• ローカルの Amazon S3 認証情報の取得と使用 (p. 141)
• Amazon S3 Adapter でサポートされていない Amazon S3 の機能 (p. 142)
• 小さなファイルのバッチ処理 (p. 142)
• AWS CLIサポートされるコマンド (p. 144)
• サポートされている REST API アクション (p. 147)

Amazon S3AWS CLI アダプタで使用するためのバー
ジョン 1.16.14 のダウンロードとインストール
現在、Snowball Edge デバイスは、Amazon S3 AdapterAWS CLI で使用するには、バージョン 1.16.14 
以前ののみをサポートしています。Snow Family デバイスで Amazon S3 互換ストレージを使用してい
る場合は、の最新バージョンを使用できますAWS CLI。最新バージョンをダウンロードして使用するに
は、AWS Command Line Interfaceユーザーガイドを参照してください。

使用しているオペレーティングシステムの手順に従って、このタスクを実行します。

LinuxAWS CLI オペレーティングシステムへのインストール
実行するコマンドは以下のとおりです。

curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.14.zip" -o "awscli-
bundle.zip";unzip awscli-bundle.zip;sudo ./awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/
local/bin/aws;/usr/local/bin/aws --version; 
            

WindowsAWS CLI オペレーティングシステムへのインストール
オペレーティングシステム用のインストーラファイルをダウンロードして実行します。

• 32 ビット
• 64 ビット

Snowball EdgeAWS CLI デバイスでのおよび API オペ
レーションの使用
AWS CLI または API オペレーションを使用して、Snowball Edge で IAM、Amazon S3、Amazon EC2 
コマンドを発行するには、リージョンを snow として指定する必要があります。これを行うには AWS 
configure を使用するか、次の例に示すようにコマンド自体内で指定します。

aws configure --profile abc
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: 1234567
Default region name [None]: snow
Default output format [None]: json        

または
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aws s3 ls --profile snowballEdge --endpoint http://192.0.2.0:8080 --region snow          

AWS Snowball の Amazon S3 API インターフェイスを使用した
認可
Amazon S3 Adapter を使用する際、すべてのやり取りはデフォルトで、AWS署名バージョン 4 アルゴリズ
ムを使用して署名されます。この認可は、ソースからインターフェイスに移動するデータを検証するため
にのみ使用されます。すべての暗号化と復号はデバイス上で行います。暗号化されていないデータは、デ
バイスに保存されません。

インターフェイスを使用する際は、次の点に注意が必要です。

• AWS Snowball Edgeデバイスへのリクエストに署名するためにローカル Amazon S3 認証情報を取得す
るには、snowballEdge list-access-keysおよび Snowball EdgesnowballEdge get-secret-
access-keys Snowball Edge クライアントコマンドを実行します。詳細については、「Snowball Edge 
クライアントの使用 (p. 118)」を参照してください。これらのローカル Amazon S3 認証情報には、ア
クセスキーとシークレットキーのキーペアが含まれます。これらのキーは、ジョブに関連付けられたデ
バイスでのみ有効です。AWS Identity and Access Management (IAM) に該当する部分がないため、AWS 
クラウド では使用できません。

• 暗号化キーは、使用する AWS 認証情報で変わることはありません。署名バージョン 4 のアルゴリズム
を使用した署名は、ソースからインターフェイスに移動するデータを検証するためだけに使用されま
す。このため、この署名は Snowball でデータを暗号化するために使用される暗号化キーには関係しま
せん。

ローカルの Amazon S3 認証情報の取得と使用
Snowball Edge とのやり取りは、すべて AWS 署名バージョン 4 アルゴリズムで署名されます。アルゴリ
ズムの詳細については、『』の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参照してくださいAWS 全般のリ
ファレンス。

Snowball Edge クライアントエッジデバイスに対するリクエストに署名するローカル Amazon S3 認証
情報は、snowballEdge list-access-keys および snowballEdge get-secret-access-key
Snowball Edge クライアント情報を実行して取得できます。認証情報の取得 (p. 124) を参照してくださ
い。これらのローカル Amazon S3 認証情報には、アクセスキー ID とシークレットキーのキーペアが含ま
れます。これらの認証情報は、ジョブに関連付けられたデバイスでのみ有効です。IAM に該当する部分が
ないため、AWS クラウド では使用できません。

サーバーの AWS 認証情報ファイルに、これらの認証情報を追加できます。通常、デフォルトの認証情報
プロファイルファイルは ~/.aws/credentials にありますが、この場所はプラットフォームごとに異
なる場合があります。このファイルは、ほとんどの AWS SDK および AWS CLI によって共有されます。
ローカル認証情報は、次の例のようにプロファイル名を付けて保存できます。

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

AWS CLIエンドポイントとして S3 Adapter を指定する
を使用してAWS Snowball Edgeデバイスにコマンドを発行するときは、エンドポイントが Amazon S3 
Adapterであることを指定します。AWS CLI次に示すように、HTTPS エンドポイント、またはセキュリ
ティで保護されていない HTTP エンドポイントの使用を選択できます。

セキュリティで保護された HTTPS エンドポイント
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aws s3 ls --profile snowballEdge --endpoint https://192.0.2.0:8443 --ca-bundle path/to/
certificate

セキュリティで保護されていない HTTP エンドポイント

aws s3 ls --profile snowballEdge --endpoint http://192.0.2.0:8080

8443の HTTPS エンドポイントを使用すると、データはサーバーから Snowball Edge に安全に転送されま
す。この暗号化は、新しい IP アドレスを取得する際に Snowball Edge によって生成される証明書を使用
して行われます。証明書を取得したら、ローカルの ca-bundle.pem ファイルに保存できます。次に、以
下に示すように AWS CLI プロファイルを設定し、証明書へのパスを含めます。

証明書をインターフェイスエンドポイントに関連付けるには

1. Snowball Edge を電源とネットワークに接続し、電源を入れます。
2. デバイスの起動が終了したら、ローカルネットワークでの IP アドレスを書き留めておきます。
3. ネットワーク上のターミナルから Snowball Edge に ping を送信できることを確認します。
4. ターミナルで snowballEdge get-certificate コマンドを実行します。このコマンドの詳細につ

いては、「データ転送の証明書の取得 (p. 126)」を参照してください。
5. snowballEdge get-certificate コマンドの出力をファイルに保存します (例: ca-

bundle.pem)。
6. ターミナルから次のコマンドを実行します。

aws configure set profile.snowballEdge.ca_bundle /path/to/ca-bundle.pem

この手順を完了したら、次の例のように、これらのローカル認証情報、証明書、および指定されたエンド
ポイントを使用して CLI コマンドを実行できます。

aws s3 ls --profile snowballEdge --endpoint https://192.0.2.0:8443

Amazon S3 Adapter でサポートされていない Amazon 
S3 の機能
Amazon S3 Adapter を使用して、Amazon S3 API アクションにより、Snowball Edge との間でプログラム
によりデータを転送できます。ただし、Amazon S3 Adapter を使用する際、すべての Amazon S3 転送機
能および API アクションが、Snowball Edge デバイスで使用できるようにサポートされるわけではありま
せん。例えば、以下の機能とアクションは、Snowball Edge での使用がサポートされません。

• TransferManager— このユーティリティは SDK for Java を使用してローカル環境から Amazon S3 に
ファイルを転送します。代わりに、インターフェイスを使用して、サポートされる API アクションまた
は AWS CLI コマンドを使用することを検討してください。

• GET Bucket (オブジェクトのリスト化) バージョン 2 – この GET アクションを実装すると、バケット内
の一部またはすべて (最大 1,000) のオブジェクトが返されます。GET Bucket (List Objects) バージョン 
1 アクションまたは ls AWS CLI コマンドを使用することを検討してください。

小さなファイルのバッチ処理
各コピーオペレーションには、暗号化のために多少のオーバーヘッドがあります。小さなファイルをAWS 
Snowball Edgeデバイスに転送するプロセスを高速化するには、1 つのアーカイブにまとめてバッチ処理し
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ます。ファイルをバッチ処理する際に、サポートされるアーカイブ形式のいずれかでファイルがバッチ処
理済みの場合は、Amazon S3 へのインポート時に自動抽出されます。

通常は、1 MB 以下のファイルがバッチ処理に含まれている必要があります。バッチ処理に含めるファイ
ル数にハード制限はありませんが、バッチ処理に 10000 ファイルを上限とすることが推奨されます。バッ
チに 10 万以上のファイルがあると、デバイスに戻った後で Amazon S3 にインポートされるファイルの速
度に影響します。各バッチの合計サイズは 100 GB 以下にすることをお勧めします。

ファイルのバッチ処理は手動によって管理するプロセスです。ファイルをバッチ処理したら、AWS CLI cp
コマンドを --metadata snowball-auto-extract=true オプションで使用して、Snowball Edge デ
バイスに転送します。snowball-auto-extract=true を指定すると、バッチ処理されたファイルのサ
イズが 100 GB 以下であれば、データが Amazon S3 にインポートされる際に、アーカイブファイルのコ
ンテンツが自動的に抽出されます。

Note

100 GB を超えるバッチは、Amazon S3 にインポートされる際に抽出されません。

小さなファイルのバッチ処理をするには

1. バッチ処理をする小さなファイルの形式を決めます。自動抽出機能は、TAR、ZIP、tar.gz 形式でサ
ポートされます。

2. サイズやまとめてバッチ処理するファイルの数を含め、まとめてバッチ処理する小さなファイルを特
定します。

3. 次の例に示すように、コマンドラインでファイルをバッチ処理します。

• Linux では、デバイスにファイルを転送するときに使用するのと同じコマンドラインで、ファイル
のバッチ処理ができます。

tar -cf - /Logs/April | aws s3 cp - s3://mybucket/batch01.tar --metadata snowball-
auto-extract=true --endpoint http://192.0.2.0:8080

Note

または、任意のアーカイブユーティリティを使用して 1 つ以上の大きなアーカイブにファ
イルをバッチ処理することもできます。ただし、この方法では、Snowball に転送する前に
アーカイブを保存するための追加のローカルストレージが必要となります。

• Windows では、すべてのファイルがコマンドの実行元と同じディレクトリにある場合、次のコマン
ド例を使用してファイルをバッチ処理します。

7z a -tzip -so "test" | aws s3 cp - s3://mybucket/batch01.zip --metadata snowball-
auto-extract=true --endpoint http://192.0.2.0:8080

コマンドを実行する別のディレクトリのファイルをバッチ処理するには、以下のコマンド例を使用
します。

7z a -tzip -so "test" "c:\temp" | aws s3 cp - s3://mybucket/batch01.zip --metadata 
 snowball-auto-extract=true --endpoint http://10.x.x.x:8080

Note

Microsoft Windows 2016の場合、Tar を利用できませんが、Windows 用 Tar ウェブサイト
からダウンロードできます。
7 ZIP は、 7ZIP ウェブサイトからダウンロードできます。

4. Snowball Edge を使用して、Amazon S3 に転送する小さなファイルをすべてアーカイブするまで、操
作を繰り返します。
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5. アーカイブしたファイルを Snowball に転送します。前述のステップ 1 でサポートされるアーカイ
ブ形式のいずれかを使用してデータを自動抽出する場合は、AWS CLI cp コマンドを --metadata 
snowball-auto-extract=true オプションで使用します。

Note

非アーカイブファイルがある場合は、このコマンドを使用しないでください。

アーカイブファイルを作成する場合、抽出によって現在のデータ構造が維持されます。つまり、ファイル
とフォルダを含むアーカイブファイルを作成すると、Snowball Edge は Amazon S3 プロセスへの取り込
み中にこれを再作成します。

アーカイブファイルは、保存されているディレクトリと同じディレクトリに抽出され、それに応じてフォ
ルダ構造が構築されます。アーカイブファイルをコピーするときは、フラグを設定するのが重要であるこ
とに注意してください--metadata snowball-auto-extract=true。設定しないと、Snowball Edge 
は、Amazon S3 にインポートされたときにデータを抽出しません。

ファイル a.txt、b.txt、c.txt を含む /Logs/April/ のフォルダ構造がある場合、ステップ 3 の例を使用
します。このアーカイブファイルが /mybucket/ のルートに配置されている場合、抽出後のデータは次のよ
うになります。

/mybucket/Logs/April/a.txt
/mybucket/Logs/April/b.txt
/mybucket/Logs/April/c.txt

アーカイブファイルが /mybucket/test/ に配置されている場合、抽出は次のようになります。

/mybucket/Test/Logs/April/a.txt
/mybucket/Test/Logs/April/b.txt
/mybucket/Test/Logs/April/c.txt

AWS CLIサポートされるコマンド
SnowFamily デバイス上の Amazon S3 Adapter または Amazon S3 互換ストレージを、該当するAWS 
Command Line Interface (AWS CLI) コマンドのエンドポイントとして指定する方法については、以下を参
照してください。また、Snow Family デバイス上の Amazon S3 用のAWS CLIコマンドのリストも提供し
ます。この一覧を参照し、SnowFamilyAWS Snowball Edge デバイス上の Amazon S3 用のコマンドのリ
ストも提供します。

Note

AWS CLI のインストールと設定、AWS CLI コールの対象とするリージョンを指定する方法など
の詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドを参照してください。

Amazon S3 AdapterAWS CLI を使用する際、Snowball Edge デバイスは、バージョン 1.16.14 以前ののみ
をサポートしています。Snowball Edge クライアントバージョン (p. 140) を参照してください。Snow 
Family デバイスで Amazon S3 互換ストレージを使用している場合は、の最新バージョンを使用できます
AWS CLI。最新バージョンをダウンロードして使用するには、AWS Command Line Interfaceユーザーガイ
ドを参照してください。

Note

AWS CLI のバージョン 1.16.14 をインストールする前に、Python のバージョン 2.6.5+ または 3.4 
をインストールしていることを確認してください。
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Amazon S3 でサポートされるAWS CLIのコマンド
以下で、AWS Snowball Edgeデバイスがサポートする、Amazon S3 用のAWS CLIコマンドとオプション
のサブセットについて説明します。コマンドまたはオプションが以下に一覧表示されていない場合、その
コマンドまたはオプションはサポートされません。--sse や --storage-class など、一部のサポート
されていないオプションを、コマンドとともに宣言できます。ただし、それらのオプションは無視され、
データのインポート方法に影響はありません。

• cp — ファイルまたはオブジェクトをAWS Snowball Edgeデバイス間でコピーします。このコマンドの
オプションは、次のとおりです。
• --dryrun (ブール値) – 指定したコマンドによって実行されなかったオペレーションが表示されま

す。
• --quiet (ブール値) – 指定したコマンドによって実行されたオペレーションは表示されません。
• --include (文字列) – 指定したパターンと一致するファイルまたはオブジェクトをコマンドから除外

しないでください。詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの Use of Exclude and Include 
Filters を参照してください。

• --exclude (文字列) – 指定したパターンと一致するすべてのファイルまたはオブジェクトをコマンド
から除外します。

• --follow-symlinks | --no-follow-symlinks (ブール値) – ローカルファイルシステムから 
Amazon S3にアップロードする場合にのみ、シンボリックリンク (symlinks) をたどります。Amazon 
S3 はシンボリックリンクをサポートしないため、リンクターゲットのコンテンツはリンク名でアップ
ロードされます。どちらのオプションも指定されていない場合、デフォルトでは、シンボリックリン
クをたどります。

• --only-show-errors (ブール値) – エラーと警告のみが表示されます。その他の出力は非表示にな
ります。

• --recursive (ブール値) – コマンドは、指定したディレクトリまたはプレフィックスのすべてのファ
イルまたはオブジェクトに対して実行されます。

• --page-size (整数) – 各リスト操作に応答して返される結果の数。デフォルト値は 1000 です (許可
される最大値)。オペレーションがタイムアウトする場合は、それより低い値を使用すると有効な可能
性があります。

• --metadata (マップ) – Amazon S3 内のオブジェクトに保存するメタデータのマップ。このマッ
プは、このリクエストに含まれているすべてのオブジェクトに適用されます。同期では、この機
能では、変更されていないファイルは新しいメタデータを受け取らないことを意味します。2 つの 
Amazon S3 の場所の間でコピーする際は、特に指定がない限り、metadata-directive の引数はデ
フォルトで REPLACE になります。

• ls —AWS Snowball Edge デバイスにオブジェクトを一覧表示します。このコマンドのオプションは、次
のとおりです。
• --human-readable (ブール値) – ファイルサイズが、人が読み取れる形式で表示されます。
• --summarize (ブール値) – 概要情報が表示されます。この情報は、オブジェクトの数とその合計サイ

ズです。
• --recursive (ブール値) – コマンドは、指定したディレクトリまたはプレフィックスのすべてのファ

イルまたはオブジェクトに対して実行されます。
• --page-size (整数) – 各リスト操作に応答して返される結果の数。デフォルト値は 1000 です (許可

される最大値)。オペレーションがタイムアウトする場合は、それより低い値を使用すると有効な可能
性があります。

• rm —AWS Snowball Edge デバイス上のオブジェクトを削除します。このコマンドのオプションは、次
のとおりです。
• --dryrun (ブール値) – 指定したコマンドによって実行されなかったオペレーションが表示されま

す。
• --include (文字列) – 指定したパターンと一致するファイルまたはオブジェクトをコマンドから除外

しないでください。詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの Use of Exclude and Include 
Filters を参照してください。
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• --exclude (文字列) – 指定したパターンと一致するすべてのファイルまたはオブジェクトをコマンド
から除外します。

• --recursive (ブール値) – コマンドは、指定したディレクトリまたはプレフィックスのすべてのファ
イルまたはオブジェクトに対して実行されます。

• --page-size (整数) – 各リスト操作に応答して返される結果の数。デフォルト値は 1000 です (許可
される最大値)。オペレーションがタイムアウトする場合は、それより低い値を使用すると有効な可能
性があります。

• --only-show-errors (ブール値) – エラーと警告のみが表示されます。その他の出力は非表示にな
ります。

• --quiet (ブール値) – 指定したコマンドによって実行されたオペレーションは表示されません。
• sync – ディレクトリとプレフィックスを同期します。このコマンドは、新しいファイルおよび更新され

たファイルを送信元ディレクトリから送信先にコピーします。このコマンドが送信先にディレクトリを
作成するのは、ファイルが 1 つ以上含まれる場合に限られます。

Important

1 つのディレクトリから同じ Snowball Edge の別のディレクトリへの同期はサポートされませ
ん。
1 つの AWS Snowball デバイスから別の AWS Snowball デバイスへの同期はサポートされてい
ません。
このオプションは、オンプレミスのデータストレージと Snowball Edge の間でコンテンツを同
期する場合にのみ使用できます。

• --dryrun (ブール値) – 指定したコマンドによって実行されなかったオペレーションが表示されま
す。

• --quiet (ブール値) – 指定したコマンドによって実行されたオペレーションは表示されません。
• --include (文字列) – 指定したパターンと一致するファイルまたはオブジェクトをコマンドから除外

しないでください。詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの Use of Exclude and Include 
Filters を参照してください。

• --exclude (文字列) – 指定したパターンと一致するすべてのファイルまたはオブジェクトをコマンド
から除外します。

• --follow-symlinks または --no-follow-symlinks (ブール値) – ローカルファイルシステ
ムから Amazon S3にアップロードする場合にのみ、シンボリックリンク (symlinks) をたどりま
す。Amazon S3 はシンボリックリンクをサポートしないため、リンクターゲットのコンテンツはリン
ク名でアップロードされます。どちらのオプションも指定されていない場合、デフォルトでは、シン
ボリックリンクをたどります。

• --only-show-errors (ブール値) – エラーと警告のみが表示されます。その他の出力は非表示にな
ります。

• --no-progress (ブール値) – ファイル転送の進行状況は表示されません。このオプションは､--
quiet オプションと --only-show-errors オプションが指定されていない場合にのみ適用されま
す。

• --page-size (整数) – 各リスト操作に応答して返される結果の数。デフォルト値は 1000 です (許可
される最大値)。オペレーションがタイムアウトする場合は、それより低い値を使用すると有効な可能
性があります。

• --metadata (マップ) – Amazon S3 内のオブジェクトに保存するメタデータのマップ。このマッ
プは、このリクエストに含まれているすべてのオブジェクトに適用されます。同期では、この機
能では、変更されていないファイルは新しいメタデータを受け取らないことを意味します。2 つの 
Amazon S3 の場所の間でコピーする際は、特に指定がない限り、metadata-directive の引数はデ
フォルトで REPLACE になります。

Important

1 つのディレクトリから同じ Snowball Edge の別のディレクトリへの同期はサポートされま
せん。
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1 つの AWS Snowball デバイスから別の AWS Snowball デバイスへの同期はサポートされて
いません。
このオプションは、オンプレミスのデータストレージと Snowball Edge の間でコンテンツを
同期する場合にのみ使用できます。

• --size-only (ブール値) – このオプションにより、各キーのサイズだけを基準として、送信元から送
信先へ同期するかどうかが決定されます。

• --exact-timestamps (ブール値) – Amazon S3 からローカルストレージに同期する際、タイムスタ
ンプが完全に一致する場合にのみ、同サイズの項目が無視されます。デフォルトの動作では、ローカ
ルバージョンが Amazon S3 バージョンより新しい場合を除き、同サイズの項目が無視されます。

• --delete (ブール値) – 送信先だけに存在し、送信元には存在しないファイルが、同期中に削除され
ます。

ファイルまたはフォルダは、「my photo.jpg」や「My Documents」のように名前にスペースを含めて
使用できます。ただし、AWS CLI のコマンドでは適切にスペースを処理していることを確かめます。詳細
については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドのAWS CLIのパラメータ値の指定を参照して
ください。

サポートされている REST API アクション
AWS Snowball Edgeデバイスおよび Amazon S3 で使用できる REST API アクションを以下に示します。

トピック
• Snowball Edge デバイスでサポートされている REST API アクション (p. 147)
• Amazon S3 Adapter でサポートされている REST API アクション (p. 148)
• Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージでサポートされている REST API アクショ

ン (p. 149)

Snowball Edge デバイスでサポートされている REST API アク
ション
HEAD Snowball Edge
説明

現在のところ、Snowball Edge REST API オペレーションは 1 つだけです。このオペレーションは、特定
のデバイスのステータス情報を返すために使用できます。このオペレーションは、Snowball Edge のス
テータスを返します。このステータスには、トラブルシューティングの目的で AWS Support が使用できる
情報が含まれています。

AWS SDK または AWS CLI でこのオペレーションで使用することはできません。curl または HTTP クラ
イアントを使用することをお勧めします。このオペレーションに対しては、リクエストに署名する必要は
ありません。

リクエスト

以下の例では、Snowball Edge の IP アドレスは 192.0.2.0 です。この値を実際のデバイスの IP アドレ
スに置き換えます。

curl -X HEAD http://192.0.2.0:8080

応答

<Status xsi:schemaLocation="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

147

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-using-param.html


AWS Snowball Edge 開発者ガイド
サポートされている REST API アクション

    <snowballIp>127.0.0.1</snowballIp> 
    <snowballPort>8080</snowballPort> 
    <snowballId>device-id</snowballId> 
    <totalSpaceInBytes>499055067136</totalSpaceInBytes> 
    <freeSpaceInBytes>108367699968</freeSpaceInBytes> 
    <jobId>job-id</jobId> 
    <snowballServerVersion>1.0.1</snowballServerVersion> 
    <snowballServerBuild>DevBuild</snowballServerBuild> 
    <snowballClientVersion>Version 1.0</snowballClientVersion> 
    <snowballRoundTripLatencyInMillis>33</snowballRoundTripLatencyInMillis>
</Status>

Amazon S3 Adapter でサポートされている REST API アクショ
ン
Amazon S3 Adapter の使用がサポートされている Amazon S3 REST API アクションの一覧を以下に示
します。このリストには、Amazon S3 での API アクションの動作に関する情報へのリンクが含まれてい
ます。リストには、Amazon S3 API アクションと、対応するAWS Snowball Edgeデバイスの動作の相違
点も挙げられています。次の例と同様に、AWS Snowball Edgeデバイスから返されるレスポンスはすべ
てAWSSnowball、Serverとして宣言されます。

HTTP/1.1 201 OK
x-amz-id-2: JuKZqmXuiwFeDQxhD7M8KtsKobSzWA1QEjLbTMTagkKdBX2z7Il/jGhDeJ3j6s80
x-amz-request-id: 32FE2CEB32F5EE25
Date: Fri, 08 2016 21:34:56 GMT
Server: AWSSnowball

Amazon S3 REST API コールでは、SigV4 署名が必要です。AWS CLI または AWS SDK を使用してこれ
らの API コールを実行する場合、SigV4 署名は自動的に処理されます。それ以外の場合は、お客様独自の 
SigV4 署名ソリューションを実装する必要があります。詳細については、Amazon Simple Storage Service 
ユーザーガイドのリクエストの認証 (AWS 署名バージョン 4)を参照してください。

• GET Bucket (オブジェクトのリスト化) バージョン 1は、サポートされます。ただし、この GET オペ
レーションの実装では、以下はサポートされません。
• ページ分割
• マーカー
• 区切り記号
• リストが返される際、リストはソートされません。

Version 1 のみがサポートされます。GET Bucket (List Objects) version 2 はサポートされません。
• サービスを受ける
• ヘッドバケット
• HEAD Object
• GET Object — Snow デバイスの S3 バケットからのオブジェクトのダウンロードです。
• PUT Object —AWS Snowball Edge を使用してオブジェクトをデバイスにアップロードするとPUT 
Object、ETag が生成されます。

ETag は、オブジェクトのハッシュです。ETag は、オブジェクトのコンテンツに加えた変更のみを反映
し、メタデータに加えた変更は反映しません。ETag は、オブジェクトデータの MD5 ダイジェストであ
る場合と、そうでない場合があります。ETags の詳細については、Amazon Simple Storage Service API 
リファレンスの共通の応答ヘッダーを参照してください。

• DELETE Object
• マルチパートアップロードの開始 — この実装では、すでにAWS Snowball Edgeデバイス上にあるオブ

ジェクトに対してマルチパートアップロードリクエストを開始すると、まずそのオブジェクトが削除さ
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れます。次に、オブジェクトはいくつかのパートに分けられて、AWS Snowball Edgeデバイスにコピー
されます。

• マルチパートアップロードのリスト
• Upload Part
• Complete Multipart Upload
• マルチパートアップロードの中止

Note

ここに一覧表示されていない Amazon S3 Adapter REST API アクションはサポートされません。
サポートされていない REST API アクションを Snowball Edge で使用すると、アクションがサ
ポートされていないことを示すエラーメッセージが返されます。

Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージでサポート
されている REST API アクション
以下のリストは、Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージでサポートされている API オペ
レーションを示しています。また、の Amazon S3 の関連オペレーションへのリンクも含まれています
AWS リージョン。

サポートされているバケット API のオペレーション:

• CreateBucket
• DeleteBucket
• DeleteBucketLifecycle
• GetBucket
• GetBucketLifecycleConfiguration
• ListBuckets
• PutBucketLifecycleConfiguration

サポートされているオブジェクト API のオペレーション:

• AbortMultipartUpload
• CompleteMultipartUpload
• CopyObject
• CreateMultipartUpload
• DeleteObject
• DeleteObjects
• DeleteObjectTagging
• GetObject
• GetObjectTagging
• HeadBucket
• HeadObject
• ListMultipartUploads
• ListObjects
• ListObjectsV2
• ListParts
• PutObject
• PutObjectTagging
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• UploadPart
• UploadPartCopy

ファイルインターフェイスを使用した Snowball 
Edge デバイスへのファイルの転送

以下は、AWS Snowball Edgeデバイスのファイルインターフェイスの使用に関する情報です。このファ
イルインターフェイスを使用すると、コンピュータから Snowball Edge デバイスの Amazon S3 バケット
に、ファイルをドラッグアンドドロップできます。

Note

2018 年 7 月 17 日より前にジョブを作成している場合、この情報はお客様のデバイスに適用され
ません。代わりに、「データ移行用の Amazon S3 アダプタを使用したファイル転送 (p. 139)」
を参照してください。

トピック
• ファイルインターフェイスの概要 (p. 150)
• ファイルインターフェイスの起動 (p. 152)
• ファイルインターフェイスを使用してバケットをマウントする (p. 153)
• ファイルインターフェイスの監視 (p. 156)

ファイルインターフェイスの概要
ファイルインターフェイスは、AWS Snowball Edgeデバイスに各バケットのネットワークファイルシステ
ム (NFS) のマウントポイントを公開します。ファイル共有は、標準の Linux、Microsoft Windows、MacOS 
のコマンドを使用して、NFS クライアントからマウントできます。標準的なファイル操作を使用して、
ファイル共有にアクセスできます。

ファイル共有がマウントされると、Snowball Edge デバイスの前面にある LCD 画面の新しい [file 
interface] (ファイルインターフェイス) タブに表示されます。このタブから、転送ステータス情報の取
得、NFS マウントポイント IP アドレスの表示、特定のバケットへの NFS クライアントアクセスの保護を
行うことができます。

AWS Snowball Edgeデバイスのローカル LCD ディスプレイを使用して、ファイルインターフェイスを無
効化または有効化できます。AWS Snowball Edgeデバイスをロック解除することで、ファイルインター
フェイス経由のデータの読み取りおよび書き込みに必要なアクセス許可がすべて付与されます。

Note

最高のパフォーマンスを得るには、Linux クライアントを使用してファイルを Snowball Edge デ
バイスにコピーします。

トピック
• ファイルインターフェイスのメリット (p. 150)
• ファイルインターフェイスを使用するための前提条件 (p. 151)
• ファイルインターフェイス使用時の考慮事項 (p. 151)

ファイルインターフェイスのメリット
ファイルインターフェイスを使用して、データの読み取りおよび書き込みを行うと、次のような利点があ
ります。
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• ファイルインターフェイスを使用すると、ファイルの読み書きおよび削除をさらに簡単に行うことがで
きます。

• AWS Snowball Edgeデバイスのローカル LCD ディスプレイを使用して、ファイルインターフェイスの
ステータスをモニタリングできます。

• ファイルインターフェイスは、オブジェクトのユーザー定義メタデータを保持します。このメタデータ
には、アクセス許可、所有権、タイムスタンプが含まれており、追跡する上で役立ちます。

• ファイルがデバイス上のバケットに書き込まれるため、ファイルを追加すると、関連する AWS Lambda 
が AWS IoT Greengrass の関数によってトリガーされる可能性があります。

ファイルインターフェイスを使用するための前提条件
ファイルインターフェイスを使用するには、次のステップを実行します。

• Snowball Edge デバイスのジョブを作成する必要があります。
• Snowball Edge デバイスは、お客様の指定場所に配送されます。
• デバイスのロックを解除するには、Snowball Edge クライアントを使用します。
• ファイルインターフェイス共有をマウントするには、ワークステーションクライアントで、NFS クライ

アントサービスを有効にする必要があります。

手順の詳細については、次のトピックを参照してください。

• Snowball Edge デバイスを使用するためにジョブを作成する方法については、使用開始 (p. 38) を参照し
てください。

• S3 インターフェイスの使用の詳細については、を参照してくださいデータ移行用の Amazon S3 アダプ
タを使用したファイル転送 (p. 139)。

• Snowball Edge デバイスのロック解除に関する詳細については、「デバイスのロック解除」を参照して
ください。

Important

AWS のサービスを Snowball Edge デバイス上で正しく動作させるには、サービスのポートを許
可する必要があります。詳細については、「AWS Snowball Edge デバイスで AWS のサービスを
使用するために必要なポート (p. 264)」を参照してください。

ファイルインターフェイス使用時の考慮事項
ファイルインターフェイスを使用する場合は、次の考慮事項に留意してください。

• Snowball Edge デバイスのファイルインターフェイスに転送できるファイルの最大サイズは 5 TB です。
• Snowball Edge デバイスの各バケットにデータを書き込んだり、バケットからデータを読み取る場合

は、一度に 1 つの方法のみを使用することをお勧めします。同じバケットでファイルインターフェイス
と Amazon S3 アダプタの両方を使用すると、想定外の動作が発生する可能性があります。

• ファイルインターフェイスは、削除、名前変更、所有権の変更を除き、すべての NFS ファイルオペレー
ションをサポートします。これらのサポートされないファイルオペレーションを使用したリクエストは
拒否され、エラーメッセージが NFS クライアントに送信されます。Snowball Edge デバイスでファイル
を作成後に、そのファイルのアクセス許可を変更しようとしても無視され、エラーは表示されません。

• Snowball Edge デバイスの電源異常時または再起動時も、ファイルインターフェイスバッファのデータ
は保持されます。再起動時に、このバッファされたデータはデバイス上のバケットにアップロードされ
ます。[File interface] タブの [Write status] に緑の進行状況バーとともに 100% と表示された場合、ファ
イルインターフェイスバッファのすべてのデータはデバイス上のバケットにアップロードされます。

• 残容量のない Snowball Edge デバイスにデータを書き込まないでください。また、ストレージで利用で
きる残容量よりも大きなサイズのデータを書き込まないでください。どちらのアクションでもエラーが
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発生し、データが破損する可能性があります。データを書き込む前に、Snowball Edge デバイスの残容
量を特定することをお勧めします。続いて、データをコピーする前に、ファイルインターフェイスを使
用して、コピーするデータとその残容量を比較します。

• ファイルインターフェイスを使用して Snowball Edge にデータをコピーしたら、バッファ内の Amazon 
S3 バケットに書き込まれていないデータが喪失しないように、ファイルインターフェイスを無効化する
必要があります。詳細については、「ファイルインターフェイスを無効にする (p. 157)」を参照してく
ださい。

• Snowball Edge デバイスが AWS に返送され、データが Amazon S3 に取り込まれるまで、ファイルイン
ターフェイスに書き込まれたすべてのデータのローカルコピーを保持することをお勧めします。

ファイルインターフェイスの起動
ファイルインターフェイスを使用するには、Snowball Edge クライアントを使用してファイルインター
フェイスを起動する必要があります。

Important

ファイルインターフェイスが有効化するまでに、1 時間以上かかる場合があります。この間、デ
バイスの電源をオフにしたり再起動したりしないでください。

ファイルインターフェイスを起動するには

1. snowballEdge describe-device コマンドを実行して、ネットワークインターフェイス ID のリ
ストを取得します。このコマンドの詳細については、デバイスステータスの取得 (p. 128) を参照し
てください。

2. 仮想ネットワークインターフェイスを作成します。このプロセスの一部として、使用する物理ネット
ワークインターフェイスの ID を特定し、これを書き留めます。以下の例では、このコマンドを実行
して仮想ネットワークインターフェイスを作成するために、2 つの異なる IP アドレスの割り当て方法 
(DHCP または STATIC) を使用しています。

snowballEdge create-virtual-network-interface \ 
    --physical-network-interface-id s.ni-abcd1234 \ 
    --ip-address-assignment DHCP 
           
         //OR// 
          
snowballEdge create-virtual-network-interface \ 
    --physical-network-interface-id s.ni-abcd1234 \ 
    --ip-address-assignment STATIC \ 
    --static-ip-address-configuration IpAddress=192.0.2.0,Netmask=255.255.255.0

Example

出力

{ 
     "VirtualNetworkInterface" : { 
         "VirtualNetworkInterfaceArn" : "arn:aws:snowball-device:::interface/s.ni-
abcd1234", 
         "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-abcd1234", 
         "IpAddressAssignment" : "DHCP", 
         "IpAddress" : "192.0.2.0", 
         "Netmask" : "255.255.255.0", 
         "DefaultGateway" : "192.0.2.10", 
         "MacAddress" : "1a:2b:3c:4d:5e:6f" 
     }
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}                     
                 

3. コマンドから返された JSON 構造に含まれている IP アドレスを書き留めます。
4. 以下の例のように、仮想ネットワークインターフェイスを使用して、ファイルインターフェイスサー

ビスを起動します。

snowballEdge start-service \ 
    --service-id fileinterface \ 
    --virtual-network-interface-arns arn:aws:snowball-device:::interface/
s.ni-abcd1234abcd1234a
                

Example

出力

Starting the AWS service on your Snowball Edge. You can determine the status of the AWS 
 service using the describe-service command.                     
                 

5. ファイルインターフェイスが有効化するまでに、1 時間以上かかる場合があります。サービスが開始
されたか、アクティベーション中であるかを確認するには、snowballEdge describe-service 
--service-id fileinterface Snowball Edge クライアントのコマンドを実行します。

ファイルインターフェイスが有効化するまでに、1 時間以上かかります。その後、ファイルインターフェ
イスが起動します。ファイルインターフェイスの IP アドレスが必要な場合は、いつでも snowballEdge 
describe-virtual-network-interfaces Snowball Edge クライアントのコマンドを使用できます。

ファイルインターフェイスを使用してバケットをマウ
ントする
以下は、ファイルインターフェイスを使用して、コンピュータ上の NFS クライアントに Snowball Edge 
デバイス上のファイル共有をマウントする方法を示したガイダンスです。ガイダンスには、サポートされ
る NFS クライアントや、Linux、MacOS、Windows オペレーティングシステム上で NFS クライアントを
有効化する手順に関する情報が含まれています。

トピック
• ファイルインターフェイスでサポートされている NFS クライアント (p. 153)
• Snowball Edge デバイス上のバケットのファイル共有のための IP アドレスを取得する (p. 154)
• Linux でのファイルインターフェイスによるファイル共有のマウント (p. 154)
• macOS でのファイルインターフェースによるファイル共有のマウント (p. 155)
• Microsoft Windows でのファイルインターフェイスによるファイル共有のマウント (p. 155)

ファイルインターフェイスでサポートされている NFS クライア
ント
ファイルインターフェイスは、次の NFS クライアントをサポートしています。

NFSv4 がサポートされるクライアント
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• Amazon Linux
• macOS
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7

NFSv3 がサポートされるクライアント

• Windows 10、Windows Server 2012、および Windows Server 2016
• Windows 7 および Windows Server 2008. これらのクライアントでは、サポートされている最大の NFS 

I/O サイズは 32 KB です。このような要因により、これらの Windows バージョンではパフォーマンスが
低下する可能性があります。

Note

最高のパフォーマンスを得るには、Linux クライアントを使用してファイルを Snowball Edge デ
バイスにコピーします。

Snowball Edge デバイス上のバケットのファイル共有のための IP 
アドレスを取得する
Snowball Edge デバイスのファイル共有に IP アドレスが付与されている場合は、シンプルなコマンド
を使用してファイル共有をマウントできます。ファイル共有の IP アドレスは、LCD ディスプレイの 
[CONNECTION] タブで確認できます。この IP アドレスが空白の場合、ファイルインターフェイスを使用
することはできません。ファイルインターフェイスに IP アドレス が表示されていることを確認します。

Important

このファイルインターフェイス用の IP アドレスは、Snowball Edge デバイスのロック解除に使用
した IP アドレスではありません。ファイルインターフェイスの IP アドレスは、静的 IP、または 
DHCP サーバーによって発行される IP になります。

ファイルインターフェイスの IP アドレスを取得するには

1. AWS Snowball Edgeデバイス前面の LCD ディスプレイにアクセスします。
2. LCD ディスプレイ上部の [CONNECTION] をタップしてネットワーク接続タブを開きます。
3. ページ中央のドロップダウンリストから、[file interface] (ファイルインターフェイス) を選択します。

このリストの下にある IP アドレスは更新され、AWS Snowball Edgeデバイスがファイルインター
フェイスにリクエストした DHCP アドレスを反映します。これを静的 IP アドレスに変更しても、そ
のままにしてもかまいません。

IP アドレスを割り当てることで、コンピュータのオペレーティングシステムの適切なマウントコマンドを
使用して、 Snowball Edge 上にバケットをマウントできるようになります。

Linux でのファイルインターフェイスによるファイル共有のマウ
ント
Linux サーバー上でファイル共有をマウントしたら、まず、次のコマンドを使用して NFS クライアントを
アップデートすることをお勧めします。

$sudo yum install nfs-utils

ファイルインターフェイスが有効になると、デバイスで各ローカルバケットの NFS マウントポイントが
公開されます。ファイルインターフェイスは、NFS バージョン 3、4.0、4.1 をサポートします。ファイル
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インターフェイスの IP アドレスを使用して、シンプルなコマンドでファイル共有をマウントできます。
詳細については、「Snowball Edge デバイス上のバケットのファイル共有のための IP アドレスを取得す
る (p. 154)」を参照してください。

IP アドレスが判っている場合、次のコマンドを使用してバケットをマウントできます。

mount -t nfs -o nolock IP Address:/BucketName local/mount/directory

たとえば、ファイルインターフェイスの IP アドレスが 192.0.1.0 で、バケット名が test-bucket である
とします。バケットをローカルの Linux サーバーの mnt/test-bucket ディレクトリにマウントしたいと
します。この場合、コマンドは次のようになります。

mount -t nfs -o nolock 192.0.1.0:/test-bucket mnt/test-bucket

macOS でのファイルインターフェースによるファイル共有のマ
ウント
ファイルインターフェイスの IP アドレスを使用して、シンプルなコマンドでファイル共有をマウントでき
ます。詳細については、「Snowball Edge デバイス上のバケットのファイル共有のための IP アドレスを取
得する (p. 154)」を参照してください。MacOS 上にファイル共有をマウントするには、mount コマンド
実行時に使用する NFS プロトコルのバージョンを宣言する必要があります。たとえば、NFSv3.0 プロト
コルを使用している場合は、vers=3 オプションを使用します。

mount -t nfs -o vers=3,nolock IP Address:/BucketName local mount directory

たとえば、ファイルインターフェイスの IP アドレスが 192.0.1.0、バケット名がtest-
bucketで、MacOS マシンの private/mybucket ディレクトリにバケットをマウントするとします。こ
の場合、コマンドは次のようになります。

sudo mount_nfs -o vers=3,nolock -v 192.0.1.0:/test-bucket private/mybucket

Microsoft Windows でのファイルインターフェイスによるファイ
ル共有のマウント
Windows サーバーにファイル共有をマウントするには、NFS 用の Windows クライアントをオンにする必
要があります。また、mount コマンドで、ドライブ文字をマウントポイントに割り当てる必要がありま
す。

Note

Windows 7 または Windows Server 2008 サーバーの場合、サポートされている NFS I/O の最大
サイズは 32 KB です。この制限が原因で、これらのバージョンの Windows では、ファイルイン
ターフェイスのパフォーマンスが低下する可能性があります。

NFS 用の Windows クライアントを有効にするには

1. Windows の場合、[Start] (スタート) メニューで [Turn Windows features on or off] (Windows 機能をオ
ン/オフにする) を検索し、検索結果に表示される同じ名前のアプリケーションを選択します。

2. 表示される [Windows Features] ダイアログボックスで、[Services for NFS] が見つかるまで、機能の
リストをスクロールします。

3. [Services for NFS] を展開し、[Client for NFS] チェックボックスをオンにします。
4. [OK] を選択します。
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ファイルインターフェイスの IP アドレスを使用して、シンプルなコマンドでファイル共有をマウントでき
ます。詳細については、「Snowball Edge デバイス上のバケットのファイル共有のための IP アドレスを取
得する (p. 154)」を参照してください。これにより、次の例のように、Windows サーバーの未使用のド
ライブにAWS Snowball Edgeデバイスのファイル共有をマウントできます。

mount -o nolock IP Address:/BucketName DriveLetter:

例えば、ファイルインターフェイスの IP アドレスが 192.0.1.0、バケット名が test-bucket
で、Windows サーバー上の Z ドライブにバケットをマウントするとします。この場合、コマンドは次のよ
うになります。

mount -o nolock 192.0.1.0:/test-bucket Z:

ファイルインターフェイスの監視
ファイルインターフェイスを使用する際は、全体的なヘルスと現在のステータスをモニタリングすること
が重要です。これらのタスクは、AWS Snowball Edgeデバイス前面のLCDディスプレイのファイルイン
ターフェースタブを使用して実行できます。

トピック
• ファイルインターフェイスのステータスの取得 (p. 156)
• NFS 接続のセキュリティ保護 (p. 156)
• ファイルインターフェイスを無効にする (p. 157)

ファイルインターフェイスのステータスの取得
[file interface] タブには、[Status] と [Write status] という 2 つのヘルスインジケーターがあります。次の一
覧で、インジケーターの使用方法を説明します。

• [Status] は、ファイルインターフェイス全体の動作状況を示します。以下の値があります。
• [Enabled] (有効) – ファイルインターフェイスは正常に動作中です。
• [Disabling] – ファイルインターフェイスは停止しています。書き込むことはできません。
• [Disabled] (無効) – ファイルインターフェイスが停止しているため、マウントポイントは利用できませ

ん。また、デバイスのメモリバッファのデータはすべて暗号化され、ローカルの Amazon S3 バケッ
トに書き込まれています。

• エラー – 想定外のエラーが発生しました。このステータスが表示された場合は、AWS Support にお問
い合わせください。

• 書き込みステータスでは、AWS Snowball Edgeデバイス上で実行されている現在の書き込み処理の進行
状況がプログレスバーに表示されます。
• 0～99 パーセントの場合は、デバイスで書き込みオペレーションが進行中であり、データがバッファ

にあることを示します。書き込みオペレーションが完了する前にデバイスを切断しないでください。
• 100 パーセントになると進行状況バーが緑色になり、最後の書き込みオペレーションが正常に完了し

たことを示します。バッファ内にデータが存在しないため、新しい書き込み操作は開始されません。

NFS 接続のセキュリティ保護
AWS Snowball Edgeデバイスのジョブがで作成されるとAWS Management Console、ジョブ用に選択され
たすべての Amazon S3 バケットが、デフォルトでアクティブなファイル共有として有効になります。デ
バイスがお客様のサイトに到着し、デバイスを設定、接続、ロック解除すると、ファイルインターフェイ
スの IP アドレスを確認できるネットワーク上のユーザーは誰でも、各バケットのファイル共有にアクセス
できるようになります。
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したがって、バケットにアクセスすることができる NFS クライアントを指定して、バケットの安全性を確
保することをお勧めします。このためには、Snowball Edge デバイス前面の LCD 画面から、次の手順を行
います。

特定の NFS クライアントだけが Snowball Edge デバイスのバケットのファイル共有にアクセスで
きるようにするには

1. LCD ディスプレイの [File interface] をタップしてタブを開きます。
2. [Allowed clients] (許可されたクライアント) のドロップダウンリストから、バケットを選択します。
3. [Edit] (終了) をタップして、IP アドレスを入力するテキストボックスを表示します。
4. 上部のボックスにある画面上のキーボードを使用して、バケットのファイル共有をマウントするコン

ピュータの IP アドレスを入力します。
5. 他にもこのバケットに接続されているコンピュータがある場合は、後で表示されるテキストボックス

に、それらの IP アドレスを入力します。

これで、Snowball Edge デバイスのバケットのファイル共有の安全性が確保されます。Snowball Edge デ
バイスのバケットのすべてのファイル共有に対してこのプロセスを繰り返し、デバイスのデータへのアク
セスの安全性を確保します。

許可されたクライアントの IP アドレスを指定した後で IP アドレスを 0.0.0.0 に変更し、そのファイル
共有を無制限状態に戻すことができます。そのファイル共有に接続されているコンピュータの IP アドレス
が変更されている場合は、許可されたクライアントの IP アドレスを更新する必要があります。

ファイルインターフェイスを無効にする
ファイルインターフェイスを使用し終わったら、AWS Snowball Edgeデバイスの Write Status が
Complete に設定された後にファイルインターフェイスを無効にすることをおすすめします。ファイルイン
ターフェイスを無効にすると、すべてのファイルがデバイスに書き込まれ、データの損失を防ぐことがで
きます。

ファイルインターフェイスの使用後は、snowballEdge stop-service の Snowball Edge クライアント
コマンドを使用して停止できます。詳細については、「Snowball Edge でのサービスの停止 (p. 125)」を
参照してください。

オフラインデータ転送に NFS を使用する
Snow Family デバイスには、内部デバイスストレージへのアクセスを提供するファイルインターフェイ
スが含まれています。Snow Family デバイスを使用して Amazon S3 にデータをオフラインでインポート
するには、デバイスをオンプレミスネットワークに接続し、AWS OpsHub を使用してロックを解除しま
す。NFS ファイルインターフェイスを介して、オンプレミスのストレージデバイスから Snow Family デバ
イスにデータをコピーできます。

データを Snow Family デバイスにコピーすると、E Ink 発送ラベルが更新され、デバイスが自動的に正し
い AWS 施設に発送されます。Snow Family デバイスを追跡するには、Amazon SNS で生成されたテキス
トメッセージ、E メール、コンソールを使用します。AWS OpsHub の詳細については、AWS OpsHub for 
Snow Family を使用したデバイスの管理 (p. 75)「」を参照してください。

Note

ファイル名は、Snow Family デバイス上のローカル S3 バケット内のオブジェクトキーです。
キー名は一連の Unicode 文字で、UTF-8 にエンコードすると最大で 1,024 バイト長になります。
可能な場合は NFSv4.1 を使用し、Unicode UTF-8 でファイル名をエンコードして、データを正
常にインポートすることをお勧めします。UTF-8 でエンコードされていないファイル名は S3 に
アップロードされないか、使用する NFS エンコーディングに応じて、異なるファイル名で S3 に
アップロードされる場合があります。
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ファイルパスの最大長は 1,024 文字であることに注意してください。Snow Family デバイスで
は、1,024 文字を超えるファイルパスはサポートされません。このファイルパスの長さを超える
と、ファイルのインポートエラーが発生します。
詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドのオブジェクトキーを参照して
ください。

単一の Snowcone デバイスで最大 8 TB を転送し、複数のデバイスでより大きなデータセットを並列で、
または連続で転送できます。例えば、3 つの Snowcone デバイスで 24 TB のデータを転送できます。
大規模なデータ転送ジョブでは、Snowball Edge Storage Optimized デバイスを使用できます。単一の 
Snowball Edge Storage Optimized デバイスで最大 80 TB を転送し、複数のデバイスでより大きなデータ
セットを並列で、または連続で転送できます。

Note

• 1 台の Snow Family デバイスを使用して転送できるファイルは、最大 4,000 万個までです。1
回のジョブで4,000万を超えるファイルを転送する必要がある場合は、ファイルをバッチ処理し
て、転送ごとのファイル数を減らしてください。個々のファイルのサイズは任意で、NFS ファ
イルインターフェイスを搭載した Snowball Edge デバイスの最大ファイルサイズは 5 TB、S3 
インターフェイスを搭載した Snowball Edge デバイスの最大ファイルサイズは 150 GB です。

• デバイスによって公開されている NFS 共有のマウントを許可される IP 範囲に CIDR ブロック
を提供できます。例えば、10.0.0.0/16。許可された CIDR ブロックを指定しない場合、すべ
てのマウントリクエストが拒否されます。詳細については、NFS 実行中に NFS 共有へのアク
セスを制限するを参照してください。

• NFS ベースの転送では、オブジェクトが Snowball Edge から Amazon S3 にインポートされる
ときに、標準の POSIX スタイルのメタデータがオブジェクトに追加されます。さらに、NFS 
オプションを使用した Snowball Edge インポート用の Amazon S3AWS DataSync への内部イ
ンポートメカニズムの一部として現在使用しているメタデータ「x-amz-meta-user-agent aws-
datasync」が表示されます。

Snow ファミリーデバイス用の NFS 設定
NFS はどこにでもあります (存在しているか、同時にどこにでも存在します)。すべてのラップトップ、
ワークステーション、およびサーバーには IP 接続があり、最新のオペレーティングシステムにはすべて 
NFS クライアントが組み込まれています。オブジェクトストレージシステムは通常、特にプライベート
データセンターでは、NFS ほど普及していない Amazon S3 API を使用します。Amazon S3 ではNFS はサ
ポートしていません。そのため、Snow Family デバイスを注文する前に、Amazon S3 インターフェイスと 
NFS インターフェイスのどちらを使用するかを決定する必要があります。NFS インターフェイスを選択す
る場合は、Snow Family デバイスの NFS バケットをボリュームとしてマウントします。

前提条件

• 2 つの IP アドレス:
• 1 つは Snow Family デバイスをアクティブ化するための物理ネットワークインターフェイス用です 

(例:192.168.0.9)
• Snow Family デバイスの NFS ボリュームをマウントするための 2 つ目の仮想ネットワークインター

フェイス (例:192.168.0.10)
• ワークステーション

Snow ファミリーのデバイスを設定する
NFS サービスがアクティブであることを確認する

snowballEdge describe-service --service-id nfs --profile sbe1
{ 
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  "ServiceId" : "nfs", 
  "Status" : { 
    "State" : "ACTIVE" 
  }
}

State名前の値がの場合Active、Snow Family デバイスの NFS ボリュームをマウントできます。それ以
外の場合は、サービスを再起動するか、仮想ネットワークインターフェイスを作成する必要があります。

仮想ネットワークインターフェイスを作成し、NFS サービスを
開始します
仮想ネットワークインターフェースが存在するかどうかを確認してください

$ snowballEdge describe-virtual-network-interfaces --profile sbe1

物理インターフェイス ID の識別

$ snowballEdge describe-device --profile sbe1

仮想ネットワークインターフェイスを作成し、仮想ネットワークインターフェイス (VNI) ARN を識別しま
す

$snowballEdge create-virtual-network-interface \ 
     --physical-network-interface-id s.ni-abcd1234 \ 
     --ip-address-assignment STATIC \ 
     --static-ip-address-configuration IpAddress=192.168.0.10,Netmask=255.255.255.0 
     --profile sbe1

NFS サービスを開始します

$ snowballEdge start-service --virtual-network-interface-arns arn:aws:snowball-
device:::interface/s.ni-8712e3a5cb180e65d --service-id nfs --service-configuration 
 AllowedHosts=0.0.0.0/0 —profile sbe1

サービスステータスのチェック

$ snowballEdge describe-service --service-id nfs --profile sbe1

{ 
 "ServiceId" : "nfs", 
 "Status" : { 
 "State" : "ACTIVE" 
 }, 
 "Endpoints" : [ { 
 "Protocol" : "nfs", 
 "Port" : 2049, 
 "Host" : "192.168.0.10" 
 } ], 
 "ServiceConfiguration" : { 
 "AllowedHosts" : [ "192.168.0.6/32", "11.160.2.156/32", "192.168.0.10/32" ] 
 }
}
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Snow Family デバイスの NFS ボリュームをマウントします
ワークステーションには、NFS ストレージのバケット名である Snow Family デバイスボリュームをマウン
トできます。

$ sudo mkdir /mnt/local
$ sudo mount -t nfs 192.168.0.10:/buckets/your-nfs-bucket-name /mnt/local

SBE ボリュームをマウントしたら、'df' コマンドでボリュームサイズを確認できます。

$ df -h* */mnt/local
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
192.168.0.10          80TB  20G   79TB  1%  /mnt/local 

Note

• マウントポイント /mnt/local の容量を確認すると、例として、ストレージに最適化された Snow 
Family デバイスの使用可能な容量が「80 TB」近く表示されます。

• 詳細については、「ストレージ最適化デバイスの NFS データ転送」を参照してください。

NFS の問題に関するトラブルシューティング
Snow Family デバイスで NFS を使用するときに発生する可能性のあるエラーは次のとおりです。

DEACTIVATED (無効化) エラーメッセージが表示される

このメッセージは、最初に NFS サービスを停止せずに Snow Family デバイスをオフにすると表示されま
す。次回の NFS 起動時に DEACTIVATED (無効化) エラーメッセージが表示され、起動に失敗する場合が
あります。

例: Snowball Edge でのサービスの開始

snowballEdge start-service --service-id nfs --virtual-network-interface-arns 
arn:aws:snowball-device:::interface/s.ni-84991da69040a7xxx

サービスのステータスは、describe-service コマンドを使用して確認できます。

snowballEdge describe-service --service-id nfs
{ 
  "ServiceId" : "nfs", 
  "Status" : { 
    "State" : "DEACTIVATED" 
  }
}

問題の修正方法

この問題を修正するには、次のステップにより、NFS サービスを停止して再起動します。

ステップ 1: describe-service コマンドを使用して、サービスのステータスを確認します。

snowballEdge describe-service --service-id nfs
{ 
  "ServiceId" : "nfs", 
  "Status" : { 
    "State" : "DEACTIVATED" 
  }
}
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ステップ 2: stop-service コマンドを使用して、NFS サービスを停止します。

snowballEdge stop-service --service-id nfs --profile 11

ステップ 3: start-service コマンドを使用して、NFS サービスを通常どおり起動します。

snowballEdge start-service  --virtual-network-interface-arns arn:aws:snowball-
device:::interface/s.ni-8712e3a5cb180e65d --service-id nfs  --service-configuration  
 AllowedHosts=0.0.0.0/0  --profile 11

ステップ 4: describe-service コマンドを使用して、サービスが ACTIVE (アクティブ) であることを確
認します。

snowballEdge describe-service --service-id nfs

{ 
 "ServiceId" : "nfs", 
 "Status" : { 
 "State" : "ACTIVE" 
 }, 
 "Endpoints" : [ { 
 "Protocol" : "nfs", 
 "Port" : 2049, 
 "Host" : "192.168.0.10" 
 } ], 
 "ServiceConfiguration" : { 
 "AllowedHosts" : [ "192.168.0.6/32", "11.160.2.156/32", "192.168.0.10/32" ] 
 }
}

テープゲートウェイを備えた AWS Snowball Edge 
デバイスを使用する

テープゲートウェイを備えた AWS Snowball Edge デバイスを使用すると、テープデータを移行するため
の安全なオフラインソリューションが実現します。テープゲートウェイを備えた Snowball Edge デバイ
スを使用すると、物理テープに保存されているペタバイト単位のデータを、既存のテープベースのバッ
クアップワークフローを変更することなく、極端なネットワークインフラストラクチャや帯域幅の使用要
件もなしに AWS に移行できます。標準のテープゲートウェイは、テープデータを一時的にゲートウェイ
キャッシュに保存し、ネットワーク接続を使用して、データを非同期的に AWS クラウド に転送します。
しかし、テープゲートウェイを備えた Snowball Edge デバイスは、AWS にテープデータを戻すまでデバ
イス自体にテープデータを保存し、ネットワーク接続をデバイス管理トラフィックにのみ使用します。

テープゲートウェイは AWS Storage Gateway の一種です。つまり、物理テープライブラリをエミュレー
トし、既存のバックアップソフトウェアと連携して、AWS クラウド にデータを転送する仮想アプライア
ンスです。Snowball Edge デバイスを受け取った後、デバイスのロックを解除し、テープゲートウェイを
セットアップし、テープデータをコピーして、に返送します。AWS。AWSその後、テープデータを、安
全で耐久性があり、低コストの Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval ストレージまたは S3 Glacier Deep 
Archive ストレージに保存します。このテクノロジーの組み合わせにより、ネットワーク接続に制限が
あったり、帯域幅の制約があったり、接続コストが高かったりする状況では、テープデータを AWS に移
行できます。テープデータを AWS に移動することで、物理テープインフラストラクチャのコストを削減
し、テープベースのデータにいつでもオンラインアクセスできるようになります。

次のセクションでは、テープゲートウェイを備えた Snowball Edge デバイスの注文、デプロイ、使用、ト
ラブルシューティングに関する詳細な手順について説明します。Snowball Edge デバイスでテープゲート
ウェイを作成し管理する方法の詳細については、AWS Storage Gateway ユーザーガイドの Using a Tape 
Gateway on an AWS Snowball Edge device を参照してください。

161

https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/using-tape-gateway-snowball.html
https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/using-tape-gateway-snowball.html


AWS Snowball Edge 開発者ガイド
テープゲートウェイを備えた 

Snowball Edge デバイスの注文

テープゲートウェイを備えた Snowball Edge デバイス
の注文
テープゲートウェイがプリインストールされた Snowball Edge デバイスと、テープデータのバックアップ
に必要なハードウェア仕様を注文するには、次の手順に従います。Snow Family デバイスの注文の詳細に
ついては、を参照してください。Snowball Edge ジョブの作成 (p. 38)。

デバイスを注文するには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール を開
き、デバイスを注文する AWS リージョン を選択します。

2. [AWS Snow Family] ページで、[Order an AWS Snow Family device] (AWS Snow Family デバイスの注
文) を選択します。

3. [Snow Family jobs] (Snow Family ジョブ) で、[Import virtual tapes into AWS Storage Gateway] (AWS 
Storage Gateway に仮想テープをインポートする) を選択します。

4. [Snow job assistance] (Snow ジョブアシスタンス) で、提供されたベストプラクティスとリソースを
確認し、承認を表示します。

5. [Shipping address] (配送先住所) で、デバイスの配送先を選択します。
6. [Shipping speed] (配送速度) で、デバイスを受け取るまでの日数を選択します。
7. [Job name] (ジョブ名) に、このジョブと関連するデバイスを識別するための名前を入力します。
8. [Choose your Snow device] (Snow デバイスの選択) で、[Snowball Edge Storage Optimized] を選択し

ます。
Note

[Snowball Edge Storage Optimized] は、テープゲートウェイをサポートする唯一の Snow 
Family デバイスです。

9. [Encryption] (暗号化) で、データの暗号化に使用する AWS Key Management Service (AWS KMS) 
キーを選択します。

10. [Set notifications] (通知の設定) で、ジョブ注文に関するステータス通知を受信する Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) トピックを選択します。

11. [Review and create your job] (ジョブの確認と作成) ページの各サブセクションで、選択したオプショ
ンが正しいことを確認します。変更するには、[Edit] (編集) を選択します。終了したら、[Create job]
(ジョブの作成) を選択して、注文を完了します。

注文完了後、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール の [Jobs] (ジョブ) ページで、注文を追跡で
きます。そのページで、Snowball Edge デバイスの到着を待つ間に、Snow Family 管理ソフトウェアの 
AWS OpsHub for Snow Family をダウンロードして、インストールすることもできます。

テープゲートウェイを備えた Snowball Edge デバイス
のデプロイ
テープゲートウェイを備えた Snowball Edge デバイスを受け取った後、次の手順に従って接続およびロッ
ク解除し、テープゲートウェイアプリケーションサービスを起動して、テープゲートウェイの IP アドレス
を取得します。テープゲートウェイ IP アドレスは、Snowball Edge デバイス全体の IP アドレスとは異な
るもので、AWS Storage Gateway コンソールでテープゲートウェイをアクティブ化するために必要です。
テープデータのバックアップを開始する前に、テープゲートウェイをアクティブ化する必要があります。

デバイスをデプロイするには

1. デバイスをローカルネットワークに接続し、その IP アドレスをメモします。詳細については、「ロー
カルネットワークへの接続 (p. 51)」を参照してください。
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2. デバイスと同じローカルネットワークに接続されているコンピュータで、AWS Snow ファミリーマネ
ジメントコンソール の [Job] (ジョブ) ページから、AWS OpsHub for Snow Family の最新バージョン
をダウンロードしてインストールします。詳細については、「AWS OpsHub for Snow Family を使用
したデバイスの管理 (p. 75)」を参照してください。

3. AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール から、デバイス用のジョブマニフェストとロック解
除コードを取得します。詳細については、「認証情報とツールを取得する (p. 52)」を参照してくださ
い。

4. 前のステップで取得した AWS OpsHub for Snow Family、認証情報、IP アドレスを使用してサインイ
ンし、デバイスのロックを解除します。詳細については、「デバイスのロック解除 (p. 76)」を参照し
てください。

5. AWS OpsHub for Snow Family で次の手順を実行し、デバイスのテープゲートウェイアプリケーショ
ンサービスを開始します。

a. [Local devices] (ローカルデバイス) ページで、デバイスに関連付けられているジョブ名を選択
し、管理ダッシュボードを表示します。

b. [Services] (サービス) で、[Tape Gateway] (テープゲートウェイ)、[Start service] (サービスの開
始) の順に選択します。

c. 表示されるダイアログボックスで、テープゲートウェイアプリケーションサービスが使用する仮
想ネットワークインターフェイスを選択します。選択したインターフェイスの IP アドレスをメ
モします。これは、テープゲートウェイの IP アドレスです。このアドレスは、AWSの Storage 
Gateway コンソールでテープゲートウェイをアクティブ化する際に必要になります。

d. [Start service] (サービスの開始) を選択します。

Snowball Edge デバイスをデプロイし、テープゲートウェイアプリケーションサービスを実行し、テー
プゲートウェイ IP アドレスを取得したため、AWS Storage Gateway コンソールでゲートウェイをア
クティブ化する必要があります。これを行うには、デバイスの AWS OpsHub 管理ダッシュボードから
[Open Storage Gateway management console] (Storage Gateway マネジメントコンソールを開く) を選択
し、AWS Storage Gateway ユーザーガイドの Using a Tape Gateway on an AWS Snowball Edge device
の手順に従います。

テープゲートウェイを備えた Snowball Edge デバイス
のトラブルシューティングとベストプラクティス
問題を回避し、テープゲートウェイを備えた Snowball Edge デバイスを円滑に動作させるには、次のヒン
トとガイドラインを参照してください。

• Snowball Edge デバイスの注文、受け取り、デプロイが済んだら、同じ AWS リージョン からテープ
ゲートウェイを作成してアクティブ化する必要があります。Snowball Edge を注文した場所以外のいず
れかの AWS リージョン でテープゲートウェイを作成してアクティブ化する試行はサポートされておら
ず、成功しません。

• テープゲートウェイを備えた Snowball Edge デバイスを使用して、テープデータをバックアップするに
は、ゲートウェイ上の仮想テープデバイスを、ネットワーク上の Windows または Linux クライアントに
接続し、任意のバックアップソフトウェアを使用してそれらにアクセスします。ゲートウェイをクライ
アントに接続し、バックアップソフトウェアでゲートウェイをテストする方法の詳細については、AWS 
Storage Gateway ユーザーガイドのテープゲートウェイの使用を参照してください。

• 仮想テープが、Storage Gateway コンソールで Available (使用可能) な場合は、任意のバックアップソフ
トウェアを使用して仮想テープをマウントする準備ができており、その全容量が、Snowball Edge デバ
イスの物理ストレージに予約されています。仮想テープを取り出すと、そのステータスは [Available] (使
用可能) から [In transit to VTS] (VTS に転送中) に変わり、Snowball Edge デバイスには、テープに書き
込まれた特定の量のデータの予約だけが保持されます。Snowball Edge デバイスを AWS に返送する前
に、バックアップソフトウェアから仮想テープを取り出す必要はありません。[Available] (使用可能) 状
態のままになっている仮想テープは、AWS の施設でのデータ転送プロセス中に自動的に取り出されま
す。
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• データを Snowball Edge デバイスにコピーした後、集荷予定をスケジュールして、デバイスを AWS に
返送します。E Ink 発送ラベルは、デバイスを正しい AWS の施設に配送するために、自動的に更新され
ます。詳細については、「Snow Family デバイスの返品送料 (p. 60)」を参照してください。

Amazon SNS で生成されたテキストメッセージと E メールを使用して、デバイスを追跡できます。
• テープデータが正常に AWS クラウド に転送され、Snowball Edge ジョブが完了したら、Storage 

Gateway コンソールを使用して、関連するテープゲートウェイを手動で削除する必要があります。
• Snowball Edge デバイスの受領後、まれに、データの破損やその他の技術的な問題によって、AWS の、

特定の仮想テープから AWS クラウド への転送が妨げられる場合があります。このような場合、別の 
Snowball Edge デバイスで転送を再試行する前に、Storage Gateway コンソールを使用して、転送に失
敗した仮想テープを削除する必要があります。

• テープゲートウェイを備えた Snowball Edge デバイスは、仮想テープデータの AWS へのインポート
のみをサポートします。すでにインポートされたデータへのアクセスに使用することはできません。イ
ンポートされたテープデータにアクセスするには、仮想マシン、ハードウェアアプライアンス、または 
Amazon EC2 インスタンスでホストされる標準のテープゲートウェイをセットアップし、ネットワーク
接続経由で AWS からデータを転送します。

• テープゲートウェイ用に設定された Snowball Edge デバイスは、Amazon S3、ネットワークファイルシ
ステム (NFS)、AWS Lambda、Amazon EC2 など、他の Snowball Edge サービスまたはリソースでの使
用を意図していません。これらのサービスまたはリソースを使用するには、新しい Snowball Edge ジョ
ブを作成し、適切に設定された別のデバイスを注文する必要があります。手順については、「Snowball 
Edge ジョブの作成 (p. 38)」を参照してください。

• テープゲートウェイを備えた Snowball Edge デバイスをトラブルシューティングする場合、または 
AWS Support によりトラブルシューティングを指示された場合は、ゲートウェイのローカルコンソール
に接続する必要がある場合があります。ローカルコンソールは、ゲートウェイをホストする Snowball 
Edge デバイス上で実行される設定インターフェイスです。このローカルコンソールを使用して、デ
バイス上のゲートウェイ固有のメンテナンスタスクを実行できます。詳細については、AWS Storage 
Gateway ユーザーガイドのローカルコンソールでのメンテナンスタスクの実行を参照してください。

Snowball Edge デバイス上で実行されるテープゲートウェイのローカルコンソールにアクセスするには
1. デバイスと同じローカルネットワークに接続されているコンピュータのコマンドプロンプトから、次

のコマンドを実行します。

ssh user_name@xxx.xxx.xxx.xxx

このコマンドを実行するには、user_name をローカルコンソールのユーザー名に置き換
え、xxx.xxx.xxx.xxx を、Snowball Edge デバイスでテープゲートウェイを起動したときに取得し
たテープゲートウェイ IP アドレスと置き換えます。テープゲートウェイ IP アドレスを取得する方法
については、テープゲートウェイを備えた Snowball Edge デバイスのデプロイ (p. 162) を参照して
ください。

2. パスワードを入力します。

Note

このデバイスのローカルコンソールに初めてログインする場合、デフォルトのユーザー名
は admin で、デフォルトのパスワードは password です。ログイン後、すぐにデフォルト
のパスワードを変更します。詳細については、AWS Storage Gateway ユーザーガイドのデ
フォルトの認証情報を使用したローカルコンソールへのログインを参照してください。

テープゲートウェイを備えた Snowball Edge デバイス
を持つ AWS Snow Family API の使用
AWS Snow Family API と AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、テープゲートウェイを備えた 
Snowball Edge デバイスで、標準の Snowball Edge デバイスと同様に動作します。ただし、次の例外があ
ります。

164

https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/manage-on-premises.html
https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/manage-on-premises-common.html#LocalConsole-login-common
https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/manage-on-premises-common.html#LocalConsole-login-common


AWS Snowball Edge 開発者ガイド
テープゲートウェイを備えた Snowball Edge デ
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• Snowball Edge デバイスを受け取り後に、unlock-device --manifest-file AWS CLI コマンドを
使用してロックを解除するには、list-services コマンドを使用して、テープゲートウェイアプリ
ケーションサービスに ServiceId を返します。デバイスでテープゲートウェイアプリケーションサー
ビスを開始するには、この値を指定する必要があります。

snowballEdge list-services
{ 
    "ServiceIds" : [ "tapegateway" ]
}

• describe-device コマンドを使用して、Snowball Edge デバイス上の物理ネットワークインターフェ
イスごとに PhysicalNetworkInterfaceId を返します。テープゲートウェイアプリケーションサー
ビスの仮想ネットワークインターフェイス作成時に、この値を指定する必要があります。

snowballEdge describe-device

{ 
  "DeviceId" : "JID-EXAMPLE12345-123-456-7-890", 
  "UnlockStatus" : { 
    "State" : "UNLOCKED" 
  }, 
  "ActiveNetworkInterface" : { 
    "IpAddress" : "192.0.2.0" 
  }, 
  "PhysicalNetworkInterfaces" : [ { 
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-EXAMPLEd9ecbf03e3", 
    "PhysicalConnectorType" : "RJ45", 
    "IpAddressAssignment" : "STATIC", 
    "IpAddress" : "0.0.0.0", 
    "Netmask" : "0.0.0.0", 
    "DefaultGateway" : "192.0.2.1", 
    "MacAddress" : "EX:AM:PL:E0:12:34" 
  }, { 
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-EXAMPLE4c3840068f", 
    "PhysicalConnectorType" : "QSFP", 
    "IpAddressAssignment" : "STATIC", 
    "IpAddress" : "0.0.0.0", 
    "Netmask" : "0.0.0.0", 
    "DefaultGateway" : "192.0.2.2", 
    "MacAddress" : "EX:AM:PL:E0:56:78" 
  }, { 
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-abcd1234", 
    "PhysicalConnectorType" : "SFP_PLUS", 
    "IpAddressAssignment" : "DHCP", 
    "IpAddress" : "192.168.1.231", 
    "Netmask" : "255.255.255.0", 
    "DefaultGateway" : "192.0.2.3", 
    "MacAddress" : "EX:AM:PL:E0:90:12" 
  } ]
}

• create-virtual-network-interface コマンドを使用して、テープゲートウェイアプリケーショ
ンサービスの仮想ネットワークインターフェイスを作成します。PhysicalNetworkInterfaceId
を指定し、DHCP のような IP アドレスの割り当て方法を指定する必要があります。このコマンド
は、デバイスでテープゲートウェイアプリケーションサービスを開始するときに指定する必要があ
る、VirtualNetworkInterfaceArn を返します。

snowballEdge create-virtual-network-interface \ --physical-network-interface-id s.ni-
abcd1234 \ --ip-address-assignment DHCP

{ 
     "VirtualNetworkInterface" : { 

165



AWS Snowball Edge 開発者ガイド
EC2 インスタンスで AWS IoT Greengrass を使用する

         "VirtualNetworkInterfaceArn" : "arn:aws:snowball-device:::interface/s.ni-
abcd1234", 
         "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-abcd1234", 
         "IpAddressAssignment" : "DHCP", 
         "IpAddress" : "192.0.2.0", 
         "Netmask" : "255.255.255.0", 
         "DefaultGateway" : "192.0.2.10", 
         "MacAddress" : "1a:2b:3c:4d:5e:6f" 
     }
}                     

• start-service コマンドを使用して、Snowball Edge デバイスで、テープゲートウェイアプリ
ケーションサービスを開始します。テープゲートウェイアプリケーションサービスの ServiceId と
VirtualNetworkInterfaceArn を指定する必要があります。

snowballEdge start-service \
--service-id tapegateway \
--virtual-network-interface-arns arn:aws:snowball-device:::interface/s.ni-
abcd1234abcd1234

• describe-service コマンドを使用して、テープゲートウェイアプリケーションサービスがアクティ
ブかどうかをチェックできます。テープゲートウェイ ServiceId を指定する必要があります。

snowballEdge describe-service —service-id service-id 
                 
                    {
"ServiceId" : "tapegateway", 
  "Status" : { 
    "State" : "ACTIVE" 
  },
"Storage" : {
"TotalSpaceBytes" : 99608745492480,
"FreeSpaceBytes" : 99608744468480
},
"Endpoints" : [ {
"Protocol" : "iSCSI",
"Port" : 860,
"Host" : "192.0.2.0"
}, {
"Protocol" : "iSCSI",
"Port" : 3260,
"Host" : "192.0.2.0",
} ]
}

Snow Family API の詳細については、AWS Snow Family API リファレンスを参照してください。

AWS IoT Greengrass を使用して、Amazon EC2 イ
ンスタンスでプリインストールされたソフトウェア
を実行する

AWS IoT Greengrass は、デバイス上で IoT アプリケーションを構築、デプロイ、管理するのに役立
つオープンソースの IoT エッジランタイムおよびクラウドサービスです。AWS IoT Greengrass を使用
して、デバイスが生成するデータに基づいてローカルに動作し、機械学習モデルに基づいて予測を実
行し、デバイスデータをフィルタリングして集計できるようにするソフトウェアを構築します。AWS 
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IoT Greengrass の詳細については、AWS IoT Greengrass Version 2 デベロッパーガイドの AWS IoT 
Greengrass とはを参照してください。

Snow Family デバイスで AWS IoT Greengrass を使用することにより、デバイスが、生成場所に近いデー
タを収集および分析し、ローカルイベントに自律的に反応して、ローカルネットワーク上の他のデバイス
と安全に通信できます。

Amazon EC2 インスタンスの設定
Note

Snow Family デバイスに AWS IoT Greengrass Version 2 をインストールするには、デバイスがイ
ンターネットに接続されていることを確認します。インストール後は、Snow Family デバイスで 
AWS IoT Greengrass の動作にインターネットは不要です。

AWS IoT Greengrass V2 用に EC2 インスタンスを設定するには

1. パブリック IP アドレスと SSH キーを使用して Amazon EC2 インスタンスを起動します。

a. AWS CLI: 実行インスタンスを使用する。
b. 使用AWS OpsHub:Amazon EC2 インスタンスを起動します。

Note

インスタンスに関連付けられているパブリック IP アドレスと SSH キー名を書き留めます。
2. SSH を使用して EC2 インスタンスに接続します。これを行うには、デバイスに接続されているコン

ピュータで、次のコマンドを実行します。ssh-key を、EC2 インスタンスの起動に使用したキーと
置き換えます。EC2 インスタンスのパブリック IP public-ip-addressアドレスと置き換えます。

ssh -i ssh-key ec2-user@ public-ip-address

Important

コンピュータで Microsoft Windows の以前のバージョンを使用している場合は、SSH コマ
ンドがないか、SSH があっても EC2 インスタンスに接続できない可能性があります。EC2 
インスタンスに接続するには、PuTTY をインストールして設定します。PuTTY は無料の
オープンソース SSH クライアントです。SSH キーを .pem 形式から PuTTY 形式に変換し
て、EC2 インスタンスに接続する必要があります。.pem から PuTTY 形式への変換方法につ
いての説明は、PuTTY のドキュメントを参照してください。

AWS IoT Greengrass のインストール
次に、EC2 インスタンスを、ローカル開発に使用できる AWS IoT Greengrass コアデバイスとして設定し
ます。

AWS IoT Greengrass をインストールするには

1. 次のコマンドを使用して、AWS IoT Greengrass 用ソフトウェアの前提条件をインストールします。
このコマンドにより、AWS Command Line Interface (AWS CLI) v2、Python 3、Java 8 をインストー
ルします。

curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip" && 
 unzip awscliv2.zip &&sudo ./aws/install && sudo yum -y install python3 java-1.8.0-
openjdk
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2. ルートユーザーに、AWS IoT Greengrass ソフトウェアを実行して、sudoers config ファイルのルート
許可を root ALL=(ALL) ALL から root ALL=(ALL:ALL) ALL に変更する許可を付与します。

sudo sed -in 's/root\tALL=(ALL)/root\tALL=(ALL:ALL)/' /etc/sudoers

3. 次のコマンドを使用して、AWS IoT Greengrass Core ソフトウェアをインストールするための認証情
報を提供します。サンプル値を自分の認証情報を使用して置き換えます。

export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE 
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
                

Note

AWSこれらはリージョン内の IAM ユーザーからの認証情報であり、Snow Family デバイスか
らの認証情報ではありません。

4. 次のコマンドを使用して、コアソフトウェアをAWS IoT Greengrass Core ソフトウェアをインストー
ルします。このコマンドは、AWSコアソフトウェアの動作に必要なリソースを作成し、コアソフト
ウェアを AMI の起動時に実行されるシステムサービスとして設定します。

コマンドの次のパラメータを置き換えます。

• region: リソースを検索または作成するAWSリージョン。
• MyGreengrassCore:AWS IoT Greengrass コアデバイス用のAWS IoT Thing の名前。
• MyGreengrassCoreGroup:AWS IoT Greengrass コアデバイスのAWS IoTモノグループの名前。

sudo -E java -Droot="/greengrass/v2" -Dlog.store=FILE \ 
    -jar ./GreengrassInstaller/lib/Greengrass.jar \ 
    --aws-region region \ 
    --thing-name MyGreengrassCore \ 
    --thing-group-name MyGreengrassCoreGroup \ 
    --thing-policy-name GreengrassV2IoTThingPolicy \ 
    --tes-role-name GreengrassV2TokenExchangeRole \ 
    --tes-role-alias-name GreengrassCoreTokenExchangeRoleAlias \ 
    --component-default-user ggc_user:ggc_group \ 
    --provision true \ 
    --setup-system-service true \ 
    --deploy-dev-tools true                    
                

Note

このコマンドは Amazon Linux 2 AMI を実行する Amazon EC2 インスタンス用で
す。Windows AMI については、「AWS IoT Greengrassコアソフトウェアのインストール」
を参照してください。

完了後、ローカルで使用するための、Snow Family デバイスで動作する AWS IoT Greengrass コアを持つ
ことができます。
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Amazon EC2 コンピューティングインスタンスの
使用

このセクションでは、AWS Snowball Edgeデバイスでの Amazon EC2 コンピューティングインスタンス
の使用方法の概要を、概念情報、手順、例を含めて説明します。

トピック
• 概要 (p. 169)
• Snowball Edge のコンピューティングインスタンスの料金 (p. 27)
• デバイス上の Amazon EC2 AMI の使用 (p. 170)
• Amazon EC2 AMI としてデバイスにイメージをインポートする (p. 174)
• Snowball Edge での AWS CLI および API オペレーションの使用 (p. 184)
• Snowball Edge デバイスのコンピューティングインスタンスのクォータ (p. 185)
• コンピューティングジョブの作成 (p. 187)
• コンピューティングインスタンスのネットワーク設定 (p. 188)
• SSH を使用して Snowball Edge のコンピューティングインスタンスに接続する (p. 193)
• 同じ Snowball Edge 上で EC2 コンピューティングインスタンスから S3 バケットにデータを転送す

る (p. 193)
• コンピューティングインスタンスの Snowball Edge クライアントのコマンド (p. 194)
• Amazon EC2 エンドポイントの使用 (p. 198)
• 起動テンプレートを使用した Amazon EC2 インスタンスの自動起動 (p. 210)
• Amazon EC2 インスタンスでの Snow 用インスタンスメタデータサービスの使用 (p. 211)
• Amazon EC2 インスタンスでのブロックストレージの使用 (p. 218)
• Snowball Edge デバイスのセキュリティグループ (p. 218)
• サポートされるインスタンスメタデータとユーザーデータ (p. 219)
• EC2 インスタンスの停止 (p. 220)
• Snowball Edge デバイスのコンピューティングインスタンスのトラブルシューティング (p. 221)

概要
sbe1、sbe-c、sbe-g インスタンスタイプを使用して、Snowball Edge でホストされる Amazon EC2 コ
ンピューティングインスタンスを実行できます。sbe1 インスタンスタイプは、Snowball Edge Storage 
Optimized オプションを備えたデバイスで動作します。sbe-c インスタンスタイプは、Snowball Edge 
Compute Optimized オプションを備えたデバイスで動作します。sbe-c および sbe-g インスタンスタイ
プはいずれも、GPU オプション付きの Snowball Edge Compute Optimized を備えたデバイスで動作しま
す。サポートされているインスタンスタイプについては、Snowball Edge デバイスのコンピューティング
インスタンスのクォータ (p. 185)を参照してください。

Snowball Edge デバイスオプションの使用をサポートする 3 つのコンピューティングインスタンスタイプ
は、すべて Snowball Edge デバイスに固有です。これらのインスタンスでは、クラウドベースのインスタ
ンスと同様に、Amazon Machine Image (AMI) を起動する必要があります。クラウド上のインスタンスの
ベースイメージとなる AMI を選択してから、Snowball Edge ジョブを作成します。

Snowball Edge 上でコンピューティングインスタンスを使用するには、ジョブを作成し、AMI を指定しま
す。AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール、AWS CLI、AWS SDK のうちの 1 つを使用して、こ
れを行うことができます。通常の場合、インスタンスを使用するには、ジョブの作成前にハウスキーピン
グの前提条件をいくつか実行する必要があります。
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デバイスが到着したら、AMI とインスタンスの管理を開始できます。Amazon EC2 と互換性のあるエン
ドポイントを使用して、Snowball Edge でコンピューティングインスタンスを管理できます。このタイ
プのエンドポイントは、Amazon EC2 CLI コマンドや AWS SDK のアクションの大部分をサポートしま
す。Snowball Edge 上で AWS Management Console を使用して、AMI やコンピューティングインスタン
スを管理することはできません。

デバイスを使用し終わったら、AWS に返却してください。デバイスをインポートジョブで使用した場
合、Amazon S3 アダプタまたは NFS インターフェイスを使用して転送されたデータは、Amazon S3 に
インポートされます。それ以外の場合、デバイス内のデータは AWS に返却された時点で完全消去されま
す。この消去作業は National Institute of Standards and Technology (NIST) 800-88 基準に準拠していま
す。

Important

• Snowball Edge デバイスでの暗号化された AMI の使用は、サポートされません。
• Snowball Edge 上で実行されるコンピューティングインスタンスのデータは、AWS にインポー

トされません。

Snowball Edge のコンピューティングインスタンスの
料金
コンピューティングインスタンスの使用には追加料金がかかります。詳細については、「AWS Snowball 
Edge の料金」を参照してください。

デバイス上の Amazon EC2 AMI の使用
Amazon マシンイメージ (AMI) を AWS Snow Family デバイスで使用するには、まずデバイスに追加する
必要があります。AMI は次の方法で追加できます。

• デバイスの注文時に、AMI をアップロードします。
• デバイスがお客様のサイトに到着したら、AMI を追加します。

Snow Family デバイスに付属する Amazon EC2 コンピューティングインスタンスは、デバイスに追加した 
Amazon EC2 AMI に基づいて起動されます。Amazon EC2 AMI は、Linux と Microsoft Windows の両方の
オペレーティングシステムをサポートします。

Linux

以下の Linux オペレーティングシステムがサポートされます。

• Snow Family 用 Amazon Linux 2
• CentOS 7 (x86_64) - with Updates HVM
• Ubuntu 16.04 LTS - Xenial (HVM)

Note

Ubuntu 16.04 LTS-Xenial (HVM) イメージはではサポートされなくなりましたが、Amazon EC2 
VM Import /エクスポートを通じて Snowball Edge デバイスで使用したり、AMI でローカルに実
行したりすることは引き続きサポートされています。AWS Marketplace

• Ubuntu 20.04 LTS-Focal
• Ubuntu 22.04 LTS-ジャミー

Windows
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以下の Windows オペレーティングシステムがサポートされます。

• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2016
• Windows Server 2019

VM Import/Export を使用して Windows 仮想マシン (VM) イメージを AWS にインポートすること
で、Windows AMI をデバイスに追加できます。または、デバイスがサイトにデプロイされた直後に、デ
バイスにイメージをインポートすることもできます。詳細については、「Microsoft Windows AMI の追
加 (p. 172)」を参照してください。

Note

AWS で生成された Windows AMI はデバイスに追加できません。
UEFI はサポートされていないため、ローカルにインポートされた AMI は BIOS ブートモードに
する必要があります。

Snow Family は Bring-Your-Own-License (BYOL) モデルをサポートします。詳細については、「Microsoft 
Windows AMI の追加 (p. 172)」を参照してください。

トピック
• デバイスの注文時に AMI を追加する (p. 171)
• AWS Marketplace からの AMI の追加 (p. 171)
• AMI をローカルで追加する (p. 172)
• Microsoft Windows AMI の追加 (p. 172)
• デバイスへの VM イメージのインポート (p. 174)

デバイスの注文時に AMI を追加する
デバイスを注文すると、の「EC2 インスタンスを使用する Compute-オプション」セクションで AMI を選
択して AMI をデバイスに追加できますAWS Snow ファミリーマネジメントコンソール。Compute using 
EC2 インスタンス-オプションには、デバイスにロードできるすべての AMI が一覧表示されます。AMI は
以下のカテゴリに分類されます。

• AWS Marketplace の AMI — これらは、サポートされる AMI のリストから作成される AMI です。AWS 
Marketplace のサポートされる AMI から AMI を作成する方法の詳細については、AWS Marketplace か
らの AMI の追加 (p. 171) を参照してください。

• VM Import/Export を使用してアップロードされた AMI — デバイスの注文時に、VM Import/Export を使
用してアップロードされた AMI がコンソールに一覧表示されます。詳細については、VM Import/Export 
ユーザーガイドの「VM Import/Export を使用してイメージとして VM をインポート」を参照してくださ
い。サポートされる仮想化環境の詳細については、VM Import/Export 要件を参照してください。

AWS Marketplace からの AMI の追加
AWS Marketplace から AMI を追加するには、次の手順に従います。

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. AWS Marketplace でサポートされる AMI の新しいインスタンスを起動します。

Note

インスタンスを起動する際、インスタンスに割り当てるストレージサイズがユースケース
に適切であることを確認してください。確認するには、Amazon EC2 コンソールの [Add 
storage] (ストレージの追加) ステップを実行します。

171

https://docs.aws.amazon.com/vm-import/latest/userguide/vmimport-image-import.html
https://docs.aws.amazon.com/vm-import/latest/userguide/vmie_prereqs.html
https://console.aws.amazon.com/ec2/


AWS Snowball Edge 開発者ガイド
デバイス上の AMI の使用

Snowball Edge でサポートされるコンピューティングインスタンスストレージのボリューム
とサイズのリストについては、の Amazon Elastic Compute Cloud の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。

3. Snowball Edge で実行するアプリケーションをインストールおよび設定し、正常に動作することを確
認します。

Important

• 単一のボリューム AMI のみがサポートされます。
• AMI の EBS ボリュームは 10 TB 以下にする必要があります。AMI のデータに必要な EBS 

ボリュームサイズをプロビジョニングすることをお勧めします。これにより、AMI をエ
クスポートしてデバイスにロードするためにかかる時間を短縮できます。デバイスのデプ
ロイ後、インスタンスのボリュームサイズを変更したり、ボリュームを追加したりできま
す。

• AMI の EBS スナップショットを暗号化しないでください。
4. このインスタンスを作成する際は、SSH キーペアで使用する PEM または PPK ファイルのコピーを作

成します。Snowball Edge デバイスとの通信に使用する予定のサーバーに、このファイルを保存しま
す。このファイルへのパスをメモします。これは、SSH を使用してデバイス上の EC2 インスタンス
に接続するときに必要になります。

Important

この手順を行わないと、Snowball Edge デバイスを受け取った際に、SSH を使用してインス
タンスに接続することができません。

5. このインスタンスを AMI として保存します。詳細については、Amazon EC2 Linux インスタンス用
ユーザーガイドの Amazon EC2 User Guide for Linux Instances を参照してください。

6. SSH を使用して接続するインスタンスごとに、1～4 のステップを繰り返します。必ず、各 SSH キー
ペアのコピーを作成し、関連付けられている AMI を追跡してください。

7. これで、デバイスの注文時に、これらの AMI をデバイスに追加できるようになります。

AMI をローカルで追加する
デバイスがサイトに到着したら、新しい AMI をデバイスに追加できます。手順については、「Amazon 
EC2 AMI としてデバイスにイメージをインポートする (p. 174)」を参照してください。すべての仮想マ
シンがサポートされますが、完全な機能についてテスト済みなのは、サポートされる AMI のみです。

Note

VM Import/Export を使用してデバイスに AMI を追加したり、デバイスのデプロイ後に仮想マシン
をインポートしたりする際に、任意のオペレーティングシステムを使用する仮想マシンを追加で
きます。ただし、Snow Family デバイスでは、サポートされるオペレーティングシステムのみが
テストおよび検証済みです。お客様は、デバイスにインポートする仮想イメージに含まれるオペ
レーティングシステムまたはソフトウェアの利用規約を遵守する責任を負うものとします。

Important

AWS のサービスが Snowball Edge 上で正しく動作するためには、サービスのポートを
許可する必要があります。詳細については、「AWS Snowball Edge デバイスで AWS の
サービスを使用するために必要なポート (p. 264)」を参照してください。

Microsoft Windows AMI の追加
サポートされる Windows オペレーティングシステムを使用する仮想マシン (VM) の場合、VM Import/
Export を使用して Windows VM イメージを AWS にインポートするか、サイトにデプロイされた直後にデ
バイスにインポートして、AMI を追加できます。
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Bring-Your-Own-License (BYOL)

Snowball Edge では、独自のライセンスを使用して Microsoft Windows AMI をデバイスにインポートでき
ます。Bring-Your-Own-License (BYOL) は、オンプレミスライセンスで所有する AMI を AWS に持ち込む
プロセスです。AWS には、BYOL オプションの共有および専用デプロイの両方が用意されています。

VM Import/Export を使用して AWS にインポートするか、サイトにデプロイされた直後にデバイスにイ
ンポートすることで、Windows VM イメージをデバイスに追加できます。AWS で生成された Windows 
AMI を追加することはできません。したがって、Snow Family デバイスで AMI を使用する場合は、独
自の Windows VM イメージを作成してインポートし、Bring-Your-Own-License を実行する必要があ
ります。Windows ライセンスおよび BYOL の詳細については、Amazon Web Services and Microsoft: 
Frequently Asked Questions を参照してください。

デバイスにインポートする Windows VM イメージの作成

Windows VM イメージを作成するには、Windows および macOS オペレーティングシステムでサポート
されるVirtualBox、などの仮想化環境が必要です。Snow デバイス用の VM を作成するときは、4 GB 以
上の RAM で、2 つ以上のコアを割り当てることをお勧めします。VM を起動して実行する場合は、オペ
レーティングシステム (Windows Server 2012、2016、2019) をインストールする必要があります。Snow 
Family デバイスに必要なドライバーをインストールするには、このセクションの手順に従います。

Windows AMI を Snow デバイスで実行するには、特定のドライバーをデバイスに追加する必要がありま
す。具体的には、VirtIO、FLR、NetVCM、Vioinput、Viorng、Vioscsi、Vioserial、Vistor ドライバーを追加
する必要があります。必要なドライバーがすべて含まれる VirtIO ファイルをダウンロードできます。

Note

VM イメージを、デプロイした Snow デバイスに直接インポートする場合は、VM イメージファイ
ルが RAW 形式である必要があります。

Windows イメージを作成するには

1. Microsoft Windows コンピュータで、[Start] (スタート) を選択し、devmgmt.mscを入力して [Device 
Manager] (デバイスマネージャー) を開きます。

2. メインメニューで、[Actions] (アクション)、[Add legacy hardware] (レガシーハードウェアの追加) の
順に選択します。

3. ウィザードで、[Next] (次へ) を選択します。
4. [Install the hardware that I manually select from a list (advanced)] (リストから手動で選択したハード

ウェアをインストールする (アドバンスト))、[Next] (次へ) の順に選択します。
5. [Show All Devices] (すべてのデバイスを表示)、[Next] (次へ) の順に選択します。
6. [Have Disk] (ディスクの使用) を選択し、リストから [Copy manufacturer’s files] (製造元のファイルを

コピーする) を開いて、ISO ファイルを検索します。
7. ISO ファイル内で Driver\W2K8R2\amd64 ディレクトリを検索し、.INF ファイルを開きます。
8. [.INF] ファイル、[Open] (開く)、[OK] の順に選択します。
9. ドライバー名が表示されたら、[Next] (次へ) を選択し、さらに 2 回、[Next] (次へ) を選択します。次

に、[Finish] (終了) を選択します。

これにより、新しいドライバーを使用して、デバイスがインストールされます。実際のハードウェア
は存在しないため、デバイスの問題を示す黄色の感嘆符が表示されます。この問題を解決する必要が
あります。

ハードウェアの問題を解決するには

1. 感嘆符が付いたデバイスのコンテキスト (右クリック) メニューを開きます。
2. [Uninstall] (アンインストール) を選択し、[Delete the driver software for this device] (このデバイスのド

ライバーソフトウェアを削除する) を選択解除して、[OK] を選択します。
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ドライバーがインストールされ、デバイスで AMI を起動する準備が整います。

デバイスへの VM イメージのインポート
VM イメージの準備が完了したら、いずれかのオプションを使用して、イメージをデバイスにインポート
できます。

• VM Import/Export を使用するクラウド内 — VM イメージを AWS にインポートして、AMI として登録す
ると、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール の注文時にデバイスに追加できます。詳細につ
いては、VM Import/Export ユーザーガイドの「VM Import/Export を使用してイメージとして VM をイン
ポート」を参照してください。

• お客様のサイトにデプロイされているデバイス上でローカルに — AWS OpsHub for Snow Family または 
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、VM イメージをデバイスに直接インポートできま
す。

AWS OpsHub の使用の詳細は、Amazon EC2 コンピューティングインスタンスをローカルで使用す
るを参照してください。

AWS CLI の使用については、『Amazon EC2 AMI としてデバイスにイメージをインポートす
る (p. 174)』を参照してください。

Amazon EC2 AMI としてデバイスにイメージをイン
ポートする
AWS CLI により、AWS 機能のVM Import/Export を使用して、EC2 インスタンスとして、AWS Snowball 
のエッジデバイスにイメージをインポートできます。イメージをインポートした後、Amazon マシンイ
メージ (AMI) として登録し、Amazon EC2 インスタンスとして起動します。

トピック
• ステップ 1: イメージの準備 (p. 174)
• ステップ 2: 必要なアクセス許可の設定 (p. 175)
• ステップ 3: デバイスの Amazon S3 にスナップショットをインポートする (p. 179)
• ステップ 4: スナップショットを AMI として登録する (p. 180)
• ステップ 5: AMI からインスタンスを起動する (p. 181)
• インポートタスクの説明 (p. 182)
• インポートタスクのキャンセル (p. 182)
• スナップショットの説明 (p. 183)
• デバイスからのスナップショットの削除 (p. 184)
• AMI の登録解除 (p. 184)

ステップ 1: イメージの準備
イメージは、VM Import/Export を使用して AWS クラウド からエクスポートするか、選択した仮想化プ
ラットフォームを使用してローカルで生成することができます。イメージは AWS クラウド からエクス
ポートすることもできます。

• VM Import/Export を使用して AWS からイメージをインポートするには、VM Import/Export を使用し
て、イメージとして VM をインポートするを参照してください。
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• VM Import/Export を使用して、AMI から AWS にイメージをエクスポートするには、Amazon マシンイ
メージ (AMI) から VM を直接エクスポートするを参照してください。

Note

Snowball Edge デバイスにイメージをアップロードする場合は、次の制限事項に注意してくださ
い。

• Snow Family デバイスは現在、RAW イメージ形式のスナップショットのインポートのみをサ
ポートしています。

• Snow Family デバイスは現在、1 GB から 1 TB のサイズのスナップショットのインポートのみ
をサポートしています。

イメージがある場合は、デバイスまたはクラスターで使用可能なスナップショットとして、Amazon S3 
からのみイメージをインポートできるため、デバイス上の Amazon S3 にアップロードする必要がありま
す。インポートプロセス中に、イメージを保存する、Snowball Edge デバイス上の S3 バケットを選択し
ます。

画像を Amazon S3 デバイスにアップロードします

S3 バケットを確認してください。

aws s3 ls --endpoint http://snowball-ip:8080 --profile profile-name

画像を保存するには、デバイスの Amazon S3 バケットを選択し、画像をスナップショットとしてイン
ポートします。

aws s3 cp image-path s3://S3-bucket-name --endpoint http://snowball-ip:8080 --
profile profile-name

ステップ 2: 必要なアクセス許可の設定
インポートを成功させるには、VM Import/Export、Amazon EC2、ユーザーのアクセス許可を設定する必
要があります。

Note

これらのアクセス許可を提供するサービスロールとポリシーは、Snow Family デバイスにありま
す。

VM Import/Export に必要なアクセス許可

インポートプロセスを開始する前に、Snowball VM Import/Export にそのロールを引き受けることを許可す
る信頼ポリシーを使用して、IAM ロールを作成する必要があります。VM Import/Export がデバイス上の S3 
バケットに保存されているイメージにアクセスできるようにするには、ロールに追加のアクセス許可を付
与します。

信頼ポリシーの JSON ファイルの作成

次に、VM Import/Export が S3 バケットからインポートする必要があるスナップショットにアクセスする
ために、ロールにアタッチする必要がある信頼ポリシーの例を示します。

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

信頼ポリシーの JSON ファイルを使用してロールを作成する

名前の長さは、vmimport とすることができます。このロール名は、以下のコマンドの--role-name オプ
ションを使用して変更できます。

aws iam create-role --role-name role-name --assume-role-policy-document file:///trust-
policy-json-path --profile profile-name --endpoint http://snowball-ip:6078 --region snow

create-roleコマンドからの出力例を次に示します。

{ 
   "Role":{ 
      "AssumeRolePolicyDocument":{ 
         "Version":"2012-10-17", 
         "Statement":[ 
            { 
               "Action":"sts:AssumeRole", 
               "Effect":"Allow", 
               "Principal":{ 
                  "Service":"vmie.amazonaws.com" 
               } 
            } 
         ] 
      }, 
      "MaxSessionDuration":3600, 
      "RoleId":"AROACEMGEZDGNBVGY3TQOJQGEZAAAABQBB6NSGNAAAABPSVLTREPY3FPAFOLKJ3", 
      "CreateDate":"2022-04-19T22:17:19.823Z", 
      "RoleName":"vmimport", 
      "Path":"/", 
      "Arn":"arn:aws:iam::123456789012:role/vmimport" 
   }
}

ロールのポリシーを作成する

次の例のポリシーは、Amazon S3 へのアクセスに必要な最小限のアクセス許可を備えています。Amazon 
S3 バケット名を、画像があるものに変更します。プレフィックスを使用して、VM Import/Export でスナッ
プショットをインポートできる場所をさらに絞り込むことができます。このようなポリシー JSON ファイ
ルを作成します。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:GetBucketLocation", 
            "s3:GetObject", 
            "s3:ListBucket", 
            "s3:GetMetadata" 
         ], 
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         "Resource":[ 
            "arn:aws:s3:::import-snapshot-bucket-name", 
            "arn:aws:s3:::import-snapshot-bucket-name/*" 
         ] 
      } 
   ]
}

ポリシーファイルを使用してポリシーを作成します。

aws iam create-policy --policy-name policy-name --policy-document file:///policy-json-file-
path --profile profile-name --endpoint http://snowball-ip:6078 --region snow

create-create-policy コマンドからの出力例を次に示します。

{ 
   "Policy":{ 
      "PolicyName":"vmimport-resource-policy", 
      "PolicyId":"ANPACEMGEZDGNBVGY3TQOJQGEZAAAABOOEE3IIHAAAABWZJPI2VW4UUTFEDBC2R", 
      "Arn":"arn:aws:iam::123456789012:policy/vmimport-resource-policy", 
      "Path":"/", 
      "DefaultVersionId":"v1", 
      "AttachmentCount":0, 
      "IsAttachable":true, 
      "CreateDate":"2020-07-25T23:27:35.690000+00:00", 
      "UpdateDate":"2020-07-25T23:27:35.690000+00:00" 
   }
}

ポリシーをロールにアタッチします

前述のロールにポリシーをアタッチし、必要なリソースにアクセスする許可を付与します。これにより、
ローカル VM Import/Export サービスが、デバイスの Amazon S3 からスナップショットをダウンロードで
きるようになります。

aws iam attach-role-policy --role-name role-name --policy-arn 
 arn:aws:iam::123456789012:policy/policy-name --profile profile-name --endpoint 
 http://snowball-ip:6078 --region snow

発信者が必要とするアクセス許可

Snowball Edge VM Import/Export が引き受けるロールに加えて、ロールを VMIE に渡す許可がユーザーに
付与されていることも確認する必要があります。デフォルトのルートユーザーを使用してインポートを実
行する場合、ルートユーザーに必要なすべてのアクセス許可は既に存在するため、このステップをスキッ
プしてステップ 3 に進むことができます。

インポートを実行するユーザーに、次の 2 つの IAM アクセス許可をアタッチします。

• pass-role
• get-role

ロールのポリシーを作成する

以下は、IAM ロールに対する get-role および pass-role のアクションの実行を、ユーザーに許可する
ポリシーの例です。

{ 
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   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
        { 
            "Effect":"Allow", 
            "Action": "iam:GetRole", 
            "Resource":"*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "iamPassRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "importexport.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
   ]
}

ポリシーファイルを使用してポリシーを作成します。

aws iam create-policy --policy-name policy-name --policy-document file:///policy-json-file-
path --profile profile-name --endpoint http://snowball-ip:6078 --region snow

create-create-policy コマンドからの出力例を次に示します。

{ 
   "Policy":{ 
      "PolicyName":"caller-policy", 
      "PolicyId":"ANPACEMGEZDGNBVGY3TQOJQGEZAAAABOOOTUOE3AAAAAAPPBEUM7Q7ARPUE53C6R", 
      "Arn":"arn:aws:iam::123456789012:policy/caller-policy", 
      "Path":"/", 
      "DefaultVersionId":"v1", 
      "AttachmentCount":0, 
      "IsAttachable":true, 
      "CreateDate":"2020-07-30T00:58:25.309000+00:00", 
      "UpdateDate":"2020-07-30T00:58:25.309000+00:00" 
   }
}

ポリシーの生成後、Amazon EC2 API または CLI オペレーションを呼び出してスナップショットをイン
ポートする IAM ユーザーに、ポリシーをアタッチします。

aws iam attach-user-policy --user-name your-user-name --policy-arn 
 arn:aws:iam::123456789012:policy/policy-name --profile profile-name --endpoint 
 http://snowball-ip:6078 --region snow

デバイスで Amazon EC2 API を呼び出すために必要なアクセス許可
スナップショットをインポートするには、IAM ユーザーに ec2:ImportSnapshot のアクセス許可が必
要です。ユーザーのアクセスを制限する必要がない場合は、ec2:* のアクセス許可を使用して、Amazon 
EC2 のフルアクセス許可を付与します。次に、デバイス上の Amazon EC2 用に付与または制限できるア
クセス許可を示します。次の内容を含むポリシーファイルを作成します。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
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         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "ec2:ImportSnapshot", 
            "ec2:DescribeImportSnapshotTasks", 
            "ec2:CancelImportTask", 
            "ec2:DescribeSnapshots", 
            "ec2:DeleteSnapshot", 
            "ec2:RegisterImage", 
            "ec2:DescribeImages", 
            "ec2:DeregisterImage" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

ポリシーファイルを使用してポリシーを作成します。

aws iam create-policy --policy-name policy-name --policy-document file:///policy-json-file-
path --profile profile-name --endpoint http://snowball-ip:6078 --region snow

create-create-policy コマンドからの出力例を次に示します。

{  
    "Policy":  
        { 
            "PolicyName": "ec2-import.json", 
            "PolicyId": "ANPACEMGEZDGNBVGY3TQOJQGEZAAAABQBGPDQC5AAAAATYN62UNBFYTF5WVCSCZS", 
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/ec2-import.json", 
            "Path": "/", 
            "DefaultVersionId": "v1", 
            "AttachmentCount": 0, 
            "IsAttachable": true, 
            "CreateDate": "2022-04-21T16:25:53.504000+00:00", 
            "UpdateDate": "2022-04-21T16:25:53.504000+00:00" 
        }
}

ポリシーの生成後、Amazon EC2 API または CLI オペレーションを呼び出してスナップショットをイン
ポートする IAM ユーザーに、ポリシーをアタッチします。

aws iam attach-user-policy --user-name your-user-name --policy-arn 
 arn:aws:iam::123456789012:policy/policy-name --profile profile-name --endpoint 
 http://snowball-ip:6078 --region snow

ステップ 3: デバイスの Amazon S3 にスナップショットをイン
ポートする
次のステップでは、デバイスの Amazon S3 にスナップショットをインポートします。S3Bucket の値は画
像が保存されているバケットで、S3Key はこのバケット内の画像ファイルパスでなければなりません。

aws ec2 import-snapshot --disk-container "Format=RAW,UserBucket={S3Bucket=bucket-
name,S3Key=image-file}" --profile profile-name --endpoint http://snowball-ip:8008 --region 
 snow

詳細については、import-snapshot を参照してください。

このコマンドでは、以下のスイッチはサポートされません。
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• [--client-data value]
• [--client-token value]
• [--dry-run]
• [--no-dry-run]
• [--encrypted]
• [--no-encrypted]
• [--kms-key-id value]
• [--tag-specifications value]

Example 出力例

{ 
   "ImportTaskId":"s.import-snap-1234567890abc", 
   "SnapshotTaskDetail":{ 
      "DiskImageSize":2.0, 
      "Encrypted":false, 
      "Format":"RAW", 
      "Progress":"3", 
      "Status":"active", 
      "StatusMessage":"pending", 
      "UserBucket":{ 
         "S3Bucket":"bucket", 
         "S3Key":"vmimport/image01" 
      } 
   }
}

Note

Snowball Edge では、現在、デバイスごとに 1 つのアクティブなインポートジョブを一度に 1 つ
だけ実行できます。新しいインポートタスクを開始するには、現在のタスクが終了するのを待
つか、クラスター内の別の使用可能なノードを選択します。必要に応じて、現在のインポートを
キャンセルすることもできます。遅延を防ぐため、インポートの進行中に Snowball Edge デバイ
スを再起動しないでください。デバイスを再起動すると、インポートは失敗し、デバイスがアク
セス可能になると進行状況が削除されます。スナップショットインポートタスクステータスのス
テータスをチェックするには、次のコマンドを使用します。

aws ec2 describe-import-snapshot-tasks --import-task-ids id --profile profile-name
 --endpoint http://snowball-ip:8008 --region snow

ステップ 4: スナップショットを AMI として登録する
デバイスへのスナップショットのインポートが成功したら、register-image コマンドを使用して登録
できます。

Note

AMI は、そのすべてのスナップショットが使用可能である場合にのみ登録できます。

詳細については、register-image を参照してください。

Example コマンドの例

aws ec2 register-image \
--name ami-01 \
--description my-ami-01 \

180

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/register-image.html


AWS Snowball Edge 開発者ガイド
デバイスへの AMI のインポート

--block-device-mappings "[{\"DeviceName\": \"/dev/sda\",\"Ebs\":{\"Encrypted\":false,
\"DeleteOnTermination\":true,\"SnapshotId\":\"snapshot-id\",\"VolumeSize\":30}}]" \
--root-device-name /dev/sda1 \
--profile profile-name \
--endpoint http://snowball-ip:8008 \
--region snow

以下は、ブロックデバイスマッピング JSON の例です。詳細については、「ブロックデバイスのマッピン
グ」を参照してください。

[ 
    { 
        "DeviceName": "/dev/sda", 
        "Ebs":  
            { 
                "Encrypted": false, 
                "DeleteOnTermination": true, 
                "SnapshotId": "snapshot-id", 
                "VolumeSize": 30 
            } 
    }
]

Example 出力例

{ 
    "ImageId": "s.ami-8de47d2e397937318" 
 }

ステップ 5: AMI からインスタンスを起動する
インスタンスを起動するには、run-instances を参照してください。

image-id の値は、前のレジストリステップの出力です。

aws ec2 run-instances --image-id image-id --instance-type instance-type --profile profile-
name --endpoint http://snowball-ip:8008 --region snow

{ 
   "Instances":[ 
      { 
         "SourceDestCheck":false, 
         "CpuOptions":{ 
            "CoreCount":1, 
            "ThreadsPerCore":2 
         }, 
         "InstanceId":"s.i-12345a73123456d1", 
         "EnaSupport":false, 
         "ImageId":"s.ami-1234567890abcdefg", 
         "State":{ 
            "Code":0, 
            "Name":"pending" 
         }, 
         "EbsOptimized":false, 
         "SecurityGroups":[ 
            { 
               "GroupName":"default", 
               "GroupId":"s.sg-1234567890abc" 
            } 
         ], 
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         "RootDeviceName":"/dev/sda1", 
         "AmiLaunchIndex":0, 
         "InstanceType":"sbe-c.large" 
      } 
   ], 
   "ReservationId":"s.r-1234567890abc"
}

インポートタスクの説明
インポートの進行状況の現在の状態を確認するには、Amazon EC2 describe-import-snapshot-
tasks コマンドを実行します。この API では、task-state のページ割りおよびフィルタリングがサ
ポートされます。

Example コマンドの例

aws ec2 describe-import-snapshot-tasks --import-task-ids id --profile profile-name --
endpoint http://snowball-ip:8008 --region snow

Example 出力例

{ 
        "ImportSnapshotTasks": [ 
            { 
                "ImportTaskId": "s.import-snap-8f6bfd7fc9ead9aca",                 
                "SnapshotTaskDetail": { 
                    "Description": "Created by AWS-Snowball-VMImport service for s.import-
snap-8f6bfd7fc9ead9aca",                     
                    "DiskImageSize": 8.0,                     
                    "Encrypted": false,                     
                    "Format": "RAW",   
                    "Progress": "3",                   
                    "SnapshotId": "s.snap-848a22d7518ad442b",                     
                    "Status": "active",  
                    "StatusMessage": "pending",                    
                    "UserBucket": { 
                        "S3Bucket": "bucket1",                         
                        "S3Key": "image1"                         
                    } 
                } 
            } 
        ] 
 }

Note

この API は、過去 7 日以内に正常に完了したか、削除済みとしてマークされたタスクの出力の
みを表示します。フィルタリングは Name=task-state、Values=active | deleting | 
deleted | completed のみをサポートします

このコマンドでは、以下のスイッチはサポートされません。

• [--dry-run]
• [--no-dry-run]

インポートタスクのキャンセル
インポートタスクをキャンセルするには、cancel-import-task コマンドを実行します。
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Example コマンドの例

aws ec2 cancel-import-task --import-task-id import-task-id --profile profile-name --
endpoint http://snowball-ip:8008 --region snow

Example 出力例

{ 
        "ImportTaskId": "s.import-snap-8234ef2a01cc3b0c6", 
        "PreviousState": "active", 
        "State": "deleting"
}

Note

完了状態でないタスクのみをキャンセルできます。

このコマンドでは、以下のスイッチはサポートされません。

• [--dry-run]
• [--no-dry-run]

スナップショットの説明
スナップショットのインポート後、このコマンドを使用してスナップショットを説明できます。スナップ
ショットをフィルタリングするには、前回のインポートタスクレスポンスからのスナップショット ID に
--snapshot-ids を渡します。この API スナップショットでは、volume-id、status、start-time
のページ割りおよびフィルタリングがサポートされます。

Example コマンドの例

aws ec2 describe-snapshots --snapshot-ids snapshot-id --profile profile-name --endpoint 
 http://snowball-ip:8008 --region snow

Example 出力例

{ 
    "Snapshots": [ 
        { 
            "Description": "Created by AWS-Snowball-VMImport service for s.import-
snap-8f6bfd7fc9ead9aca", 
            "Encrypted": false, 
            "OwnerId": "123456789012", 
            "SnapshotId": "s.snap-848a22d7518ad442b", 
            "StartTime": "2020-07-30T04:31:05.032000+00:00", 
            "State": "completed", 
            "VolumeSize": 8 
        } 
    ] 
 }

このコマンドでは、以下のスイッチはサポートされません。

• [--restorable-by-user-ids value]
• [--dry-run]
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• [--no-dry-run]

デバイスからのスナップショットの削除
所有していて不要になったスナップショットを削除するには、delete-snapshot コマンドを使用しま
す。

Example コマンドの例

aws ec2 delete-snapshot --snapshot-id snapshot-id --profile profile-name --endpoint 
 http://snowball-ip:8008 --region snow

Note

Snowball Edge では、[PENDING] (保留) 状態、または AMI のルートデバイスとして指定されたス
ナップショットの削除はサポートされません。

このコマンドでは、以下のスイッチはサポートされません。

• [--dry-run]
• [--no-dry-run]

AMI の登録解除
不要になったAMI の登録を解除するには、deregister-image コマンドを実行します。現
在、[PENDING] (保留) 状態の AMI の登録解除はサポートされていません。

Example コマンドの例

aws ec2 deregister-image --image-id image-id --profile profile-name --endpoint 
 http://snowball-ip:8008 --region snow

このコマンドでは、以下のスイッチはサポートされません。

• [--dry-run]
• [--no-dry-run]

Snowball Edge での AWS CLI および API オペレー
ションの使用
AWS Command Line Interface (AWS CLI) または API オペレーションを使用して、Snowball Edge で 
IAM、Amazon S3、Amazon EC2 コマンドを発行するには、region を「snow」として指定する必要があ
ります。これは AWS configure を使用するか、以下の例のようにコマンド自体の内部で実行できます。

aws configure --profile ProfileName
AWS Access Key ID [None]: defgh
AWS Secret Access Key [None]: 1234567
Default region name [None]: snow
Default output format [None]: json         
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または

aws s3 ls --profile ProfileName --endpoint http://192.0.2.0:8080 --region snow  
         

Snowball Edge デバイスのコンピューティングインス
タンスのクォータ
以下に、AWS Snowball Edgeデバイスのコンピューティングリソースのストレージクォータと共有リソー
スの制限を示します。

ストレージクォータ
コンピューティングリソースで使用できるストレージは、Snowball Edge デバイスの Amazon S3 専用ス
トレージとは別のリソースです。ストレージのクォータは次のとおりです。

• Snowball Edge Storage Optimized オプション用ストレージクォータ – Amazon S3 で利用できる合計
ストレージは、デバイスでコンピューティングインスタンスを使用しているかどうかに応じて、60 TB
～80 TB となります。sbe1 コンピューティングインスタンスを使用している場合は、Snowball Edge 
Storage Optimized オプション用の使用可能な専用ストレージの合計は、1,000 GB です。

• Snowball Edge Compute Optimized および GPU オプションのストレージクォータ – sbe-c および
sbe-g インスタンス用の使用可能な専用ストレージの合計は、7.68 TB です。残りの使用可能なスト
レージの合計は 42 TB です。

次の表は、Snowball Edge デバイスの使用可能なコンピューティングリソースの概要を示しています。

機能 制限

単一の Snowball Edge Storage Optimized オプショ
ンの AMI の数

10

単一の Snowball Edge Compute Optimized オプ
ションの AMI の数

20

GPU オプション付きの単一の Snowball Edge 
Compute Optimized の AMI の数

20

インスタンスあたりのボリュームの数 10

現在実行中 (または停止した) インスタンス 利用可能なリソースによって異なる

インスタンスタイプ vCPU コ
ア

メモリ 
(GiB)

GPU サポートされているデバイ
スオプション

sbe1.small 1 1 0 ストレージの最適化

sbe1.medium 1 2 0 ストレージの最適化

sbe1.large 2 4 0 ストレージの最適化

sbe1.xlarge 4 8 0 ストレージの最適化
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インスタンスタイプ vCPU コ
ア

メモリ 
(GiB)

GPU サポートされているデバイ
スオプション

sbe1.2xlarge 8 16 0 ストレージの最適化

sbe1.4xlarge 16 32 0 ストレージの最適化

sbe1.6xlarge 24 32 0 ストレージの最適化

sbe-c.small 1 2 0 コンピューティングの最適
化

sbe-c.medium 1 4 0 コンピューティングの最適
化

sbe-c.large 2 8 0 コンピューティングの最適
化

sbe-c.xlarge 4 16 0 コンピューティングの最適
化

sbe-c.2xlarge 8 32 0 コンピューティングの最適
化

sbe-c.4xlarge 16 64 0 コンピューティングの最適
化

sbe-c.8xlarge 32 128 0 コンピューティングの最適
化

sbe-c.12xlarge 48 192 0 コンピューティングの最適
化

sbe-c.16xlarge 64 256 0 コンピューティングの最適
化

sbe-c.24xlarge 96 384 0 コンピューティングの最適
化

sbe-g.small 1 2 1 GPU を使用

sbe-g.medium 1 4 1 GPU を使用

sbe-g.large 2 8 1 GPU を使用

sbe-g.xlarge 4 16 1 GPU を使用

sbe-g.2xlarge 8 32 1 GPU を使用

sbe-g.4xlarge 16 64 1 GPU を使用

sbe-g.8xlarge 32 128 1 GPU を使用

sbe-g.12xlarge 48 192 1 GPU を使用

共有コンピューティングリソースの制限
Snowball Edge デバイスのすべてのサービスは、デバイスの有限リソースの一部を使用します。使用可能
なコンピューティングリソースが最大化された Snowball Edge デバイスは、新しいコンピューティングリ
ソースを起動できません。たとえば、sbe1.4xlargeストレージ最適化デバイス上でコンピュートインス
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タンスを実行しているときに NFS インターフェイスを起動しようとしても、NFS インターフェイスサー
ビスは起動しません。別のデバイスオプションで利用可能なリソースの概要および各サービスのリソース
要件を次に示します。

• いずれのコンピューティングサービスも ACTIVE ではない場合。
• ストレージの最適化オプションでは、コンピューティングインスタンス用に 24 個の vCPU と 32 GiB 

のメモリがあります。
• コンピューティングの最適化オプションでは、コンピューティングインスタンス用に 52 個の vCPU 

と 208 GiB のメモリがあります。これは、GPU オプションを使用した場合にも同様です。
• AWS IoT Greengrass に対応した AWS IoT Greengrass および AWS Lambda が ACTIVE の場合:

• ストレージの最適化オプションでは、これらのサービスは 4 個の vCPU コアと 8 GiB のメモリを使用
します。

• コンピューティングの最適化オプションでは、これらのサービスは 1 個の vCPU コアと 1 GiB のメモ
リを使用します。これは、GPU オプションを使用した場合にも同様です。

• NFS インターフェイスはそうですがACTIVE、Snowball Edge デバイスで 8 個の vCPU コアと 16 GiB 
のメモリを使用します。

Snowball Edge のサービスが ACTIVE であるかどうかを確認するには、Snowball Edge クライアントでコ
マンド snowballEdge describe-service を使用します。詳細については、「サービスステータスの
取得 (p. 131)」を参照してください。

コンピューティングジョブの作成
このセクションでは、AWS Snowball Edge デバイスの、最初の Amazon EC2 コンピューティングインス
タンスジョブを作成します。

Important

ジョブを作成する前に以下の点に注意してください。

• AMI に関連付けられている vCPU、メモリ、ストレージの値が、作成するインスタンスタイプ
と一致していることを確認します。

• Snowball Edge でインスタンスの起動後、Secure Shell (SSH) を使用してインスタンスに接続
する場合は、まず以下の手順を実行する必要があります。事後に Snowball Edge 上の AMI を更
新することはできません。このステップは、ジョブの作成前に行う必要があります。

AMI を設定して SSH を使用し、デバイスで起動するコンピュー
ティングインスタンスに接続する
Secure Shell (SSH) を使用して Snowball Edge デバイスのコンピューティングインスタンスに接続するに
は、次の手順を実行する必要があります。この手順では、ジョブを作成する前に AMI に SSH キーを追加
します。また、この手順を使用して、ジョブの AMI として使用する予定のインスタンスのアプリケーショ
ンをセットアップすることをお勧めします。

Important

この手順を行わないと、Snowball Edge デバイスを受け取った際に、SSH を使用してインスタン
スに接続することができません。

SSH キーを AMI に追加するには

1. CentOS 7 (x86_64)-with Ubuntu HVM、Ubuntu Server 16.04 LTS-Xenial (HVM)、Ubuntu Server 2 
AMIAWS クラウド イメージに基づいています。
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インスタンスを起動する際、インスタンスに割り当てるストレージサイズが、後ほど Snowball Edge 
で使用するために適切かどうかを確認します。確認するには、Amazon EC2 コンソールの [Step 4: 
Add Storage] (ステップ 4: ストレージの追加) を実行します。Snowball Edge のコンピューティングイ
ンスタンスストレージのボリュームでサポートされるサイズのリストについては、Snowball Edge デ
バイスのコンピューティングインスタンスのクォータ (p. 185) を参照してください。

2. Snowball Edge で実行するアプリケーションをインストールおよび設定し、正常に動作することを検
証します。

3. このインスタンスを作成するには、SSH キーペアで使用する PEM/PPK ファイルのコピーを作成しま
す。Snowball Edge との通信に使用する予定のサーバーに、このファイルを保存します。このファイ
ルは、SSH を使用して、デバイス上の起動されたインスタンスへの接続に必要なため、このファイル
へのパスをメモします。

4. このインスタンスを AMI として保存します。詳細については、Amazon EC2 Linux インスタンス用
ユーザーガイドの Amazon EBS-Backed Linux AMI の作成を参照してください。

5. SSH を使用して接続するインスタンスごとに、この手順を繰り返します。別々の SSH キーペアをコ
ピーしたことを確認し、関連付けられた AMI を書き留めます。

コンソールでジョブを作成する
次のステップはジョブを作成することです。ジョブは任意のタイプ (例: クラスター) で作成できま
す。AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール を使用して、AWS Snowball エッジジョブの作成で説
明されている手順に従います。ジョブ作成ウィザードの [Step 3: Give job details] (ステップ 3: ジョブの詳
細の入力) ページまで進んだら、次の追加ステップを実行します。

1. [Enable compute with EC2 (EC2 でコンピューティングを有効にする)] を選択します。
2. [Add an AMI (AMI の追加)] を選択します。
3. 表示されたダイアログボックスで AMI を選択し、[Save] (保存) を選択します。
4. 最大 10 個の AMI をジョブに追加します。
5. 通常どおりにジョブの作成を続行します。

AWS CLI でジョブを作成する
ジョブは、AWS CLI を使って作成することもできます。これを行うには、ターミナルを開いて次のコマン
ドを実行します。その際、赤色の文字を実際の値に置き換えます。

aws snowball create-job --job-type IMPORT --resources '{"S3Resources":
[{"BucketArn":"arn:aws:s3:::bucket-name"}],"Ec2AmiResources":[{"AmiId":"ami-12345678"}]}' 
 --description Example --address-id ADIEXAMPLE60-1234-1234-5678-41fEXAMPLE57  --kms-key-
arn arn:aws:kms:us-west-2:012345678901:key/eEXAMPLE-1234-1234-5678-5b4EXAMPLE8e --role-
arn arn:aws:iam::012345678901:role/snowball-local-s3-lambda-us-west-2-role --snowball-
capacity-preference T100 --shipping-option SECOND_DAY --snowball-type EDGE

これを受信し、デバイスのロックを解除したら、Snowball Edge クライアントを使用してローカル認証情
報を取得します。詳細については、「認証情報の取得 (p. 124)」を参照してください。

コンピューティングインスタンスのネットワーク設定
Snow Family デバイスでコンピューティングインスタンスを起動した後、ネットワークインターフェイス
を作成して IP アドレスを指定する必要があります。Snow Family デバイスは、仮想ネットワークインター
フェイスとダイレクトネットワークインターフェイスの 2 種類のネットワークインターフェイスをサポー
トします。
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仮想ネットワークインターフェイス (VNI)

仮想ネットワークインターフェイスは、Snow Family デバイス上の EC2 インスタンスに接続するためのス
タンダードなネットワークインターフェイスです。ダイレクトネットワークインターフェイスを使用する
かどうかにかかわらず、各 EC2 インスタンスに対して VNI を作成する必要があります。VNI を通過する
トラフィックは、設定したセキュリティグループによって保護されます。VNI は、Snow Family デバイス
の制御に使用する物理ネットワークポートにのみ関連付けることができます。

Note

VNI は、Snow Family デバイスの管理に使用されているのと同じ物理インターフェイス 
(RJ45、SFP+、または QSFP) を使用します。デバイス管理に使用されているものとは異なる物
理インターフェイスに VNI を作成すると、予期しない結果になる可能性があります。

ダイレクトネットワークインターフェイス (DNI)

ダイレクトネットワークインターフェイス (DNI) は、マルチキャストストリーム、推移的ルーティング、
ロードバランシングなどのユースケースを可能にするアドバンストネットワーク機能です。中間変換や
フィルタリングなしでインスタンスにレイヤー 2 ネットワークアクセスを提供することで、Snow Family 
デバイスのネットワーク構成に対する柔軟性を高め、ネットワークパフォーマンスを向上させることが
できます。DNI は VLAN タグと MAC アドレスのカスタマイズをサポートします。DNI 上のトラフィック
は、セキュリティグループによって保護されません。

Snowball Edge デバイスでは、DNI を RJ45、SFP、または QSFP ポートに関連付けることができます。
各ポートは最大 7 つの DNI をサポートします。たとえば、SFP ポートには 7 つの DNI があり、そのうち
の 4 つは 1 つの EC2 インスタンスにマッピングされ、3 つは別の EC2 インスタンスにマッピングされ
ます。QSFP には、他の EC2 インスタンスに関連する別の 7 つの DNI を設定できます。DNI は、Snow 
Family デバイスの制御に使用する物理ネットワークポートに関連付けられる必要はありません。

Note

Snowball Edge ストレージに最適化された (EC2 コンピューティング機能を備えた) デバイスは 
DNI をサポートしていません。

トピック
• 前提条件 (p. 189)
• 仮想ネットワークインターフェイス (VNI) の設定 (p. 190)
• ダイレクトネットワークインターフェイス (DNI) の設定 (p. 191)

前提条件
VNI または DNI を設定する前に、次の前提条件が満たされていることを確認します。

1. デバイスの電源がオンになっており、物理的なネットワークインターフェイス (RJ45 ポートなど) の
いずれかが IP アドレスと接続されていることを確認します。

2. Snow Family デバイスで使用している物理ネットワークインターフェイスに関連付けられている IP ア
ドレスを取得します。

3. Snowball Edge クライアントを設定します。詳細については、、Snowball Edge クライアント用プロ
フィールの設定を参照してください。

4. デバイスのロックを解除します。AWS OpsHub for Snow Family を使用して、デバイスのロックを解
除することをお勧めします。手順については、デバイスのロック解除を参照してください。

CLI コマンドを使用する場合は、次のコマンドを実行し、ダイアログボックスに表示される情報を入
力します。
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snowballEdge configure 

Snowball Edge Manifest Path: manifest.bin

Unlock Code: unlock code

Default Endpoint: https://device ip

5. 以下のコマンドを実行します。

snowballEdge unlock-device

デバイスディスプレイの更新は、デバイスのロックが解除されていることを示します。
6. デバイス上の EC2 インスタンスを起動します。VNI をこのインスタンスに関連付けます。
7. snowballEdge describe-device コマンドを実行して、物理ネットワークインターフェイス ID 

のリストを取得します。
8. 使用する物理ネットワークインターフェイスの ID を特定し、これを書き留めます。

仮想ネットワークインターフェイス (VNI) の設定
物理ネットワークインターフェイス ID の識別後に、仮想ネットワークインターフェイス (VNI) を設定でき
ます。次の手順に従って、VNI を設定します。VNI を作成する前に、前提条件となるタスクを実行してい
ることを確認してください。

VNI を作成し、IP アドレスを関連付ける

1. snowballEdge create-virtual-network-interface コマンドを実行します。以下の例で
は、このコマンドの実行に 2 つの異なる IP アドレス割り当て方法 (DHCP、STATIC) を使用していま
す。DHCP メソッドは Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) を使用します。

snowballEdge create-virtual-network-interface \
--physical-network-interface-id s.ni-abcd1234 \
--ip-address-assignment DHCP 
          
        //OR// 
         
snowballEdge create-virtual-network-interface \
--physical-network-interface-id s.ni-abcd1234 \
--ip-address-assignment STATIC \
--static-ip-address-configuration IpAddress=192.0.2.0,Netmask=255.255.255.0

このコマンドによって、IP アドレスを含む JSON 構造が返ります。後のプロセスの ec2 
associate-address AWS CLI コマンド用に、この IP アドレスを書き留めます。

この IP アドレスが必要な場合は、snowballEdge describe-virtual-network-interfaces
Snowball Edge クライアントコマンド、または aws ec2 describe-addresses AWS CLI コマンド
を使用して取得できます。

2. 新しく作成した IP アドレスをインスタンスに関連付けるには、次のコマンドを使用し、赤色のテキス
トを値に置き換えます。

aws ec2 associate-address --public-ip 192.0.2.0 --instance-id s.i-01234567890123456 --
endpoint http://Snow Family device physical IP address:8008
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ダイレクトネットワークインターフェイス (DNI) の設定
Note

ダイレクトネットワークインターフェイス機能は 2021 年 1 月 12 日以降、使用可能で、Snow 
Family デバイスを使用できるすべての AWS リージョン で使用できます。

前提条件
ダイレクトネットワークインターフェイス (DNI) を設定する前に、前提条件セクションのタスクを実行す
る必要があります。

1. DNI を設定する前に、前提条件となるタスクを実行します。手順については、「前提条件 (p. 189)」
を参照してください。

2. さらに、デバイスでインスタンスを起動し、VNI を作成してインスタンスに関連付ける必要がありま
す。手順については、「仮想ネットワークインターフェイス (VNI) の設定 (p. 190)」を参照してくだ
さい。

Note

in-the-fieldソフトウェアアップデートを実行して、既存のデバイスにダイレクトネットワー
クを追加した場合、機能を完全に有効にするために、デバイスを2回再起動する必要がありま
す。

DNI を作成し、IP アドレスを関連付ける

1. 次のコマンドを実行して、ダイレクトネットワークインターフェイスを作成し、Amazon EC2 インス
タンスにアタッチします。次のステップでは、デバイスの MAC アドレスが必要です。

create-direct-network-interface [--endpoint endpoint] [--instance-id instanceId] [--
mac macAddress] 
                                [--physical-network-interface-
id physicalNetworkInterfaceId]  
                                [--unlock-code unlockCode] [--vlan vlanId]

OPTIONS

--endpoint <endpoint> このリクエストを送信するエンドポイント。デバイスのエンドポイ
ントは、https スキームの後に IP アドレスが続く URL です。例えば、デバイスの IP アドレスが 
123.0.1.2 の場合、デバイスのエンドポイントは https://123.0.1.2 になります。

--instance-id <instanceId> インターフェイスをアタッチする EC2 インスタンス ID (オプショ
ン)。

--mac <macAddress> ネットワークインターフェイスの MAC アドレスを設定します (オプショ
ン)。

--physical-network-interface-id <physicalNetworkInterfaceId> 新しい仮想ネット
ワークインターフェイスを作成する物理ネットワークインターフェイスの ID。describe-device
コマンドを使用して、Snowball Edge で使用可能な物理ネットワークインターフェイスを決定できま
す。

--vlan <vlanId> インターフェイスに、割り当てられた VLAN を設定します (オプション)。指定す
ると、インターフェイスから送信されるすべてのトラフィックは、指定した VLAN ID でタグ付けされ
ます。着信トラフィックは、指定した VLAN ID でフィルタリングされ、インスタンスに渡される前に
すべての VLAN タグが除去されます。

2. ステップ 1 で DNI をインスタンスに関連付けなかった場合は、ダイレクトネットワークインターフェ
イスの更新 (p. 137) コマンドを実行して関連付けることができます。
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3. DNI を作成し、EC2 インスタンスに関連付けた後、Amazon EC2 インスタンス内で 2 つの設定変更を
行う必要があります。

• 1 つ目の変更は、EC2 インスタンスに関連付けられた VNI 用のパケットが eth0 を介して送信され
るようにすることです。

• 2 つ目の変更は、ブート時に DCHP または静的 IP を使用するようにダイレクトネットワークイン
ターフェイスを設定することです。

以下は、これらの設定を変更する Amazon Linux 2 と CentOS Linux 用のシェルスクリプトの例です。

Amazon Linux 2

# Mac address of the direct network interface.  
# You got this when you created the direct network interface.
DNI_MAC=[MAC ADDRESS FROM CREATED DNI]

# Configure routing so that packets meant for the VNI always are sent through eth0.
PRIVATE_IP=$(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4)
PRIVATE_GATEWAY=$(ip route show to match 0/0 dev eth0 | awk '{print $3}')
ROUTE_TABLE=10001
echo "from $PRIVATE_IP table $ROUTE_TABLE" > /etc/sysconfig/network-scripts/rule-
eth0
echo "default via $PRIVATE_GATEWAY dev eth0 table $ROUTE_TABLE" > /etc/sysconfig/
network-scripts/route-eth0
echo "169.254.169.254 dev eth0" >> /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0

# Query the persistent DNI name, assigned by udev via ec2net helper.
#   changable in /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
DNI=$(ip --oneline link | grep -i $DNI_MAC | awk -F ': ' '{ print $2 }')

# Configure DNI to use DHCP on boot.
cat << EOF > /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-$DNI
DEVICE="$DNI"
NAME="$DNI"
HWADDR=$DNI_MAC
ONBOOT=yes
NOZEROCONF=yes
BOOTPROTO=dhcp
TYPE=Ethernet
MAINROUTETABLE=no
EOF

# Make all changes live.
systemctl restart network 
             

CentOS Linux

# Mac address of the direct network interface. You got this when you created the 
 direct network interface.
DNI_MAC=[MAC ADDRESS FROM CREATED DNI]
# The name to use for the direct network interface. You can pick any name that 
 isn't already in use.
DNI=eth1

# Configure routing so that packets meant for the VNIC always are sent through 
 eth0  
PRIVATE_IP=$(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4)
PRIVATE_GATEWAY=$(ip route show to match 0/0 dev eth0 | awk '{print $3}')
ROUTE_TABLE=10001
echo from $PRIVATE_IP table $ROUTE_TABLE > /etc/sysconfig/network-scripts/rule-eth0
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echo default via $PRIVATE_GATEWAY dev eth0 table $ROUTE_TABLE > /etc/sysconfig/
network-scripts/route-eth0

# Configure your direct network interface to use DHCP on boot.
cat << EOF > /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-$DNI
DEVICE="$DNI"
NAME="$DNI"
HWADDR="$DNI_MAC"
ONBOOT=yes
NOZEROCONF=yes
BOOTPROTO=dhcp
TYPE=Ethernet
EOF

# Rename DNI device if needed.
CURRENT_DEVICE_NAME=$(LANG=C ip -o link | awk -F ': ' -vIGNORECASE=1 '!/link\/
ieee802\.11/ && /'"$DNI_MAC"'/ { print $2 }')
ip link set $CURRENT_DEVICE_NAME name $DNI

# Make all changes live.
systemctl restart network

SSH を使用して Snowball Edge のコンピューティン
グインスタンスに接続する
SSH を使用して、AWS Snowball エッジデバイスのコンピューティングインスタンスに接続するには、
ジョブを作成する前に、まず SSH キーを Amazon マシンイメージ (AMI) に提供する必要があります。詳
細については、「AMI を設定して SSH を使用し、デバイスで起動するコンピューティングインスタンス
に接続する (p. 187)」を参照してください。この手順を行わない場合、SSH を使用してインスタンスに
接続することはできません。

SSH を使用してインスタンスに接続するには

1. デバイスの電源が入っており、ネットワークに接続され、ロックが解除されていることを確認しま
す。詳細については、「ローカルネットワークへの接続 (p. 51)」を参照してください。

2. コンピューティングインスタンス用にネットワークが設定されていることを確認します。詳細につい
ては、「コンピューティングインスタンスのネットワーク設定 (p. 188)」を参照してください。

3. メモを確認して、この特定のインスタンスに使用した PEM または PPK キーペアを見つけます。コン
ピュータ上の場所にこれらのファイルのコピーを作成します。PEM ファイルへのパスを書き留めま
す。

4. 次のコマンド例のように、SSH を使用してインスタンスに接続します。この IP アドレスは、「コン
ピューティングインスタンスのネットワーク設定 (p. 188)」で設定した仮想ネットワークインター
フェイス (VNIC) の IP アドレスです。

ssh -i path/to/PEM/key/file instance-user-name@192.0.2.0

詳細については、Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイドの SSH を使用した Linux インス
タンスへの接続を参照してください。

同じ Snowball Edge 上で EC2 コンピューティングイ
ンスタンスから S3 バケットにデータを転送する
同じ Snowball Edge 上のコンピューティングインスタンスと Amazon S3 バケット間で、データを転送
することができます。これを行うには、サポートされる AWS CLI コマンドと適切なエンドポイントを使
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用します。例えば、sbe1.xlarge インスタンスのディレクトリから同じデバイスの Amazon S3 バケッ
ト、myBucket にデータを移動するとします。また、Amazon S3 エンドポイント 192.0.2.1:8080 を使
用しているとします。次の手順に従ってください。

Note

この手順は、「AMI を設定して SSH を使用し、デバイスで起動するコンピューティングインスタ
ンスに接続する (p. 187)」の手順に従っている場合のみ使用できます。

同じ Snowball Edge 上のコンピューティングインスタンスとバケット間でデータを転送するには

1. SSH を使用してコンピューティングインスタンスに接続します。
2. AWS CLI をダウンロードおよびインストールします。インスタンスに AWS CLI がない場合は、これ

をダウンロードしてインストールします。詳細については、「AWS Command Line Interface のイン
ストール」を参照してください。

3. Snowball Edge の Amazon S3 エンドポイントを操作するには、コンピューティングインスタン
スに AWS CLI を設定します。詳細については、「ローカルの Amazon S3 認証情報の取得と使
用 (p. 141)」を参照してください。

4. サポートされる Amazon S3 AWS CLI コマンドを使用して、データを転送します。例:

aws s3 cp ~/june2018/results s3://myBucket/june2018/results --recursive --endpoint 
 http://192.0.2.1:8080

コンピューティングインスタンスの Snowball Edge ク
ライアントのコマンド
Snowball Edge クライアントは、ローカルサーバー上で実行できるスタンドアロンのターミナルアプリ
ケーションです。このアプリケーションにより、Snowball Edge デバイスまたはデバイスのクラスター
で、いくつかの管理タスクを実行することができます。Snowball Edge クライアントを使用したサービス
の開始および停止方法など、このアプリケーションの使用方法の詳細については、Snowball Edge クライ
アントの使用 (p. 118) を参照してください。

以下で、コンピューティングインスタンスに固有の Snowball Edge コマンドに関する情報 (使用例など) を
確認できます。

AWS Snowball Edge デバイスで使用できる Amazon EC2 コマンドのリストについては、Snowball Edge 
で Amazon EC2 用にサポートされる AWS CLI コマンド (p. 198) を参照してください。

Amazon EC2 インスタンスを自動起動させる起動設定の作成
AWS Snowball Edge デバイスで、ロック解除後に Amazon EC2 コンピューティング インスタンスを自
動起動させるには、起動設定を作成します。これを行うには、以下のように、snowballEdge create-
autostart-configuration コマンドを使用します。

使用方法

snowballEdge create-autostart-configuration --physical-connector-type [SFP_PLUS or RJ45 
 or QSFP] --ip-address-assignment [DHCP or STATIC] [--static-ip-address-configuration 
 IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]] --launch-template-id [--launch-template-version]

EC2 インスタンスを自動的に起動するための起動設定の更新
Snowball Edge の既存の起動設定を更新するには、snowballEdge update-autostart-
configuration コマンドを使用します。その使用方法は以下のとおりです。起動設定を有効または無効
にするには、--enabled パラメータを指定します。
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使用方法

snowballEdge update-autostart-configuration --autostart-configuration-arn [--physical-
connector-type [SFP_PLUS or RJ45 or QSFP]] [--ip-address-assignment [DHCP or STATIC]] 
 [--static-ip-address-configuration IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]][--launch-
template-id] [--launch-template-version] [--enabled]

EC2 インスタンスを自動的に起動するための起動設定の削除
使用しなくなった起動設定を削除するには、以下のように、snowballEdge delete-autostart-
configuration コマンドを使用します。

使用方法

snowballEdge delete-autostart-configuration --autostart-configuration-arn

EC2 インスタンスを自動的に起動するための起動設定の一覧表
示
Snowball Edge 上で作成した起動設定を一覧表示するには、以下のように、describe-autostart-
configurations コマンドを使用します。

使用方法

snowballEdge describe-autostart-configurations             

仮想ネットワークインターフェイスの作成
Snowball Edge でコンピューティングインスタンスを実行する、または、NFS インターフェイスを起動す
るときは、まず、仮想ネットワークインターフェイス (VNIC) を作成します。各 Snowball Edge には、デ
バイスの物理的ネットワークインターフェイスコントローラーである、3 つのネットワークインターフェ
イス (NIC) があります。デバイスの背面に、RJ45、SFP、および QSFP ポートがあります。

各 VNIC は物理的なものに基づいており、各 NIC に関連付けられている VNIC の数に制限はありません。
仮想ネットワークインターフェイスを作成するには、snowballEdge create-virtual-network-
interface コマンドを使用します。

Note

--static-ip-address-configuration パラメータは、--ip-address-assignment パラ
メータに STATIC オプションを使用している場合にのみ有効です。

使用

このコマンドは、Snowball Edge クライアントの設定ありか、設定なしの、2 つの方法で使用できます。
以下の使用例は、Snowball Edge クライアントの設定ありの方法を示しています。

snowballEdge create-virtual-network-interface --ip-address-assignment [DHCP or STATIC]
 --physical-network-interface-id [physical network interface id] --static-ip-address-
configuration IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]

以下の使用例は、Snowball Edge クライアントの設定なしの方法を示しています。

snowballEdge create-virtual-network-interface --endpoint https://[ip address] --manifest-
file /path/to/manifest --unlock-code [unlock code] --ip-address-assignment [DHCP or STATIC]
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 --physical-network-interface-id [physical network interface id] --static-ip-address-
configuration IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]

Example 例: VNIC の作成 (DHCP を使用)

snowballEdge create-virtual-network-interface --ip-address-assignment dhcp --physical-
network-interface-id s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd
{ 
  "VirtualNetworkInterface" : { 
    "VirtualNetworkInterfaceArn" : "arn:aws:snowball-device:::interface/
s.ni-8EXAMPLE8EXAMPLEf", 
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd", 
    "IpAddressAssignment" : "DHCP", 
    "IpAddress" : "192.0.2.0", 
    "Netmask" : "255.255.255.0", 
    "DefaultGateway" : "192.0.2.1", 
    "MacAddress" : "EX:AM:PL:E1:23:45" 
  }
}

仮想ネットワークインターフェイスの記述
デバイスで以前に作成した VNIC を定義するには、snowballEdge describe-virtual-network-
interfaces コマンドを使用します。その使用方法は以下のとおりです。

使用

このコマンドは、Snowball Edge クライアントの設定ありか、設定なしの、2 つの方法で使用できます。
以下の使用例は、Snowball Edge クライアントの設定ありの方法を示しています。

snowballEdge describe-virtual-network-interfaces

以下の使用例は、Snowball Edge クライアントの設定なしの方法を示しています。

snowballEdge describe-virtual-network-interfaces --endpoint https://[ip address] --
manifest-file /path/to/manifest --unlock-code [unlock code]

Example 例: VNIC の定義

snowballEdge describe-virtual-network-interfaces
[ 
  { 
    "VirtualNetworkInterfaceArn" : "arn:aws:snowball-device:::interface/
s.ni-8EXAMPLE8EXAMPLE8", 
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd", 
    "IpAddressAssignment" : "DHCP", 
    "IpAddress" : "192.0.2.0", 
    "Netmask" : "255.255.255.0", 
    "DefaultGateway" : "192.0.2.1", 
    "MacAddress" : "EX:AM:PL:E1:23:45" 
  },{ 
    "VirtualNetworkInterfaceArn" : "arn:aws:snowball-device:::interface/
s.ni-1EXAMPLE1EXAMPLE1", 
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd", 
    "IpAddressAssignment" : "DHCP", 
    "IpAddress" : "192.0.2.2", 
    "Netmask" : "255.255.255.0", 
    "DefaultGateway" : "192.0.2.1", 
    "MacAddress" : "12:34:5E:XA:MP:LE" 
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  }   
]

仮想ネットワークインターフェイスの更新
仮想ネットワークインターフェイス (VNIC) の作成後、snowballEdge update-virtual-network-
interface コマンドを使用して、その設定を更新できます。特定の VNIC の Amazon リソースネーム 
(ARN) を指定してから、更新する要素に対してのみ値を指定します。

使用方法

このコマンドは、Snowball Edge クライアントの設定ありか、設定なしの、2 つの方法で使用できます。
以下の使用例は、Snowball Edge クライアントの設定ありの方法を示しています。

snowballEdge update-virtual-network-interface --virtual-network-interface-arn [virtual 
 network-interface-arn] --ip-address-assignment [DHCP or STATIC] --physical-network-
interface-id [physical network interface id] --static-ip-address-configuration 
 IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]

以下の使用例は、Snowball Edge クライアントの設定なしの方法を示しています。

snowballEdge update-virtual-network-interface --endpoint https://[ip address] --
manifest-file /path/to/manifest --unlock-code [unlock code] --virtual-network-interface-
arn [virtual network-interface-arn] --ip-address-assignment [DHCP or STATIC] --physical-
network-interface-id [physical network interface id] --static-ip-address-configuration 
 IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]

Example 例: VNIC の更新 (DHCP を使用)

snowballEdge update-virtual-network-interface --virtual-network-interface-arn 
 arn:aws:snowball-device:::interface/s.ni-8EXAMPLEbEXAMPLEd --ip-address-assignment dhcp

仮想ネットワークインターフェイスの削除
仮想ネットワークインターフェイスを削除するには、 snowballEdge delete-virtual-network-
interface コマンドを使用できます。

使用方法

このコマンドは、Snowball Edge クライアントの設定ありか、設定なしの、2 つの方法で使用できます。
以下の使用例は、Snowball Edge クライアントの設定ありの方法を示しています。

snowballEdge delete-virtual-network-interface --virtual-network-interface-arn [virtual 
 network-interface-arn]

以下の使用例は、Snowball Edge クライアントの設定なしの方法を示しています。

snowballEdge delete-virtual-network-interface --endpoint https://[ip address] --manifest-
file /path/to/manifest --unlock-code [unlock code] --virtual-network-interface-arn [virtual 
 network-interface-arn]

Example 例: VNIC の削除

snowballEdge delete-virtual-network-interface --virtual-network-interface-arn 
 arn:aws:snowball-device:::interface/s.ni-8EXAMPLEbEXAMPLEd
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Amazon EC2 エンドポイントの使用
以下は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) エンドポイントの概要です。このエンドポイント
では、Amazon EC2 API オペレーションを使用して、Amazon マシンイメージ (AMI) とコンピューティン
グインスタンスを、プログラムで管理できます。

Amazon EC2 エンドポイントを AWS CLI エンドポイントとして
指定する
AWS CLI を使用して AWS Snowball Edge デバイスにコマンドを発行する際、エンドポイントを Amazon 
EC2 エンドポイントに指定できます。次に示すように、HTTPS エンドポイント、またはセキュリティで
保護されていない HTTP エンドポイントの使用を選択できます。

セキュリティで保護された HTTPS エンドポイント

aws ec2 describe-instances --endpoint https://192.0.2.0:8243 --ca-bundle path/to/
certificate

セキュリティで保護されていない HTTP エンドポイント

aws ec2 describe-instances --endpoint http://192.0.2.0:8008

8243 の HTTPS エンドポイントを使用すると、転送中のデータは暗号化されます。この暗号化は、ロック
の解除時に Snowball Edge によって生成される証明書を使用して行われます。証明書を取得したら、ロー
カルの ca-bundle.pem ファイルに保存できます。次に、以下に示すように AWS CLI プロファイルを設
定し、証明書へのパスを含めます。

証明書を Amazon EC2 エンドポイントに関連付けるには

1. Snowball Edge を電源とネットワークに接続し、電源を入れます。
2. デバイスのロック解除が終了したら、ローカルネットワークでの IP アドレスを書き留めておきます。
3. ネットワーク上のターミナルから Snowball Edge に ping を送信できることを確認します。
4. ターミナルで snowballEdge get-certificate コマンドを実行します。このコマンドの詳細につ

いては、「データ転送の証明書の取得 (p. 126)」を参照してください。
5. snowballEdge get-certificate コマンドの出力をファイルに保存します (例: ca-

bundle.pem)。
6. ターミナルから次のコマンドを実行します。

aws configure set profile.snowballEdge.ca_bundle /path/to/ca-bundle.pem

この手順を完了したら、これらのローカル認証情報、証明書、および指定されたエンドポイントを使用し
て CLI コマンドを実行できます。

Snowball Edge で Amazon EC2 用にサポートされる AWS CLI コ
マンド
ここでは、該当する AWS CLI コマンドに Amazon EC2 エンドポイントを指定する方法について説明しま
す。AWS CLI のインストールと設定、および AWS CLI コールの対象とするリージョンを指定する方法な
どの詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドを参照してください。
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Snowball Edge でサポートされる Amazon EC2 AWS CLI コマンドの一覧

以下に、Snowball Edge デバイスでサポートされる、Amazon EC2 用の AWS CLI コマンドとオプション
のサブセットについて説明します。コマンドまたはオプションが以下に示されていない場合、そのコマン
ドまたはオプションはサポートされていません。サポートされていない一部のオプションを、コマンドと
ともに宣言できます。ただし、それらのオプションは無視されます。

• associate-address – デバイスの 3 つの物理ネットワークインターフェイスのいずれかで使用するため
に、仮想 IP アドレスをインスタンスに関連付けます。
• --instance-id – 単一の sbe インスタンスの ID。
• --public-ip – インスタンスへのアクセスに使用する仮想 IP アドレス。

• attach-volume – デバイスで停止したか実行中のインスタンスに Amazon EBS ボリュームをアタッチ
し、指定したデバイス名でインスタンスに公開します。
• --device value — デバイス名。
• —instance-id — ターゲットの Amazon EC2 インスタンスの ID。
• -volume-id value — EBS ボリュームの ID。

• authorize-security-group-egress— Snowball Edge デバイスで使用するために、1 つ以上の Egress ルー
ルをセキュリティグループに追加します。具体的には、このアクションでは、1 つ以上の IPv4 CIDR ア
ドレス範囲にインスタンスがトラフィックを送信できます。詳細については、「Snowball Edge デバイ
スのセキュリティグループ (p. 218)」を参照してください。
• --group-id value — セキュリティグループの ID
• [--ip-permissions value] — IP アクセス許可の 1 つ以上のセット。

• authorize-security-group-ingress— 1 つ以上の Ingress ルールをセキュリティグループに追加しま
す。authorize-security-group-ingress を呼び出すときは、group-name または group-id の
どちらかの値を指定する必要があります。
• [--group-name value] — セキュリティグループ名。
• [--group-id value] — セキュリティグループの ID
• [--ip-permissions value] — IP アクセス許可の 1 つ以上のセット。
• [--protocol value] IP プロトコル。指定できる値は tcp、udp、およびicmpです。「すべてのプロト

コル」が指定されている場合を除き、--port 引数は必須です (-1)。
• [--port value] — TCP または UDP 用に許可するポートの範囲。この値は、1 つの整数または範囲 (最

小/最大) です。

ICMP の場合、1 つの整数または範囲 (type-code) です。この場合、type は ICMP タイプ番号を表
し、code は ICMP コード番号を表します。-1 の値は、すべての ICMP タイプのすべての ICMP コー
ドを示します。type だけの -1 の値は、特定の ICMP タイプのすべての ICMP コードを示します。

• [--cidr value] — CIDR IP の範囲。
• create-launch-template— 起動テンプレートを作成します。起動テンプレートには、インスタンスを起動

するためのパラメータが含まれています。RunInstances を使用してインスタンスを起動するときに、
リクエストで起動パラメータを指定する代わりに起動テンプレートを指定できます。デバイスごとに最
大 100 個のテンプレートを作成できます。
• --launch-template-namestring — 起動テンプレートの名前。
• --launch-template-datastructure — 起動テンプレートの情報。以下の属性がサポートされていま

す。
• ImageId

• InstanceType

• SecurityGroupIds

• TagSpecifications

• UserData

JSON 構文:
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{ 
    "ImageId":"string", 
    "InstanceType":"sbe-c.large", 
    "SecurityGroupIds":["string", ...], 
    "TagSpecifications":[{"ResourceType":"instance","Tags":
[{"Key":"Name","Value":"Test"}, 
    {"Key":"Stack","Value":"Gamma"}]}], 
    "UserData":"this is my user data"
}                                 

• [--version-description string] — 起動テンプレートの最初のバージョンの説明。
• --endpoint snowballEndpoint — Amazon EC2 API オペレーションを使用して、コンピューティン

グインスタンスをプログラムで管理できるようにする値。詳細については、「Amazon EC2 エンドポ
イントを AWS CLI エンドポイントとして指定する (p. 198)」を参照してください。

• create-launch-template-version—起動テンプレートの新しいバージョンを作成します。新しいバージョ
ンの基になる起動テンプレートの既存のバージョンを指定できます。起動テンプレートのバージョンに
は、作成された順序で番号が付けられます。起動テンプレートのバージョン番号を指定、変更、または
置き換えることはできません。起動テンプレートごとに最大 100 個のバージョンを作成できます。

リクエストで起動テンプレート ID または起動テンプレート名を指定します。
• --launch-template-idstring — 起動テンプレートの ID。
• --launch-template-namestring — 起動テンプレートの名前。
• --launch-template-datastructure — 起動テンプレートの情報。以下の属性がサポートされていま

す。
• ImageId

• InstanceType

• SecurityGroupIds

• TagSpecifications

• UserData

JSON 構文:

{ 
    "ImageId":"string", 
    "InstanceType":"sbe-c.large", 
    "SecurityGroupIds":["string", ...], 
    "TagSpecifications":[{"ResourceType":"instance","Tags":
[{"Key":"Name","Value":"Test"}, 
     {"Key":"Stack","Value":"Gamma"}]}], 
    "UserData":"this is my user data"
}                               

• [--source-version string] — 新しいバージョンの基となる起動テンプレートのバージョン番号。新し
いバージョンは、launch-template-data で指定したパラメータを除いて、基になるバージョンと
同じ起動パラメータを継承します。

• [--version-description string] — 起動テンプレートの最初のバージョンの説明。
• --endpoint snowballEndpoint — Amazon EC2 API オペレーションを使用して、コンピューティン

グインスタンスをプログラムで管理できるようにする値。詳細については、「Amazon EC2 エンドポ
イントを AWS CLI エンドポイントとして指定する (p. 198)」を参照してください。

• create-tags — 指定したリソースの 1 つ以上のタグを追加または上書きします。各リソースには、最大 
50 個のタグを設定できます。各タグはキーとオプションの値で構成されます。タグキーは、リソースご
とに一意にする必要があります。以下のリソースがサポートされています。
• AMI
• インスタンス

200

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/create-launch-template-version.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/create-tags.html


AWS Snowball Edge 開発者ガイド
Amazon EC2 エンドポイントの使用

• 起動テンプレート
• セキュリティグループ
• キーペア

• create-security-group— Snowball Edge にセキュリティグループを作成します。最大で 50 個のセキュリ
ティグループを作成できます。セキュリティグループを作成するときに、任意のフレンドリ名を指定し
ます。
• --group-name value — セキュリティグループ名。
• --description value — セキュリティグループの説明。これは、情報提供のみを目的としています。こ

の値の長さは最大 255 文字とすることができます。
• create-volume — デバイスのインスタンスにアタッチできる Amazon EBS ボリュームを作成します。

• [--sizevalue] — のボリュームのサイズでGiBs、1 GiB から 1 TB (1000GiBs) とすることができます。
• [--snapshot-id value] — ボリュームの作成元となるスナップショット。
• [--volume-type value] — ボリュームのタイプ。値が指定されていない場合、デフォルト値は sbg1 で

す。以下に示しているのは、可能な値です。
• マグネティックボリュームの sbg1
• SSD ボリュームの sbp1

• [--tag-specification value] — 作成中にボリュームに適用するタグのリスト。
• delete-launch-template— 起動テンプレートを削除します。起動テンプレートを削除すると、すべての

バージョンが削除されます。

リクエストで起動テンプレート ID または起動テンプレート名を指定します。
• --launch-template-idstring — 起動テンプレートの ID。
• --launch-template-namestring — 起動テンプレートの名前。
• --endpoint snowballEndpoint — Amazon EC2 API オペレーションを使用して、コンピューティン

グインスタンスをプログラムで管理できるようにする値。詳細については、「Amazon EC2 エンドポ
イントを AWS CLI エンドポイントとして指定する (p. 198)」を参照してください。

• delete-launch-template-version— 起動テンプレートの 1 つ以上のバージョンを削除します。起動テ
ンプレートのデフォルトバージョンは削除できません。まずデフォルトとして別のバージョンを割
り当てる必要があります。デフォルトバージョンが起動テンプレートの唯一のバージョンである場合
は、delete-launch-template コマンドを使用して起動テンプレート全体を削除します。

リクエストで起動テンプレート ID または起動テンプレート名を指定します。
• --launch-template-idstring — 起動テンプレートの ID。
• --launch-template-namestring — 起動テンプレートの名前。
• --versions (list) "string" "string" — 削除する 1 つ以上の起動テンプレートバージョンのバー

ジョン番号。
• --endpoint snowballEndpoint — Amazon EC2 API オペレーションを使用して、コンピューティン

グインスタンスをプログラムで管理できるようにする値。詳細については、「Amazon EC2 エンドポ
イントを AWS CLI エンドポイントとして指定する (p. 198)」を参照してください。

• delete-security-group— セキュリティグループを削除します。

インスタンスに関連付けられている、または他のセキュリティグループによって参照されているセキュ
リティグループを削除しようとすると、DependencyViolation でそのオペレーションは失敗しま
す。
• --group-name value — セキュリティグループ名。
• --description value — セキュリティグループの説明。これは、情報提供のみを目的としています。こ

の値の長さは最大 255 文字とすることができます。
• delete-tags — 指定したリソース (AMI、コンピューティングインスタンス、起動テンプレート、セキュ

リティグループ) から、指定したタグのセットを削除します。
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• delete-volume — 指定した Amazon EBS ボリュームを削除します。ボリュームは available 状態であ
る必要があります (インスタンスにアタッチされていません)。
• --volume-id value — ボリュームの ID。

• describe-addresses — デバイスで同じ数の sbe インスタンスに関連付けられている 1 つ以上の仮想 IP 
アドレスを定義します。
• --public-ips – インスタンスに関連付けられている 1 つ以上の仮想 IP アドレス。

• describe-images — 使用可能な 1 つ以上のイメージ (AMI) について説明します。使用可能なイメージ
は、ジョブの作成時に Snowball Edge デバイスに追加されます。
• --image-id — AMI の Snowball AMI ID。

• describe-instance-attribute— 指定されたインスタンスの指定された属性について説明します。一度に 1 
つの属性のみ指定できます。以下の属性がサポートされています。
• instanceInitiatedShutdownBehavior

• instanceType

• userData

• describe-instances – 1 つ以上のインスタンスを記述します。レスポンスは、インスタンスに割り当てら
れているすべてのセキュリティグループを返します。
• --instance-ids – デバイスで停止した 1 つ以上の sbe インスタンスの ID。
• --page-size — 呼び出しで取得する各ページのサイズ。この値は、コマンドの出力で返された項目数に

は影響を与えません。ページサイズを小さく設定すると、デバイスへの呼び出しが多くなり、各呼び
出しで取得する項目が少なくなります。こうすることで、呼び出しのタイムアウトを防ぐことができ
ます。

• --max-items — コマンドの出力で返される項目の総数。使用可能な項目の総数が指定された値を上回
る場合、コマンドの出力で NextToken が提供されます。ページ分割を再開するには、後続コマンド
の starting-token 引数で NextToken 値を指定します。

• --starting-token — ページ割りを始める場所を指定するトークン。このトークンは、以前に切り詰めら
れたレスポンスからの NextToken 値です。

• describe-instance-status— 指定されたインスタンスまたはすべてのインスタンスのステータスを説明し
ます。デフォルトでは、すべてのインスタンスのステータスを返すように特に指定しない限り、実行中
のインスタンスのみが記述されます。インスタンスステータスには、以下のコンポーネントが含まれま
す。
• ステータスチェック — Snow デバイスは、稼働中の Amazon EC2 インスタンスのステータスチェッ

クを実行して、ハードウェアおよびソフトウェアの問題を特定します。
• インスタンスの状態 — インスタンスを起動した瞬間から終了まで管理できます。

このコマンドでは、以下のフィルターがサポートされます。
• [--filters](リスト)

フィルター。
• instance-state-code— 16 ビットの符号なし整数としてのインスタンス状態のコード。上位

バイトは内部サービスレポート目的で使用され、無視する必要があります。下位バイトは、表示
されている状態に基づいて設定されます。有効な値は 0 (保留中)、16 (実行中)、32 (シャットダウ
ン)、48 (終了)、64 (停止中)、80 (停止中) です。

• instance-state-name— インスタンスの状態 (pending|running |shutting-down
|terminatedstopping |stopped)。

• instance-status.reachability— 名前がreachability (passed| |failedinitializing
|insufficient-data) のインスタンスステータスをフィルタリングします。

• instance-status.status— インスタンスのステータス (ok| |impaired
|initializinginsufficient-data |not-applicable)。

• system-status.reachability— 名前がリーチビリティ (passed| |failedinitializing
|insufficient-data) であるシステムステータスをフィルタリングします。
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• system-status.status— インスタンスのシステムステータス (ok| |impaired
|initializinginsufficient-data |not-applicable)。

• JSON シンタックス:

[ 
  { 
    "Name": "string", 
    "Values": ["string", ...] 
  } 
  ...
]

• [--instance-ids](リスト)

インスタンス ID。

デフォルト:すべてのインスタンスの説明を表示します。
• [--dry-run|--no-dry-run](ブーリアン)

実際にリクエストを行わずに、アクションに必要な権限があるかどうかを確認し、エラーレスポンス
を返します。必要な許可がある場合、エラーレスポンスはですDryRunOperation。

それ以外の場合は、UnauthorizedOperation です。
• [--include-all-instances | --no-include-all-instances](ブーリアン)

いつtrue、すべてのインスタンスのヘルスステータスが含まれます。いつfalse、実行中のインスタ
ンスのヘルスステータスのみが含まれます。

デフォルト: false
• [--page-size](integer) — 呼び出しで取得する各ページのサイズ。この値は、コマンドの出力で返

された項目数には影響を与えません。ページサイズを小さく設定すると、デバイスへの呼び出しが多
くなり、各呼び出しで取得する項目が少なくなります。こうすることで、呼び出しのタイムアウトを
防ぐことができます。

• [--max-items](integer) — コマンドの出力で返される項目の総数。使用可能な項目の総数が指定さ
れた値を上回る場合、コマンドの出力で NextToken が提供されます。ページ分割を再開するには、
後続コマンドの starting-token 引数で NextToken 値を指定します。

• [--starting-token](string) — ページ割りを始める場所を指定するトークン。このトークンは、以
前に切り詰められたレスポンスからの NextToken 値です。

• describe-launch-templates— 1 つ以上の起動テンプレートを定義します。describe-launch-
templates コマンドはページ分割されたオペレーションです。複数の呼び出しを行って、結果のデー
タセット全体を取得できます。

リクエストで起動テンプレート ID または起動テンプレート名を指定します。
• --launch-template-ids (list)"string" "string" — 起動テンプレートの ID のリスト。
• --launch-template-names (list)"string" "string" — 起動テンプレートの名前のリスト。
• --page-size — 呼び出しで取得する各ページのサイズ。この値は、コマンドの出力で返された項目数に

は影響を与えません。ページサイズを小さく設定すると、デバイスへの呼び出しが多くなり、各呼び
出しで取得する項目が少なくなります。こうすることで、呼び出しのタイムアウトを防ぐことができ
ます。

• --max-items — コマンドの出力で返される項目の総数。使用可能な項目の総数が指定された値を上回
る場合、コマンドの出力で NextToken が提供されます。ページ分割を再開するには、後続コマンド
の starting-token 引数で NextToken 値を指定します。

• --starting-token — ページ割りを始める場所を指定するトークン。このトークンは、以前に切り詰めら
れたレスポンスからの NextToken 値です。
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• --endpoint snowballEndpoint — Amazon EC2 API オペレーションを使用して、コンピューティン
グインスタンスをプログラムで管理できるようにする値。詳細については、「Amazon EC2 エンドポ
イントを AWS CLI エンドポイントとして指定する (p. 198)」を参照してください。

• describe-launch-template-versions— 指定した起動テンプレートの 1 つ以上のバージョンを定義しま
す。すべてのバージョン、個々のバージョン、またはバージョンの範囲を定義できます。describe-
launch-template-versions コマンドはページ分割されたオペレーションです。複数の呼び出しを
行って、結果のデータセット全体を取得できます。

リクエストで起動テンプレート ID または起動テンプレート名を指定します。
• --launch-template-idstring — 起動テンプレートの ID。
• --launch-template-namestring — 起動テンプレートの名前。
• [--versions (list) "string" "string"] — 削除する 1 つ以上の起動テンプレートバージョンのバー

ジョン番号。
• [--min-version string] — 起動テンプレートバージョンを説明する最小のバージョン番号。
• [--max-version string] — 起動テンプレートバージョンを説明する最大のバージョン番号。
• --page-size — 呼び出しで取得する各ページのサイズ。この値は、コマンドの出力で返された項目数に

は影響を与えません。ページサイズを小さく設定すると、デバイスへの呼び出しが多くなり、各呼び
出しで取得する項目が少なくなります。こうすることで、呼び出しのタイムアウトを防ぐことができ
ます。

• --max-items — コマンドの出力で返される項目の総数。使用可能な項目の総数が指定された値を上回
る場合、コマンドの出力で NextToken が提供されます。ページ分割を再開するには、後続コマンド
の starting-token 引数で NextToken 値を指定します。

• --starting-token — ページ割りを始める場所を指定するトークン。このトークンは、以前に切り詰めら
れたレスポンスからの NextToken 値です。

• --endpoint snowballEndpoint — Amazon EC2 API オペレーションを使用して、コンピューティン
グインスタンスをプログラムで管理できるようにする値。詳細については、「Amazon EC2 エンドポ
イントを AWS CLI エンドポイントとして指定する (p. 198)」を参照してください。

• describe-security-groups— 1 つ以上のセキュリティグループを説明します。

describe-security-groups コマンドはページ分割されたオペレーションです。複数の API コール
を発行して、結果のデータセット全体を取得できます。
• [--group-name value] — セキュリティグループ名。
• [--group-id value] — セキュリティグループの ID。
• [--page-size value] — AWS のサービス呼び出しで取得する各ページのサイズ。このサイズは、コマ

ンドの出力で返された項目数には影響を与えません。ページサイズを小さく設定すると、AWS サー
ビスへの呼び出しが多くなり、各呼び出しで取得する項目が少なくなります。この方法により、AWS 
のサービス呼び出しのタイムアウトを防ぐことができます。使用例については、AWS Command Line 
Interface ユーザーガイドのページ割りを参照してください。

• [--max-items value] — コマンドの出力で返される項目の総数。使用可能な項目の総数が指定さ
れた値を上回る場合、コマンドの出力で NextToken が提供されます。ページ分割を再開するに
は、後続コマンドの starting-token 引数で NextToken 値を指定します。AWS CLI の範囲外で
NextToken レスポンス要素を直接使用しないでください。使用例については、AWS Command Line 
Interface ユーザーガイドのページ割りを参照してください。

• [--starting-token value] — ページ割りを始める場所を指定するトークン。このトークンは、以前に
切り詰められたレスポンスからの NextToken 値です。使用例については、AWS Command Line 
Interface ユーザーガイドのページ割りを参照してください。

• describe-tags — 指定したリソース (image、instance、またはセキュリティグループ) の1 つ以上のタ
グを説明します。このコマンドでは、次のフィルタがサポートされています。
• launch-template
• resource-id
• resource-type – image または instance
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• key
• value

• describe-volumes — 指定した Amazon EBS ボリュームについて説明します。
• [--max-items value] — コマンドの出力で返される項目の総数。使用可能な項目の総数が指定された

値を上回る場合、コマンドの出力で NextToken が提供されます。ページ分割を再開するには、後続
コマンドの starting-token 引数で NextToken 値を指定します。

• [--starting-token value] — ページ割りを始める場所を指定するトークン。このトークンは、以前に切
り詰められたレスポンスからの NextToken 値です。

• [--volume-ids value] — 1 つ以上のボリュームの ID。
• detach-volume — 停止したか、実行中のインスタンスから Amazon EBS ボリュームをデタッチします。

• [--device value] — デバイス名。
• [--instance-id] — ターゲットの Amazon EC2 インスタンスの ID。
• --volume-id value — ボリュームの ID。

• disassociate-address – 仮想 IP アドレスとインスタンスの関連付けを解除します。
• --public-ip — インスタンスからの関連付けを解除する仮想 IP アドレス。

• get-launch-template-data— 指定されたインスタンスの構成データを取得します。このデータを使用して
起動テンプレートを作成できます。
• --instance-id – 単一の sbe インスタンスの ID。
• --endpoint snowballEndpoint — Amazon EC2 API オペレーションを使用して、コンピューティン

グインスタンスをプログラムで管理できるようにする値。詳細については、「Amazon EC2 エンドポ
イントを AWS CLI エンドポイントとして指定する (p. 198)」を参照してください。

• modify-launch-template— 起動テンプレートを変更します。起動テンプレートのどのバージョンをデ
フォルトバージョンとして設定するかを指定できます。起動テンプレートのバージョンを指定せずにイ
ンスタンスを起動すると、起動テンプレートのデフォルトバージョンが適用されます。

リクエストで起動テンプレート ID または起動テンプレート名を指定します。
• --launch-template-idstring — 起動テンプレートの ID。
• --launch-template-namestring — 起動テンプレートの名前。
• --default-version string — デフォルトバージョンとして設定された起動テンプレートのバージョン

番号。
• --endpoint snowballEndpoint — Amazon EC2 API オペレーションを使用して、コンピューティン

グインスタンスをプログラムで管理できるようにする値。詳細については、「Amazon EC2 エンドポ
イントを AWS CLI エンドポイントとして指定する (p. 198)」を参照してください。

• modify-instance-attribute— 指定されたインスタンスの属性を変更します。以下の属性がサポートされて
います。
• instanceInitiatedShutdownBehavior
• userData

• revoke-security-group-egress— セキュリティグループから 1 つ以上の Egress ルールを削除します。
• [--group-id value] — セキュリティグループの ID
• [--ip-permissions value] — IP アクセス許可の 1 つ以上のセット。

• revoke-security-group-ingress— セキュリティグループに対する 1 つ以上の Ingress ルールを取り消しま
す。revoke-security-group-ingress を呼び出すときは、group-name または group-id のどち
らかの値を指定する必要があります。
• [--group-name value] — セキュリティグループ名。
• [--group-id value] — セキュリティグループの ID。
• [--ip-permissions value] — IP アクセス許可の 1 つ以上のセット。
• [--protocol value] IP プロトコル。指定できる値は tcp、udp、およびicmpです。「すべてのプロト

コル」が指定されている場合を除き、--port 引数は必須です (-1)。
• [--port value] — TCP または UDP 用に許可するポートの範囲。単一の整数または範囲 (最小/最大)。
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ICMP の場合、1 つの整数または範囲 (type-code) です。この場合、type は ICMP タイプ番号を表
し、code は ICMP コード番号を表します。-1 の値は、すべての ICMP タイプのすべての ICMP コー
ドを示します。type だけの -1 の値は、特定の ICMP タイプのすべての ICMP コードを示します。

• [--cidr value] — CIDR IP の範囲。
• run-instances — AMI 用の Snowball AMI ID を使用して、複数のコンピューティングインスタンスを起動

します。

Note

インスタンスのサイズとタイプに応じて、Snowball Edge 上でコンピューティングインスタン
スを起動する際に、最大で 1 時間半かかることがあります。

• [--block-device-mappings(list)] — ブロックデバイスマッピングエントリ。パラメータ
DeleteOnTermination、VolumeSize、および VolumeType がサポートされています。ブートボ
リュームのタイプは sbg1 である必要があります。

このコマンドの JSON 構文は次のとおりです。

{ 
   "DeviceName": "/dev/sdh", 
   "Ebs":  
   { 
      "DeleteOnTermination": true|false, 
      "VolumeSize": 100, 
      "VolumeType": "sbp1"|"sbg1" 
   }
}                                       

• --count — 起動するインスタンスの数。単一の数字が指定されている場合は、起動する最小値と見な
されます (デフォルトは 1)。min:max の形式で範囲が指定されている場合、最初の数字は起動するイ
ンスタンスの最小数と解釈され、2 番目は起動するインスタンスの最大数として解釈されます。

• --image-id — describe-images を呼び出して取得できる、AMI の Snowball AMI ID。インスタンス
を起動するには、AMI が必要です。

• --InstanceInitiatedShutdownBehavior — デフォルトでは、インスタンスから (shutdown や poweroff 
などのコマンドを使用して) シャットダウンを開始すると、インスタンスが停止します。この動作
を変更して、インスタンスの停止ではなく終了させることができます。パラメータ stop および
terminate がサポートされています。デフォルトは stop です。詳細については、Amazon EC2 
Linux インスタンス用ユーザーガイドのインスタンスによって開始されるシャットダウン動作の変
更を参照してください。

• --instance-type – sbe インスタンスタイプ。
• --launch-template structure — インスタンスの起動に使用する起動テンプレート。run-
instances コマンドで指定したパラメータはすべて、起動テンプレート内の同じパラメータを上書
きします。起動テンプレートの名前または ID のいずれかを指定できますが、両方を指定することはで
きません。

{ 
   "LaunchTemplateId": "string", 
   "LaunchTemplateName": "string", 
   "Version": "string"
}                                 

• --security-group-ids — 1 つまたは複数のセキュリティグループ ID。を使用してセキュリティグループ
を作成できますCreateSecurityGroup。値を指定しない場合、デフォルトのセキュリティグループの 
ID が作成したインスタンスに割り当てられます。

• --tag-specifications — 起動中にリソースに適用されるタグ。起動時にのみインスタンスにタグ付けで
きます。指定されたタグは、起動時に作成されたすべてのインスタンスに適用されます。作成後のリ
ソースにタグを付けるには、create-tags を使用します。
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• --user-data — インスタンスで使用可能なユーザーデータ。AWS CLI を使用している場合は、base64 
エンコードが自動的に実行され、ファイルからテキストを読み込むことができます。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する必要があります。

• --key-name (文字列) — キーペア名。キーペアは、CreateKeyPair または ImportKeyPair を使用
して作成できます。。

Warning

キーペアを指定しない場合、ユーザーが別の方法でログインすることを許可する設定の AMI 
を選択した場合を除き、インスタンスに接続することはできません。

• start-instances — 以前に停止した sbe インスタンスを開始します。インスタンスにアタッチされたすべ
てのリソースは、開始や停止の間は保持されますが、インスタンスを終了させると消去されます。
• --instance-ids – デバイスで停止した 1 つ以上の sbe インスタンスの ID。

• stop-instances — 実行中の sbe インスタンスを停止します。インスタンスにアタッチされたすべてのリ
ソースは、開始や停止の間は保持されますが、インスタンスを終了させると消去されます。
• --instance-ids – デバイスで停止する 1 つ以上の sbe インスタンスの ID。

• terminate-instances — 1 つ以上のインスタンスをシャットダウンします。このオペレーションはべき等
です。インスタンスを複数回終了させると、各コールは成功します。インスタンスにアタッチされたす
べてのリソースは、開始や停止の間は保持されますが、インスタンスを終了させるとデータは消去され
ます。

Note

デフォルトでは、shutdown や poweroff などのコマンドを使用してインス
タンスからシャットダウンを開始すると、インスタンスは停止します。ただ
し、InstanceInitiatedShutdownBehavior 属性を使用してこの動作を変更し、これらの
コマンドでインスタンスを終了させることができます。詳細については、Amazon EC2 Linux 
インスタンス用ユーザーガイドのインスタンスによって開始されるシャットダウン動作の変
更を参照してください。

• --instance-ids — デバイスで終了する 1 つ以上の sbe インスタンスの ID。これらのインスタンスに保
存されたすべての関連するデータは失われます。

• create-key-pair— 指定した名前で 2,048 ビットの RSA key pair を作成します。Amazon EC2 は公開
キーを保存し、ファイルに保存するプライベートキーを表示します。PEM エンコードされた PKCS#1 
形式 (暗号化なし) で、プライベートキーが返されます。指定した名前のキーがすでに存在する場
合、Amazon EC2 からエラーが返されます。
• —key-name (文字列) — キーペアの一意の名前。

制約: 最大 255 字の ASCII 文字。
• [--tag-specifications] (リスト) — 新しいキーペアに適用するタグ。

{ 
    "ResourceType": "image"|"instance"|"key-pair"|"launch-template"|"security-group", 
    "Tags": [ 
      { 
        "Key": "string", 
        "Value": "string" 
      } 
      ... 
    ] 
  } 
  ...

• import-key-pair –
• —key-name (文字列) — キーペアの一意の名前。

制約: 最大 255 字の ASCII 文字。
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• --public-key-material (blob) — 公開キー。API コールの場合、テキストは base64 でエンコードされて
いる必要があります。コマンドラインツールでは、base64 エンコーディングが自動的に実行されま
す。

• [--tag-specifications] (リスト) — 新しいキーペアに適用するタグ。

{ 
    "ResourceType": "image"|"instance"|"key-pair"|"launch-template"|"security-group", 
    "Tags": [ 
      { 
        "Key": "string", 
        "Value": "string" 
      } 
      ... 
    ] 
  }

• describe-key-pairs –

[--filters] (リスト) — フィルター。
• key-pair-id— key pair の ID。
• key-name — キーペア名。
• tag-key — リソースに割り当てられたタグのキー。このフィルターを使用して、タグの値に関係な

く、特定のキーでタグが割り当てられているすべてのリソースを検索します。
• [--tag-specifications] (リスト) — 新しいキーペアに適用するタグ。
• tag :key — リソースに割り当てられたタグのキーと値の組み合わせ。フィルター名にタグキーを使

用し、タグ値をフィルター値として使用します。例えば、キー Owner と値 Team A のタグを持つす
べてのリソースを検索するには、tag:Owner のフィルター名と Team A のフィルター値を指定しま
す。

{ 
    "Name": "string", 
    "Values": ["string", ...] 
  } 
  ...

• [--key-names] (リスト) — キーペア名。

デフォルト: すべてのキーペアを説明します。
• [--key-pair-ids] (list) — キーペアの ID。
• delete-key-pair –

• [--key-name] (文字列) — キーペア名。
• [--key-pair-id] (文字列) — key pair の ID。

サポートされる Amazon EC2 API オペレーション
以下に、Snowball Edge で使用できる Amazon EC2 API オペレーションについて説明します (Amazon 
EC2 API リファレンス内の説明へのリンクあり)。Amazon EC2 API コールでは、署名バージョン 4 
(SigV4) 署名が必要です。AWS CLI または AWS SDK を使用してこれらの API コールを実行する場
合、SigV4 署名は自動的に処理されます。それ以外の場合は、お客様独自の SigV4 署名ソリューションを
実装する必要があります。詳細については、「ローカルの Amazon S3 認証情報の取得と使用 (p. 141)」
を参照してください。

• AssociateAddress— Elastic IP アドレスをインスタンスまたはネットワークインターフェイスに関連付
けます。

• AttachVolume— 以下のリクエストパラメータがサポートされています。
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• Device

• InstanceId

• VolumeId

• AuthorizeSecurityGroupEgress— Snowball Edge デバイスで使用するために、1 つ以上の Egress ルール
をセキュリティグループに追加します。具体的には、このアクションでは、1 つ以上の IPv4 CIDR アド
レス範囲にインスタンスがトラフィックを送信できます。

• AuthorizeSecurityGroupIngress— 1 つ以上の Ingress ルールをセキュリティグループに追加しま
す。AuthorizeSecurityGroupIngress を呼び出すときは、GroupName または GroupId のどちらかの値を
指定する必要があります。

• CreateVolume— 以下のリクエストパラメータがサポートされています。
• SnapshotId

• Size

• VolumeType

• TagSpecification.N

• CreateLaunchTemplate— 以下のリクエストパラメータがサポートされています。
• ImageId

• InstanceType

• SecurityGroupIds

• TagSpecifications

• UserData

• CreateLaunchTemplateVersion
• CreateTags— 以下のリクエストパラメータがサポートされています。

• AMI

• Instance

• Launch template

• Security group

• CreateSecurityGroup— Snowball Edge にセキュリティグループを作成します。最大で 50 個のセキュリ
ティグループを作成できます。セキュリティグループを作成するときに、任意のフレンドリ名を指定し
ます。

• DeleteLaunchTemplate
• DeleteLaunchTemplateVersions
• DeleteSecurityGroup— セキュリティグループを削除します。インスタンスに関連付けられている、

または他のセキュリティグループによって参照されているセキュリティグループを削除しようとする
と、DependencyViolation でそのオペレーションは失敗します。

• DeleteTags— 指定したリソースのセットから指定したタグのセットを削除します。
• DeleteVolume— 以下のリクエストパラメータがサポートされています。

• VolumeId

• DescribeAddresses
• DescribeImages
• DescribeInstanceAttribute— 次の属性がサポートされています。

• instanceType

• userData

• DescribeInstanceStatus
• DescribeLaunchTemplates
• DescribeLaunchTemplateVersions
• DescribeInstances
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• DescribeSecurityGroups— 1 つ以上のセキュリティグループを説明します。
DescribeSecurityGroupsページ分割された操作です。複数の API コールを発行して、結果のデータ
セット全体を取得できます。

• DescribeTags— このコマンドでは、次のフィルタがサポートされます。
• resource-id
• resource-type — AMI あるいはコンピューティングインスタンスのみ
• key
• value

• DescribeVolume— 以下のリクエストパラメータがサポートされています。
• MaxResults
• NextToken
• VolumeId.N

• DetachVolume— 以下のリクエストパラメータがサポートされています。
• Device
• InstanceId
• VolumeId

• DisassociateAddress
• GetLaunchTemplateData
• ModifyLaunchTemplate
• ModifyInstanceAttribute—userData 属性のみがサポートされます。
• RevokeSecurityGroupEgress— セキュリティグループから 1 つ以上の Egress ルールを削除します。
• RevokeSecurityGroupIngress— セキュリティグループに対する 1 つ以上の Ingress ルールを取り消しま

す。RevokeSecurityGroupIngress を呼び出すときは、group-name または group-id のどちらかの値
を指定する必要があります。

• RunInstances –

Note

インスタンスのサイズとタイプに応じて、Snowball Edge 上でコンピューティングインスタン
スを起動する際に、最大で 1 時間半かかることがあります。

• StartInstances
• StopInstances— 停止したインスタンスに関連するリソースは存続します。これらのリソースを解放す

るには、インスタンスを終了させます。ただし、関連付けられているすべてのデータが削除されます。
• TerminateInstances

起動テンプレートを使用した Amazon EC2 インスタ
ンスの自動起動
起動テンプレートと Snowball Edgeクライアント 起動設定コマンドを使用して、AWS Snowball Edge デ
バイスで Amazon EC2 インスタンスを自動起動させることができます。

起動テンプレートには、Snowball Edge に Amazon EC2 インスタンスを作成するために必要な設定情報が
含まれています。起動テンプレートを使用して起動パラメータを保存できるため、Snowball Edge で EC2 
インスタンスを起動するたびに、それらのパラメータを指定する必要がありません。

Snowball Edge で自動起動設定を使用する際に、Amazon EC2 インスタンスを起動するためのパラメータ
を設定します。Snowball Edge の設定後、再起動してロックを解除すると、自動起動設定を使用して、指
定したパラメータでインスタンスが起動します。自動起動設定を使用して起動されたインスタンスが停止
した場合は、デバイスのロックを解除すると、インスタンスの実行が開始されます。
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Note

自動起動設定を初めて指定した後は、デバイスを再起動してインスタンスを起動します。以降、
(計画済みまたは計画外の再起動後の) インスタンスの起動はすべて、デバイスのロック解除後に
自動的に行われます。

起動テンプレートを使用して、 インスタンスの起動に、Amazon EC2 インスタンスの Amazon マシンイ
メージ (AMI) ID、インスタンスタイプ、ユーザーデータ、セキュリティグループ、タグを指定できます。
サポートされているインスタンスタイプについては、Snowball Edge デバイスのコンピューティングイン
スタンスのクォータ (p. 185)を参照してください。

Snowball Edge で EC2 インスタンスを自動起動させるには、以下のステップに従います。

1. AWS Snowball Edge デバイスの注文時に、コンピューティングインスタンスを使用してジョブを作成
します。詳細については、「コンピューティングジョブの作成 (p. 187)」を参照してください。

2. Snowball Edge を入手したら、そのロックを解除します。
3. EC2 API コマンド aws ec2 create-launch-template を使用して、起動テンプレートを作成しま

す。
4. Snowball Edge クライアントコマンド snowballEdge create-autostart-configuration を使用

して、EC2 起動テンプレートをネットワーク設定にバインドします。詳細については、「Amazon EC2 
インスタンスを自動起動させる起動設定の作成 (p. 194)」を参照してください。

5. デバイスを再起動し、そのロックを解除します。起動テンプレートで指定した属性と、Snowball Edge 
クライアントコマンド create-autostart-configuration を使用して、EC2 インスタンスが自動
起動します。

実行中のインスタンスのステータスを表示するには、EC2 API コマンド describe-autostart-
configurations を使用します。

Note

起動テンプレートは、AWS Snowball のコンソールまたはジョブ管理 API ではサポートされま
せん。AWS Snowball Edge デバイスで EC2 インスタンスを自動起動させるには、EC2 および 
Snowball Edge クライアント CLI コマンドを使用します。

Amazon EC2 インスタンスでの Snow 用インスタンス
メタデータサービスの使用
IMDS for Snow は、Snow 上の Amazon EC2 インスタンスに対してインスタンスメタデータサービス 
(IMDS) サービスを提供しています。インスタンスメタデータは、インスタンスに関する情報のカテゴリで
す。ホスト名、イベント、セキュリティグループなどのカテゴリが含まれます。IMDS for Snow を使用す
ると、インスタンスメタデータを使用して、Amazon EC2 インスタンスの起動時に指定したユーザーデー
タにアクセスできます。たとえば、IMDS for Snowを使って、インスタンスを設定するためにパラメータ
を指定したり、単純なスクリプトにこれらのパラメータを含めたりすることができます。汎用 AMI をビル
ドし、ユーザーデータを使って起動時に提供された設定ファイルを変更することができます。

インスタンスメタデータとユーザーデータ、Snow EC2 インスタンスについては、このガイドの「サポー
トされているインスタンスメタデータとユーザーデータ」を参照してください。

Important

インスタンスメタデータおよびユーザーデータにはそのインスタンス自体内からのみアクセスで
きるものの、データは認証または暗号化手法によって保護されていません。インスタンス、そし
てインスタンス上で実行される任意のソフトウェアに対して直接アクセス権がある可能性がある
人は、メタデータを表示できます。そのため、パスワードまたは存続期間の長い暗号化キーなど
の機密データは、ユーザーデータとして保管しないようにしてください。
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Note

このセクションの例では、インスタンスメタデータサービスの IPv4 アドレスを使用しま
す。169.254。リンクローカル IPv6 アドレスを使用したインスタンスメタデータの取得はサポー
トされていません。

トピック
• IMDS 手法のバージョン (p. 212)
• IMDSv1 と IMDSv2 を使ってインスタンスメタデータの取得する例 (p. 215)

IMDS 手法のバージョン
IMDS version 2 または IMDS version 1 を使って、実行中のインスタンスからインスタンスメタデータにア
クセスできます。

• インスタンスメタデータサービスバージョン 2 (IMDSv2) (セッション指向メソッド)
• リクエストレスポンスメソッド、インスタンスメタデータサービスバージョン 1 (IMDSv1)

Snow ソフトウェアのバージョンによって、IMDSv1 と IMDSv2、IMDSv2、あるいは両方を使用でき
ます。これは EC2 インスタンスで実行されている AMI のタイプによっても異なります。Ubuntu 20.04 
を実行しているものなど、一部の AMI には IMDSv2 が必要です。インスタンスメタデータサービス
は、PUTGETまたはヘッダーに基づいて、IMDSv1 と IMDSv2 リクエストを区別します。IMDSv2はこれら
のヘッダーを両方とも使用します。GETIMDSv1はヘッダーのみを使用します。

AWSでは、IMDSv2の方がセキュリティが強化されているため、IMDSv1ではなくIMDSv2の使用を推奨し
ています。詳細については、「EC2 Instance Metadata Service の拡張により、オープンファイアウォー
ル、リバースプロキシ、および SSRF の脆弱性に対して多層防御を追加」を参照してください。

IMDSv2

IMDSv2は、セッション志向リクエストを使用します。セッション指向のリクエストでは、セッション時
間を定義するセッショントークンを作成します。セッション時間は最低 1 秒から最大 6 時間まで可能で
す。この期間中、それ以降のリクエストに同じセッショントークンを使用できます。この期間が期限切れ
になった後、将来のリクエストに備えて、新しいセッショントークンを作成する必要があります。

次の例では、LinuxシェルスクリプトとIMDSv2を使って、最上位インスタンスメタデータアイテムを取得
しています。次の例では:

1. PUTリクエストを使って、6 時間 (21,600 秒) のセッショントークンを作成します。
2. TOKENセッショントークンヘッダーをという名前の変数に保管します。
3. トークンを使って最上位メタデータアイテムをリクエストします。

2 つのコマンドを個別に実行することも、それらを組み合わせることもできます。

個別のコマンド

最初に、次のコマンドを使用してトークンを生成します。

Note

X-aws-ec2-metadata-token-ttl-secondsは必須のヘッダーです。このヘッダーが含まれて
いない場合は、「400-パラメータが見つかりません」または「パラメータが無効です」というエ
ラーコードが表示されます。
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    [ec2-user ~]$ TOKEN=curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-
ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600" 
                         

その後、次のコマンドを使用して、トークンを使用して上位レベルのメタデータアイテムを生成します。

    [ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/
latest/meta-data/ 
                     

組み合わされたコマンド

トークンを保存し、コマンドを組み合わせることができます。次の例では、上記の 2 つのコマンドを組み
合わせて、TOKENセッショントークンヘッダーをという名前の変数に格納します。

Note

トークンの作成時にエラーが発生した場合は、有効なトークンの代わりにエラーメッセージが変
数に格納され、コマンドは機能しません。

Example 複合コマンドの

    [ec2-user ~]$ TOKEN=curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-
ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600" \ 
    && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/latest/meta-
data/ 
                     

トークンを作成した後、期限切れになるまで再使用することができます。次のコマンド例では、インスタ
ンスの起動に AMI の ID を取得し、$TOKEN前の例で作成したインスタンスに格納します。

Example トークンの再利用の

    [ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/
latest/meta-data/ami-id                         
                     

IMDSv2を使ってインスタンスメタデータをリクエストする際は、リクエストが次のルールに従う必要があ
ります。

1. PUTリクエストを使って、インスタンスメタデータサービスに対してセッションを開始します。PUT リ
クエストは、インスタンスメタデータサービスに対するそれ以降のGETリクエストに含まれるべきトー
クンを返します。このトークンは、IMDSv2を使ってメタデータにアクセスするのに必要です。

2. トークンを、インスタンスメタデータサービスに対するすべてのGETリクエストに含めます。
a. トークンはインスタンス固有のキーです。トークンは他の EC2 インスタンスで有効ではなく、生成

されたインスタンスの外で使用しようとすると拒否されます。
b. PUTリクエストには、トークンの有効期限 (TTL) を最大 6 時間 (21,600 秒) まで秒単位で指定する

ヘッダーが含まれている必要があります。トークンは論理的セッションを表します。TTL は、トーク
ンが有効な時間の長さ、つまりセッションの期間を指定します。

c. トークンの期限が切れた後、インスタンスメタデータにアクセスし続けるためには、別の PUT リク
エストを使って新しいセッションを作成する必要があります。

d. 各リクエストについてトークンを再使用するか、あるいは新しいトークンを作成することを選択でき
ます。少数のリクエストでは、インスタンスメタデータサービスにアクセスする必要があるたびに、
トークンを生成してすぐに使用するほうが簡単かもしれません。ただし、効率を重視するなら、イン
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スタンスメタデータをリクエストする必要があるたびにPUTリクエストを書くより、トークン期間を
長く指定して再使用することができます。それぞれが独自のセッションを表すトークンを同時に使用
できる数については、実際的に制限がありません。

IMDSv2 インスタンスのメタデータリクエストでは HTTPGETHEAD とメソッドを使用できます。 PUTX-
Forwarded-Forリクエストにヘッダーが含まれている場合、リクエストは拒否されます。

デフォルトで、PUTリクエストに対するレスポンスには IP プロトコルレベルで 1 のレスポンスホップリ
ミット (有効期限) があります。IMDS for Snowには、PUT応答のホップ制限を変更する機能はありませ
ん。

IMDSv1
IMDSv1はリクエストレスポンスモデルを使用しています。インスタンスメタデータをリクエストするに
は、GETインスタンスメタデータサービスにリクエストを送信します。

    [ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/                    
                

インスタンスメタデータの取得

インスタンスメタデータは実行中のインスタンスから取得できるため、Amazon EC2 コンソールまたはを
使用する必要はありません。AWS CLIこれは、インスタンスから実行するスクリプトを記述しているとき
に便利です。例えば、インスタンスメタデータからインスタンスのローカル IP アドレスにアクセスして、
外部アプリケーションへの接続を管理できます。インスタンスメタデータはいくつかのカテゴリに分けら
れます。各インスタンスメタデータカテゴリの説明については、このガイドの「サポートされるインスタ
ンスメタデータとユーザーデータ」を参照してください。

実行中のインスタンス内からインスタンスメタデータのすべてのカテゴリを表示するには、次の IPv4 URI 
を使用します。

    http://169.254.169.254/latest/meta-data/ 
                     

これらの IP アドレス は、リンクローカルアドレスであり、インスタンスからのみ使用することが可能で
す。詳細については、Wikipedia の「リンクローカルアドレス」を参照してください。

リスポンスおよびエラーメッセージ

すべてのインスタンスメタデータがテキスト (HTTP コンテンツタイプ text/plain) として返されます。

特定のメタデータリソースをリクエストすると、適切な値が返されるか、リソースが使用できない場合は
404-Not Found HTTP エラーコードが返されます。

一般的なメタデータリソースに対するリクエスト (URI/ の末尾が文字の場合) は、使用可能なリソースの
リストまたは 404-Not Found HTTP エラーコード (使用可能なリソースがない場合) を返します。リスト項
目は個別の行に表示され、各行の末尾には改行記号 (ASCII 文字コード 10) が付いています。

IMDSv1 を使って行われたリクエストについては、次の HTTP エラーコードが返されます。

• 400‐Missing or Invalid Parameters —PUT リクエストが無効である。
• 401‐Unauthorized —GET リクエストが無効なトークンを使用している。推奨されるアクションは新しい

トークンを生成することです。
• 403‐Forbidden —リクエストが許可されていないか、あるいはインスタンスメタデータサービスがオフ

です。
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IMDSv1 と IMDSv2 を使ってインスタンスメタデータの取得する
例
次の例は、Linux インスタンスで使用できるコマンドを示しています。

Example 使用できるインスタンスメタデータのバージョンを取得することの

次の例では、使用できるインスタンスメタデータのバージョンを取得しています。各バージョンは、新し
いインスタンスのメタデータカテゴリがリリースされたときのインスタンスメタデータビルドを参照しま
す。以前のバージョンに存在する構造および情報に依存するスクリプトがある場合は、以前のバージョン
を使用することができます。

IMDSv2

    [ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-
ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v 
 http://169.254.169.254/ 
    % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current 
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed 
    100    56  100    56    0     0   3733      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3733 
    *   Trying 169.254.169.254... 
    * TCP_NODELAY set 
    * Connected to 169.254.169.254 (169.254.169.254) port 80 (#0) 
    > GET / HTTP/1.1 
    > Host: 169.254.169.254 
    > User-Agent: curl/7.61.1 
    > Accept: */* 
    > X-aws-ec2-metadata-token: MDAXcxNFLbAwJIYx8KzgNckcHTdxT4Tt69TzpKExlXKTULHIQnjEtXvD 
    > 
    * HTTP 1.0, assume close after body 
    < HTTP/1.0 200 OK 
    < Date: Mon, 12 Sep 2022 21:58:03 GMT 
    < Content-Length: 274 
    < Content-Type: text/plain 
    < Server: EC2ws 
    < 
    1.0 
    2007-01-19 
    2007-03-01 
    2007-08-29 
    2007-10-10 
    2007-12-15 
    2008-02-01 
    2008-09-01 
    2009-04-04 
    2011-01-01 
    2011-05-01 
    2012-01-12 
    2014-02-25 
    2014-11-05 
    2015-10-20 
    2016-04-19 
    2016-06-30 
    2016-09-02 
    2018-03-28 
    2018-08-17 
    2018-09-24 
    2019-10-01 
    2020-10-27 
    2021-01-03 
    2021-03-23 
    * Closing connection 0                         
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IMDSv1

    [ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/ 
    1.0 
    2007-01-19 
    2007-03-01 
    2007-08-29 
    2007-10-10 
    2007-12-15 
    2008-02-01 
    2008-09-01 
    2009-04-04 
    2011-01-01 
    2011-05-01 
    2012-01-12 
    2014-02-25 
    2014-11-05 
    2015-10-20 
    2016-04-19 
    2016-06-30 
    2016-09-02 
    2018-03-28 
    2018-08-17 
    2018-09-24 
    2019-10-01 
    2020-10-27 
    2021-01-03 
    2021-03-23 
    latest 
    

Example トップレベルのメタデータ項目の取得について

次の例では、上位レベルのメタデータ項目を取得しています。最上位のメタデータ項目については、この
ガイドの「サポートされているインスタンスメタデータとユーザーデータ」を参照してください。

IMDSv2

    [ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-
ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \ && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v 
 http://169.254.169.254/latest/meta-data/  
    ami-id 
    hostname 
    instance-id 
    instance-type 
    local-hostname 
    local-ipv4 
    mac 
    network/ 
    reservation-id 
    security-groups                     
                 

IMDSv1

    [ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/  
    ami-id 
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    hostname 
    instance-id 
    instance-type 
    local-hostname 
    local-ipv4 
    mac 
    network/ 
    reservation-id 
    security-groups                     
                 

Example トップレベルのメタデータの値の取得について

次の例では、前の例で取得された最上位メタデータアイテムの値のいくつかを取得しています。IMDSv2 
リクエストは、前の例のコマンドで作成された保管済みトークン (期限内であると仮定) を使用します。

ami‐idIMDSv

    curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/latest/meta-data/
ami-id \ 
    ami-0abcdef1234567890                     
                 

ami-idIMDSv

    curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id \ 
    ami-0abcdef1234567890                     
                 

reservation-idIMDSv

    [ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/
latest/meta-data/reservation-id \ 
    r-0efghijk987654321 
                 

reservation-idIMDSv

    [ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/reservation-id \ 
    r-0efghijk987654321 
                 

local-hostnameIMDSv

    [ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/
latest/meta-data/local-hostname \ 
    ip-00-000-00-00                     
                 

local-hostnameIMDSv
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    [ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-hostname \ 
    ip-00-000-00-00 
                 

Amazon EC2 インスタンスでのブロックストレージの
使用
Snowball Edge のブロックストレージでは、アプリケーションのニーズに基づいてブロックストレージを
追加または削除できます。Amazon EC2 インスタンスにアタッチしたボリュームは、インスタンスの有効
期間とは無関係に存続するストレージボリュームとして公開されます。使い慣れた Amazon EBS API を使
用して、ブロックストレージを管理できます。

特定の Amazon EBS コマンドは、EC2 エンドポイントを使用してサポートされます。サポートされてい
るコマンドには、attach-volume、create-volume、delete-volume、detach-volume、および
describe-volumes があります。これらのコマンドの詳細については、Snowball Edge でサポートされ
る Amazon EC2 AWS CLI コマンドの一覧 (p. 199) を参照してください。

Important

ボリュームをデタッチする前に、デバイスに存在するすべてのファイルシステムをオペレーティ
ングシステム内でアンマウントしてください。この操作を行わないと、データが失われる可能性
があります。

Amazon EBS ボリュームのクォータ、およびデバイスの Amazon EBS ボリュームとクラウドの Amazon 
EBS ボリュームの違いを以下に示します。

• Amazon EBS ボリュームは、このボリュームをホストしているデバイスで実行中の EC2 インスタンス
でのみ使用できます。

• ボリュームタイプは、キャパシティー最適化 HDD (sbg1) またはパフォーマンス最適化 SSD (sbp1) の
いずれかに制限されます。デフォルトのボリュームタイプは sbg1 です。

• Snowball Edge は、Amazon S3 オブジェクトと Amazon EBS の間で HDD メモリを共有します。AWS 
Snowball Edge で HDD ベースのブロックストレージを使用すると、Amazon S3 オブジェクトに使用
可能なメモリの量が減ります。同様に、Amazon S3 オブジェクトを使用すると、HDD ボリュームの 
Amazon EBS ブロックストレージに使用可能なメモリの量が減ります。

• Amazon EC2 ルートボリュームは、常に IDE ドライバーを使用します。追加の Amazon EBS ボリュー
ムは、Virtio ドライバー (使用可能な場合) を優先的に使用します。Virtio ドライバーを使用できない場
合、SBE はデフォルトで IDE ドライバーを使用します。パフォーマンスが向上するため、Virtio ドライ
バーをお勧めします。

• Amazon EBS ボリュームを作成する際、encrypted パラメータはサポートされません。ただし、デバ
イス上のすべてのデータは、デフォルトで暗号化されます。。

• ボリュームの範囲は 1 GB ～ 10 TB です。
• 最大 10 個の Amazon EBS ボリュームを 1 つの EC2 インスタンスにアタッチできます。
• AWS Snowball Edge デバイスで保持できる Amazon EBS ボリュームの数に正式な制限はありません。

ただし、Amazon EBS ボリュームの総容量は、デバイスで使用可能なスペースによって制限されます。

Snowball Edge デバイスのセキュリティグループ
セキュリティグループは、1 つ以上のインスタンスのトラフィックを制御する仮想ファイアウォールとし
て機能します。インスタンスを起動するときに、1 つ以上のセキュリティグループとインスタンスを関連
付けます。各セキュリティグループに対してルールを追加して、関連付けられたインスタンスに対するト
ラフィックを許可できます。詳細については、Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイドの Linux 
インスタンス用 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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Snowball Edge デバイスのセキュリティグループは、AWS クラウドのセキュリティグループに類似してい
ます。Virtual Private Cloud (VPC) は、Snowball Edge デバイスではサポートされません。

Snowball Edge のセキュリティグループと EC2-VPC のセキュリティグループの上記以外の違いを次に示
します。

• 各 Snowball Edge のセキュリティグループは、最大 50 個に制限されています。
• デフォルトのセキュリティグループでは、すべてのインバウンドトラフィックとアウトバウンドトラ

フィックを許可します。
• ローカルインスタンス間のトラフィックは、プライベートインスタンス IP アドレスまたはパブリック 

IP アドレスのいずれかを使用します。たとえば、SSH を使用してインスタンス A からインスタンス B 
に接続するとします。この場合、ターゲットの IP アドレスは、セキュリティグループのルールでこのト
ラフィックが許可される場合に、インスタンス B のパブリック IP あるいはプライベート IP アドレスの
いずれかを使用できます。

• AWS CLI アクションにリストされるパラメータおよび API コールのみがサポートされます。これらは、
通常は EC2-VPC インスタンスでサポートされているパラメータのサブセットです。

サポートされる AWS CLI アクションの詳細については、Snowball Edge でサポートされる Amazon EC2 
AWS CLI コマンドの一覧 (p. 199) を参照してください。サポートされている API オペレーションの詳細
については、「サポートされる Amazon EC2 API オペレーション (p. 208)」を参照してください。

サポートされるインスタンスメタデータとユーザー
データ
インスタンスメタデータは、インスタンスに関するデータで、実行中のインスタンスを設定または管理
するために使用します。Snowball Edge では、コンピューティングインスタンス用の、インスタンスメタ
データカテゴリのサブセットがサポートされます。詳細については、Amazon EC2 Linux インスタンス用
ユーザーガイドの「インスタンスメタデータとユーザーデータ」を参照してください。

以下のカテゴリがサポートされています。他のカテゴリを使用すると、404 エラーメッセージが返されま
す。

Snowball Edge でサポートされるインスタンスメタデータカテゴリ

データ 説明

ami-id インスタンスの起動に使用される AMI ID。

hostname インスタンスのプライベート IPv4 DNS ホスト
名。

instance-id このインスタンスの ID。

instance-type インスタンスの種類。

local-hostname インスタンスのプライベート IPv4 DNS ホスト
名。

local-ipv4 インスタンスのプライベート IPv4 アドレス。

mac インスタンスのメディアアクセスコントロール 
(MAC) アドレス。

network/interfaces/macs/mac/local-
hostname

インターフェイスのローカルホスト名。
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データ 説明

network/interfaces/macs/mac/local-
ipv4s

インターフェイスに関連付けられたプライベート 
IPv4 アドレス。

network/interfaces/macs/mac/mac インスタンスの MAC アドレス。

network/interfaces/macs/mac/public-
ipv4s

インターフェイスに関連付けられた Elastic IP アド
レス。

public-ipv4 パブリック IPv4 アドレス。

public-keys/0/openssh-key パブリックキー。インスタンスの起動時に指定さ
れた場合のみ返されます。

reservation-id 予約の ID。

userData 起動時にインスタンスに指示を送るシェルスクリ
プト。

Snowball Edge でサポートされるインスタンス動的データカテゴリ

データ 説明

インスタンスアイデンティティ/ドキュメント インスタンスの属性を含む 
JSON。instanceId、imageId、privateIp、
および instanceType のみが値を持ちます。返
されるその他の属性は null です。詳細について
は、Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガ
イドのインスタンスアイデンティティドキュメン
トを参照してください。

Snowball コンピューティングインスタンスのユーザーデータ
ユーザーデータは、Snowball Edge のコンピューティングインスタンスのシェルスクリプトで使用する
ためにサポートされます。シェルスクリプトを使用して、起動時にインスタンスに指示を送ることがで
きます。ユーザーデータを変更するには、modify-instance-attributeAWS CLI コマンド、または
ModifyInstanceAttribute API アクションを使用します。

ユーザーデータを変更するには

1. stop-instances AWS CLI コマンドを使用してコンピューティングインスタンスを停止します。
2. modify-instance-attribute AWS CLI コマンドを使用して、userData 属性を変更します。
3. start-instances AWS CLI コマンドを使用してコンピューティングインスタンスを再起動しま

す。

コンピューティングインスタンスではシェルスクリプトのみがサポートされています。Snowball Edge で
実行されるコンピューティングインスタンスでは、cloud-init パッケージディレクティブはサポートさ
れません。AWS CLIコマンドの使用方法の詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスを参照してく
ださい。

EC2 インスタンスの停止
デバイスで作成した Amazon EC2 インスタンスを誤って削除しないために、オペレーティングシステムか
らインスタンスをシャットダウンしないでください。たとえば、shutdown または reboot コマンドを使
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用しないでください。オペレーティングシステム内からインスタンスをシャットダウンすると、terminate-
instances コマンドを呼び出すのと同じ結果になります。

代わりに、stop-instances コマンドを使用して、保持する Amazon EC2 インスタンスを一時停止します。

Snowball Edge デバイスのコンピューティングインス
タンスのトラブルシューティング
以下で、コンピューティングインスタンスを持つ Snowball Edge ジョブのトラブルシューティングに関す
るヒントを確認できます。

トピック
• 仮想ネットワークインターフェイスの IP アドレスが 0.0.0.0 です (p. 221)
• 大型のコンピューティングインスタンス起動時に Snowball Edge がハングする (p. 221)
• インスタンスに 1 つのルートボリュームがあります (p. 221)
• 保護されていないプライベートキーファイルエラー (p. 222)

仮想ネットワークインターフェイスの IP アドレスが 0.0.0.0 です
この問題は、仮想ネットワークインターフェイス (VNIC) に関連付けられた物理ネットワークインターフェ
イス (NIC) の IP アドレスも 0.0.0.0. である場合に発生します。この状況は、NIC で IP アドレスが設定さ
れていない場合 (たとえば、デバイスの電源をオンにしたばかりの場合など) に発生します。また、誤った
インターフェイスを使用している場合に発生することがあります。たとえば、SFP+ インターフェイスの 
IP アドレスを取得しようとしたが RJ45 インターフェイスがネットワークに接続されていない場合などで
す。

実行するアクション

これが発生した場合、次のことを実行できます。

• IP アドレスを持つ NIC に関連付けられている、新しい VNIC を作成します。詳細については、「コン
ピューティングインスタンスのネットワーク設定 (p. 188)」を参照してください。

• 既存の VNIC を更新します。詳細については、「仮想ネットワークインターフェイスの更新 (p. 197)」
を参照してください。

大型のコンピューティングインスタンス起動時に Snowball Edge 
がハングする
Snowball Edge がインスタンスの起動を停止した可能性があります。これは実際の状況とは異なります。
最大のコンピューティングインスタンスが起動するまでには 1 時間以上かかることがあります。

インスタンスのステータスをチェックするには、AWS CLI コマンドを使用して、aws ec2 describe-
instances を Snowball Edge 上の HTTP または HTTPS Amazon EC2 エンドポイントに対して実行しま
す。

インスタンスに 1 つのルートボリュームがあります
インスタンスには、設計上 1 つのルートボリュームがあります。すべての sbe インスタンスのルートボ
リュームは 1 つですが、Snowball Edge ではアプリケーションのニーズに基づいて、ブロックストレージ
を追加または削除できます。詳細については、「Amazon EC2 インスタンスでのブロックストレージの使
用 (p. 218)」を参照してください。
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保護されていないプライベートキーファイルエラー
このエラーは、コンピューティングインスタンス上の .pem ファイルに十分な読み取り/書き込みのアクセ
ス許可がない場合に発生する可能性があります。

実行するアクション

この問題は、以下の手順に従ってファイルのアクセス許可を変更することで解決できます。

1. ターミナルを開き、.pem ファイルを保存した場所に移動します。
2. 次の コマンドを入力します。

chmod 400 filename.pem

Snow Family デバイスで Amazon S3 互換ストレー
ジを使用する

Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージは、耐障害性とスケーラビリティが向上した安全な
オブジェクトストレージです。また、Amazon S3 API 機能セットが拡張され、堅牢なモバイルエッジ環境
や非接続環境にも対応します。Snow Family デバイスで Amazon S3 互換ストレージを使用すると、Snow 
Family デバイスでデータを保存し、エッジコンピューティング用の可用性の高いアプリケーションを実行
できます。

Amazon S3 互換ストレージは、スタンドアロン構成またはクラスター構成で Snow Family デバイスにデ
プロイできます。スタンドアロン構成では、デバイスに S3 容量をプロビジョニングでき、残りはブロッ
クストレージとして使用できます。クラスター構成では、すべてのデータディスク容量が S3 ストレー
ジに使用されます。クラスタは、最低 3 台のデバイスから最大 16 台のデバイスで構成できます。クラス
ターのサイズにもよりますが、S3 サービスは 1 台または 2 台のデバイスの耐障害性を維持するように設
計されています。

以下は、Snow Family デバイスで Amazon S3 互換ストレージを使用するスタンドアロンデバイスの耐障
害性とストレージ容量です。クラスタの耐障害性とストレージ容量については、を参照してくださいthis 
table (p. 239)。

Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージ、スタンドアロンの耐障害性とストレージ容
量

耐障害性 Snowball Edge Compute 
Optimized のストレージ容量 
(AMD EPYC Gen1 搭載)、最大 
52 基の vCPUs (TB 単位)

Snowball Edge Compute 
Optimized ティマイズド (AMD 
EPYC 第 2 世代搭載) のストレー
ジ容量は、最大 104 個の vCPU 
(TB 単位)

デバイス内の最大1台のディスク
が失われる

31 16.5

Snow Family デバイス上の Amazon S3 互換ストレージの仕様:

• Snowファミリーのデバイスの最大バケットサイズは 50 TB です。
• SnowFamily デバイスバケットの最大数は 100 です。
• S3 on SnowFamily デバイスのバケット所有者アカウントは、バケット内のすべてのオブジェクトを所有

します。
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• バケットに対して操作ができるのは、S3 on Snow Familyデバイスのバケット所有者アカウントのみで
す。

• オブジェクトのサイズの制限は、Amazon S3 の制限と同じです。
• SnowFamily デバイスの S3 に保存されるすべてのオブジェクトは、ストレージクラスとして SNOW を

使用します。
• SNOW ストレージクラスに格納されているすべてのオブジェクトは、Amazon S3 マネージド暗号化

キー (SSE-S3) によるサーバー側の暗号化を使用して保存されます。また、ユーザーが用意した暗号化
キー (SSE-C) で、サーバー側の暗号化を使用してオブジェクトを保存するように明示的に選択すること
もできます。

• Snow Family デバイスにオブジェクトを保存する十分なスペースがない場合、API は容量不足の例外 
(ICE) を返します。

トピック
• Snow Family デバイスで Amazon S3 互換ストレージを注文する (p. 223)
• Snowball Edge クライアント CLI を使用してセットアップする (p. 223)
• Snowball Edge デバイスのセットアップ (p. 226)
• Snowball Edge デバイスの S3 バケットの操作 (p. 226)
• クラスターの概要 (p. 239)

Snow Family デバイスで Amazon S3 互換ストレージ
を注文する
Snow Family デバイスで Amazon S3 互換ストレージ用のデバイスを注文することは、Snowball Edge を
注文するプロセスと非常に似ています。注文するには、このガイドを参照し、注文プロセス中に次の点に
注意してください。Snowball Edge ジョブの作成 (p. 38)

• [ジョブタイプを選択] で、[ローカルコンピューティングとストレージのみ] を選択します。
• [スノーデバイス] で [Snowball Edge Compute Optimized] を選択します。
• [ストレージタイプを選択] で、Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージを選択します。
• スタンドアロンデバイスの場合は、[ストレージ容量] で [単一デバイス] を選択し、必要なストレージ容

量を選択します。
• クラスターの場合は、[ストレージ容量] で [クラスタ] を選択し、必要なストレージ容量とフォールトト

レランスを選択します。

Snowball Edge クライアント CLI を使用してセット
アップする
Snowball Edge クライアント CLI を使用してクラスターをセットアップできます。

Note

よりユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを希望する場合は、を使用してクラスターをセッ
トアップできますAWS OpsHub。このガイドの「Snow Family デバイスに Amazon S3 互換スト
レージを設定する」を参照してください。AWS OpsHub

前提条件
このセクションでは、Snow Family デバイスで Amazon S3 互換ストレージを使用する場合に CLI をセッ
トアップおよび設定する方法について説明します。
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デバイスをセットアップするには

1. 最新の Snowball Edge クライアント CLI をダウンロードしてインストールします。
2. 以下のコマンドを実行して、フォルダーを構成します。

chmod u+x new_cli/bin/snowballEdge
chmod u+x new_cli/jre/bin/java

3. new_cli/binに追加$PATH.
4. snowballEdge configure コマンドを実行します。次のようなレスポンスが返されます。

Configuration will be stored at /home/marymajor/.aws/snowball/config/snowball-
edge.config

5. 次の情報を入力します。

• マニフェストパス。
• ロック解除コード。
• デフォルトのエンドポイント。クラスタ内の任意のデバイスの IP アドレスを指定します。クライア

ントからデフォルトのエンドポイントが使用できるかどうかをテストするには、次のようなコマン
ドを使用します。

telnet snowball_ip port_number where the port number is; 9091  
(Activation port), 22 (ssh) and 8080 (http endpoint for s3) 
                                 

IAM の設定
AWS Identity and Access Management(IAM) は、Snowball Edge デバイスで実行されるAWSリソースへの
詳細なアクセスを提供する際に役立ちます。IAM により、誰を認証 (サインイン) し、誰にリソースの使用
を承認する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。

IAM は、デバイスでローカルにサポートされています。ローカル IAM サービスを使用して、ロールを作成
し、IAM ポリシーをアタッチできます。これらのポリシーを使用して、割り当てられたタスクの実行に必
要なアクセスを許可できます。

以下の例では、Amazon S3 API へのフルアクセスを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": "*" 
             
        } 
    ]
}

その他の IAM ポリシーの例については、AWS Snowball Edge開発者ガイドをご覧ください。

Snowball Edge のセットアップ
次の手順では、Snowball Edge デバイスまたはクラスターを設定する方法について説明します。
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1. 次のコマンドを実行して、Snowball Edge デバイスまたはデバイスのクラスターのロックを解除しま
す。

• 単一のデバイスの場合:

snowballEdge unlock-device --endpoint https://snow-device-ip

• クラスターの場合:

snowballEdge unlock-cluster

2. UNLOCKED次のコマンドを実行してデバイスが適切な状態であることを確認します。

• 単一のデバイスの場合:

snowballEdge describe-device --endpoint https://snow-device-ip

• クラスターの場合:

snowballEdge describe-cluster --device-ip-addresses [snow-device-1-ip] [snow-
device-2-ip] / 
    [snow-device-3-ip] [snow-device-4-ip] [snow-device-5-ip] / 
    [snow-device-6-ip]

3. Snow Family デバイスで Amazon S3 互換ストレージを起動するには、デバイス (1 台でもクラスター
でも) ごとに、次の操作を行います。

a. PhysicalNetworkInterfaceIddescribe-device次のコマンドを実行してデバイスを取得し
ます。

snowballEdge describe-device --endpoint https://snow-device-ip

b. create-virtual-network-interface次のコマンドを 2 回実行して、(バケット操作用) エ
ンドポイントと (オブジェクト操作用) エンドポイント用の仮想ネットワークインターフェイ
スs3api (VNI) を作成します。s3control

snowballEdge create-virtual-network-interface --ip-address-assignment dhcp --
manifest-file manifest --physical-network-interface-id "PhysicalNetworkInterfaceId" 
 --unlock-code snowball --endpoint https://snow-device-ip

これらのコマンドの詳細については、「仮想ネットワークインターフェースの作成」を参照して
ください。

Note

Snow Family デバイスで Amazon S3 互換ストレージを起動すると、デバイスのリソー
スが消費されます。

4. start-service次のコマンドを実行してサービスを開始します。これには、デバイスの IP アドレス
と、s3controls3apiおよびエンドポイント用に作成した VNI の Amazon リソースネーム (ARN) が
含まれます。

クラスターのサービスを開始するには:

snowballEdge start-service --service-id s3-snow --device-ip-addresses snow-device-1-
ip snow-device-2-ip snow-device-3-ip --virtual-network-interface-arns vni-arn-1 vni-
arn-2 vni-arn-3  vni-arn-4 vni-arn-5 vni-arn-6
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1 台のデバイスでサービスを開始するには:

snowballEdge start-service --service-id s3-snow --device-ip-addresses snow-device-1-ip
 --virtual-network-interface-arns vni-arn-1 vni-arn-2

には--virtual-network-interface-arns、前のステップで作成したすべての VNI の ARN を含
めます。各 ARN を使用する検索語に置き換えてください。

5. describe-serviceクラスターに対して以下のコマンドを実行します。

snowballEdge describe-service --service-id s3-snow \  
  --device-ip-addresses snow-device-1-ip snow-device-2-ip snow-device-3-ip

1describe-service つのデバイスに対して次のコマンドを実行します。

snowballEdge describe-service --service-id s3-snow

Activeサービスステータスがになるまでお待ちください。

Snowball Edge デバイスのセットアップ
AWS Snowball Edgeは、AWS Key Management Service (AWS KMS) で保護された頑丈なデバイスであ
り、ローカルストレージ、またはオンプレミスサーバーと Amazon S3 間のデータ転送に使用できます。

デバイスを到着したらまず、損傷や明らかな改ざんについて目視検査してください。

Warning

エンクロージャーの破損や改ざんの兆候など、デバイスに疑わしい点が見つかった場合は、内部
ネットワークに接続しないでください。代わりに、AWS担当者に連絡して、新しいものを発送し
てもらってください。

デバイスには、前面、背面、上部にラッチで開閉する 3 つのドアがあります。上部ドアにはデバイスの電
源コードが入っています。他の 2 つのドアは、開いてデバイスの中にスライドさせることができるため、
使用中に邪魔になりません。ドアを開くと、デバイスの前面に埋め込まれているディスプレイと、背面の
電源ポートおよびネットワークポートにアクセスできます。

デバイスの電源をオンにしたら、使用準備完了です。デバイスの使用方法の詳細については、『AWS 
Snowball Edge開発者ガイド』を参照してください。

クラスター内の Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージを、Snowball Edge デバイスを論理
的にグループ化した単一ユニットとして使用できます。システムがセットアップされて実行されたら、ク
ラスター内の任意のデバイスに API 呼び出しを行うことができます。

Snowball Edge デバイスの S3 バケットの操作
Snowball Edge デバイスに Amazon S3 バケットを作成して、ローカルデータアクセス、ローカルデー
タアクセス、ローカルデータ処理、データレジデンシーを必要とするアプリケーション用に、オンプレ
ミスのオブジェクトを保存および取得できます。Amazon S3 と互換性のあるストレージは、Amazon S3 
API を使用するという新しいストレージクラスを提供し、複数の Snowball Edge デバイス間でデータを
永続的かつ冗長的に保存するように設計されています。SNOWバケットライフサイクルポリシー、暗号化 
Snowball タグ付けなど、Amazon S3 と同じ API と機能を使用できます。
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AWS CLIの使用
Note

Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージを使用するには、AWS CLI最新のものを使
用する必要があります。最新バージョンをインストールまたはアップグレードします。詳細につ
いては、「のインストール、更新、およびアンインストール」を参照してくださいAWS CLI。

を使用して、デバイスの Amazon S3 バケットを操作しますAWS CLI。

AWS CLI をセットアップする方法

1. でオブジェクトエンドポイントのプロファイルを作成します~/.aws/config。

[profile your-profile]
aws_access_key_id = your-access-id
aws_secret_access_key = your-access-key
region = snow
ca_bundle = dev/apps/ca-certs/your-ca_bundle

2. デバイスから証明書を取得します。詳細については、『Snowball Edge 開発者ガイド』を参照してく
ださい。

3. SDK を仮想環境にインストールした場合は、以下のコマンドを使用してアクティブ化します。

source your-virtual-environment-name/bin/activate

オペレーションを設定したら、の API 呼び出しを使用してオペレーションにアクセスできますAWS CLI。
以下の例は、cert IAM を使用して取得したばかりのデバイス証明書です。

オブジェクト操作へのアクセス

aws s3api --profile your-profile list-objects-v2 --endpoint s3api-endpoint-ip

バケットオペレーションへのアクセス

aws s3control --profile your-profile list-regional-buckets --account-id bucket-
owner --endpoint s3ctrlapi-endpoint-ip

Java SDK の使用
Java SDK を使用して、Amazon S3 オブジェクトを操作するには、以下の例を使用します。

import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsBasicCredentials;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.StaticCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.http.SdkHttpClient;
import software.amazon.awssdk.http.apache.ApacheHttpClient;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;

import java.net.URI;

AwsBasicCredentials creds = AwsBasicCredentials.create(accessKey, secretKey); // set creds 
 by getting Access Key and Secret Key from snowball edge
SdkHttpClient httpClient = 
 ApacheHttpClient.builder().tlsTrustManagersProvider(trustManagersProvider).build(); // set 
 trust managers provider with client certificate from snowball edge
String s3SnowEndpoint = "10.0.0.0"; // set s3-snow object api endpoint from describe 
 service
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S3Client s3Client = 
 S3Client.builder().httpClient(httpClient).region(Region.of("snow")).endpointOverride(new 
 URI(s3SnowEndpoint)).credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(creds)).build(); 
                 

バケットの ARN 形式
Snowball Edge デバイスの Amazon S3 バケットを識別するには、以下の Amazon リソースネーム (ARN) 
形式を使用できます。

arn:partition:s3:snow:account-id:device/device-id/bucket/bucket-name

ここで「#######」は、Snowball Edge デバイスを注文したリージョンです。 device-id は、デバイス
がスタンドアロンの Snowball Edge デバイスの場合は job_id ##Snowball Edge ############### 
cluster_id です。

Snowball Edge デバイスに S3 バケットを作成する
Snowball Edge デバイスに Amazon S3 バケットを作成して、ローカルデータアクセス、ローカルデー
タアクセス、ローカルデータ処理、データレジデンシーを必要とするアプリケーション用に、エッジで
オブジェクトを保存および取得できます。Amazon S3 互換のデバイス用に Amazon S3 互換ストレージ
はSNOW、Amazon S3 を使用し、複数のデバイス間でデータを永続的かつ冗長的に保存するように設計さ
れています。バケットライフサイクルポリシー、暗号化、タグ付けなど、Amazon S3 バケットと同じ API 
と機能を使用できます。

次の例は、を使用して Snowball Edge デバイス用に Amazon S3 バケットを作成しますAWS CLI。このコ
マンドを使用するには、user input をユーザー自身の情報に置き換えます。

aws s3control --profile your-profile create-bucket --bucket your-snow-bucket

を使用してオブジェクトライフサイクル設定を作成および管理す
るAWS CLI
Amazon S3 ライフサイクルを使用して、Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージのストレー
ジ容量を最適化することができます。ライフサイクルルールを作成して、オブジェクトが古くなったり、
新しいバージョンに置き換えられたりしたときに期限切れにすることができます。ライフサイクルルール
を作成、有効化、無効化、または削除できます。Amazon S3 ライフサイクルの詳細については、「スト
レージライフサイクルの管理」を参照してください。

Note

バケットを作成する AWS アカウント がそのバケットを所有し、ライフサイクルルールを作成、
有効化、無効化、または削除できる唯一のアカウントです。

AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用して Amazon S3 互換ストレージ用のライフサイクル設定
を作成および管理するには、以下の例を参照してください。

Snowball Edge バケットにライフサイクル設定の指定
AWS CLI次の例は、Snowball Edge バケットにライフサイクル設定ポリシーを配置します。このポリシー
では、フラグ付きのプレフィックス (myprefix) とタグを持つすべてのオブジェクトが 10 日後に期限切
れになることを指定します。この例を使用するには、それぞれの user input をユーザー自身の情報に置き
換えます。

まず、ライフサイクル設定ポリシーを JSON ファイルに保存します。この例では、ファイルの名前で
すlifecycle-example.json。

{ 
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    "Rules": [{ 
        "ID": "id-1", 
        "Filter": { 
            "And": { 
                "Prefix": "myprefix", 
                "Tags": [{ 
                        "Value": "mytagvalue1", 
                        "Key": "mytagkey1" 
                    }, 
                    { 
                        "Value": "mytagvalue2", 
                        "Key": "mytagkey2" 
                    } 
                ], 
            } 
        }, 
        "Status": "Enabled", 
        "Expiration": { 
            "Days": 10 
        } 
    }]
}

ファイルを保存したら、put-bucket-lifecycle-configurationコマンドの一部として JSON ファ
イルを送信します。このコマンドを使用するには、それぞれの user input をユーザー自身の情報に置き換
えます。

aws s3control put-bucket-lifecycle-configuration --bucket  
                 example-snow-bucket --profile your-profile 
                --lifecycle-configuration file://lifecycle-example.json --
endpoint s3ctrlapi-endpoint-ip

このコマンドの詳細については、『AWS CLIコマンドリファレンス』put-bucket-lifecycle-configurationの
を参照してください。

Snowファミリーデバイスバケットの Amazon S3 互換ストレー
ジのAmazon S3 互換ストレージの操作
Amazon S3 と互換性のあるストレージを使用すると、Snowball Edge デバイスに Amazon S3 バケットを
作成し、ローカルデータアクセス、ローカルデータアクセス、ローカルデータ処理、データレジデンシー
を必要とするアプリケーション用に、オンプレミスのオブジェクトを保存および取得できます。Amazon 
S3 と互換性のあるストレージは、Amazon S3 API を使用するという新しいストレージクラスを提供
し、複数の Snowball Edge デバイス間でデータを永続的かつ冗長的に保存するように設計されていま
す。SNOWバケットライフサイクルポリシー、暗号化 Snowball タグ付けなど、Amazon S3 と同じ API 
と機能を使用できます。Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージは、AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) またはAWS SDK を使用して使用できます。

Snow Family デバイスバケットの Amazon S3 互換ストレージにアクセスできるかどうかを判断する

次の例は、head-bucketコマンドを使用して、と Amazon S3 バケットが存在し、AWS CLIを使用して
そのバケットにアクセスする許可があるかどうかを調べます。このコマンドを使用するには、それぞれの 
user input をユーザー自身の情報に置き換えます。

aws s3api head-bucket --bucket sample-bucket --profile your-profile --endpoint-url s3api-
endpoint-ip

バケットのリストを取得する

次の例では、Snow Family デバイスバケットの Amazon S3 互換ストレージを、を使用して示しています
AWS CLI。このコマンドを使用するには、それぞれの user input をユーザー自身の情報に置き換えます。
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aws s3control list-regional-buckets --account-id 123456789012 --profile your-profile --
endpoint s3ctrlapi-endpoint-ip

このコマンドの詳細については、『AWS CLIコマンドリファレンス』list-regional-bucketsのを参照してく
ださい。

次の SDK for Java の例では、Snowball Edge デバイス上のバケットのリストを取得します。詳細について
は、「Amazon Simple Storage Service API リファレンス」の「ListRegionalBuckets」を参照してくださ
い。

import com.amazonaws.services.s3control.model.*;

public void listRegionalBuckets() { 

    ListRegionalBucketsRequest reqListBuckets = new ListRegionalBucketsRequest() 
            .withAccountId(AccountId) 

    ListRegionalBucketsResult respListBuckets = 
 s3ControlClient.listRegionalBuckets(reqListBuckets); 
    System.out.printf("ListRegionalBuckets Response: %s%n", respListBuckets.toString());

}                
             

バケツをゲット

次の例では、を使用して Snow Family デバイスバケットの Amazon S3 互換ストレージを取得しますAWS 
CLI。このコマンドを使用するには、それぞれの user input をユーザー自身の情報に置き換えます。

aws s3control get-bucket --account-id 123456789012 --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET --
profile your-profile --endpoint s3ctrlapi-endpoint-ip

このコマンドの詳細については、AWS CLIコマンドリファレンスの get-bucket を参照してください。

次の Amazon S3 互換ストレージの例では、SDK for Java を使用してバケットを取得します。詳細につい
ては、「Amazon Simple Storage Service API リファレンス」の「GetBucket」を参照してください。

import com.amazonaws.services.s3control.model.*;

public void getBucket(String bucketName) { 

    GetBucketRequest reqGetBucket = new GetBucketRequest() 
            .withBucket(bucketName) 
            .withAccountId(AccountId); 

    GetBucketResult respGetBucket = s3ControlClient.getBucket(reqGetBucket); 
    System.out.printf("GetBucket Response: %s%n", respGetBucket.toString());
}                 
             

バケットを削除する
Important

• バケットを作成する AWS アカウント がそのバケットを所有し、バケットを削除できる唯一の
アカウントです。

• SnowFamily デバイスのバケットは、削除する前に空にする必要があります。
• バケットが削除された後は、そのバケットを復元することはできません。
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次の例では、を使用して Snow Family デバイスバケット上の Amazon S3 互換ストレージを削除します
AWS CLI。このコマンドを使用するには、それぞれの user input placeholder をユーザー自身の情報に置き
換えます。

aws s3control delete-bucket --account-id 123456789012 --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET --
profile your-profile --endpoint s3ctrlapi-endpoint-ip

このコマンドの詳細については、AWS CLIコマンドリファレンスの「delete-bucket」を参照してくださ
い。

Snowファミリーデバイスオブジェクトの Amazon S3 互換スト
レージの操作
このセクションでは、Snow Family デバイスデバイス上の Amazon S3 互換ストレージ上のオブジェクト
で実行できるさまざまな操作について説明します。

Snow Family デバイスバケットの Amazon S3 互換ストレージにオブジェクトをコピーする

次の例では、使用するための書き込み権限がある Snow Family デバイスバケットの Amazon S3 互換スト
レージに sample-object.xml という名前のファイルをアップロードしますAWS CLI。このコマンドを
使用するには、それぞれの user input placeholder をユーザー自身の情報に置き換えます。

aws s3api get-object --bucket sample-bucket --key sample-object.xml --profile your-profile
 --endpoint-url s3api-endpoint-ip

次の Amazon S3 互換ストレージの例では、SDK for Java を使用してオブジェクトを同じバケットの新し
いオブジェクトにコピーします。このコマンドを使用するには、それぞれの user input placeholder をユー
ザー自身の情報に置き換えます。

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.CopyObjectRequest;
add : import java.io.IOException;

public class CopyObject { 
    public static void main(String[] args) { 
        String bucketName = "*** Bucket name ***"; 
        String sourceKey = "*** Source object key ***"; 
        String destinationKey = "*** Destination object key ***"; 

        try { 
            // This code expects that you have AWS credentials set up per: 
            // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-
credentials.html 
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard() 
                    .enableUseArnRegion() 
                    .build(); 

            // Copy the object into a new object in the same bucket. 
            CopyObjectRequest copyObjectRequest = new CopyObjectRequest(sourceKey, 
 destinationKey); 
            s3Client.copyObject(copyObjectRequest); 
            CopyObjectRequest copyObjectRequest = CopyObjectRequest.builder() 
                    .sourceKey(sourceKey) 
                    .destinationKey(destKey) 
                    .build(); 
        } catch (AmazonServiceException e) { 
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            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process 
            // it, so it returned an error response. 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (SdkClientException e) { 
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client 
            // couldn't parse the response from Amazon S3. 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }
}            
         

バケットからオブジェクトを取得する

次の例では、を使用して Snow Family デバイスバケットの Amazon S3 互換ストレージから
sample-object.xml という名前のオブジェクトを取得しますAWS CLI。SDK コマンドはですs3-
snow:GetObject。このコマンドを使用するには、それぞれの user input placeholder をユーザー自身の
情報に置き換えます。

aws s3api get-object --bucket sample-bucket --key sample-object.xml --profile your-profile
 --endpoint-url s3api-endpoint-ip

このコマンドの詳細については、AWS CLIコマンドリファレンスの get-object を参照してください。

次の Amazon S3 互換ストレージの例では、SDK for Java を使用してオブジェクトを取得します。このコ
マンドを使用するには、それぞれの user input placeholder をユーザー自身の情報に置き換えます。詳細に
ついては、「Amazon Simple Storage Service API リファレンス」の「GetObject」を参照してください。

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.GetObjectRequest;
import com.amazonaws.services.s3.model.ResponseHeaderOverrides;
import com.amazonaws.services.s3.model.S3Object;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;

public class GetObject { 
    public static void main(String[] args) throws IOException { 
        String bucketName = "*** Bucket name ***"; 
        String key = "*** Object key ***"; 

        S3Object fullObject = null, objectPortion = null, headerOverrideObject = null; 
        try { 
            // This code expects that you have AWS credentials set up per: 
            // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-
credentials.html 
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard() 
                    .enableUseArnRegion() 
                    .build(); 
            GetObjectRequest getObjectRequest = GetObjectRequest.builder() 
                    .bucket(bucketName) 
                    .key(key) 
                    .build());

s3Client.getObject(getObjectRequest); 
        } catch (AmazonServiceException e) { 
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            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process 
            // it, so it returned an error response. 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (SdkClientException e) { 
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client 
            // couldn't parse the response from Amazon S3. 
            e.printStackTrace(); 
        } finally { 
            // To ensure that the network connection doesn't remain open, close any open 
 input streams. 
            if (fullObject != null) { 
                fullObject.close(); 
            } 
            if (objectPortion != null) { 
                objectPortion.close(); 
            } 
            if (headerOverrideObject != null) { 
                headerOverrideObject.close(); 
            } 
        } 
    } 

    private static void displayTextInputStream(InputStream input) throws IOException { 
        // Read the text input stream one line at a time and display each line. 
        BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(input)); 
        String line = null; 
        while ((line = reader.readLine()) != null) { 
            System.out.println(line); 
        } 
        System.out.println(); 
    }
}             
         

バケット内のオブジェクトを一覧表示する

次の例では、を使用して Snow Family デバイスバケットの Amazon S3 互換ストレージ内のオブジェクト
を一覧表示しますAWS CLI。SDK コマンドはですs3-snow:ListObjectsV2。このコマンドを使用する
には、それぞれの user input placeholder をユーザー自身の情報に置き換えます。

aws s3api list-objects-v2 --bucket sample-bucket --profile your-profile --endpoint-
url s3api-endpoint-ip

このコマンドの詳細については、AWS CLIコマンドリファレンスのlist-objects-v 2 を参照してください。

次の Amazon S3 互換ストレージの例では、SDK for Java を使用してバケット内のオブジェクトを一覧表
示します。このコマンドを使用するには、それぞれの user input placeholder をユーザー自身の情報に置き
換えます。

この例では、ListObjects API オペレーションの最新リビジョンである ListObjectsV2 を使用しています。
この改訂版の API オペレーションをアプリケーション開発に使用することをお勧めします。下位互換性の
ために、Amazon S3 はこの API の以前のバージョンであるオペレーションを引き続きサポートします。

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.ListObjectsV2Request;
import com.amazonaws.services.s3.model.ListObjectsV2Result;
import com.amazonaws.services.s3.model.S3ObjectSummary;
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public class ListObjectsV2 { 

    public static void main(String[] args) { 
        String bucketName = "*** Bucket name ***"; 

        try { 
            // This code expects that you have AWS credentials set up per: 
            // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-
credentials.html 
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard() 
                    .enableUseArnRegion() 
                    .build(); 

            System.out.println("Listing objects"); 

            // maxKeys is set to 2 to demonstrate the use of 
            // ListObjectsV2Result.getNextContinuationToken() 
            ListObjectsV2Request req = new 
 ListObjectsV2Request().withBucketName(bucketName).withMaxKeys(2); 
            ListObjectsV2Result result; 

            do { 
                result = s3Client.listObjectsV2(req); 

                for (S3ObjectSummary objectSummary : result.getObjectSummaries()) { 
                    System.out.printf(" - %s (size: %d)\n", objectSummary.getKey(), 
 objectSummary.getSize()); 
                } 
                // If there are more than maxKeys keys in the bucket, get a continuation 
 token 
                // and list the next objects. 
                String token = result.getNextContinuationToken(); 
                System.out.println("Next Continuation Token: " + token); 
                req.setContinuationToken(token); 
            } while (result.isTruncated()); 
        } catch (AmazonServiceException e) { 
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process 
            // it, so it returned an error response. 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (SdkClientException e) { 
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client 
            // couldn't parse the response from Amazon S3. 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }
}             
         

バケット内のオブジェクトを削除する

Snow Family デバイスバケットの Amazon S3 互換ストレージから 1 つ以上のオブジェクトを削除できま
す。次の例では、を使用して sample-object.xml という名前のオブジェクトを削除しますAWS CLI。
このコマンドを使用するには、それぞれの user input placeholder をユーザー自身の情報に置き換えます。

aws s3api delete-object --bucket sample-bucket --key key --profile your-profile --endpoint-
url s3api-endpoint-ip

このコマンドの詳細については、AWS CLIコマンドリファレンスの「delete-object」を参照してくださ
い。

次の Amazon S3 互換ストレージの例では、SDK for Java を使用してバケット内のオブジェクトを削除し
ます。この例を使用するには、削除するオブジェクトのキー名を指定します。詳細については、Amazon 
Storage Service API DeleteObjectリファレンスの「」を参照してください。
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import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.DeleteObjectRequest;

public class DeleteObject { 
    public static void main(String[] args) { 
        String bucketName = "*** Bucket name ***"; 
        String keyName = "*** key name ****"; 

        try { 
            // This code expects that you have AWS credentials set up per: 
            // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-
credentials.html 
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard() 
                    .enableUseArnRegion() 
                    .build(); 

            DeleteObjectRequest deleteObjectRequest = DeleteObjectRequest.builder() 
                    .bucket(bucketName) 
                    .key(keyName) 
                    .build())); 
            s3Client.deleteObject(deleteObjectRequest); 
        } catch (AmazonServiceException e) { 
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process 
            // it, so it returned an error response. 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (SdkClientException e) { 
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client 
            // couldn't parse the response from Amazon S3. 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }
}             
         

Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージのイベント
通知の設定
Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージは、MQTT プロトコルに基づくオブジェクト API 呼
び出しの Amazon S3 イベント通知をサポートします。

S3 バケットで特定のイベントが発生したときに、Amazon S3 互換ストレージを使用して通知を受け取る
ことができます。通知を有効にするには、サービスに発行するイベントを識別する通知設定を追加しま
す。

Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージは、以下の通知タイプをサポートしています。

• 新しいオブジェクトがイベントを作成しました。
• オブジェクトの削除イベント
• オブジェクトのタグ付けイベント

Amazon S3 イベント通知を設定する

1. 開始する前に、ネットワークに MQTT インフラストラクチャが必要です。
2. Snowball Edge クライアントで、snowballEdge configureコマンドを実行して Snowball Edge デ

バイスをセットアップします。
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プロンプトが表示されたら、以下の情報を入力します。

• マニフェストファイルへのパス。
• デバイスのロック解除コード。
• デバイスのエンドポイント (例:https://10.0.0.1)。

3. put-notification-configuration以下のコマンドを実行して、外部ブローカーに通知を送信し
ます。

snowballEdge put-notification-configuration --broker-endpoint ssl://mqtt-broker-ip-
address:8883 --enabled true --service-id s3-snow --ca-certificate file:path-to-mqtt-
broker-ca-cert

4. get-notification-configuration次のコマンドを実行して正しく設定されていることを確認し
ます。

snowballEdge get-notification-configuration --service-id s3-snow

これにより、ブローカーのエンドポイントと enabled フィールドが返されます。

ネットワーク内の MQTT ブローカーに通知を送信するようにクラスター全体を設定すると、オブジェクト 
API を呼び出すたびにイベント通知が生成されます。

Note

トピック s3SnowEvents/#### ID (################# ID) /bucketName にサブスクライブ
する必要があります。ワイルドカードを使用することもできます。たとえば、トピック名には #
または s3SnowEvents /# を使用できます。

Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージのイベントログの例を以下に示します。

{ 
  "eventDetails": { 
    "additionalEventData": { 
      "AuthenticationMethod": "AuthHeader", 
      "CipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256", 
      "SignatureVersion": "SigV4", 
      "bytesTransferredIn": 3, 
      "bytesTransferredOut": 0, 
      "x-amz-id-2": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" 
    }, 
    "eventName": "PutObject", 
    "eventTime": "2022-10-04T20:24:57.645Z", 
    "requestAuthLatencyMillis": 12, 
    "requestID": "1234567890abcdef0", 
    "requestLatencyMillis": 215, 
    "requestLockLatencyNanos": 2325270, 
    "requestParameters": { 
      "Content-Length": "3", 
      "Content-MD5": "dk76iD3aHhHbR2ccSju9ng==", 
      "Host": "10.0.2.114", 
      "bucketName": "bucketa", 
      "key": "hi" 
    }, 
    "requestTTFBLatencyMillis": 215, 
    "responseElements": { 
      "ETag": "\"764efa883dda1e11db47671c4a3bbd9e\"", 
      "Server": "AmazonS3", 
      "x-amz-id-2": "1JeMSMd3ai6K4NHAcEeh9kHpy7t2WVrsw2dY2125DoRfIrKHpHVqlg==", 
      "x-amz-request-id": "1234567890abcdef0" 
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    }, 
    "responseStatusCode": 200, 
    "sourceIPAddress": "172.31.37.21", 
    "userAgent": "aws-cli/1.16.14 Python/2.7.18 Linux/4.14.291-218.527.amzn2.x86_64 
 botocore/1.12.4", 
    "userIdentity": "{\n  \"identityType\" : \"IAMUser\",\n  \"principalId\" : 
 \"444455556666\",\n  \"arn\" : \"arn:aws:iam::444455556666:root\",\n  \"accountId\" : 
 null,\n  \"accessKeyId\" : null,\n  \"userName\" : \"root\",\n  \"identityProvider\" : 
 null,\n  \"sessionContext\" : null,\n  \"invokedByService\" : null\n}" 
  },

Amazon S3 イベント通知の詳細については、「Amazon S3 イベント通知」を参照してください。

ローカル SMTP 通知の設定
StorSnowball Edge デバイスのローカル通知を設定することができます。ローカル通知は、サービスの状
態（アクティブ、デグレード、非アクティブ）が変化したとき、またはキャパシティ使用率のしきい値が 
80%、90%、または 100% を超えた場合に、設定済みのサーバーにメールを送信します。

前提条件

開始する前に、以下を確認してください。

• 最新の Snowball Edge クライアントにアクセスできます。
• デバイスのロックが解除され、使用準備完了です。
• デバイスはインターネット (Amazon Simple E mail Service または外部 SMTP サーバーを使用している

場合) またはローカル SMTP サーバーに接続できます。

デバイスの設定

メール通知を送信するようにデバイスを設定します。

デバイスを SMTP 通知用に設定するには

1. デバイスに SMTP 設定を追加します。

# If you don't specify a port, port 587 is the default.
SMTP_ENDPOINT=your-local-smtp-server-endpoint:port

# For multiple email recepients, separate with commas
RECIPIENTS_LIST=your-email-address

snowballEdge put-notification-configuration \ 
  --service-id local-monitoring \ 
  --enabled true \ 
  --type smtp \ 
  --broker-endpoint "$SMTP_ENDPOINT" \ 
  --sender example-sender@domain.com \ 
  --recipients "$RECIPIENTS_LIST"

成功すると、example-sender@domain.com からテストメールが届きます。
2. get-notification-configuration次のコマンドを実行して、設定をテストします。

snowballEdge get-notification-configuration \ 
  --service-id local-monitoring

ユーザーが提供しても、この場合の応答には、パスワードまたは証明書は含まれません。
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リモートモニタリングをセットアップする
リモートモニタリングによりAWS、AWSリージョンに接続されている Snow Family デバイスの Amazon 
S3 互換ストレージを監視できます。この機能を有効にすると、AWS定期的にサービスログがリージョン
にアップロードされ、サービスに関する問題が検出されたときに事前にお客様に通知できますAWS。

Note

リモートモニタリングでは、現時点では Snow Family デバイス上の Amazon S3 互換ストレージ
のモニタリングのみが可能です。

Snowball Edge CLIset-features のコマンドを使用してリモートモニタリングを有効にできます。この
機能が有効になっている場合は、状態を INSTALLED_AUTOSTART と INSTALLED_ONLY 状態の間でそ
れぞれ切り替えることで、機能を起動および停止できます。同じコマンドを使用してリモート監視を開始
します。

describe-featuresこのコマンドは、Snow Family デバイスのリモートモニタリングのステータスを表
示します。

./snowballEdge describe-features  
  --manifest-file ./manifest.bin 
  --unlock-code unlock-code  
  --endpoint https://device-local-ip 
         

リモート管理機能を備えたデバイスは次の情報を返します。

{ 
    "RemoteManagementState" : INSTALLED_ONLY
} 
         

状態を自動起動に変更して、リモート監視を有効にします。

snowballEdge set-features 
  --remote-monitoring-state INSTALLED_AUTOSTART 
  --manifest-file ./manifest.bin 
  --unlock-code unlock-code 
  --endpoint https://device-local-ip 
         

状態を変更すると、次のような出力が表示されます。

{ 
    "RemoteMonitoringState" : "INSTALLED_AUTOSTART"
} 
         

リモートモニタリングを有効にすると、次のような出力が表示されます。

{ 
    "RemoteManagementState" : INSTALLED_ONLY, 
    "RemoteMonitoringState" : INSTALLED_AUTOSTART
} 
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デバイスでリモート監視が利用できない、または有効になっていない場合、describe-featuresコマン
ドの出力に変化はありません。リモート管理のステータスだけが返されます。

Note

リモート監視を停止したときのデバイスの動作は、互換性のないデバイスの動作と似ています。
内部デバイスやサービスのテレメトリをクラウドに公開しようとはしません。互換性のないデバ
イスとは、許可リストに登録されていない (設定が公開されていない) デバイスや、リモート監視
をサポートしていない古いバージョンのソフトウェアを実行しているデバイスです。

{ 
    "RemoteManagementState" : INSTALLED_ONLY
} 
         

状態をに設定すると、リモート監視を停止できますINSTALLED_ONLY。

snowballEdge set-features 
  --remote-monitoring-state INSTALLED_ONLY 
  --manifest-file ./manifest.bin 
  --unlock-code unlock-code 
  --endpoint https://device-local-ip 
         

出力例:

{ 
    "RemoteMonitoringState" : "INSTALLED_ONLY"
} 
         

クラスターの概要
AWS Snowball サービスでは、クラスターとは Snowball Edge デバイスの集合を指し、ローカルストレー
ジおよびコンピューティングの目的で、単一の論理ユニットとして使用されます。

ローカルストレージおよびコンピューティングにおいて、クラスターには、スタンドアロンの Snowball 
Edge デバイスを超える主な利点が 2 つあります。

• 耐久性の向上 – Snowball Edge デバイスのクラスターに保存されたデータの耐久性は、単一のデバイス
よりも高くなります。さらに、クラスターで Snowball Edge が停止する可能性があっても、クラスター
上のデータは以前と同様に安全で実行可能な状態を維持します。クラスタは、データが危険にさらされ
る前に、3 台と 4 台のデバイスで構成されるクラスタでは 1 台のデバイス、5 ～ 16 台のデバイスのクラ
スタでは最大 2 台のデバイスが消失しても耐えることができます。ノードを追加または交換することも
できます。

• コンピューティング最適化デバイス用のストレージの増加 — Snow Family デバイスに Amazon S3 互換
ストレージを搭載したコンピューティング最適化された Snowball Edge デバイスの場合、使用可能なス
トレージの合計は、使用するデバイスにもよりますが、クラスター内のノードあたり最大 31 テラバイ
トのデータです。したがって、16 つのノードクラスターで、最大 501 テラバイトのストレージ領域を
使用できます。これに対して、スタンドアロンの Snowball Edge コンピューティング最適化デバイスで
使用できるストレージ領域は、約 39.5 テラバイトです。
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Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージ、クラスタ耐障害性とストレージ容量

クラスターサイズ 耐障害性 Snowball Edge 
Compute Optimized の
ストレージ容量 (AMD 
EPYC Gen1 搭載)、最
大 52 基の vCPUs (TB 
単位)

Snowball Edge 
Compute Optimized 
ティマイズド (AMD 
EPYC 第 2 世代搭載) の
ストレージ容量は、最
大 104 個の vCPU (TB 
単位)

3 最大1ノードの損失 83 38

4 最大1ノードの損失 125 57

5 最大2ノードの損失 125 57

6 最大2ノードの損失 167 76

7 最大2ノードの損失 209 95

8 最大2ノードの損失 250 114

9 最大2ノードの損失 292 133

10 最大2ノードの損失 334 152

11 最大2ノードの損失 370 165

12 最大2ノードの損失 376 171

13 最大2ノードの損失 418 190

14 最大2ノードの損失 459 209

15 最大2ノードの損失 495 225

16 最大2ノードの損失 501 228

Snowball Edge デバイスのクラスターは、リーダーレスノードで構成されています。いずれのノードも、
クラスター全体との間でデータを読み書きできます。また、すべてのノードが、behind-the-scenesクラス
ターの管理を実行できます。

Snowball Edge のクラスタークォーラム
クォーラムとは、クラスター内の Snowball Edge デバイスの最小数のことで、読み取り/書き込みクォーラ
ムを維持するために相互に通信する必要があるものです。

データを Snowball Edge デバイスのクラスターにアップロードするとします。すべてのデバイスが正常で
あれば、クラスターの読み取り/書き込みクォーラムを満たしていることになります。これらのノードが 1 
つまたは 2 つオフラインになると、クラスターの運用能力が低下します。ただし、クラスターの読み書き
は引き続き行うことができます。その意味で、クラスターが 1 つまたは 2 つのノードを除いてすべて稼働
し、クラスターにはまだ読み取り/書き込みクォーラムが存在します。クラスタの運用能力に影響が及ぶ前
にオフラインになる可能性のあるノードの数は、this table (p. 239)に記載されています。

最後に、クラスターがに示した数より多くのノードを失うと、クォーロムに違反する可能性がありますthis 
table (p. 239)。クォーロムを超えると、クラスターはオフラインになり、クラスター内のデータにはア
クセスできなくなります。イベントの重要度によっては、この問題を解決できる場合があります。解決で
きない場合、データは完全に失われます。一時的な外部電源のイベントで、3 つの Snowball Edge デバイ
スの電源を再度オンにして、クラスターのすべてのノードのロックを解除できる場合、データは再び利用
できるようになります。
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Important

正常な最小数のクォーラムが存在しない場合は、AWS Support にお問い合わせください。

クラスターのクォーラムの状態を調べるには、ノードのロック状態とネットワーク接続性を確認しま
す。snowballEdge describe-cluster コマンドは、ロック解除されたクラスターの各ノードのロッ
クとネットワーク接続性の状態を報告します。クラスター内のデバイスが正常で、クラスタージョブ作成
時に対応している管理責任を満たしていることを確認します。さまざまなクライアントのコマンドの詳細
については、Snowball Edge クライアントのコマンド (p. 119) を参照してください。

Snowball Edge デバイスのクラスタージョブに関する考慮事項
Snowball Edge デバイスのクラスターの使用を計画する際は、次の考慮事項に注意してください。

• 冗長電源を用意して、クラスターのパフォーマンスや安定性に関する問題が発生する可能性を低減する
ことをお勧めします。

• スタンドアロンのローカルストレージおよびコンピューティングのジョブの場合と同様に、クラスター
に保存されているデータを Amazon S3 にインポートするには、個々のインポートジョブの一部として
追加のデバイスを注文する必要があります。インポートジョブとして追加デバイスを注文すると、デー
タをクラスタからインポートジョブデバイスに転送できます。

• Amazon S3 のデータをクラスターで取得するには、別のエクスポートジョブを作成し、エクスポート
ジョブのデバイスからクラスターにデータをコピーします。

• クラスタージョブは、コンソール、AWS CLI、または AWS SDK のいずれかで作成することができま
す。ジョブの作成手順については、「使用開始 (p. 38)」を参照してください。

• クラスターノードには、ノード ID が割り当てられています。ノード ID は、コンソール、AWS 
CLI、AWS SDK、Snowball Edge クライアントから取得できるデバイスのジョブ ID と同じです。ノー
ド ID を使用して、クラスターから古いノードを削除することができます。ノード ID のリストを取得す
るには、ロック解除されたデバイスで snowballEdge describe-device コマンドを使用するか、
ロック解除されたクラスターで describe-cluster を使用します。

• クラスターの寿命は、クラスターがプロビジョンされる際にクラスターデバイスに付与されるセキュリ
ティ証明書によって制限されています。Snowball Edge デバイスは、デフォルトで最大 360 日間使用で
きますが、その後は返却していただく必要があります。この期間が終了すると、デバイスは、読み込み/
書き込みリクエストへの応答を停止します。1 つ以上のデバイスを 360 日以上維持する必要がある場合
は、AWS Support にお問い合わせください。

• AWS がクラスターの一部であるデバイスの返却を受け取ると、デバイスの完了消去を実行します。この
消去作業は National Institute of Standards and Technology (NIST) 800-88 基準に準拠しています。

クラスターの管理
クラスターへのデータの読み書き

クラスターのロックを解除すると、そのクラスターにデータを保存してアクセスできるようになりま
す。Amazon S3 互換エンドポイントを使用して、クラスターとの間でデータを読み書きできます。

クラスターからデータを読み書きするには、デバイスのクラスターで使用できないノードの数が許可され
ている数を超えない読み取り/書き込みクォーラムが必要です。

使用できないクラスタノードの再接続

ノード、またはクラスター内のデバイスは、電源やネットワークの損失などの問題により、ノード上
のデータに損傷を与えることなく一時的に使用できなくなる可能性があります。これが発生すると、
クラスターのステータスに影響を及ぼします。ノードのネットワーク到達可能性とロックステータス
は、snowballEdge describe-cluster コマンドを使用して Snowball Edge クライアントに報告され
ます。
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物理的にクラスターを配置しているため、すべてのノードの前面、背面、上部を利用することをお勧めし
ます。これにより、背面の電源ケーブルやネットワークケーブル、上部のノード ID の配送ラベル、デバイ
ス前面の IP アドレスやその他の管理情報の LCD 画面にアクセスできます。

ノードが使用できないことが検出されたら、ノードが使用できなくなった原因となったシナリオに応じ
て、次のいずれかの手順を試すことをお勧めします。

利用不可のノードに再接続するには

1. ノードの電源がオンになっていることを確認して下さい。
2. ノードが、クラスターの他の部分が接続されているのと同じ内部ネットワークに接続されていること

を確認します。
3. ノードの電源を入れる必要がある場合は、終了するまで最大 20 分待ってください。
4. snowballEdge unlock-clustersnowballEdge associate-deviceコマンドまたはコマンドを

実行します。例については、「Snowball Edge デバイスのロック解除」を参照してください。

ネットワーク接続を失ったが電力は失われていない使用できないノードを再接続するには

1. ノードが、残りのクラスターと同じ内部ネットワークに接続されていることを確認します。
2. snowballEdge describe-device コマンドを実行して、以前使用可能だったノードがクラスター

に再度追加された日時を確認します。例については、「デバイスステータスの取得」を参照してくだ
さい。

前の手順を実行すると、ノードが正常に動作するはずです。また、読み取り/書き込みクォーラムも満たす
必要があります。このケースに該当しない場合は、1 つ以上のノードに深刻な問題が存在している可能性
があるため、クラスターからの削除が必要な場合があります。

クラスタ内のノードの追加または交換

クラスターから異常なノードを削除したら、新しいノードを追加できます。ローカルストレージを増やす
ために、新しいノードを追加することもできます。

新しいノードを追加するには、まず代替品を注文する必要があります。代替ノードは、コンソール、AWS 
CLI、AWS SDK のいずれかで注文できます。コンソールから代替ノードを注文する場合は、キャンセルさ
れていない、または完了していないジョブの代替品を注文できます。

コンソールから代替ノードを注文するには

1. AWS Snow ファミリーマネジメントコンソールにサインインします。
2. ジョブダッシュボードから作成したクラスターに属するノードのジョブを検索して、選択します。
3. [Actions] で、[Replace node] を選択します。

この操作を行うと、ジョブ作成ウィザードの最終ステップが開きます。設定は、元のクラスター作成
時とすべて同じです。

4. [Create job (ジョブの作成)] を選択します。

Snowball Edge の代替品を配送中です。お手元に届いたら、以下の手順でクラスターに追加します。

代替ノードを追加するには

1. ノードの前面、背面、上部が見えるように、クラスターの新しいノードを配置します。
2. ノードに電源が接続されていることを確認します。
3. ノードが、残りのクラスターと同じ内部ネットワークに接続されていることを確認します。
4. ノードの電源がオンになるまで待機します (電源が必要な場合)。
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5. snowballEdge associate-device コマンドを実行します。例については、「クラスターへの
ノードの追加 (p. 135)」を参照してください。

AWS雪が降っているAmazon EKS Anywhere を使
う

Amazon EKS Anywhere onAWS Snow は、スノーファミリーデバイスで Kubernetes クラスターを作成し
て運用するのに役立ちます。Kubernetes は、コンテナ化されたアプリケーションのデプロイ、スケーリ
ング、および管理を自動化するために使用されるオープンソースソフトウェアです。外部ネットワーク接
続の有無にかかわらず、Snowball Edge デバイスで Amazon EKS Anywhere を使用できます。外部ネッ
トワークに接続していないデバイスで Amazon EKS Anywhere を使用するには、Snowball Edge デバイ
スで実行するコンテナレジストリを指定します。Amazon EKS Anywhere に関する一般的な情報について
は、Amazon EKS Anywhere のドキュメントを参照してください。

Amazon EKS Anywhere onAWS Snow を使用すると、次の機能が提供されます。

• Snowball Edge コンピューティング最適化デバイスに Amazon EKS Anywhere CLI (eksctl Anywhere) を
使用して Kubernetes (K8s) クラスターをプロビジョニングします。Amazon EKS Anywhere を 1 台の 
Snowball Edge デバイス、または 3 台以上のデバイスにプロビジョニングして高可用性を実現できま
す。

• Cilium コンテナネットワークインターフェイス (CNI) Support。
• ノードオペレーティングシステムとして、Ubuntu 20.04 Support。

この図は、Snowball Edge デバイスにデプロイされた Amazon EKS Anywhere クラスターを示していま
す。
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サポートされている Kubernetes のバージョンを確認するには、Amazon EKS Anywhere ドキュメントの
「バージョンサポート」を参照してください。

Amazon EKS Anywhere onAWS Snow の詳細については、Amazon EKS Anywhere のドキュメントを参照
してください。

トピック
• Amazon EKS Anywhere onAWS Snow 用の Snowball Edge デバイスを注文する前に完了すべきアク

ション (p. 245)
• Amazon EKS AnywhereAWS オンスノーで使用するための Snowball Edge デバイスの注文 (p. 246)
• Snowball エッジデバイスでの Amazon EKS Anywhere の設定と実行 (p. 246)
• Amazon EKS Anywhere onAWS Snow をオフラインオペレーション用に設定する (p. 254)
• Snowball Edge デバイスで Amazon EKS Anywhere クラスターを作成、アップグレード、削除す

る (p. 254)
• Snowball Edge デバイス上の Amazon EKS Anywhere クラスターのトラブルシューティング (p. 255)

Amazon EKS Anywhere onAWS Snow 用の Snowball 
Edge デバイスを注文する前に完了すべきアクション
現時点では、Amazon EKS Anywhere は Snowball Edge コンピューティング最適化デバイスおよびグラ
フィックスプロセッシングユニット (GPU) 搭載コンピューティング最適化デバイスと互換性がありま
す。Snowball Edge デバイスを注文する前に、準備しておくべきことがいくつかあります。

• デバイス上に仮想マシンを作成するために使用するオペレーティングシステムイメージを構築して提供
します。

• ネットワークには、K8sコントロールプランのエンドポイントで使用できる静的IPアドレスがあり、ア
ドレス解決プロトコル（ARP）を許可している必要があります。

• Snowball Edge デバイスは、特定のポートを開いている必要があります。ポートの詳細について
は、Amazon EKS Anywhere ドキュメントの「ポートとプロトコル」を参照してください。

トピック
• Ubuntu EKS ディストリビューション AMI を作成する (p. 245)
• ハーバー AMI を構築 (p. 245)

Ubuntu EKS ディストリビューション AMI を作成する
Ubuntu EKS ディストリビューション AMI を作成するには、「Snow ノードイメージのビルド」を参照し
てください。

生成される AMI の名前はパターンに従いますcapa-ami-ubuntu-20.04-version-timestamp。例え
ば、capa-ami-ubuntu-20.04-v1.24-1672424524。

ハーバー AMI を構築
Snowball Edge デバイスに含めるように Harbor プライベートレジストリ AMI を設定すると、外部ネット
ワークに接続しなくてもデバイスで Amazon EKS Anywhere を使用できます。Snowball Edge デバイスが
外部ネットワークから切断されているときに Amazon EKS Anywhere を使用しない場合や、デバイスで使
用する AMI にプライベート Kubernetes レジストリがある場合は、このセクションをスキップできます。

港湾ローカルレジストリ AMI を作成するには、「港 AMI の構築」を参照してください。

245

https://anywhere.eks.amazonaws.com/docs/reference/support/support-versions/
https://anywhere.eks.amazonaws.com/docs/
https://anywhere.eks.amazonaws.com/docs/
https://anywhere.eks.amazonaws.com/docs/reference/ports/
https://anywhere.eks.amazonaws.com/docs/reference/artifacts/#build-snow-node-images
https://github.com/aws-samples/aws-snow-tools-for-eks-anywhere/tree/main/container-registry-ami-builder#build-harbor-ami


AWS Snowball Edge 開発者ガイド
Amazon EKS AnywhereAWS オンスノーで使
用するための Snowball Edge デバイスの注文

Amazon EKS AnywhereAWS オンスノーで使用するた
めの Snowball Edge デバイスの注文
Snowball Edge コンピューティング最適化デバイスまたは GPU デバイスによるコンピューティング最適
化を注文するには、このガイドを参照し、注文プロセス中に次の点に注意してください。Snowball Edge 
ジョブの作成 (p. 38)

• ステップ 1 では、ローカルコンピューティングとストレージのみのジョブタイプを選択します。
• ステップ 2 では、Snowball Edge Compute Optimized デバイスまたは Snowball Edge Compute 

Optimized GPU デバイスタイプを選択します。
• ステップ 3 では、EKS Anywhere onAWS Snow を選択してから、必要な Kubernetes バージョンと EKS 

Anywhere バージョンを選択します。
• デバイスに含める AMI を選択します。これには、EKS ディストリビューション AMI (「」を参照Ubuntu 

EKS ディストリビューション AMI を作成する (p. 245)) と、オプションでビルドした Harbor AMI 
(「」を参照ハーバー AMI を構築 (p. 245)) が含まれます。

• 高可用性のために複数の Snowball Edge デバイスが必要な場合は、高可用性から必要なデバイスの数を
選択してください。

Snowball Edge デバイス (1 つまたは複数) を受け取ったら、に従って Amazon EKS Anywhere を設定しま
すSnowball エッジデバイスでの Amazon EKS Anywhere の設定と実行 (p. 246)。

Snowball エッジデバイスでの Amazon EKS Anywhere 
の設定と実行
以下の手順に従って、お使いの Snowball Edge デバイスで Amazon EKS Anywhere を設定して起動しま
す。次に、接続されていないデバイスで動作するように Amazon EKS Anywhere を設定するには、それ
らのデバイスを外部ネットワークから切断する前に追加の手順を実行する必要があります。詳細について
は、「Amazon EKS Anywhere onAWS Snow をオフラインオペレーション用に設定する (p. 254)」を参
照してください。

トピック
• 初期セットアップ (p. 246)
• Amazon EKS Anywhere をSnowball エッジデバイスで自動的に設定して実行する (p. 247)
• Snowball Edge デバイスでの Amazon EKS Anywhere の手動設定と実行 (p. 247)

初期セットアップ
デバイスをローカルネットワークに接続し、Snowball Edge クライアントをダウンロードし、認証情報を
取得して、デバイスのロックを解除して、各 Snowball Edge デバイスで初期設定を実行します。

初期設定を実行

1. Snowball Edge クライアントのダウンロードとインストール 詳細については、「Snowball Edge クラ
イアントのダウンロードとインストール (p. 53)」を参照してください。

2. デバイスをローカルネットワークConnect。詳細については、「ローカルネットワークへの接
続 (p. 51)」を参照してください。

3. 認証情報を取得して、デバイスのロックを解除します。詳細については、「認証情報とツールを取得
する (p. 52)」を参照してください。

4. デバイスのロックを解除します。詳細については、「Snowball Edge のロック解除 (p. 53)」を参照し
てください。デバイスを手動でロック解除する代わりに、スクリプトツールを使用することもできま
す。「デバイスのロック解除」を参照してください。
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Amazon EKS Anywhere をSnowball エッジデバイスで自動的に
設定して実行する
サンプルスクリプトツールを使用して環境をセットアップし、Amazon EKS Anywhere 管理インスタ
ンスを実行することも、手動で行うこともできます。スクリプトツールを使用するには、「Amazon 
EKS Anywhere のデバイスのロック解除と環境のセットアップ」を参照してください。環境をセット
アップして Amazon EKS Anywhere 管理インスタンスを実行した後、ネットワークから切断されている
ときに Snowball Edge デバイスで動作するように Amazon EKS Anywhere を設定する必要がある場合
は、を参照してくださいAmazon EKS Anywhere onAWS Snow をオフラインオペレーション用に設定す
る (p. 254)。それ以外の場合は、「Snowball Edge デバイスで Amazon EKS Anywhere クラスターを作
成、アップグレード、削除する (p. 254)」を参照してください。

環境を手動でセットアップして Amazon EKS Anywhere 管理インスタンスを実行するには、を参照してく
ださいSnowball Edge デバイスでの Amazon EKS Anywhere の手動設定と実行 (p. 247)。

Snowball Edge デバイスでの Amazon EKS Anywhere の手動設定
と実行
トピック

• AWS CLIプロフィールを作成する (p. 247)
• Amazon EKS Anywhere の IAM ローカルユーザーを作成する (p. 248)
• (オプション) セキュアシェルキーの作成とインポート (p. 251)
• Amazon EKS Anywhere 管理インスタンスを実行し、そのインスタンスに認証情報と証明書ファイル

を転送する (p. 252)

AWS CLIプロフィールを作成する

Snowball Edge デバイスと Amazon EKS AnywhereAWS CLI 管理インスタンスを設定するプロセス全
体で使用する認証情報を保存するプロファイルを作成します。AWS CLIプロファイルの詳細について
は、『AWS Command Line Interfaceユーザガイド』の「の名前付きプロファイル」を参照してくださ
い。AWS CLI

サンプルスクリプトツールを使用して、AWS CLIプロファイルと Amazon EKS Anywhere のローカル IAM 
ユーザーを自動的に作成できます。認証情報と証明書ファイルの作成を参照してください。スクリプトを
使用したら、(オプション) セキュアシェルキーの作成とインポート (p. 251)で再開します。それ以外の
場合は、以下の手順に従ってから、の手順に従ってくださいAmazon EKS Anywhere の IAM ローカルユー
ザーを作成する (p. 248)。

Note

設定する Snowball Edge デバイスごとにこれを行います。

PATH_TO_Snowball_Edge_CLIENT/bin/snowballEdge list-access-keys --endpoint https://snowball-
ip --manifest-file path-to-manifest-file --unlock-code unlock-code
{ 
 "AccessKeyIds" : [ "xxxx" ]
} 
       

AccessKeyIdsaccess-key-idget-secret-access-keyの値をコマンドのパラメータの値として使用
します。
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PATH_TO_Snowball_Edge_CLIENT/bin/snowballEdge get-secret-access-key --access-key-
id ACCESS_KEY_ID --endpoint https://snowball-ip --manifest-file path-to-manifest-file --
unlock-code unlock-code
[snowballEdge]
aws_access_key_id = xxx
aws_secret_access_key = xxx 
       

aws_access_key_idとの値を、aws_secret_access_keyAWS Access Key IDAWS Secret 
Access KeyAWS CLIプロファイルのおよびの値として使用します。

aws configure --profile profile-name
AWS Access Key ID [None]: aws_access_key_id
AWS Secret Access Key [None]: aws_secret_access_key
Default region name [None]: snow 
       

Amazon EKS Anywhere の IAM ローカルユーザーを作成する
セキュリティのベストプラクティスを得るには、Snowball Edge デバイスで Amazon EKS Anywhere の
ローカル IAM ユーザーを作成してください。これを行うには、次の手順を使用して手動で行うことができ
ます。

Note

これを、使用する Snowball Edge デバイスごとに行います。

ローカルユーザーの作成

create-userコマンドを使用して Amazon EKS Anywhere IAM ユーザーを作成します。

aws iam create-user --user-name user-name --endpoint http://snowball-ip:6078 --
profile profile-name
    { 
        "User": { 
            "Path": "/", 
            "UserName": "eks-a-user", 
            "UserId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/eks-a-user", 
            "CreateDate": "2022-04-06T00:13:35.665000+00:00" 
        } 
    } 
   

ローカルユーザー用のポリシーを作成する

ポリシードキュメントを作成し、それを使用して IAM ポリシーを作成し、そのポリシーを Amazon EKS 
Anywhere ローカルユーザーにアタッチします。

ポリシードキュメントを作成して Amazon EKS Anywhere ローカルユーザーに添付するには

1. ポリシードキュメントを作成してコンピュータに保存します。以下のポリシーを文書にコピーしてく
ださい。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
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      "Action": [ 
        "snowballdevice:DescribeDevice", 
        "snowballdevice:CreateDirectNetworkInterface", 
        "snowballdevice:DeleteDirectNetworkInterface", 
        "snowballdevice:DescribeDirectNetworkInterfaces", 
        "snowballdevice:DescribeDeviceSoftware" 
      ], 
      "Resource": ["*"] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:RunInstances", 
        "ec2:DescribeInstances", 
        "ec2:TerminateInstances", 
        "ec2:ImportKeyPair", 
        "ec2:DescribeKeyPairs", 
        "ec2:DescribeInstanceTypes", 
        "ec2:DescribeImages", 
        "ec2:DeleteTags" 
      ], 
      "Resource": ["*"] 
    } 
  ]
} 
     

2. create-policyコマンドを使用して、ポリシードキュメントに基づいて IAM ポリシーを作成しま
す。--policy-documentパラメータの値には、ポリシーファイルへの絶対パスを使用する必要があ
ります。例えば、file:///home/user/policy-name.json です。

aws iam create-policy --policy-name policy-name --policy-document file:///home/user/
policy-name.json --endpoint http://snowball-ip:6078 --profile profile-name
{ 
    "Policy": { 
        "PolicyName": "policy-name", 
        "PolicyId": "ANPACEMGEZDGNBVGY3TQOJQGEZAAAABP76TE5MKAAAABCCOTR2IJ43NBTJRZBU", 
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/policy-name", 
        "Path": "/", 
        "DefaultVersionId": "v1", 
        "AttachmentCount": 0, 
        "IsAttachable": true, 
        "CreateDate": "2022-04-06T04:46:56.907000+00:00", 
        "UpdateDate": "2022-04-06T04:46:56.907000+00:00" 
    }
}      
     

3. attach-user-policyコマンドを使用して IAM ポリシーを Amazon EKS Anywhere のローカルユー
ザーにアタッチします。

aws iam attach-user-policy --policy-arn policy-arn --user-name user-name --endpoint 
 http://snowball-ip:6078 --profile profile-name     
    

アクセスキーと認証情報ファイルの作成

Amazon EKS Anywhere IAM ローカルユーザーのアクセスキーを作成します。次に、認証情報ファイルを
作成し、SecretAccessKeyその中にローカルユーザー用に生成された値を含めます。AccessKeyId認証
情報ファイルは、後で Amazon EKS Anywhere 管理インスタンスによって使用されます。
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1. create-access-keyコマンドを使用して、Amazon EKS Anywhere ローカルユーザーのアクセス
キーを作成します。

aws iam create-access-key --user-name user-name --endpoint http://snowball-ip:6078 --
profile profile-name
    { 
        "AccessKey": { 
            "UserName": "eks-a-user", 
            "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "Status": "Active", 
            "SecretAccessKey": "RTT/wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY", 
            "CreateDate": "2022-04-06T04:23:46.139000+00:00" 
        } 
    } 
   

2. 認証情報ファイルを作成します。その中に、AccessKeyIdSecretAccessKeyと値を次の形式で保存
します。

[snowball-ip]  
aws_access_key_id = ABCDEFGHIJKLMNOPQR2T
aws_secret_access_key = AfSD7sYz/TBZtzkReBl6PuuISzJ2WtNkeePw+nNzJ
region = snow             
           

Note

複数の Snowball Edge デバイスを使用している場合、ファイル内の認証情報の順序は関係あ
りませんが、すべてのデバイスの認証情報を 1 つのファイルに含める必要があります。

管理インスタンス用の証明書ファイルを作成する

Amazon EKS Anywhere 管理インスタンスを実行するには、Snowball Edge デバイスの証明書が必要で
す。Snowball Edge デバイスにアクセスして Amazon EKS Anywhere 管理インスタンスが後で使用できる
ように、証明書を含む証明書ファイルを作成します。

証明書ファイルを作成するには

1. list-certificatesコマンドを使用して、使用する予定の各 Snowball Edge デバイスの証明書を取
得します。

PATH_TO_Snowball_Edge_CLIENT/bin/snowballEdge list-certificates --endpoint 
 https://snowball-ip --manifest-file path-to-manifest-file --unlock-code unlock-code
{ 
  "Certificates" : [ { 
    "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device:::certificate/xxx", 
    "SubjectAlternativeNames" : [ "ID:JID-xxx" ] 
  } ]
} 
             

2. CertificateArn--certificate-arnget-certificateの値をコマンドのパラメータの値として
使用します。
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PATH_TO_Snowball_Edge_CLIENT/bin/snowballEdge get-certificate --certificate-arn ARN
 --endpoint https://snowball-ip --manifest-file path-to-manifest-file --unlock-
code unlock-code            
          

3. デバイス証明書ファイルを作成します。get-certificateの出力を証明書ファイルに入れます。次
は、出力を保存する方法の例です。

Note

複数の Snowball Edge デバイスを使用している場合、ファイル内の認証情報の順序は関係あ
りませんが、すべてのデバイスの認証情報を 1 つのファイルに含める必要があります。

-----BEGIN CERTIFICATE-----
ZWtzYSBzbm93IHRlc3QgY2VydGlmaWNhdGUgZWtzYSBzbm93IHRlc3QgY2VydGlm   
aWNhdGVla3NhIHNub3cgdGVzdCBjZXJ0aWZpY2F0ZWVrc2Egc25vdyB0ZXN0IGNl   
cnRpZmljYXRlZWtzYSBzbm93IHRlc3QgY2VydGlmaWNhdGVla3NhIHNub3cgdGVz   
dCBjZXJ0aWZpY2F0ZQMIIDXDCCAkSgAwIBAgIJAISM0nTVmbj+MA0GCSqGSIb3DQ   
...                                                                
-----END CERTIFICATE-----  
             

4. Amazon EKS Anywhere の IAM ローカルユーザーを作成する (p. 248)この手順を繰り返して、すべ
ての Snowball Edge デバイスで Amazon EKS Anywhere の IAM ローカルユーザーを作成します。

(オプション) セキュアシェルキーの作成とインポート

このオプションの手順を使用して、すべての Amazon EKS Anywhere ノードインスタンスにアクセスする
ためのセキュアシェル (SSH) キーを作成し、パブリックキーをすべての Snowball Edge デバイスにイン
ポートします。このキーファイルを保管して安全に保管してください。

この手順をスキップすると、Amazon EKS Anywhere は必要に応じて自動的に SSH キーを作成してイン
ポートします。このキーは、の管理インスタンスに保存されます${PWD}/${CLUSTER_NAME}/eks-a-
id_rsa。

SSH キーを作成して Amazon EKS Anywhere インスタンスにインポートします

1. ssh-keygenコマンドを使用して SSH キーを生成します。

ssh-keygen -t rsa -C "key-name" -f path-to-key-file
     

2. import-key-pairコマンドを使用して、コンピューターから Snowball Edge デバイスにキーをイン
ポートします。

Note

キーをすべてのデバイスにインポートする場合、key-nameパラメータの値は同じでなけれ
ばなりません。

aws ec2 import-key-pair --key-name key-name --public-key-material fileb:///path/to/key-
file --endpoint http://snowball-ip:8008 --profile profile-name 
{ 
    "KeyFingerprint": "5b:0c:fd:e1:a0:69:05:4c:aa:43:f3:3b:3e:04:7f:51", 
    "KeyName": "default", 
    "KeyPairId": "s.key-85edb5d820c92a6f8"
} 
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Amazon EKS Anywhere 管理インスタンスを実行し、そのインスタンスに認証情
報と証明書ファイルを転送する
Amazon EKS Anywhere 管理インスタンスを実行する

以下の手順に従って、Amazon EKS Anywhere 管理インスタンスを手動で実行し、管理インスタンスの仮
想ネットワークインターフェイス (VNI) を設定し、インスタンスのステータスを確認し、SSH キーを作成
し、それを使用して管理インスタンスに接続します。サンプルスクリプトツールを使用すると、Amazon 
EKS Anywhere 管理インスタンスの作成と、このインスタンスへの認証情報と証明書ファイルの転送を自
動化できます。Amazon EKS Anywhere 管理インスタンスの作成を参照してください。スクリプトツール
が完了したら、を参照してインスタンスに SSH 接続し、クラスターを作成できますSnowball Edge デバ
イスで Amazon EKS Anywhere クラスターを作成、アップグレード、削除する (p. 254)。Amazon EKS 
Anywhere インスタンスを手動でセットアップする場合は、以下の手順に従ってください。

Note

クラスターのプロビジョニングに複数の Snowball Edge デバイスを使用している場合は、任意の 
Snowball Edge デバイスで Amazon EKS Anywhere 管理インスタンスを起動できます。

Amazon EKS Anywhere 管理インスタンスを実行するには

1. create-key-pairコマンドを使用して Amazon EKS Anywhere 管理インスタンス用の SSH キーを
作成します。$PWD/key-file-nameコマンドはキーをに保存します。

aws ec2 create-key-pair --key-name key-name --query 'KeyMaterial' --output text --
endpoint http://snowball ip:8008 --profile profile-name > key-file-name

2. describe-imagesコマンドを使用して、eks-anywhere-admin出力からで始まるイメージ名を検
索します。

aws ec2 describe-images --endpoint http://snowball-ip:8008 --profile profile-name
      

3. run-instanceコマンドを使用して、Amazon EKS Anywhere 管理イメージで eks-a 管理インスタン
スを起動します。

aws ec2 run-instances --image-id eks-a-admin-image-id --key-name key-name --instance-
type sbe-c.xlarge --endpoint http://snowball-ip:8008 --profile profile-name
      

4. describe-instancesコマンドを使用して、Amazon EKS Anywhere インスタンスのステータスを
チェックします。runningコマンドがインスタンスの状態を示すまで待ってから、続行してくださ
い。

aws ec2 describe-instances --instance-id instance-id --endpoint http://snowball-ip:8008 
 --profile profile-name

5. describe-deviceコマンドの出力から、ネットワークに接続されている物理ネットワークインター
フェイスの値を書き留めます。PhysicalNetworkInterfaceIdこれを使用して VNI を作成しま
す。
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PATH_TO_Snowball_Edge_CLIENT/bin/snowballEdge describe-device --endpoint 
 https://snowball-ip --manifest-file path-to-manifest-file --unlock-code unlock-code

6. Amazon EKS Anywhere 管理インスタンス用の VNI を作成しま
す。PhysicalNetworkInterfaceIdphysical-network-interface-idの値をパラメータの値
として使用します。

PATH_TO_Snowball_Edge_CLIENT/bin/snowballEdge create-virtual-network-interface 
 --ip-address-assignment dhcp --physical-network-interface-id PNI --endpoint 
 https://snowball-ip --manifest-file path-to-manifest-file --unlock-code unlock-code

7. IpAddresspublic-ipassociate-addressコマンドのパラメータの値としての値を使用して、パ
ブリックアドレスを Amazon EKS Anywhere 管理インスタンスに関連付けます。

aws ec2 associate-address --instance-id instance-id --public-ip VNI-IP --endpoint 
 http://snowball-ip:8008 --profile profile-name 

8. Amazon EKS Anywhere 管理インスタンスに SSH でConnect します。

ssh -i path-to-key ec2-user@VNI-IP      
    

証明書と認証情報ファイルを管理インスタンスに転送する

Amazon EKS Anywhere 管理インスタンスが実行されたら、Snowball Edge デバイスの認証情報と証明書
を管理インスタンスに転送します。認証情報と証明書ファイルをおよびに保存したのと同じディレクトリ
から、次のコマンドを実行します管理インスタンス用の証明書ファイルを作成する (p. 250)。アクセス
キーと認証情報ファイルの作成 (p. 249)

scp -i path-to-key path-to-credentials-file path-to-certificates-file ec2-user@eks-admin-
instance-ip:~         
       

Amazon EKS Anywhere 管理インスタンス上のファイルの内容を確認します。認証情報と証明書ファイル
の例を以下に示します。

[192.168.1.1]  
aws_access_key_id = EMGEZDGNBVGY3TQOJQGEZB5ULEAAIWHWUJDXEXAMPLE  
aws_secret_access_key = AUHpqjO0GZQHEYXDbN0neLNlfR0gEXAMPLE  
region = snow  

[192.168.1.2]  
aws_access_key_id = EMGEZDGNBVGY3TQOJQGEZG5O7F3FJUCMYRMI4KPIEXAMPLE  
aws_secret_access_key = kY4Cl8+RJAwq/bu28Y8fUJepwqhDEXAMPLE  
region = snow         
       

-----BEGIN CERTIFICATE-----                                       
ZWtzYSBzbm93IHRlc3QgY2VydGlmaWNhdGUgZWtzYSBzbm93IHRlc3QgY2VydGlm   
aWNhdGVla3NhIHNub3cgdGVzdCBjZXJ0aWZpY2F0ZWVrc2Egc25vdyB0ZXN0IGNl   
cnRpZmljYXRlZWtzYSBzbm93IHRlc3QgY2VydGlmaWNhdGVla3NhIHNub3cgdGVz   
dCBjZXJ0aWZpY2F0ZQMIIDXDCCAkSgAwIBAgIJAISM0nTVmbj+MA0GCSqGSIb3DQ   
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...                                                                
-----END CERTIFICATE-----                                          

-----BEGIN CERTIFICATE-----                                        
KJ0FPl2PAYPEjxr81/PoCXfZeARBzN9WLUH5yz1ta+sYUJouzhzWuLJYA1xqcCPY   
mhVlkRsN4hVdlBNRnCCpRF766yjdJeibKVzXQxoXoZBjrOkuGwqRy3d3ndjK77h4   
OR5Fv9mjGf7CjcaSjk/4iwmZvRSaQacb0YG5GVeb4mfUAuVtuFoMeYfnAgMBAAGj   
azBpMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wHQYDVR0OBBYEFL/bRcnBRuSM5+FcYFa8HfIBomdF   
...                                                               
-----END CERTIFICATE-----          
       

Amazon EKS Anywhere onAWS Snow をオフライン
オペレーション用に設定する
外部ネットワーク接続のない環境で Amazon EKS Anywhere を実行できるように、ネットワークに接続し
た状態で Amazon EKS Anywhere をネットワークに接続した状態で Amazon EKS Anywhere の追加設定を
行います。

Amazon EKS Anywhere を独自のローカルのプライベート Kubernetes レジストリでオフラインで使用でき
るように設定するには、EKS Anywhere ドキュメントの「レジストリミラー設定」を参照してください。

Harbor プライベートレジストリ AMI を作成した場合、このセクションの以下の手順に従ってください。

トピック
• Snowball Edge デバイスでのハーバーレジストリの設定 (p. 254)
• Amazon EKS Anywhere 管理インスタンスの Harbor レジストリを使用する (p. 254)

Snowball Edge デバイスでのハーバーレジストリの設定
「Snowball Edge デバイスでのハーバーの設定」を参照してください。

Amazon EKS Anywhere 管理インスタンスの Harbor レジストリ
を使用する
Amazon EKS Anywhere コンテナイメージを Snowball Edge デバイスのローカルハーバーレジストリにイ
ンポートするを参照してください。

Snowball Edge デバイスで Amazon EKS Anywhere ク
ラスターを作成、アップグレード、削除する
静的 IP アドレス範囲でクラスターを作成する場合は、同じ IP アドレス範囲の Snowball Edge デバイス上
に他のクラスターを作成しないようにしてください。Snowball Edge デバイスで DHCP アドレッシングを
使用して別のクラスターを作成する場合は、クラスターに使用するすべての静的 IP アドレス範囲が DHCP 
プールサブネットに含まれていないことを確認してください。

Note

ベストプラクティス:クラスターを作成し、正常にプロビジョニングされて実行されるまで待って
から、別のクラスターを作成します。

Amazon EKS Anywhere クラスターを作成、アップグレード、削除するには、「今すぐ始めよう」を参照
してください。
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https://anywhere.eks.amazonaws.com/docs/reference/clusterspec/optional/registrymirror/
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Amazon EKS Anywhere 管理者 AMI または EKS ディストリビューション AMI をアップグレードするに
は、にお問い合わせくださいAWS Support。 AWS Supportアップグレードされた AMI を含む Snowball 
Edge アップデートを提供します。次に、Snowball Edge アップデートをダウンロードしてインストールし
ます。「アップデートをダウンロードする (p. 300)」および「更新をインストールする (p. 300)」を参
照してください。

Amazon EKS Anywhere AMI をアップグレードしたら、新しい Amazon EKS Anywhere 管理インスタン
スを起動する必要があります。Amazon EKS Anywhere 管理インスタンスを実行する (p. 252) を参照し
てください。次に、キーファイル、クラスターフォルダー、認証情報、証明書を以前の管理インスタンス
からアップグレードされたインスタンスにコピーします。これらは、クラスターにちなんで名付けられた
フォルダーにあります。

リソースをクリーンアップする
Snowball Edge デバイス上に複数のクラスターを作成して正しく削除しなかったり、クラスターに問題が
あって再開後にクラスターが代替ノードを作成したりすると、リソースリークが発生します。サンプルス
クリプトツールを使用して Amazon EKS Anywhere 管理インスタンスと Snowball Edge デバイスをクリー
ニングできます。Amazon EKS AnywhereAWS オンスノークリーンアップツールをご覧ください。

Snowball Edge デバイス上の Amazon EKS Anywhere 
クラスターのトラブルシューティング
Snowball Edge デバイス上の Amazon EKS Anywhere クラスターをトラブルシューティングするには、
「クラスターのトラブルシューティング」を参照してください。

Snowball Edge デバイスからログファイルを生成することもできます。AWS Snowball Edge ロ
グ (p. 127)このガイドを参照してください。

ローカルでの IAM の使用
AWS Identity and Access Management(IAM) は、AWS Snowball Edgeデバイスで実行されるAWSリソース
へのアクセスを安全にコントロールする際に役立ちます。IAM により、誰を認証 (サインイン) し、誰にリ
ソースの使用を承認する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。

IAM は、デバイスでローカルにサポートされています。ローカル IAM サービスを使用して新しいユー
ザーを作成し、IAM ポリシーをアタッチできます。これらのポリシーを使用して、割り当てられたタス
クの実行に必要なアクセスを許可できます。例えば、ユーザーにデータの転送を許可する一方で、新しい 
Amazon EC2 インスタンスの作成は制限することができます。

さらに、デバイスで AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、ローカルなセッションベース
の認証情報を作成できます。IAM サービスの詳細については、IAM ユーザーガイドの使用開始を参照して
ください。

デバイスのルート認証情報を無効にすることはできません。また、アカウント内のポリシーを使用し
て、AWS アカウント のルートユーザーへのアクセスを明示的に拒否することはできません。ルートユー
ザーのアクセスキーを保護し、デバイスを日常的に操作するための IAM ユーザー認証情報を作成すること
をお勧めします。

Important

このセクションのドキュメントは、AWS Snowball Edge デバイス上で IAM をローカルで使用す
る場合に適用されます。AWS クラウド での IAM の使用の詳細については、AWS Snowball の 
Identity and Access Management (p. 308) を参照してください。
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https://github.com/aws-samples/aws-snow-tools-for-eks-anywhere/tree/main/cleanup-tools#eks-anywhere-on-snow-cleanup-tools
https://anywhere.eks.amazonaws.com/docs/tasks/troubleshoot/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/GettingStartedGuide/
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AWS のサービスを Snowball Edge 上で正しく動作させるには、サービスのポートを許可する必
要があります。詳細については、「AWS Snowball Edge デバイスで AWS のサービスを使用する
ために必要なポート (p. 264)」を参照してください。

トピック
• Snowball Edge での AWS CLI および API オペレーションの使用 (p. 256)
• Snowball Edge でサポートされている IAM AWS CLI コマンドの一覧 (p. 256)
• IAM ポリシーの例 (p. 259)
• TrustPolicy 例 4 (p. 262)

Snowball Edge での AWS CLI および API オペレー
ションの使用
AWS CLI または API オペレーションを使用して、SnowballEdge で IAM、AWS STS、Amazon S3、およ
び Amazon EC2 コマンドを入力する場合は、region を「snow」に指定する必要があります。次の例の
ように、aws configure を使用するか、コマンド自体の中でこれを行うことができます。

aws configure --profile abc
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: 1234567
Default region name [None]: snow
Default output format [None]: json 
         

または

aws iam list-users --profile snowballEdge --endpoint http://192.0.2.0:6078 --region snow  
         

Note

AWS Snowball Edge でローカルに使用されるアクセスキー ID とアクセスシークレットキー
を、AWS クラウド 内のキーと交換することはできません。

Snowball Edge でサポートされている IAM AWS CLI 
コマンドの一覧
以下では、Snowball Edge デバイスでサポートされている、IAM 用の AWS CLI コマンドとオプションの
サブセットについて説明します。コマンドまたはオプションが以下に示されていない場合、そのコマンド
またはオプションはサポートされていません。コマンドでサポートされていないパラメータについては、
説明に記載されています。

• attach-role-policy-指定した IAM ロールに指定した管理ポリシーをアタッチします。
• attach-user-policy-指定したユーザーに指定した管理ポリシーをアタッチします。
• create-access-key-指定したユーザーに対し、新しいローカル IAMAWS シークレットアクセスキーと、

対応するアクセスキー ID を作成します。
• create-policy - デバイスの新しい IAM 管理ポリシーを作成します。
• create-role — デバイスの新しいローカル IAM ロールを作成します。以下のパラメータはサポートされ

ていません。
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https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/attach-role-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/attach-user-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/create-access-key.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/create-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/create-role.html
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• Tags
• PermissionsBoundary

• create-user — デバイスの新しいローカル IAM ユーザーを作成します。以下のパラメータはサポートさ
れていません。
• Tags
• PermissionsBoundary

• delete-access-key-指定したユーザーに対する新しいローカル IAM シークレットアクセスキーと、対応
するAWSアクセスキー ID を削除します。

• delete-policy - 指定した管理ポリシーを削除します。
• delete-role - 指定したロールを削除します。
• delete-user - 指定したユーザーを削除します。
• detach-role-policy-指定したロールから指定の管理ポリシーを削除します。
• detach-user-policy-指定したユーザーから指定の管理ポリシーを削除します。
• get-policy - 指定した管理ポリシーについて、ポリシーのデフォルトバージョン、ポリシーがアタッチさ

れているローカル IAM ユーザー、グループ、ロールの総数などの情報を取得します。
• get-policy-version-指定した管理ポリシーの指定のバージョンについて、ポリシードキュメントなどの情

報を取得します。
• get-role - 指定したロールについて、そのロールのパス、GUID、ARN、ロールを継承するアクセス許可

を付与する信頼ポリシーなどの情報を取得します。
• get-user - 指定した IAM ユーザーについて、ユーザーの作成日、パス、一意の ID、ARN などの情報を取

得します。
• list-access-keys-指定された IAM ユーザーに関連付けられたアクセスキー ID に関する情報を返します。
• list-attached-role-policies-指定された IAM ロールにアタッチされているすべてのマネージドポリシーを

リストします。
• list-attached-user-policies-指定された IAM ユーザーにアタッチされているすべてのマネージドポリシー

をリストします。
• list-entities-for-policy-指定した管理ポリシーがアタッチされているすべてのローカル IAM ユーザー、グ

ループ、およびロールを一覧表示します。
• --EntityFilter: 値として user および role のみがサポートされます。

• list-policies - ローカル AWS アカウント で使用可能なすべての管理ポリシーを一覧表示します。次のパ
ラメータはサポートされていません。
• --PolicyUsageFilter

• list-roles - 指定したパスプレフィックスを持つローカル IAM ロールを一覧表示します。
• list-users - 指定したパスのプレフィックスを持つ IAM ユーザーを一覧表示します。
• update-access-key-指定したアクセスキーのステータスを、アクティブから非アクティブ、またはその

逆に変更します。
• update-assume-role-policy – IAM エンティティにロールを引き受けるための許可を付与するポリシーを

更新します。
• update-role - ロールの説明または最大セッション継続時間の設定を更新します。
• update-user - 指定した IAM ユーザーの名前やパスを更新します。

サポートされている IAM API オペレーション
以下は、Snowball Edge で使用できる IAM API オペレーションと、IAM API リファレンスの説明へのリン
クです。

• AttachRolePolicy-指定した IAM ロールに指定した管理ポリシーをアタッチします。
• AttachUserPolicy-指定したユーザーに指定した管理ポリシーをアタッチします。
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https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/create-user.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/delete-access-key.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/delete-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/delete-role.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/delete-user.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/detach-role-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/detach-user-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/get-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/get-policy-version.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/get-role.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/get-user.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/list-access-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/list-attached-role-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/list-attached-user-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/list-entities-for-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/list-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/list-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/list-users.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/update-access-key.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/update-assume-role-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/update-role.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/update-user.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_AttachRolePolicy.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_AttachUserPolicy.html


AWS Snowball Edge 開発者ガイド
サポートされている IAM AWS CLI コマンド

• CreateAccessKey-指定したユーザーに対し、新しいローカル IAMAWS シークレットアクセスキーと、
対応するアクセスキー ID を作成します。

• CreatePolicy-デバイスの新しい IAM 管理ポリシーを作成します。
• CreateRole— デバイスの新しいローカル IAM ロールを作成します。
• CreateUser-デバイスの新しいローカル IAM ユーザーを作成します。

以下のパラメータはサポートされていません。
• Tags

• PermissionsBoundary

• DeleteAccessKey— 指定されたアクセスキーを削除します。
• DeletePolicy— 指定された管理ポリシーを削除します。
• DeleteRole— 指定されたロールを削除します。
• DeleteUser— 指定されたユーザーを削除します。
• DetachRolePolicy-指定したロールから指定の管理ポリシーを削除します。
• DetachUserPolicy-指定したユーザーから指定の管理ポリシーを削除します。
• GetPolicy-指定した管理ポリシーについて、ポリシーのデフォルトバージョン、ポリシーがアタッチされ

ているローカル IAM ユーザー、グループ、ロールの総数などの情報を取得します。
• GetPolicyVersion-指定した管理ポリシーの指定のバージョンについて、ポリシードキュメントなどの情

報を取得します。
• GetRole-指定したロールについて、そのロールのパス、GUID、ARN、ロールを継承するアクセス許可を

付与する信頼ポリシーなどの情報を取得します。
• GetUser-指定した IAM ユーザーについて、ユーザーの作成日、パス、一意の ID、ARN などの情報を取

得します。
• ListAccessKeys-指定された IAM ユーザーに関連付けられたアクセスキー ID に関する情報を返します。
• ListAttachedRolePolicies-指定された IAM ロールにアタッチされているすべてのマネージドポリシーを

リストします。
• ListAttachedUserPolicies-指定された IAM ユーザーにアタッチされているすべてのマネージドポリシー

をリストします。
• ListEntitiesForPolicy-指定した IAM ユーザーについて、ユーザーの作成日、パス、一意の ID、ARN など

の情報を取得します。
• --EntityFilter: 値として user および role のみがサポートされます。

• ListPolicies— ローカルで使用可能なすべての管理ポリシーを一覧表示しますAWS アカウント。次のパ
ラメータはサポートされていません。
• --PolicyUsageFilter

• ListRoles-指定したパスのプレフィックスを持つローカル IAM ロールを一覧表示します。
• ListUsers-指定したパスのプレフィックスを持つ IAM ユーザーを一覧表示します。
• UpdateAccessKey-指定したアクセスキーのステータスを、アクティブから非アクティブ、またはその逆

に変更します。
• UpdateAssumeRolePolicy – IAM エンティティにロールを引き受けるための許可を付与するポリシーを

更新します。
• UpdateRole-ロールの説明または最大セッション継続時間の設定を更新します。
• UpdateUser-指定された IAM ユーザーの名前および/またはパスを更新します。

サポートされる IAM ポリシーのバージョンと文法
以下は、IAM ポリシーのローカル IAM サポートバージョン 2012-10-17 と、ポリシーの文法のサブセット
です。
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https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_CreateAccessKey.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_CreatePolicy.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_CreateRole.html
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https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_DeleteRole.html
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ポリシータイプ サポートされている文法

ID ベースのポリシー (ユーザー/ロールポリシー) 「Effect」、「Action」および「Resource」

Note

ローカル IAM 
は、"Condition"、"NotAction"、"NotResource"、
および "Principal" をサポートしていま
せん。

リソースベースのポリシー (ロールの信頼ポリ
シー)

「Effect」、「Action」および「Principal」

Note

プリンシパルでは、AWS アカウント ID 
またはプリンシパル ID のみが許可されま
す。

IAM ポリシーの例
Note

AWS Identity and Access Management(IAM) ユーザーには、AWS OpsHub for Snow Familyアプ
リケーションを使用して (p. 75) Snow Family"snowballdevice:*" デバイスを管理するための
アクセス許可が必要です。

次に、Snowball Edge デバイスにアクセス許可を付与するポリシーの例を示します。

例 1: IAM API GetUser を介したサンプルユーザーへの呼び出し
を許可します
IAM API GetUser を介したサンプルユーザーへの呼び出しを許可するには、以下のポリシーを使用しま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:GetUser", 
            "Resource": "arn:aws:iam:::user/example-user" 
        } 
    ]
}

例 2: Amazon S3 API へのフルアクセスを許可する
Amazon S3 API へのフルアクセスを許可するには、以下のポリシーを使用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": "*" 
             
        } 
    ]
}

例 3: 特定の Amazon S3 バケットへの読み取りと書き込みアクセ
スを許可する
特定のバケットへの読み取りおよび書き込みアクセスを許可するには、次のポリシーを使用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ListObjectsInBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllObjectActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:*Object", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
        } 
    ]
}

例 4: 特定の Amazon S3 バケットへの List、Get、および Put ア
クセスを許可する
次のポリシーを使用して、特定の S3 バケットへの List、Get、および Put アクセスを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:List*" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::examplebucket/*" 
        } 
    ]
}

例 5: Amazon EC2 API へのフルアクセスを許可する
Amazon EC2 へのフルアクセスを許可するには、以下のポリシーを使用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:*", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

例 6: Amazon EC2 インスタンスを開始および停止するためのア
クセスを許可する
次のポリシーを使用して、Amazon EC2 インスタンスの開始と停止のアクセスを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:StartInstances", 
                "ec2:StopInstances" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

例 7: DescribeLaunchTemplates へのコールを拒否するが、への
すべてのコールを許可する DescribeImages
DescribeLaunchTemplates への呼び出しを拒否するが、DescribeImages へのすべての呼び出しを
許可するには、次のポリシーを使用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeLaunchTemplates" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeImages" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

例 8: API コールのポリシー
Snow デバイスで使用可能なすべてのマネージドポリシーをリストします。これには、お客様独自のユー
ザー定義のマネージドポリシーが含まれます。詳細はリストポリシーをご覧ください。
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aws iam list-policies --endpoint http://ip-address:6078 --profile snowballEdge --region 
 snow
{ 
    "Policies": [ 
        { 
            "PolicyName": "Administrator", 
            "Description": "Root user admin policy for Account 123456789012", 
            "CreateDate": "2020-03-04T17:44:59.412Z", 
            "AttachmentCount": 1, 
            "IsAttachable": true, 
            "PolicyId": "policy-id", 
            "DefaultVersionId": "v1", 
            "Path": "/", 
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/Administrator", 
            "UpdateDate": "2020-03-04T19:10:45.620Z" 
        } 
    ]
}                                           

TrustPolicy 例 4
信頼ポリシーは、通常はアクセスできない可能性のある AWS リソースへのアクセスに使用できる一時的
なセキュリティ認証情報のセットを返します。これらの一時的な認証情報は、アクセスキー ID、シーク
レットアクセスキー、およびセキュリティトークンで構成されています。通常、クロスアカウントアクセ
スには、アカウントで AssumeRole を使用します。

以下に示しているのは、信頼ポリシーの例です。信頼ポリシーの詳細については、AWS Security Token 
ServiceAPI AssumeRoleリファレンスのを参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "arn:aws:iam::AccountId:root" //You can use the Principal ID instead of 
 the account ID.  
                ] 
            }, 
            "Action": [ 
                "sts:AssumeRole" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWS Security Token Service を使用する
AWS Security Token Service (AWS STS) を使用すると、IAM ユーザー用の、権限が制限された一時的な認
証情報をリクエストできます。

Important

AWS のサービスを Snowball Edge 上で正しく動作させるには、サービスのポートを許可する必
要があります。詳細については、「AWS Snowball Edge デバイスで AWS のサービスを使用する
ために必要なポート (p. 264)」を参照してください。

262

https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/API_AssumeRole.html


AWS Snowball Edge 開発者ガイド
Snowball Edge での AWS CLI お
よび API オペレーションの使用

トピック
• Snowball Edge での AWS CLI および API オペレーションの使用 (p. 263)
• Snowball Edge でサポートされるAWS STSAWS CLIコマンド (p. 263)
• サポートされている AWS STS API オペレーション (p. 264)

Snowball Edge での AWS CLI および API オペレー
ションの使用
AWS CLI または API オペレーションを使用して、Snowball Edge で IAM、AWS STS、Amazon 
S3、Amazon EC2 コマンドを発行するには、region を「snow」に指定する必要があります。次の例の
ように AWS configure を使用するか、コマンド自体の中でこれを行うことができます。

aws configure --profile snowballEdge
AWS Access Key ID [None]: defgh
AWS Secret Access Key [None]: 1234567
Default region name [None]: snow
Default output format [None]: json        

または

aws iam list-users --profile snowballEdge --endpoint http://192.0.2.0:6078 --region snow    
       

Note

AWS Snowball のエッジでローカルに使用されるアクセスキー ID とアクセスシークレットキー
を、AWS クラウド のキーと交換することはできません。

Snowball Edge でサポートされるAWS STSAWS CLI
コマンド
assume-role コマンドのみがローカルでサポートされています。

assume-role では以下のパラメータがサポートされます。

• role-arn
• role-session-name
• duration-seconds

コマンドの例
ロールを引き受けるには、以下のコマンドを使用します。

    aws sts assume-role --role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/example-role" --role-
session-name AWSCLI-Session  --endpoint http://snow-device-IP-address:7078 
      

assume-role コマンド使用の詳細については、AWS CLI を使用して IAM ロールを引き受ける方法を教え
てください。を参照してください。
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AWS STS の使用の詳細については、IAM ユーザーガイドの一時的なセキュリティ認証情報の使用を参照
してください。

サポートされている AWS STS API オペレーション
AssumeRoleAPI のみがローカルでサポートされています。

AssumeRole では以下のパラメータがサポートされます。

• RoleArn
• RoleSessionName
• DurationSeconds

例
ロールを引き受けるには、以下を使用します。

https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=AssumeRole
&RoleSessionName=session-example
&RoleArn=arn:aws:iam::123456789012:role/demo
&DurationSeconds=3600                     

AWS Snowball Edge デバイスで AWS のサービス
を使用するために必要なポート

AWSのサービスがAWS Snowball Edge デバイス上で正しく動作するためには、サービスのネットワーク
ポートを許可する必要があります。

以下は、AWSの各サービスに必要なネットワークポートのリストです。

ポート プロトコル コメント

22 (HTTP) TCP デバイスヘルスチェックと EC2 
SSH 用

443 HTTP Snow ファミリーデバイスエンド
ポイントの Amazon S3 互換スト
レージ

2049 (HTTP) TCP NFS エンドポイント

6078 (HTTP) TCP IAM HTTP エンドポイント

6089 (HTTPS) TCP IAM HTTPS エンドポイント

7078 (HTTP) TCP STS HTTP エンドポイント

7089 (HTTPS) TCP STS HTTPS エンドポイント

8080 (HTTP) TCP S3 アダプタ HTTP エンドポイン
ト
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ポート プロトコル コメント

8443 (HTTPS) TCP S3 アダプタ HTTPS エンドポイ
ント

8008 (HTTP) TCP EC2 HTTP エンドポイント

8243 (HTTPS) TCP EC2 HTTPS エンドポイント

8443   スノーファミリーデバイス上
の Amazon S3 互換ストレージ
用の S3 API エンドポイントと 
S3Control API エンドポイント

9091 (HTTP) TCP デバイス管理のエンドポイント

9092 TCP EKS エニウェアおよび CAPAS 
デバイスコントローラーのイン
バウンド

8242 TCP EKS エニウェア用 EC2 HTTPS 
エンドポイントのインバウンド

6443 TCP EKS Anywhere Kubernetes API 
エンドポイントのインバウンド

2379 TCP EKS エニウェア Etcd API エンド
ポイントのインバウンド

2380 TCP EKS エニウェア Etcd API エンド
ポイントのインバウンド
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AWS Snow Device Management を使
用したデバイスの管理

AWS Snow Device Managementにより、Snow Family デバイスとローカルAWSサービスをリモートで管
理できます。すべての Snow Family デバイスは、Snow Device Management をサポートしており、Snow 
Family デバイスが利用可能なほとんどのAWS リージョンの新しいデバイスにプリインストールされてい
ます。

Snow Device Management がインストールされた新しいデバイスは、次の方法で注文できます。

• に新しい Snow Family デバイスを注文するときにAWS Management Console、デバイスが到着する時
点での Snow Device Management のステータスを指定していただきます。Snow Device Management 
は、次のステータスに設定できます。
• INSTALLED_ONLY — Snow Device Management はデバイスにインストールされた状態で配送されま

すが、アクティブ化はされていません。
• INSTALLED_AUTOSTART — Snow Device Management はデバイスにインストールされて、電源が

入ったとき、デバイスはその AWS リージョン に接続を試みます。
• AWS Command Line Interface(AWS CLI) またはAWS SDK を通じて新しい Snow Family デバイスを注

文する場合、--remote-managementINSTALLED_ONLYINSTALLED_AUTOSTARTcreate-jobコマン
ドの実行時にパラメーターを使用してまたはの状態を指定します。このパラメータで値を指定しなけれ
ば、サポートされているデバイスでは、Snow Device Management はデフォルトで INSTALLED_ONLY
になります。

Note

Snow Device Management 機能のアーティファクトが事前にインストールされていなけれ
ば、新しい Snow Family デバイスを注文することはできません。NOT_INSTALLED のステー
タスは、この機能をサポートしていないデバイス、または起動前から既にフィールドにある
デバイスを識別するためにのみ使用されます。Snow Device Management を使用しない場合
は、INSTALLED_ONLY のステータスに設定します。
Snow Device Management は、フィールドにすでに展開されている Snow Family デバイスに追
加することはできません。Snow Device Management を使用するには、この機能がプリインス
トールされた新しいデバイスを注文する必要があります。

以下に示すのは、標準の create-job コマンド用に含めることができるその他のパラメータに加え、--
remote-management パラメータの構文例です。詳細については、AWS Snow Family API リファレンス
ガイドの Job Management API Reference を参照してください。

コマンド

aws snowball create-job \ 
        --job-type IMPORT \ 
        --remote-management INSTALLED_AUTOSTART
        --device-configuration '{"SnowconeDeviceConfiguration": {"WirelessConnection": 
 {"IsWifiEnabled": false} } }' \ 
        --resources '{"S3Resources":[{"BucketArn":"arn:aws:s3:::bucket-name"}]}' \ 
        --description "Description here" \ 
        --address-id ADID00000000-0000-0000-0000-000000000000 \ 
        --kms-key-arn arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \ 
        --role-arn arn:aws:iam::000000000000:role/SnowconeImportGamma \ 
        --snowball-capacity-preference T8 \ 
        --shipping-option NEXT_DAY \ 
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        --snowball-type SNC1_HDD \ 
        --region us-west-2 \

トピック
• デバイスをリモートで管理する (p. 267)
• Snow Device Management を有効にする  (p. 267)
• Snow Device Management CLI コマンド (p. 270)

デバイスをリモートで管理する
ジョブの注文時に Snow Device ManagementINSTALLED_AUTOSTART を指定すると、Snow Family デバ
イスがお手元に届き、初めて電源を入れたときに、この機能をすぐに使用できます。

INSTALLED_ONLYデバイスの注文時に、この機能のステータスをに変更し
て、INSTALLED_AUTOSTARTリモート管理を有効にしておく必要があります。AWS リージョンデバイス
がお手元に届き、ロックを解除した後は、いつでも Snow Device Management を有効にできます。

Snow Device Management を有効にする
Snowball Edge CLI を使用して Snow Device Management を有効にするには、次の手順を実行します。

Note

この手順には Snowball Edge クライアントが必要です。先に進む前に、最新の Snowball Edge 
クライアントをインストールしていることを確認します。詳細については、Downloading and 
Installing the Snowball Client を参照してください。

デバイスで Snow Device Management を有効にするには

1. AWS からジョブのマニフェストファイルをダウンロードするには、次のコマンドを使用します。###
######を、ユーザー自身の情報に置き換えます。

コマンド

aws snowball get-job-manifest
--job-id JID970A5018-F8KE-4D06-9F7B-335C1C7221E4
                

出力

{ 
    "ManifestURI": "https://awsie-frosty-manifests-prod.s3.us-east-1.amazonaws.com/
JID970A5018-F8KE-4D06-9F7B-335C1C7221E4_manifest.bin"
} 
                 

2. AWS からジョブの解除コードをダウンロードするには、次のコマンドを使用します。########
#を、ユーザー自身の情報に置き換えます。

コマンド

267

https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/developer-guide/using-client.html#download-client
https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/developer-guide/using-client.html#download-client


AWS Snowball Edge 開発者ガイド
Snow Device Management を有効にする 

aws snowball get-job-unlock-code
--job-id JID970A5018-F8KE-4D06-9F7B-335C1C7221E4
                

出力

{ 
    "UnlockCode": "7c0e1-bab84-f7675-0a2b6-f8k33"
} 
                 

3. 互換性のある電源アダプタを使用してデバイスに電源を入れ、オンにします。次に、イーサネット
ケーブルまたは Wi-Fi 接続を使用してデバイスをネットワークに接続します。詳細については、AWS 
Snowcone 電源およびアクセサリを参照してください。

4. デバイスのディスプレイに表示されたローカル IP アドレスをメモします。この IP アドレスは、次の
ステップで使用します。この IP アドレスは、DHCP を介して自動取得されるか、静的に設定されま
す。

5. デバイスをロック解除するには、次のコマンドを使用します。#########を、ユーザー自身の情報に
置き換えます。--endpoint パラメータで、先ほどメモしたデバイスのローカル IP アドレスを指定
します。

コマンド

snowballEdge unlock-device
--manifest-file JID1717d8cc-2dc9-4e68-aa46-63a3ad7927d2_manifest.bin
--unlock-code 7c0e1-bab84-f7675-0a2b6-f8k33
--endpoint https://10.186.0.56:9091 
                 

出力

Your Snowball Edge device is unlocking. You may determine the unlock state of your 
 device using the describe-device command.  
Your Snowball Edge device will be available for use when it is in the UNLOCKED state. 
                 

6. (オプション) デバイスの機能を記述するときは、次のコマンドを使用します。#########を、ユー
ザー自身の情報に置き換えます。--endpoint パラメータで、先ほどメモしたデバイスのローカル IP 
アドレスを指定します。

コマンド

snowballEdge describe-features  
--manifest-file JID1717d8cc-2dc9-4e68-aa46-63a3ad7927d2_manifest.bin
--unlock-code 7c0e1-bab84-f7675-0a2b6-f8k33
--endpoint https://10.186.0.56:9091 
                 

出力

{ 
  "RemoteManagementState" : "INSTALLED_ONLY"
} 
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7. Snow Device Management を有効にするには、次のコマンドを使用します。#########を、ユー
ザー自身の情報に置き換えます。--endpoint パラメータで、先ほどメモしたデバイスのローカル IP 
アドレスを指定します。

コマンド

snowballEdge set-features
--remote-management-state INSTALLED_AUTOSTART
--manifest-file JID1717d8cc-2dc9-4e68-aa46-63a3ad7927d2_manifest.bin
--unlock-code 7c0e1-bab84-f7675-0a2b6-f8k33
--endpoint https://10.186.0.56:9091 
                 

出力

{ 
  "RemoteManagementState" : "INSTALLED_AUTOSTART"
} 
                 

8. デバイスを注文した AWS アカウント で AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成
し、このロールに次のポリシーを追加します。次に、Snow Device Management を使って、デバイス
をリモート管理するためにログインする IAM ユーザーに、このロールを割り当てます。詳細について
は、IAM ロールの作成およびAWS アカウント での IAM ユーザーの作成を参照してください。

Policy

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "snow-device-management:ListDevices", 
                "snow-device-management:DescribeDevice", 
                "snow-device-management:DescribeDeviceEc2Instances", 
                "snow-device-management:ListDeviceResources", 
                "snow-device-management:CreateTask", 
                "snow-device-management:ListTasks", 
                "snow-device-management:DescribeTask", 
                "snow-device-management:CancelTask", 
                "snow-device-management:DescribeExecution", 
                "snow-device-management:ListExecutions", 
                "snow-device-management:ListTagsForResource", 
                "snow-device-management:TagResource", 
                "snow-device-management:UntagResource" 
            ], 
            "Resource": "*"  
        } 
    ]
} 
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Snow Device Management CLI コマンド
このセクションでは、Snow Device Management を使用して Snow Family デバイスをリモートで管理する
際に使用する、AWS CLIコマンドについて説明します。AWS OpsHub for Snow Family を使用して、一部
の管理タスクをリモートで実行することもできます。詳細については、「デバイスをリモートでロック解
除する (p. 79)」を参照してください。

Note

デバイスの管理を開始する前に、デバイスの電源がオンになっていること、デバイスがネット
ワークに接続されていること、そして、デバイスをプロビジョニングした AWS リージョン にデ
バイスを接続できることを確認します。

トピック
• タスクを作成する (p. 270)
• タスクのステータスを確認する (p. 271)
• デバイス情報を確認する (p. 272)
• Amazon EC2 インスタンスのステータスを確認する (p. 273)
• タスクのメタデータを確認する (p. 275)
• タスクをキャンセルする (p. 276)
• コマンドと構文を一覧表示する (p. 276)
• リモート管理可能なデバイスを一覧表示する (p. 277)
• デバイスを横断してタスクのステータスを一覧表示する (p. 277)
• 利用可能なリソースを一覧表示する (p. 278)
• デバイスタグまたはタスクタグを一覧表示する (p. 279)
• タスクをステータス別に一覧表示する (p. 280)
• タグを適用する (p. 280)
• タグを削除する (p. 281)

タスクを作成する
1 台以上のターゲットデバイスに、ロック解除や再起動などのタスクを実行するよう指示を出すとき
は、create-task を使用します。ターゲットデバイスを指定するときは、--targets パラメータを使っ
て管理対象のデバイスの ID の一覧を提供し、--command パラメータを使って実行するタスクを指定しま
す。1 台のデバイスで実行できるコマンドは、1 回に 1 つのみです。

サポートされているコマンド

• unlock (引数なし)
• reboot (引数なし)

ターゲットデバイスごとに実行するタスクを作成するには、次のコマンドを使用します。user input 
placeholder を、ユーザー自身の情報に置き換えます。

コマンド

aws snow-device-management create-task  
--targets smd-fictbgr3rbcjeqa5
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--command reboot={} 
                 

例外

ValidationException
ResourceNotFoundException
InternalServerException
ThrottlingException
AccessDeniedException
ServiceQuotaExceededException

出力

{ 
    "taskId": "st-ficthmqoc2pht111", 
    "taskArn": "arn:aws:snow-device-management:us-west-2:000000000000:task/st-
cjkwhmqoc2pht111"
} 
             

タスクのステータスを確認する
1 台以上のターゲットデバイスで実行されている、リモートタスクのステータスを確認するに
は、describe-execution コマンドを使用します。

タスクは、次のいずれかのステータスになります。

• QUEUED

• IN_PROGRESS

• CANCELED

• FAILED

• COMPLETED

• REJECTED

• TIMED_OUT

タスクのステータスを確認するには、次のコマンドを使用します。user input placeholder を、ユー
ザー自身の情報に置き換えます。

コマンド

aws snow-device-management describe-execution \
--taskId st-ficthmqoc2phtlef \
--managed-device-id smd-fictqic6gcldf111

出力

{ 
    "executionId": "1", 
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    "lastUpdatedAt": "2021-07-22T15:29:44.110000+00:00", 
    "managedDeviceId": "smd-fictqic6gcldf111", 
    "startedAt": "2021-07-22T15:28:53.947000+00:00", 
    "state": "SUCCEEDED", 
    "taskId": "st-ficthmqoc2pht111"
} 
             

デバイス情報を確認する
デバイスに固有の情報 (デバイスタイプ、ソフトウェアバージョン、IP アドレス、ロック状態など) を確認
するには、describe-device コマンドを使用します。出力には、以下も含まれています。

• lastReachedOutAt - デバイスが最後に AWS クラウド に連絡した日時。デバイスがオンラインである
ことを示します。

• lastUpdatedAt — デバイスでデータが最後に更新された日時。デバイスキャッシュがいつ更新された
かを示します。

デバイス情報を確認するには、次のコマンドを使用します。user input placeholder を、ユーザー自
身の情報に置き換えます。

コマンド

aws snow-device-management describe-device \
--managed-device-id smd-fictqic6gcldf111

例外

ValidationException
ResourceNotFoundException
InternalServerException
ThrottlingException
AccessDeniedException
            

出力

{ 
    "associatedWithJob": "JID2bf11d5a-ea1e-414a-b5b1-3bf7e6a6e111", 
    "deviceCapacities": [ 
        { 
            "available": 158892032000, 
            "name": "HDD Storage", 
            "total": 158892032000, 
            "unit": "Byte", 
            "used": 0 
        }, 
        { 
            "available": 0, 
            "name": "SSD Storage", 
            "total": 0, 
            "unit": "Byte", 
            "used": 0 
        }, 
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        { 
            "available": 3, 
            "name": "vCPU", 
            "total": 3, 
            "unit": "Number", 
            "used": 0 
        }, 
        { 
            "available": 5368709120, 
            "name": "Memory", 
            "total": 5368709120, 
            "unit": "Byte", 
            "used": 0 
        }, 
        { 
            "available": 0, 
            "name": "GPU", 
            "total": 0, 
            "unit": "Number", 
            "used": 0 
        } 
    ], 
    "deviceState": "UNLOCKED", 
    "deviceType": "SNC1_HDD", 
    "lastReachedOutAt": "2021-07-23T21:21:56.120000+00:00", 
    "lastUpdatedAt": "2021-07-23T21:21:56.120000+00:00", 
    "managedDeviceId": "smd-fictqic6gcldf111", 
    "managedDeviceArn": "arn:aws:snow-device-management:us-west-2:000000000000:managed-
device/smd-fictqic6gcldf111" 
    "physicalNetworkInterfaces": [ 
        { 
            "defaultGateway": "10.0.0.1", 
            "ipAddress": "10.0.0.2", 
            "ipAddressAssignment": "DHCP", 
            "macAddress": "ab:cd:ef:12:34:56", 
            "netmask": "255.255.252.0", 
            "physicalConnectorType": "RJ45", 
            "physicalNetworkInterfaceId": "s.ni-530f866d526d4b111" 
        }, 
        { 
            "defaultGateway": "10.0.0.1", 
            "ipAddress": "0.0.0.0", 
            "ipAddressAssignment": "STATIC", 
            "macAddress": "ab:cd:ef:12:34:57", 
            "netmask": "0.0.0.0", 
            "physicalConnectorType": "RJ45", 
            "physicalNetworkInterfaceId": "s.ni-8abc787f0a6750111" 
        } 
    ], 
    "software": { 
        "installState": "NA", 
        "installedVersion": "122", 
        "installingVersion": "NA" 
    }, 
    "tags": { 
        "Project": "PrototypeA" 
    }
} 
             

Amazon EC2 インスタンスのステータスを確認する
Amazon EC2 インスタンスの現在のステータスを確認するには、describe-ec2-instances コマンド
を使用します。出力は describe-device コマンドの出力に類似したものになりますが、結果は AWS ク
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ラウド のデバイスキャッシュから取得されており、使用可能なフィールドのサブセットが含まれていま
す。

Amazon EC2 インスタンスのステータスを確認するには、次のコマンドを使用します。user input 
placeholder を、ユーザー自身の情報に置き換えます。

コマンド

aws snow-device-management describe-device-ec2-instances \
--managed-device-id smd-fictbgr3rbcje111 \
--instance-ids s.i-84fa8a27d3e15e111

例外

ValidationException
ResourceNotFoundException
InternalServerException
ThrottlingException
AccessDeniedException
            

出力

{ 
    "instances": [ 
        { 
            "instance": { 
                "amiLaunchIndex": 0, 
                "blockDeviceMappings": [ 
                    { 
                        "deviceName": "/dev/sda", 
                        "ebs": { 
                            "attachTime": "2021-07-23T15:25:38.719000-07:00", 
                            "deleteOnTermination": true, 
                            "status": "ATTACHED", 
                            "volumeId": "s.vol-84fa8a27d3e15e111" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "cpuOptions": { 
                    "coreCount": 1, 
                    "threadsPerCore": 1 
                }, 
                "createdAt": "2021-07-23T15:23:22.858000-07:00", 
                "imageId": "s.ami-03f976c3cadaa6111", 
                "instanceId": "s.i-84fa8a27d3e15e111", 
                "state": { 
                    "name": "RUNNING" 
                }, 
                "instanceType": "snc1.micro", 
                "privateIpAddress": "34.223.14.193", 
                "publicIpAddress": "10.111.60.160", 
                "rootDeviceName": "/dev/sda", 
                "securityGroups": [ 
                    { 
                        "groupId": "s.sg-890b6b4008bdb3111", 
                        "groupName": "default" 
                    } 
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                ], 
                "updatedAt": "2021-07-23T15:29:42.163000-07:00" 
            }, 
            "lastUpdatedAt": "2021-07-23T15:29:58.
071000-07:00" 
        } 
    ]
} 
             

タスクのメタデータを確認する
デバイスの任意のタスクのメタデータを確認するには、describe-task コマンドを使用します。タスク
のメタデータには、次の項目が含まれています。

• ターゲットデバイス
• タスクのステータス
• タスクが作成された日時
• デバイスでデータが最後に更新された日時
• タスクが完了した日時
• タスクの作成時に記入された説明 (もしある場合)

タスクのメタデータを確認するには、次のコマンドを使用します。user input placeholder を、ユー
ザー自身の情報に置き換えます。

コマンド

aws snow-device-management describe-task \
--task-id st-ficthmqoc2pht111

例外

ValidationException
ResourceNotFoundException
InternalServerException
ThrottlingException
AccessDeniedException
            

出力

{ 
    "completedAt": "2021-07-22T15:29:46.758000+00:00", 
    "createdAt": "2021-07-22T15:28:42.613000+00:00", 
    "lastUpdatedAt": "2021-07-22T15:29:46.758000+00:00", 
    "state": "COMPLETED", 
    "tags": {}, 
    "targets": [ 
        "smd-fictbgr3rbcje111" 
    ], 
    "taskId": "st-ficthmqoc2pht111", 
    "taskArn": "arn:aws:snow-device-management:us-west-2:000000000000:task/st-
ficthmqoc2pht111"
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} 
             

タスクをキャンセルする
特定のタスクのキャンセルリクエストを送信するには、cancel-task コマンドを使用します。キャンセ
ルできるのは、ステータスが QUEUED である、まだ実行されていないタスクのみです。既に実行されたタ
スクはキャンセルできません。

Note

キャンセルしようとしたタスクが、cancel-task コマンドでステータスを変更する前にキュー
から処理されると、その実行が継続される可能性があります。

タスクをキャンセルするには、次のコマンドを使用します。user input placeholder を、ユーザー自
身の情報に置き換えます。

コマンド

aws snow-device-management cancel-task \
--task-id st-ficthmqoc2pht111

例外

ValidationException
ResourceNotFoundException
InternalServerException
ThrottlingException
AccessDeniedException
            

出力

{ 
    "taskId": "st-ficthmqoc2pht111"
} 
             

コマンドと構文を一覧表示する
Snow Device Management API でサポートされているすべてのコマンドの一覧を返すには、help コマン
ドを使用します。任意のコマンドの詳細情報および構文を返すときは、help コマンドも使用できます。

サポートされているすべてのコマンドを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

コマンド

aws snow-device-management help

コマンドの詳細情報および構文を返すときは、次のコマンドを使用します。command を、ユーザーが希望
するコマンドの名前に置き換えます。
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コマンド

aws snow-device-management command help

リモート管理可能なデバイスを一覧表示する
コマンドを実行している AWS リージョン で Snow Device Management を有効にしている、自身のアカウ
ント上のすべてのデバイスの一覧を返すには、list-devices コマンドを使用します。--max-results
と --next-token はオプションです。詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの
Using AWS CLI pagination options を参照してください。

リモート管理可能なデバイスを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。user input 
placeholder を、ユーザー自身の情報に置き換えます。

コマンド

aws snow-device-management list-devices \
--max-results 10

例外

ValidationException
InternalServerException
ThrottlingException
AccessDeniedException
            

出力

{ 
    "devices": [ 
        { 
            "associatedWithJob": "ID2bf11d5a-ea1e-414a-b5b1-3bf7e6a6e111", 
            "managedDeviceId": "smd-fictbgr3rbcjeqa5", 
            "managedDeviceArn": "arn:aws:snow-device-management:us-
west-2:000000000000:managed-device/smd-fictbgr3rbcje111" 
            "tags": {} 
        } 
    ]
}

デバイスを横断してタスクのステータスを一覧表示す
る
1 台以上のターゲットデバイスの、タスクのステータスを返すには、list-executions コマンドを使
用します。返されたリストをフィルタリングして、現在、特定の状態にあるタスクを表示するには、--
state パラメータ使用します。--max-results と --next-token はオプションです。詳細について
は、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの Using AWS CLI pagination options を参照してくだ
さい。

タスクは、次のいずれかのステータスになります。
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• QUEUED
• IN_PROGRESS
• CANCELED
• FAILED
• COMPLETED
• REJECTED
• TIMED_OUT

デバイスを横断してタスクのステータスを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。user input 
placeholder を、ユーザー自身の情報に置き換えます。

コマンド

aws snow-device-management list-executions \
--taskId st-ficthmqoc2phtlef \
--state SUCCEEDED \
--max-results 10

例外

ValidationException
InternalServerException
ThrottlingException
AccessDeniedException
            

出力

{ 
    "executions": [ 
        { 
            "executionId": "1", 
            "managedDeviceId": "smd-fictbgr3rbcje111", 
            "state": "SUCCEEDED", 
            "taskId": "st-ficthmqoc2pht111" 
        } 
    ]
}

利用可能なリソースを一覧表示する
デバイスで利用可能な AWS リソースの一覧を返すには、list-device-resources コマンドを使用し
ます。特定のタイプのリソースでリストをフィルタリングするには、--type パラメータを使用します。
現在、Amazon EC2 インスタンスはサポートされている唯一のリソースタイプです。--max-results と
--next-token はオプションです。詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの
Using AWS CLI pagination options を参照してください。

デバイスで利用可能なリソースを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。user input 
placeholder を、ユーザー自身の情報に置き換えます。

コマンド
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aws snow-device-management list-device-resources \
--managed-device-id smd-fictbgr3rbcje111 \
--type AWS::EC2::Instance
--next-token YAQGPwAT9l3wVKaGYjt4yS34MiQLWvzcShe9oIeDJr05AT4rXSprqcqQhhBEYRfcerAp0YYbJmRT=
--max-results 10

例外

ValidationException
InternalServerException
ThrottlingException
AccessDeniedException
            

出力

{ 
    "resources": [ 
        { 
            "id": "s.i-84fa8a27d3e15e111", 
            "resourceType": "AWS::EC2::Instance" 
        } 
    ]
}

デバイスタグまたはタスクタグを一覧表示する
管理対象デバイスまたはタスクの、タグの一覧を返すには、list-tags-for-resource コマンドを使用
します。

デバイスのタグを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。例にある Amazon リソースネーム 
(ARN) を、お使いのデバイスの ARN に置き換えます。

コマンド

aws snow-device-management list-tags-for-resource
--resource-arn arn:aws:snow-device-management:us-west-2:123456789012:managed-device/smd-
fictbgr3rbcjeqa5

例外

AccessDeniedException
InternalServerException
ResourceNotFoundException
ThrottlingException

出力

{ 
    "tags": { 
        "Project": "PrototypeA" 
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    }
}

タスクをステータス別に一覧表示する
コマンドが実行されている AWS リージョンにあるデバイスの、タスクの一覧を返すには、list-tasks
コマンドを使用します。IN_PROGRESS、COMPLETED、または CANCELED のステータス別に結果をフィル
タリングするには、--state パラメータを使用します。--max-results と --next-token はオプショ
ンです。詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの Using AWS CLI pagination 
options を参照してください。

タスクをステータス別に一覧表示するには、次のコマンドを使用します。user input placeholder
を、ユーザー自身の情報に置き換えます。

コマンド

aws snow-device-management list-tasks \
--state IN_PROGRESS \
--next-token K8VAMqKiP2Cf4xGkmH8GMyZrgOF8FUb+d1OKTP9+P4pUb+8PhW+6MiXh4= \
--max-results 10

例外

ValidationException
InternalServerException
ThrottlingException
AccessDeniedException

出力

{ 
    "tasks": [ 
        { 
            "state": "IN_PROGRESS", 
            "tags": {}, 
            "taskId": "st-ficthmqoc2phtlef", 
            "taskArn": "arn:aws:snow-device-management:us-west-2:000000000000:task/st-
ficthmqoc2phtlef" 
           
        } 
    ]
}

タグを適用する
デバイスのタグ、またはデバイス上のタスクのタグを、追加または置換するには、tag-resource コマン
ドを使用します。--tags パラメータは、Key=Value ペアの、コンマ区切りのリストを受け入れます。

デバイスのタグを適用するには、次のコマンドを使用します。user input placeholder を、ユーザー
自身の情報に置き換えます。

コマンド
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aws snow-device-management tag-resource \
--resource-arn arn:aws:snow-device-management:us-west-2:123456789012:managed-device/smd-
fictbgr3rbcjeqa5 \
--tags Project=PrototypeA

例外

AccessDeniedException
InternalServerException
ResourceNotFoundException
ThrottlingException

タグを削除する
デバイスのタグ、またはデバイス上のタスクのタグを削除するには、untag-resources コマンドを使用
します。

デバイスのタグを削除するには、次のコマンドを使用します。user input placeholder を、ユーザー
自身の情報に置き換えます。

コマンド

aws snow-device-management untag-resources \
--resource-arn arn:aws:snow-device-management:us-west-2:123456789012:managed-device/smd-
fictbgr3rbcjeqa5 \
--tag-keys Project

例外

AccessDeniedException
InternalServerException
ResourceNotFoundException
ThrottlingException
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AWS Snowball Edge ジョブについて
AWS Snowball のジョブとは、コンソールまたはジョブ管理 API でジョブを作成するときに定義する個
別の作業単位のことです。AWS Snowball Edgeデバイスには 3 つの異なるジョブタイプがあり、いずれ
もローカルストレージおよびコンピューティング機能に対応しています。この機能では、ファイルイン
ターフェイスまたは Amazon S3 インターフェイスを使用してデータを読み書きします。AWS Snowball 
Edgeデバイスでローカルに実行されている Amazon S3 PUT オブジェクトの API アクションに基づいて 
Lambda 関数をトリガーします。

• Amazon S3 へのジョブのインポート (p. 286) – 80 TB 以下のローカルデータを、単一のデバイスに
コピーしてから Amazon S3 に移動させるデータ転送です。インポートジョブの場合、Snowball one-
to-one デバイスとジョブの関係は関係しています。各ジョブに関連付けられるデバイスは 1 つのみで
す。より多くのデータをインポートする必要がある場合は、新しいインポートジョブを作成するか、既
存のジョブをクローンできます。このジョブタイプのデバイスが返却されると、デバイス上のデータが 
Amazon S3 にインポートされます。

• Amazon S3 からのジョブのエクスポート (p. 287)— 任意の容量のデータ (Amazon S3 にある) を任意
の数の Snowball Edge デバイスにコピーし、その後 1 つのAWS Snowball Edgeデバイスを一度にオンプ
レミスのデータ送信先に移動するデータ転送です。エクスポートジョブを作成すると、ジョブパートに
分割されます。各ジョブパートのサイズは 80 TB 以内であり、各ジョブパートは 1 つのAWS Snowball 
Edgeデバイスのみに関連付けられます。このジョブタイプのデバイスが返却されると、内容は消去され
ます。

• ローカルコンピューティングおよびストレージ専用ジョブ (p. 292)-これらのジョブでは、1 つのAWS 
Snowball Edgeデバイスまたは複数のデバイスが、クラスターで使用されます。これらのジョブは、エ
クスポートジョブのようにバケットのデータから開始することはありません。また、インポートジョブ
のように、最後に Amazon S3 にデータをインポートすることもできません。このジョブタイプのデバ
イスが返却されると、内容は消去されます。このジョブタイプでは、デバイスのクラスターを作成する
こともできます。クラスターによってローカルストレージの耐久性を向上させ、ローカルストレージ容
量を拡大縮小できます。

Lambda を使用できないリージョンでは、このジョブのタイプはローカルストレージ専用と呼ばれま
す。

ジョブの詳細
ジョブを作成する前に、前提条件が満たされていることを確認してください (p. 2)。各ジョブは、作成時に
指定した詳細で定義されます。次の表で、ジョブのすべての詳細を説明します。

コンソール識別子 API 識別子 詳細情報

ジョブ名 Description 英数字、スペース、任意の 
Unicode 特殊文字からなるジョブ
の名前。

ジョブタイプ JobType ジョブのタイプ。インポート、
エクスポート、またはローカル
コンピューティングおよびスト
レージです。

ジョブ ID JobId ジョブを識別する一意の 39 文
字のラベル。ジョブ ID は E Ink 
ディスプレイに表示される配
送ラベルの下部に表示されてい
ます。また、ジョブのマニフェ
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コンソール識別子 API 識別子 詳細情報
ストファイル名にも入っていま
す。

Address AddressId デバイスの送付先住所。API の場
合は、アドレスデータ型の ID で
す。

作成日 CreationDate このジョブを作成した日。

配送速度 ShippingOption 速度オプションはリージョンに
よります。詳細については、
「配送速度 (p. 66)」を参照して
ください。

IAM ロール ARN RoleARN この Amazon リソースネーム 
(ARN) は、Amazon S3 バケッ
トに対する書き込みアクセス許
可を持つジョブの作成中に作成
される AWS Identity and Access 
Management (IAM) ロールです。
作成プロセスは自動で、AWS 
Snowball に継承される IAM ロー
ルは、S3 バケットと Snowball 
間でのデータのコピーにのみ使
用されます。詳細については、
「AWS Snowball コンソールを使
用するために必要なアクセス権
限 (p. 325)」を参照してくださ
い。

AWS KMS キー KmsKeyARN AWS Snowball では、
各 Snowball で AWS Key 
Management Service (AWS 
KMS) によってキーが暗号化
されます。ジョブの作成時
に、所有する AWS KMS 暗
号キーの ARN も選択または
作成します。詳細について
は、「AWS Snowball Edge 
での AWS Key Management 
Service (p. 306)」を参照してく
ださい。

Snowball のキャパシティー SnowballCapacityPreference AWS Snowballデバイスには 2 つ
のサイズがあります。ストレー
ジ最適化の場合は 80 TB、コン
ピューティング最適化の場合は 
42 TB です。ご利用いただけるサ
イズは、お客様によって異なり
ますAWS リージョン。

ストレージサービス 該当なし このジョブに関連付けられる 
AWS ストレージサービスです。
この場合、Amazon S3 です。
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コンソール識別子 API 識別子 詳細情報

リソース Resources ジョブに関連付けられている 
AWS ストレージサービスリソー
スです。この場合は、データ転
送を行う Amazon S3 バケットで
す。

ジョブタイプ JobType ジョブのタイプ。インポート、
エクスポート、またはローカル
コンピューティングおよびスト
レージです。

Snowball type SnowballType 使用されるデバイスのタイプで
す。この場合、Snowball または
AWS Snowball Edgeデバイスで
す。

クラスター ID ClusterId クラスターを識別する一意の 39 
文字のラベル。

ジョブステータス
各AWS Snowball Edgeデバイスジョブにはステータスがあり、そのステータスが変化することで現在の
ジョブの状態が示されます。このジョブステータス情報は、正常性、現在の処理状態、関連デバイスで使
用されているストレージは反映していません。

ジョブのステータスを確認するには

1. AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール にログインします。
2. [Job dashboard] (ジョブダッシュボード) でジョブを選択します。
3. コンソールでジョブ名をクリックします。
4. Job ステータスペインは上部近くにあり、ジョブのステータスを反映します。

AWS Snowball Edge デバイスのジョブステータス

コンソール識別子 API 識別子 ステータス情報

Job created New ジョブが作成されまし
た。ジョブがエクス
ポートジョブの場合、
このステータスの間の
みジョブまたはジョブ
パートをキャンセルで
きます。

アプライアンスの準備 PreparingAppliance AWS はお客様のジョブ
用のデバイスを準備し
ています。

Exporting InProgress AWS はお客様のデータ
を Amazon S3 からデバ
イスにエクスポートし
ています。
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コンソール識別子 API 識別子 ステータス情報

Preparing shipment PreparingShipment AWS はお客様宛てにデ
バイスを発送する準備
をしています。ステー
タスのお客様には、配
送状況の追跡情報が提
供されます。

In transit to you InTransitToCustomer デバイスはジョブの作
成時に指定された住所
宛に配送中です。

Delivered to you WithCustomer デバイスがジョブ作成
時に指定された住所に
到着しています。

AWS へ配送中 InTransitToAWS デバイスは AWS に返送
中です。

仕分け施設にあります WithAWSSortingFacility このジョブのデバイス
は当社の内部仕分け施
設にあります。Amazon 
S3 へのインポートジョ
ブの追加プロセスが間
もなく開始されます (通
常は 2 日以内)。

AWS 内 WithAWS 配送物が AWS に到着し
ました。データをイン
ポートする場合、通常
は到着日中にインポー
トが開始されます。

インポート中 InProgress AWS がお客様の
データを Amazon 
Simple Storage Service 
(Amazon S3) にイン
ポートしています。

完了 Complete ジョブまたはジョブの
一部が正常に完了しま
した。

キャンセル Cancelled ジョブがキャンセルさ
れました。

クラスターステータス
各クラスターには、ジョブの現在の状態を示して変化するステータスがあり、クラスターの現在の全体的
な進行状態を示して変化します。クラスター内の個別のノードには、独自のジョブステータスがあること
に注意してください。

このクラスターステータス情報は、正常性、現在の処理状態、クラスターやそのノードで使用されている
ストレージは反映していません。
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コンソール識別子 API 識別子 ステータス情報

Awaiting Quorum AwaitingQuorum クラスターのリクエス
トを処理するための
ノードが十分にないた
め、クラスターはまだ
作成されていません。
クラスターが作成され
るには、少なくとも 
5 つのノードが必要で
す。

保留中 Pending クラスターが作成さ
れ、ノードを発送する
準備をしています。各
ノードのステータスは
ノードのジョブステー
タスで追跡できます。

Delivered to you InUse クラスターの少なくと
も １ つのノードが、
ジョブの作成時に指定
された住所に到着して
います。

完了 Complete クラスターのすべての
ノードは AWS に返却済
みです。

キャンセル Cancelled クラスター作成のリク
エストがキャンセルさ
れました。クラスター
リクエストは、Pending 
状態に入る前にのみ
キャンセルできます。

Amazon S3 へのジョブのインポート
インポートジョブでは、組み込みの Amazon S3 Adapter または NFS マウントポイントによって、お客様
のデータがAWS Snowball Edgeデバイスにコピーされます。インポートジョブで使用するデータソースは
オンプレミスである必要があります。つまり、転送するデータを保持するストレージデバイスは、ジョブ
の作成時に指定されたアドレスに物理的に存在する必要があります。

ファイルをインポートすると、各ファイルは Amazon S3 のオブジェクトになり、各ディレクトリはプレ
フィックスになります。既存のバケットにデータをインポートした場合は、新たにインポートされたオ
ブジェクトと同じ名前の既存のオブジェクトが上書きされます。インポートジョブタイプには、ローカ
ルストレージやコンピューティング機能もあります。この機能は、データの読み書きにファイルインター
フェイスまたは Amazon S3 Adapter を使用し、AWS Snowball Edgeデバイスでローカルに実行されてい
る Amazon S3 PUT オブジェクトの API アクションに基づいて Lambda 関数をトリガーします。

すべてのデータが AWS クラウド 内の指定した Amazon S3 バケットにインポートされると、AWS はデバ
イスを完全に消去します。この消去作業は NIST 800-88 基準に準拠しています。

インポートが完了したら、ジョブレポートをダウンロードできます。インポートプロセスに失敗したオブ
ジェクトがある場合はこのレポートで警告されます。成功したログと失敗したログでは、追加情報を記載
できます。
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Important

転送データのローカルコピーは、ジョブ完了レポートの結果を検証しインポートログを確認する
まで削除しないでください。

Amazon S3 からのジョブのエクスポート
Note

タグとメタデータは現在サポートされていません。つまり、S3 バケットからオブジェクトをエク
スポートすると、すべてのタグとメタデータが削除されます。

エクスポートジョブのデータソースは、1 つまたは複数の Amazon S3 バケットです。1 つのジョブパート
のデータが Amazon S3 からAWS Snowball Edgeデバイスに移動した後、ジョブレポートをダウンロード
できます。デバイスへの転送が失敗したオブジェクトがあれば、このレポートで警告されます。ジョブの
成功と失敗のログで詳細情報を参照できます。

各エクスポートジョブで、転送の完了に必要な数のデバイスを使用して、任意の数のオブジェクトをエク
スポートできます。AWS Snowball Edgeエクスポートジョブのジョブパーツ用の各デバイスは次々と配送
され、前のジョブパーツが「輸送中」AWS ステータスになった後に、後続のデバイスがお客様に出荷され
ます。

Amazon S3 Adapter または NFS マウントポイントを使用してデバイスからオンプレミスのデータ送信先
にオブジェクトをコピーすると、これらのオブジェクトはファイルとして保存されます。すでにファイル
のある場所にオブジェクトをコピーした場合、同じ名前の既存のファイルは上書きされます。エクスポー
トジョブタイプには、ローカルストレージやコンピューティング機能もあります。この機能は、データの
読み書きにファイルインターフェイスまたは Amazon S3 Adapter を使用し、AWS Snowball Edgeデバイ
スでローカルに実行されている Amazon S3 PUT オブジェクトの API アクションに基づいて Lambda 関数
をトリガーします。

AWS は、返却されたデバイスを受け取ると、NIST 800-88 基準に従ってそれを完全に消去します。
Important

Snowデバイスにエクスポートするデータは Amazon S3 にある必要があります。SnowAmazon 
S3 Glacier デバイスにエクスポートする予定のデータは、エクスポートする前に解凍するか、S3 
ストレージクラスに移動する必要があります。Snow エクスポートジョブを作成する前にこれを
行ってください。
すべてのジョブのすべてのコンテンツがオンプレミスのデータ送信先にコピーされたことが確認
できるまで、エクスポートされた Amazon S3 オブジェクトを変更、更新、削除しないでくださ
い。

エクスポートジョブを作成すると、Amazon S3 バケット全体または特定の範囲のオブジェクトキーをエク
スポートできます。

エクスポート範囲の使用
AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール またはジョブ管理 API でエクスポートジョブを作成する
場合、Amazon S3 バケット全体または特定の範囲のオブジェクトキーをエクスポートできます。オブジェ
クトキー名によって、バケット内のオブジェクトは一意に識別されます。範囲をエクスポートする場合
は、範囲の開始、範囲の終了、またはその両方を指定して範囲の長さを定義します。

範囲はソートされた UTF-8 バイナリです。UTF-8 バイナリデータは次の方式でソートされます。

• 数字 0～9 は大文字と小文字の英字の前に来ます。
• 大文字の英字はすべての小文字の英字の前に来ます。
• 小文字の英字は、大文字英字と数字よりも後になります。
• 特殊文字は、他の文字セットの間にソートされます。
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UTF-8 の仕様の詳細については、Wikipedia の UTF-8 を参照してください。

エクスポート範囲の例
UTF-8 バイナリ順にソートされた、以下のオブジェクトとプレフィックスを含むバケットがあるとしま
す。

• 01
• Aardvark
• Aardwolf
• Aasvogel/apple
• AAS 鳥/矢/オブジェクト 1
• AAS 鳥/矢/オブジェクト 2
• Aasvogel/banana
• アースヴォーゲル/バンカー/オブジェ 1
• アースヴォーゲル/バンカー/オブジェ 2
• Aasvogel/cherry
• バナナ
• Car

指定された範囲の
開始

指定された範囲の終了 エクスポートされ
るオブジェクトの
範囲

(none) (none) バケット内のすべ
てのオブジェクト

(none) Aasvogel 01

Aardvark

Aardwolf

Aasvogel/apple

AAS 鳥/矢/オブ
ジェクト 1

AAS 鳥/矢/オブ
ジェクト 2

Aasvogel/banana

アースヴォーゲル/
バンカー/オブジェ 
1

アースヴォーゲル/
バンカー/オブジェ 
2

Aasvogel/cherry

(none) Aasvogel/banana 01
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指定された範囲の
開始

指定された範囲の終了 エクスポートされ
るオブジェクトの
範囲
Aardvark

Aardwolf

Aasvogel/apple

AAS 鳥/矢/オブ
ジェクト 1

AAS 鳥/矢/オブ
ジェクト 2

Aasvogel/banana

Aasvogel (none) Aasvogel/apple

AAS 鳥/矢/オブ
ジェクト 1

AAS 鳥/矢/オブ
ジェクト 2

Aasvogel/banana

アースヴォーゲル/
バンカー/オブジェ 
1

アースヴォーゲル/
バンカー/オブジェ 
2

Aasvogel/cherry

バナナ

Car
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指定された範囲の
開始

指定された範囲の終了 エクスポートされ
るオブジェクトの
範囲

Aardwolf (none) Aardwolf

Aasvogel/apple

AAS 鳥/矢/オブ
ジェクト 1

AAS 鳥/矢/オブ
ジェクト 2

Aasvogel/banana

アースヴォーゲル/
バンカー/オブジェ 
1

アースヴォーゲル/
バンカー/オブジェ 
2

Aasvogel/cherry

バナナ

Car

Aar (none) Aardvark

Aardwolf

Aasvogel/apple

AAS 鳥/矢/オブ
ジェクト 1

AAS 鳥/矢/オブ
ジェクト 2

Aasvogel/banana

アースヴォーゲル/
バンカー/オブジェ 
1

アースヴォーゲル/
バンカー/オブジェ 
2

Aasvogel/cherry

バナナ

Car
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指定された範囲の
開始

指定された範囲の終了 エクスポートされ
るオブジェクトの
範囲

car (none) オブジェクトは何
もエクスポート
されません。ジョ
ブを作成しようと
するとエラーメッ
セージが返されま
す。UTF-8 バイナ
リ値に従って、car
は Car の下にソー
トされることに注
意してください。

Aar Aarrr Aardvark

Aardwolf

アースヴォーゲル/
アロー

アースヴォーゲル/アロックス AAS 鳥/矢/オブ
ジェクト 1

AAS 鳥/矢/オブ
ジェクト 2

Aasvogel/apple Aasvogel/banana Aasvogel/apple

AAS 鳥/矢/オブ
ジェクト 1

AAS 鳥/矢/オブ
ジェクト 2

Aasvogel/banana

Aasvogel/apple オースフォーゲル/バンカー Aasvogel/apple

AAS 鳥/矢/オブ
ジェクト 1

AAS 鳥/矢/オブ
ジェクト 2

Aasvogel/banana

アースヴォーゲル/
バンカー/オブジェ 
1

アースヴォーゲル/
バンカー/オブジェ 
2
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指定された範囲の
開始

指定された範囲の終了 エクスポートされ
るオブジェクトの
範囲

Aasvogel/apple Aasvogel/cherry Aasvogel/apple

AAS 鳥/矢/オブ
ジェクト 1

AAS 鳥/矢/オブ
ジェクト 2

Aasvogel/banana

アースヴォーゲル/
バンカー/オブジェ 
1

アースヴォーゲル/
バンカー/オブジェ 
2

Aasvogel/cherry

輸出ジョブのベストプラクティス
• データが Amazon S3 にあることを確認し、ジョブを注文する前に小さなファイルをバッチ処理する
• バケットに何百万ものオブジェクトがある場合は、エクスポートジョブの定義にキー範囲が指定されて

いることを確認してください
• 開始キーマーカーと終了キーマーカーが同じでないことを確認してください
• データ名の末尾にスラッシュの付いたオブジェクト (/または\) は Snowball Edge に転送されないため、

オブジェクトキーを更新します。
• S3 バケットの場合、オブジェクトの長さ制限は 255 文字です。
• バージョン対応の S3 バケットでは、オブジェクトの最新バージョンのみがエクスポートされます。
• 削除マーカーはエクスポートされません。

ローカルコンピューティングおよびストレージ専用
ジョブ

ローカルコンピューティングおよびストレージジョブでは、インターネットに接続せずに、Amazon S3 を
ローカルで使用できます。ローカルストレージおよびコンピューティング機能はインポートやエクスポー
トのジョブタイプにも存在しますが、このジョブタイプはローカルでの使用専用です。デバイスの返却時
に Amazon S3 からデータをデバイスにエクスポートしたり、Amazon S3 にデータをインポートすること
はできません。

トピック
• ローカルストレージジョブ (p. 293)
• ローカルクラスターオプション (p. 293)
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ローカルストレージジョブ
SnowFamilyAWS Snowball Edge デバイスの Amazon S3 互換ストレージまたはファイルインターフェイ
スを使用して、デバイスへのオブジェクトの読み取りと書き込みができます。デバイスを注文するとき
に、Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージ用のストレージスペースをプロビジョニングし
ます。SnowFamily デバイスにある Amazon S3 互換ストレージは Amazon S3 REST API アクションをサ
ポートします。この Amazon S3 REST API のサポートは、S3 REST API アクションのサブセットのみに
限定されています。詳細については、このガイドの「Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレー
ジ」を参照してください。

使い終わったデバイスは AWS に返却してください。デバイスは消去されます。この消去作業は National 
Institute of Standards and Technology (NIST) 800-88 基準に準拠しています。

ローカルクラスターオプション
クラスターは Snowball Edge デバイスの論理グループで、3～16 個のデバイスで構成されています。ク
ラスターは単一のジョブとして作成されています。これにより、AWS Snowball のその他ジョブと比べる
と、耐久性は上がり、ストレージ容量は増加します。クラスタージョブの詳細については、本ガイドの
「クラスタリングの概要」を参照してください。

コンソールでのジョブのクローン
初めてインポートジョブまたはローカルコンピューティングおよびストレージジョブを作成する場合、複
数のAWS Snowball Edgeデバイスが必要になることがあります。インポートジョブやローカルコンピュー
ティングおよびストレージジョブは 1 つのデバイスに関連付けられるため、複数のデバイスが必要な場合
は、複数のジョブを作成する必要があります。追加ジョブの作成時には、コンソールで再度ジョブの作成
ウィザードを実行するか、既存のジョブをクローンできます。

Note

ジョブのクローンはコンソールで使用できるショートカットで、追加ジョブを簡単に作成できま
す。ジョブ管理 API を使用してジョブを作成する場合は、ジョブ作成コマンドを再度実行するだ
けです。

ジョブのクローン作成とは、自動的に変更される名前を除いて正確に再作成することを意味します。ク
ローンのプロセスは簡単です。

コンソールでジョブのクローンを作成するには

1. AWS Snow ファミリーマネジメントコンソールで、テーブルからジョブを選択します。
2. [Actions] で、[Clone job] を選択します。

[Create job] ウィザードの最終ページ [Step 6: Review] が開きます。
3. 情報を確認し、該当する [Edit] ボタンを選択して変更を加えます。
4. クローンされたジョブを作成するには、[Create job] を選択します。

クローンされたジョブは ####-clone-## 形式で命名されます。番号は自動的にジョブ名に追加
され、このジョブのクローンを最初に作成した後、クローンを作成した回数を表します。例え
ば、AprilFinanceReports-clone はジョブの最初のクローンジョブを表し、DataCenterMigration-clone-42
AprilFinanceReportsはジョブの 42 番目のクローンを表しています。DataCenterMigration
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コンソールでのジョブのキャンセル
何らかの理由でジョブリクエストまたはクラスター作成リクエストをキャンセルする場合は、リクエスト
を作成してから少なくとも 1 時間はこれを実行できます。ジョブは、ステータスが「Job 作成済み」の場
合のみキャンセルできます。ジョブが処理を開始した後、AWS Supportに連絡してキャンセルします。同
様に、クラスター作成リクエストをキャンセルできるのは約 1 時間後になります。クラスター作成リクエ
ストの処理が開始されたら、AWS Supportに連絡してキャンセルしてください。

コンソールでジョブをキャンセルするには

1. AWS Management Console にサインインして、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール コン
ソールを開きます。

2. テーブルからジョブを検索して選択します。
3. [Actions] から [Cancel job] を選択します。

ジョブがキャンセルされました。
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AWS Snowball Edge デバイスのベス
トプラクティス

AWS Snowball Edgeデバイスの利点と満足度を最大限に高めるために、以下のベストプラクティスに従う
ことをお勧めします。

トピック
• セキュリティ (p. 295)
• リソース管理 (p. 296)
• パフォーマンス (p. 296)

セキュリティ
以下は、AWS Snowball Edgeデバイスの操作中にセキュリティを維持するための推奨事項とベストプラク
ティスです。

セキュリティに関する一般的な慣行

• AWS Snowball Edge デバイスに疑わしい点が見つかった場合は、内部ネットワークに接続しないでくだ
さい。AWS Support にお問い合わせいただければ、新しい AWS Snowball Edge をお客様宛に配送いた
します。

• 解除キーのコピーは、ワークステーション上のそのジョブ用のマニフェストと同じ場所に保存しないこ
とをお勧めします。別々に保存することで、不正な当事者のAWS Snowball Edgeデバイスへのアクセス
を防ぎます。たとえば、マニフェストのコピーはローカルサーバーに保存し、コードはメールでデバイ
スをロック解除するユーザーに送信することができます。この方法により、AWS Snowball Edgeデバイ
スへのアクセスを、サーバーに保存されたファイルに対するアクセス許可とユーザーの E メールアドレ
スを持つ個人に限定できます。

• Snowball Edge クライアントコマンドを実行したときに表示される認証情報は list-access-keys get-
secret-access-key、デバイスへのアクセスに使用される一対のアクセスキーです。

これらのキーは、デバイスのジョブおよびローカルリソースにのみ関連付けられます。これらは、お客
様の AWS アカウント または他の AWS アカウント にはマッピングされません。これらのキーは、ジョ
ブに関連付けられたローカルリソースに対してのみ動作するため、これらを使用して AWS クラウド 内
のサービスやリソースにアクセスしようとすると失敗します。

• 認証情報を紛失した、または侵害されたと思われる場合は、デバイスの SSL 証明書を更新する手順に
従って、新しいマニフェストファイルとロック解除コードをリクエストしてください。SSL 証明書の更
新 (p. 301) を参照してください。

AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを使用してアクセスをコントロールする方法につい
ては、AWS Snowball Edge 用の AWS 管理 (事前定義) ポリシー (p. 328) を参照してください。

ネットワークセキュリティ

• AWS Snowball Edgeデバイスのローカルバケットで、データの読み取り/書き込みを行う場合、一度に使
用する方法は 1 つのみとすることをお勧めします。ファイルインターフェイスと Amazon S3 Adapter の
両方を同じ Amazon S3 バケットで同時に使用すると、読み取り/書き込み競合が発生する可能性があり
ます。
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• データの破損を防ぐため、データの転送中にAWS Snowball Edgeデバイスを切り離したり、ネットワー
クの設定を変更したりしないでください。

• デバイスへの書き込み中、ファイルは静的な状態になっている必要があります。書き込み中にファイル
が変更されると、読み取り/書き込み競合が発生する可能性があります。

• AWS Snowball Edge デバイスのパフォーマンス向上に関する詳細については、パフォーマン
ス (p. 296) を参照してください。

リソース管理
AWS Snowball Edgeデバイスでジョブとリソースを管理するには、次のベストプラクティスを考慮してく
ださい。

• オンプレミスのデータ転送を実行する 10 日の無料期間は、AWS Snowball Edgeデバイスがお客様の
データセンターに到着した翌日から開始されます。これは Snowball Edge のデバイスタイプにのみ適用
されます。

• [Job created] ステータスは、ジョブをキャンセルできる唯一のステータスです。ジョブが別のステータ
スに変わったら、ジョブをキャンセルすることはできません。これはクラスターに適用されます。

• ジョブのインポートでは､プロセスの最終段階で Amazon S3 へのインポートが成功するまで、転送デー
タのローカルコピーを削除しないでください。プロセスの一部として、データ転送の結果を確認するよ
うにしてください。

パフォーマンス
以下は、AWS Snowball Edgeデバイスのパフォーマンスについての推奨事項と情報です。ここでは、一般
的なパフォーマンスについて説明します。オンプレミス環境は、ネットワークテクノロジー、ハードウェ
ア、オペレーティングシステム、手順など、異なるさまざまな方法で動作しているためです。

次の表は、ネットワークの転送速度によって Snowball Edge デバイスにデータが収まるまでの時間がど
のように影響を受けるかを概説しています。小さいファイルを転送すると、オーバーヘッドが増加するた
め転送速度が落ちます。小さいファイルが多数ある場合は、大きなアーカイブに圧縮してから、Snowball 
Edge デバイスに転送することをお勧めします。

レート (MB/秒) 82 TB の転送時間

800 1.22 日間

450 2.11 日間

400 2.37 日間

300 3.16 日間

277 3.42 日間

200 4.75 日間

100 9.49 日間

60 15.53 日間

30 31.06 日間

10 85.42 日間
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パフォーマンスに関するガイダンスを有意義なものにするため、以下のセクションでは、どのような場合
にAWS Snowball Edgeデバイスを使用するかの判断や、サービスを最大限に活用する方法について説明し
ます。

トピック
• パフォーマンスに関する推奨事項 (p. 297)
• データ転送の高速化 (p. 297)

パフォーマンスに関する推奨事項
次の推奨事項は、データ転送のパフォーマンス向上に大きな影響を与えるため、強くお勧めします。

• 各ディレクトリ内のファイルまたはディレクトリの数が 500,000 を超えないようにすることをお勧めし
ます。

• Snowball Edge デバイスに転送するすべてのファイルは、1 MB より小さいサイズにすることをお勧めし
ます。

• サイズが 1 MB より小さいファイルが多数ある場合は、大きなアーカイブに圧縮してから Snowball 
Edge デバイスに転送することをお勧めします。

データ転送の高速化
Note

S3 データ転送メカニズムを備えた Snowball Edge を使用している場合、ファイルインターフェ
イスを使用したデータ転送速度は、通常 25 MB/秒～40 MB/秒です。これよりも速くデータを転
送する必要がある場合は、Amazon S3 Adapter を使用する必要があります。S3 インターフェイ
スのデータ転送速度は、通常 250 MB/秒～400 MB/秒です。Amazon S3 Adapter の使用の詳細
については、を参照してください。データ移行用の Amazon S3 アダプタを使用したファイル転
送 (p. 139)
NFS データ転送メカニズムを備えた Snowball Edge を使用している場合、ファイルインターフェ
イスを使用したデータ転送速度は、通常 250 MB/秒～400 MB/秒です。ファイルインターフェイ
スの使用の詳細については、ファイルインターフェイスを使用した Snowball Edge デバイスへの
ファイルの転送 (p. 150) を参照してください。

デバイスのパフォーマンスを向上させる最良の方法の 1 つは、AWS Snowball Edgeデバイスとやりとりす
るデータの転送速度を上げることです。一般的に、データソースからデバイスへの転送速度は、次の方法
で向上します。次のリストは、パフォーマンスへのプラスの影響が大きいものから小さいものの順に並べ
られています。

1. 一度に複数の書き込みオペレーションを実行する-これを行うには、単一のAWS Snowball Edgeデバイ
スにネットワーク接続されたコンピュータの複数のターミナルウィンドウから、各コマンドを実行しま
す。

2. 小容量ファイルのバッチ転送 – コピー操作によっては、暗号化によりオーバーヘッドが生じる場合があ
ります。このプロセスを高速化するには、ファイルをバッチ処理して単一のアーカイブにまとめます。
ファイルをバッチ処理してまとめると、Amazon S3 にインポートしたときに自動抽出することができ
ます。詳細については、「小さなファイルのバッチ処理 (p. 142)」を参照してください。

3. 転送中にファイル上で他のオペレーションを実行しない - 転送時のファイル名の変更、ファイルメタ
データの変更、コピーオペレーション時のファイルへのデータ書き込みは、転送パフォーマンスに悪影
響を及ぼします。転送時、ファイルは静的な状態にされることをお勧めします。

4. ローカルネットワークの使用を減らす-AWS Snowball Edge デバイスは、ローカルネットワークを介し
て通信します。したがって、AWS Snowball Edgeデバイス、それが接続されているスイッチ、および
データソースをホストしているコンピュータ間のローカルネットワークトラフィックを減らすことで、
データ転送速度を向上させることができます。
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5. 不要なホップを削除する-AWS Snowball Edge デバイス、データソース、コンピュータ間のターミナル
接続を実行しているコンピュータのみが、単一のスイッチを介して通信するマシンとなるように設定す
ることをお勧めします。これにより、データ転送速度が向上します。
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Snowball Edge デバイスのソフト
ウェアの更新

AWSからソフトウェア更新をダウンロードし、オンプレミス環境の Snowball Edge デバイスにインストー
ルできます。これらの更新はバックグラウンドで行われます。最新のソフトウェアが AWS からデバイス
に安全にダウンロードされている間も、通常どおりデバイスを使用し続けることができます。ただし、ダ
ウンロードした更新を適用するには、デバイスを再起動する必要があります。

Snowball Edge/Snowcone デバイス (アプライアンス)AWS に提供されるソフトウェアアップデートは、
サービス規約のセクション 9 に基づくアプライアンスソフトウェアです。

ソフトウェアアップデートは、AWS該当するアプライアンスに代わってソフトウェアアップデートをイン
ストールする目的でのみ提供されます。お客様は、(i) 該当するアプライアンスにソフトウェアアップデー
トをインストールするために必要なもの以外のソフトウェアアップデートのコピーを作成したり、(ii) ソフ
トウェアアップデートに含まれる機能や対策（ソフトウェアアップデートに適用される暗号化を含むがこ
れらに限定されない）を回避または無効にしたり、第三者に許可または許可したりしてはなりません。ソ
フトウェアアップデートが該当するアプライアンスにインストールされたら、アプライアンスへのソフト
ウェアアップデートのインストールに使用されるすべてのメディアからソフトウェアアップデートを削除
することに同意します。

Warning

デバイスを再起動する前に、デバイスのすべてのアクティビティを一時停止することを強くお勧
めします。デバイスを再起動すると、実行中のインスタンスが停止し、ローカルの Amazon S3 
バケットへの書き込みがすべて中断し、ファイルインターフェイスからの書き込みオペレーショ
ンがキャッシュを消去せずにすべて停止します。これらのプロセスのすべてのデータが失われる
可能性があります。

トピック
• 前提条件 (p. 299)
• アップデートをダウンロードする (p. 300)
• 更新をインストールする (p. 300)
• SSL 証明書の更新 (p. 301)

前提条件
デバイスを更新する前に、次の前提条件を満たしている必要があります。

• ジョブが作成され、オンプレミスのデバイスがあり、そのロックが解除されていること。詳細について
は、「はじめに」「https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/developer-guide/getting-started.html」
を参照してください。

• Snowball Edge デバイスの更新は、Snowball Edge クライアントで行われます。Snowball Edge クライ
アントは、更新するデバイスにネットワークで接続しているローカル環境のコンピュータにダウンロー
ドしてインストールする必要があります。詳細については、Snowball Edge クライアントを使用するを
参照してください。

• (オプション) Snowball Edge クライアントのプロファイルを設定することをお勧めします。詳細につ
いては、Snowball Edge https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/developer-guide/using-client-
commands.html#client-configurationを参照してください。
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上記のタスクが完了すると、Snowball Edge デバイスの更新をダウンロードしてインストールできるよう
になります。

アップデートをダウンロードする
Snowball Edge デバイスのアップデートをダウンロードするには、主に 2 つの方法があります。

• 特定の Snowball Edge クライアントのコマンドを使用して、随時手動で更新をトリガーできます。
• デバイスを自動的に更新する時間をプログラムで決定できます。

以下の処理は、手動で更新をダウンロードするプロセスを説明しています。Snowball Edge; デバイスの自
動更新に関する詳細はsnowballEdge configure-auto-update-strategy。

Note

デバイスがインターネットにアクセスできない場合は、GetSoftwareUpdatesAPI を使用して、更
新ファイルをダウンロードします。次に、以下の例のように、download-updates の呼び出し
に --uri オプションを使用して、ローカルファイルの場所を指定します。

snowballEdge download-updates --uri file:///tmp/local-update

Snowball Edge ソフトウェアの更新をチェックしてダウンロードするには

1. ターミナルウィンドウを開き、Snowball Edge デバイスが snowballEdge describe-
device コマンドでロック解除されていることを確認します。デバイスがロックされている場合
は、snowballEdge unlock-device コマンドを使用してロック解除します。

2. デバイスのロックが解除されている場合は、snowballEdge check-for-updates コマンドを実行
します。このコマンドは、Snowball Edge ソフトウェアの利用可能な最新バージョン、およびデバイ
スにインストールされている現在のバージョンも返します。

3. デバイスのソフトウェアが最新のものではない場合、snowballEdge download-updates コマン
ドを実行します。

Note

デバイスがインターネットに接続されていない場合は、まず GetSoftwareUpdatesAPI を
使用して、更新ファイルをダウンロードします。次に、以下の例のように、ダウンロー
ドしたファイルへのローカルパスを持つ --uri オプションを使用して、snowballEdge 
download-updates コマンドを実行します。

snowballEdge download-updates --uri file:///tmp/local-update

4. このダウンロードのステータスは、snowballEdge describe-device-software コマンドで確認
できます。更新のダウンロード中は、このコマンドでステータスを表示します。

出力例

Install State: Downloading

更新をインストールする
更新をダウンロードしたら、インストールして、更新が有効になるようにデバイスを再起動する必要があ
ります。次の手順では、更新を手動でインストールする方法を説明します。

300

https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/developer-guide/using-client-commands.html#update-client-commands
https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/developer-guide/using-client-commands.html#update-client-commands
https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/api-reference/API_GetSoftwareUpdates.html
https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/api-reference/API_GetSoftwareUpdates.html


AWS Snowball Edge 開発者ガイド
SSL 証明書の更新

ダウンロード済みの Snowball Edge ソフトウェア更新をインストールするには

1. ターミナルウィンドウを開き、Snowball Edge デバイスが snowballEdge describe-
device コマンドでロック解除されていることを確認します。デバイスがロックされている場合
は、snowballEdge unlock-device コマンドを使用してロック解除します。

2. snowballEdge install-updates コマンドを実行します。
3. このインストールのステータスは、snowballEdge describe-device-software コマンドで確認

できます。更新のインストール中は、このコマンドでステータスを表示します。

出力例

Install State: Installing //Possible values[NA, Installing, Requires Reboot]

Snowball Edge デバイスのソフトウェア更新が正しくインストールされました。更新のインストール
は、この更新が自動的にデバイスに適用されることではありません。更新のインストールを完了する
には、デバイスを再起動する必要があります。

デバイスを再起動する前に、デバイスでのすべてのアクティビティを停止することが強く推奨されま
す。デバイスを再起動すると、実行中のインスタンスが停止し、デバイス上の Amazon S3 バケット
への書き込みがすべて中断し、ファイルインターフェイスからの書き込みオペレーションが、キャッ
シュを消去せずにすべて停止します。

Warning

デバイス上のすべてのアクティビティを停止せずに Snowball Edge デバイスを再起動する
と、データが失われる可能性があります。

Snowball Edge デバイスで実行中のサービスを停止するには、snowballEdge stop-serviceコマ
ンドを使用します。

Amazon S3、および Amazon EC2AWS STS、および IAM サービスは停止できません。
4. snowballEdge list-services コマンドを実行して、デバイスで現在実行されているサービスを

一覧表示します。
5. 実行している各サービスで snowballEdge describe-service コマンドを実行して、そのステー

タスを確認します。
6. この情報を使用して、これらのサービスを停止します (サービスを INACTIVE 状態に設定)。
7. デバイス上のすべてのサービスが停止したら、snowballEdge reboot-deviceコマンドを 2 回実

行します。このコマンドはデバイスをすぐに出力サイクルして、ダウンロードされたソフトウェアの
更新のインストールを完了します。

8. 2 回目の再起動後にデバイスの電源がオンになってターミナルウィンドウが開いた
ら、snowballEdge unlock-deviceコマンドを使用してデバイスのロックを解除します。

9. snowballEdge check-for-updates コマンドを実行します。このコマンドは、Snowball Edge ソ
フトウェアの利用可能な最新バージョン、およびデバイスにインストールされている現在のバージョ
ンも返します。

これにより、デバイスが最新の Snowball Edge ソフトウェアに正しく更新されたことを確認できます。

SSL 証明書の更新
Snowball Edge デバイスを 360 日以上保管する場合は、デバイスの使用が中断されないように、デバイス
の Secure Sockets Layer (SSL) 証明書を更新する必要があります。証明書の期限が切れると、デバイスが
使用できなくなり、デバイスに返却する必要がありますAWS。

このトピックでは、証明書の有効期限を確認する方法と、デバイスを更新する方法について説明します。
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Note

デバイスの使用が中断されないように、証明書の有効期限が切れる 2 週間前までに更新をリクエ
ストしてください。AWS

1. snowballEdge describe-device-softwareコマンドを使用して、証明書がいつ期限切れになる
かを決定します。コマンドの出力では、CertificateExpiryの値には証明書の有効期限が切れる日
付と時刻が含まれます。

Example describe-device-software出力の

Installed version: 101
Installing version: 102
Install State: Downloading
CertificateExpiry : Thur Jan 01 00:00:00 UTC 1970             
         

2. AWS Support問い合わせて、SSL 証明書の更新をリクエストしてください。
3. AWS Support更新ファイルを提供します。更新ファイルをダウンロードしてインストールしま

す (p. 300) (p. 300)。
4. Snowball Edge 、新しいロック解除コードとマニフェストファイルを使用してください。
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AWS Snowball Edge のセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS の顧客は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS と顧客の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリティ
およびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

• クラウドのセキュリティ – AWS は、AWS クラウド 内で AWS のサービスを実行するインフラストラ
クチャを保護する責任を担います。また、AWS は、ユーザーが安全に使用できるサービスも提供しま
す。AWS コンプライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティ
の有効性をテストおよび検証しています。AWS Snowball に適用されるコンプライアンスプログラムの
詳細については、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照してく
ださい。

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、お客様は、データの機密性、お客様の会社の要件、および適用される法律および規制など、その他
の要因についても責任を負います。

このドキュメントは、AWS Snowball 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。次のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために AWS 
Snowball を設定する方法を示します。また、AWS リソースのモニタリングや保護に役立つ、他の AWS 
Snowball のサービスの使用方法についても説明します。

トピック
• AWS Snowball Edge でのデータ保護 (p. 303)
• AWS Snowball の Identity and Access Management (p. 308)
• AWS Snowball でのログ記録とモニタリング (p. 334)
• AWS Snowball のコンプライアンス検証 (p. 335)
• 回復力 (p. 335)
• AWS Snowball でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 336)

AWS Snowball Edge でのデータ保護
AWS Snowball は、データ保護の規制やガイドラインを含む AWS 責任共有モデルに準拠していま
す。AWS は、AWS のすべてのサービスを実行するグローバルなインフラストラクチャを保護する責任を
担います。また、AWS は、カスタマーコンテンツおよび個人データを取り扱うためのセキュリティ設定の
管理など、このインフラストラクチャ上でホストされるデータ管理を維持します。データコントローラー
またはデータプロセッサーとして機能する、AWS のお客様および APN パートナーは、AWS クラウド に
保存された個人データに対する責任を担います。

トピック
• クラウドでのデータの保護 (p. 304)
• デバイスのデータの保護 (p. 307)

データ保護目的の場合、AWS アカウント認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management (IAM) 
を用いて個々のユーザーを設定し、そのユーザーに各自の職務を果たすために必要なアクセス許可のみが
付与されるようにすることをお勧めします。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
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• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されます。

• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使

用します。
• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon 

S3 に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェースまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2 を参照してください。

顧客のアカウント番号などの機密の識別情報は、[Name (名前)] フィールドなどの自由形式のフィールドに
配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS Snowball、または AWS で AWS 
CLI または他の AWS サービスを使用する場合も同様です。AWS Snowball または他のサービスに入力した
データはすべて、診断ログの内容として取得される可能性があります。外部サーバーへの URL を指定する
ときは、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含めないでください。

データ保護の詳細については、AWS セキュリティブログ のブログ投稿「AWS の責任共有モデルと 
GDPR」を参照してください。

クラウドでのデータの保護
AWS SnowballAmazon S3 とのデータのインポートまたはエクスポート、ジョブの作成、およびデバイス
の更新の際にデータを保護します。以下のセクションでは、Snowball Edge を使用し、オンラインまたは
クラウド上で AWS を操作する際にデータを保護する方法について説明します。

トピック
• AWS Snowball Edge の暗号化 (p. 304)
• AWS Snowball Edge での AWS Key Management Service (p. 306)

AWS Snowball Edge の暗号化
Snowball Edge を使用してデータを S3 にインポートする際、デバイスに転送されるすべてのデータは、
ネットワーク経由で SSL 暗号化によって保護されます。AWS Snowball Edge では、保管中のデータを保
護するため、サーバー側の暗号化 (SSE) が使用されます。

AWS Snowball Edge でのサーバー側の暗号化
AWS Snowball Edge では、Amazon S3 で管理された暗号化キー (SSE-S3) によるサーバー側の暗号化
がサポートされています。サーバー側の暗号化は、保管中のデータを保護するものです。SSE-S3 で
は、Amazon S3 に保管中のデータを保護するための強力な多要素暗号化を採用しています。SSE-S3 の詳
細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの Amazon S3 が管理する暗号化キーによ
るサーバー側の暗号化 (SSE-S3) を使用したデータの保護を参照してください。

現在、AWS Snowball Edge では、お客様が用意したキー (SSE-C) を使用するサーバー側の暗号化は提供
していません。Snow Family デバイスの Amazon S3 互換ストレージでは、ローカルコンピューティング
やストレージジョブに SSS-C を使用できます。ただし、その SSE タイプを使用して、インポートされ
たデータを保護したい場合や、エクスポートするデータにすでにこのタイプを使用している場合がありま
す。このような場合は、以下の点に注意してください。

• インポート —

Amazon S3 にインポートしたオブジェクトを SSE-C で暗号化する場合は、バケットポリシーの一部と
して SSE-KMS または SSE-E-SE-SE-S3 暗号化を使用することをお勧めします。ただし、Amazon S3 
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にインポートしたオブジェクトを SSE-C を使用して暗号化する必要がある場合は、バケット内のオブ
ジェクトをコピーして SSE-C で暗号化する必要があります。 これを実現するための CLI コマンドのサ
ンプルを以下に示します。

aws s3 cp s3://mybucket/object.txt s3://mybucket/object.txt --sse-c --sse-c-key 
 1234567891SAMPLEKEY

または

aws s3 cp s3://mybucket s3://mybucket --sse-c --sse-c-key 1234567891SAMPLEKEY --recursive

• エクスポート - SSE-C で暗号化されたオブジェクトをエクスポートする場合は、最初にそれらのオブ
ジェクトを別のバケットにコピーします。コピー先のバケットでは、バケットポリシーにサーバー側の
暗号化が指定されていないか、SSE-KMS または SSE-S3 が指定されているものとします。

Snowball Edge から Amazon S3 内にインポートしたデータに対する SSE-S3 の有効化

Amazon S3 にインポートするデータに対して SSE-S3 を有効にするには、Amazon S3 マネジメントコン
ソールで次の手順を使用します。AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール または Snowball デバイ
ス自体での設定は一切必要ありません。

Amazon S3 内にインポートするデータに対して SSE-S3 暗号化を有効にするには、データのインポート
先となるすべてのバケットに対してバケットポリシーを設定するだけです。アップロードリクエストに
s3:PutObject ヘッダーが含まれていない場合は、ポリシーを更新してオブジェクトのアップロード (x-
amz-server-side-encryption) 許可を拒否します。

Amazon S3 にインポートしたデータに対して SSE-S3 を有効にするには

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。

2. データをインポートする先のバケットを、バケットのリストから選択します。
3. [Permissions] を選択します。
4. [バケットポリシー] を選択します。
5. [Bucket policy editor] に、次のポリシーを入力します。このポリシーで YourBucket のすべてのイン

スタンスを実際のバケット名に置き換えます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Id": "PutObjPolicy", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "DenyIncorrectEncryptionHeader", 
      "Effect": "Deny", 
      "Principal": "*", 
      "Action": "s3:PutObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::YourBucket/*", 
      "Condition": { 
        "StringNotEquals": { 
          "s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads", 
      "Effect": "Deny", 
      "Principal": "*", 
      "Action": "s3:PutObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::YourBucket/*", 
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      "Condition": { 
        "Null": { 
          "s3:x-amz-server-side-encryption": "true" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

6. [Save] (保存) を選択します。

Amazon S3 バケットの設定が終了しました。このバケットにデータをインポートすると、データは SSE-
S3 によって保護されます。必要に応じて、その他のバケットに対してこの手順を繰り返します。

AWS Snowball Edge での AWS Key Management Service
AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの暗号化に使用する暗号化キーを簡単に作成およ
び管理できるマネージドサービスです。AWS KMS では、ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) 
を使用して、キーのセキュリティを保護します。具体的には、AWS Snowball Edge のジョブ用に選択す
る AWS KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) は、KMS キーと関連付けられています。その KMS 
キーは、ジョブの解除コードの暗号化に使用されます。解除コードは、マニフェストファイルで暗号化の
最上位レイヤーを復号するために使用されます。マニフェストファイル内に保存された暗号化キーは、デ
バイス上のデータを暗号化および復号するために使用されます。

AWS SnowballEdge では、AWS KMSが各AWS Snowball Edgeデバイスでデータを保護するために使用す
る暗号化キーを保護します。ジョブの作成時に、既存の KMS キーを選択することもできます。の ARN を
指定することで、AWS KMSAWS SnowballAWS KMS keysAWS Snowball Edgeデバイスで一意のキーを
暗号化するために使用する ARN をに指示します。AWS SnowballEdge がサポートする Amazon S3server-
side-encryption オプションの詳細については、を参照してくださいAWS Snowball Edge でのサーバー側の
暗号化 (p. 304)。

Snowball EdgeAWS KMS keys の管理対象顧客を利用する

アカウント向けに作成された、Snowball EdgeAWS KMS keys 用の管理されたカスタマーを使用する場合
は、次のステップに従います。

AWS KMS keys仕事に合ったものを選択するには

1. AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール で、[ジョブの作成] を選択します。
2. ジョブタイプを選択し、[Next] を選択します。
3. 配送の詳細を入力し、[Next] を選択します。
4. ジョブの詳細を入力し、[Next] を選択します。
5. セキュリティオプションを設定します。[暗号化] で、KMS キーについては、で以前に作成されたまた

はカスタムキーを選択するかAWS KMS、別のアカウントが所有するキーを入力する必要がある場合
は [キーの ARN を入力] を選択します。AWS マネージドキー

Note

AWS KMS keyARN は、カスタマー管理キーのグローバルに一意の識別子です。
6. [次へ] を選択して、選択を終了しますAWS KMS key。

カスタム KMS エンベロープ暗号化キーの作成

独自のカスタム AWS KMS エンベロープ暗号化キーを AWS Snowball Edge で使用するオプションもあり
ます。独自のキーの作成を選択した場合は、ジョブを作成したのと同じリージョンで作成する必要があり
ます。
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ジョブ用に独自の AWS KMS キーを作成するには、AWS Key Management Service デベロッパーガイ
ドのキーの作成を参照してください。

デバイスのデータの保護

AWS Snowball Edge の保護
以下は、AWS Snowball Edgeを使用する際に考慮していただきたいセキュリティのポイントと、処理のた
め AWS に届いたデバイスに対して行われる、その他のセキュリティ対策に関する高レベルの情報です。

以下のセキュリティ手段をお勧めします。

• デバイスが到着したら、まず、損傷や明らかな改ざんがないか検査してください。 デバイスに疑わしい
点が見つかった場合は、内部ネットワークに接続しないでください。AWS Support にお問い合わせいた
だければ、新しいデバイスをお客様宛に配送します。

• ジョブの認証情報が漏れないように保護するための取り組みをしてください。ジョブのマニフェストと
解除コードにアクセスできる個人は、そのジョブに送信されたデバイスのコンテンツにもアクセスでき
ます。

• 配送ドックにデバイスを放置しないでください。配送ドックに置いたままにすると、屋外環境にさらさ
れることになります。各 AWS Snowball Edge デバイスは頑丈にできていますが、天候によってはハー
ドウェアの耐久性に支障が出る場合があります。デバイスの盗難、紛失、破損はできるだけ速やかにご
報告ください。問題の報告が早いほど、代替品をすぐにお送りしてお客様のジョブを完了させることが
できます。

Note

AWS Snowball デバイスは AWS の所有資産です。デバイスに対する改ざんは AWS の適正利用規
約に違反します。詳細については、http://aws.amazon.com/aup/ をご覧ください。

私たちは次のセキュリティステップを実行しています。

• Amazon S3 アダプタでデータを転送する場合、オブジェクトメタデータは保持されません。同一のまま
残るメタデータは filename および filesize のみです。そのほかのメタデータはすべて、次の例の
ように設定されます: -rw-rw-r-- 1 root root [filesize] Dec 31 1969 [path/filename]

• ファイルインターフェイスでデータを転送する場合、オブジェクトメタデータは保持されます。
• AWS に到着したデバイスに対して、改ざんの跡がないかを検査し、Trusted Platform Module (TPM) を

使用して、変更が検出されないかを検証します。AWS SnowballEdge では、不正開封防止筐体、256 
ビットの暗号化、およびデータのセキュリティと完全な保管継続性を提供するための業界標準である 
TPM など、データを保護するために設計された複数のセキュリティレイヤーを使用します。

• データ転送ジョブの処理と検証が完了すると、AWS では National Institute of Standards and Technology 
(NIST) のメディア衛生のためのガイドラインに従って Snowball デバイスのソフトウェアを消去しま
す。

NFC タグの検証
Snowball Edge Compute Optimized デバイスと Snowball Edge Storage Optimized (データ転送用) デバイ
スには、NFC タグが組み込まれています。これらのタグは、Android 用 AWS Snowball Edge Verification 
アプリでスキャンできます。これらの NFC タグをスキャンして検証すると、使用する前に、デバイスが改
ざんされていないことを確認できます。

NFC タグの検証では、Snowball Edge クライアントを使用してデバイス固有の QR コードを生成し、ス
キャンするタグが正しいデバイス用のものであることを検証します。
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Snowball Edge デバイスで NFC タグを確認する手順を以下で説明します。開始する前に、「使用開始」演
習の以下の最初の 5 つのステップを実行したことを確認します。

1. Snowball Edge ジョブを作成します。詳細については、「AWSAWS Snowball EdgeJob 作成」を参照し
てください。

2. デバイスを受け取ります。詳細については、「Snowball Edge の受領 (p. 50)」を参照してください。
3. ローカルネットワークに接続します。詳細については、「ローカルネットワークへの接続 (p. 51)」を参

照してください。
4. 認証情報とツールを取得します。詳細については、「認証情報とツールを取得する (p. 52)」を参照して

ください。
5. Snowball Edge クライアントのダウンロードとインストール 詳細については、「Snowball Edge クライ

アントのダウンロードとインストール (p. 53)」を参照してください。

NFC タグを検証するには

1. snowballEdge get-app-qr-code Snowball Edge クライアントのコマンドを実行します。クラス
ターのノードに対してこのコマンドを実行する場合は、シリアル番号 (--device-sn) を指定して、1 
つのノードの QR コードを取得します。クラスターの各ノードについて、このステップを繰り返しま
す。このコマンドの使用の詳細については、「NFC 検証の QR コードの取得 (p. 120)」を参照してく
ださい。

QR コードは選択した場所に .png ファイルとして保存されます。
2. 保存した .png ファイルに移動し、これを開き、アプリで QR コードをスキャンできるようにします。
3. これらのタグは、Android 用AWS Snowball Edge Verification アプリでスキャンできます。
4. アプリを起動し、画面の指示に従います。

これでデバイスの NFC タグを正しくスキャンし、検証しました。

スキャン中に問題が発生した場合は、次の操作を試してください。

• デバイスに Snowball Edge Compute Optimized のオプションがあることを確認します (GPU がある場合
とない場合)。

• 別のスマートフォンでアプリをダウンロードして、もう一度試します。
• 他の NFC タグの干渉を受けない、部屋の隔離された場所にデバイスを移動して、もう一度試してくださ

い。
• 問題が解決しない場合は、AWS Support にお問い合わせください。

AWS Snowball の Identity and Access Management
AWS Snowball のジョブはすべて認証が必要です。これを行うには、アカウント内に IAM ユーザーを作成
し、管理します。IAM を使用して、AWS でユーザーとアクセス許可を作成、管理できます。

AWS Snowball ユーザーが AWS Snowball AWS Management Consoleにアクセスしてジョブを作成する
には、特定の IAM 関連アクセス権限が必要です。インポートやエクスポートのジョブを作成する IAM 
ユーザーには、ジョブに使用する Amazon S3 バケットなどの適切な Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3)AWS KMS リソースへのアクセス許可も必要です。

Important

デバイスでローカルに IAM を使用する方法については、ローカルでの IAM の使用 (p. 255) を参照
してください。

トピック
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• Snow ファミリーコンソールのアクセス制御とジョブの作成 (p. 309)

Snow ファミリーコンソールのアクセス制御とジョブ
の作成
すべての AWS のサービスと同様に、AWS Snowball へのアクセスには、AWS によってリクエストの認証
に使用される認証情報が必要です。これらの認証情報には、Amazon S3 バケットまたは AWS Lambda 関
数などの AWS リソースへのアクセス許可が必要です。AWS Snowball には、以下の 2 つの違いがありま
す。

1. AWS Snowball のジョブには Amazon リソースネーム (ARN) がありません。
2. オンプレミスのデバイスに対する物理/ネットワークアクセスコントロールは、お客様の責任で行ってい

ただきます。

AWSIdentity and Access Management (IAM) とAWS Snowballを使用して、内のリソースにアクセスでき
るユーザーを制御することでリソースを保護する方法とAWS クラウド、ローカルアクセスコントロールの
推奨事項について詳しく説明します。AWS Snowball 向けの Identity and Access Management (p. 309)

AWS Snowball 向けの Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に Snowball リソース
の使用を承認する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使用できる AWS 
のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 309)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 310)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 312)
• AWS Snowball と IAM の連携について (p. 314)
• AWS Snowball のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 318)
• AWS Snowball Identity and Access のトラブルシューティング (p. 320)

対象者

AWS Identity and Access Management(IAM) の用途は、Snowball で行う作業によって異なります。

サービスユーザー — ジョブを実行するために Snowball サービスを使用する場合は、管理者が必要なアク
セス許可と認証情報を用意します。作業を実行するためにさらに多くの Snowball 機能を使用するとき、
追加の許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理者に適切な許可を
リクエストするうえで役立ちます。Snowball の機能にアクセスできない場合は、を参照してくださいAWS 
Snowball Identity and Access のトラブルシューティング (p. 320)。

サービス管理者 — 社内の Snowball リソースを担当している場合は、おそらく Snowball へのフルアクセ
スがあります。サービスのユーザーがどの Snowball 機能やリソースにアクセスするかを決めるのは管理
者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更する必要
があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。会社で Snowball を使
用して IAM を利用する方法の詳細については、を参照してくださいAWS Snowball と IAM の連携につい
て (p. 314)。
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IAM 管理者 — 管理者は、Snowball へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確認する
場合があります。IAM で使用できる Snowball アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、
を参照してくださいAWS Snowball のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 318)。

アイデンティティを使用した認証

認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツー
ルを使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。推奨される方法を使用して自分で
リクエストに署名する方法の詳細については、「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参照してくださ
いAWS 全般のリファレンス。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー

AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID

ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
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AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ

IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール

IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。

311

https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#rotate-credentials
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#rotate-credentials
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_groups.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id.html#id_which-to-choose
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-console.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-idp.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-idp.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/permissionsetsconcept.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_compare-resource-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_compare-resource-policies.html


AWS Snowball Edge 開発者ガイド
コンソールとジョブのアクセス制御

一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。アク
ションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、「サービス認可リ
ファレンス」の「AWS Snowball のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
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シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ

AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ

1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
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が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

AWS Snowball と IAM の連携について
IAM を使用して Snowball へのアクセスを管理する前に、Snowball で利用できる IAM の機能について学び
ます。

AWS Snowball で使用できる IAM の機能

IAM 機能 Snowball サポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 314) はい

リソースベースのポリシー (p. 315) はい

ポリシーアクション (p. 315) はい

ポリシーリソース (p. 316) はい

ポリシー条件キー (サポート固有) (p. 316) はい

ACL (p. 317) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 317) 部分的

テンポラリ認証情報 (p. 317) はい

プリンシパル許可 (p. 318) はい

サービスロール (p. 318) はい

サービスにリンクされたロール (p. 318) いいえ

SnowballAWS およびその他のサービスがほとんどの IAM 機能と連携する方法の概要を把握するに
は、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携するAWSのサービス」を参照してください。

Snowball のアイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

Snowball のアイデンティティベースのポリシーの例

Snowball アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、を参照してくださいAWS Snowball の
アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 318)。
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Snowball 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート はい

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

Snowball のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

Snowball アクションのリストについては、『サービス認証リファレンス』の「AWS Snowballで定義され
ているアクション」を参照してください。

Snowball のポリシーアクションは、アクションの前に以下のプレフィックスを使用します。

snowball

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "snowball:action1", 
      "snowball:action2" 
         ]
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Snowball アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、を参照してくださいAWS Snowball の
アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 318)。

Snowball のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

Snowball リソースタイプとその ARN のリストを確認するには、『サービス認証リファレンス』の「AWS 
Snowballで定義されているリソース」を参照してください。どのアクションで各リソースの ARN を指定
できるかについては、「AWS Snowball で定義されるアクション」を参照してください。

Snowball アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、を参照してくださいAWS Snowball の
アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 318)。

Snowball のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。
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Snowball の条件キーのリストを確認するには、「サービス認証リファレンス」AWS Snowballの「の条
件キー」を参照してください。どのアクションおよびリソースと条件キーを使用できるかについては、
「AWS Snowball で定義されるアクション」を参照してください。

Snowball アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、を参照してくださいAWS Snowball の
アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 318)。

Snowball の ACL

ACL のサポート いいえ

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Snowball での ABAC

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート 部分的

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

Snowball での一時的な認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。
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一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

Snowball のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
ションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場合、
両方のアクションを実行するための許可が必要です。アクションがポリシーで追加の依存アクションを必
要とするかどうかを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「AWS Snowball のアクション、リ
ソース、および条件キー」を参照してください。

Snowball のサービスロール

サービスロールに対するサポート はい

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロール
です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、Snowball の機能が破損する可能性があります。Snowball が
指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

Snowball のサービスにリンクされたロール

サービスリンクロールのサポート いいえ

サービスリンクロールは、AWS のサービスにリンクされているサービスロールの一種です。サービスは、
ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされた
ロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスリン
クロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

サービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「IAM と提携する AWS のサービス」を参照
してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載され
たサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するに
は、[はい] リンクを選択します。

AWS Snowball のアイデンティティベースのポリシーの例

デフォルトでは、ユーザーとロールには Snowball リソースを作成または変更する許可はありません。ま
た、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS API を使用して
タスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを実行するためのアク
セス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロールに IAM ポリシー
を追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
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リソースタイプごとの ARN の形式を含む、Snowball AWS Snowballで定義されるアクションとリソースタ
イプの詳細については、「サービス認証リファレンス」の「アクション、および条件キー」を参照してく
ださい。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 319)
• Snowball コンソールの使用 (p. 319)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 320)

ポリシーのベストプラクティス

ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰かが Snowball リソースを作成、アクセス、または削
除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発生す
る可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイ
ドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

Snowball コンソールの使用

AWS Snowball コンソールにアクセスするには、最小限の許可が必要です。これらのアクセス許可によ
り、の Snowball リソースの詳細をリストおよび表示できますAWS アカウント。最小限必要な許可よりも
制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエンティティ (ユー
ザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。
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ユーザーとロールが引き続き Snowball コンソールを使用できるようにするには、エンティティに 
SnowballConsoleAccessReadOnlyAWS または管理ポリシーもアタッチします。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「ユーザーへの許可の追加」を参照してください。

自分の許可の表示をユーザーに許可する

この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS Snowball Identity and Access のトラブルシューティング

Snowball と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役立ちます。

トピック
• Snowball でアクションを実行する権限がない (p. 320)
• iam を実行する権限がない:PassRole (p. 321)
• 以外のユーザーに自分の SnowballAWS アカウント リソースへのアクセスを許可したい (p. 321)

Snowball でアクションを実行する権限がない

あるアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、そのアクションを実行できるよう
にポリシーを更新する必要があります。
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次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある my-example-widget リ
ソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な snowball:GetWidget ア
クセス許可を持っていない場合に発生するものです。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 snowball:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、snowball:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへのアクセス
を許可するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

iam を実行する権限がない:PassRole

iam:PassRoleアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
Snowball にロールを渡せるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下の例のエラーは、という IAM ユーザーがコンソールを使用して Snowballmarymajor でアクションを
実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービスロール
から付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

以外のユーザーに自分の SnowballAWS アカウント リソースへのアクセスを許可したい

他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

• Snowball がこれらの機能をサポートしているかどうかについては、を参照してくださいAWS Snowball 
と IAM の連携について (p. 314)。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。
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AWS クラウド でのアクセスコントロール
AWS でリクエストを認証するための有効な認証情報を持つことができます。ただし、アクセス許可がな
ければ、AWS リソースを作成したりアクセスしたりすることはできません。たとえば、AWS Snowball の
ジョブをサクセスるにはアクセス権限が必要です。

以下のセクションでは、AWS Snowball のクラウドベースのアクセス権限を管理する方法について説明し
ます。最初に概要のセクションを読むことをお勧めします。

• AWS クラウド でのリソースへのアクセス許可の管理の概要 (p. 322)
• AWS Snowball でアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) を使用する (p. 324)

AWS クラウド でのリソースへのアクセス許可の管理の概要
すべての AWS リソースは AWS アカウント によって所有され、リソースの作成またはアクセスは、許可
のポリシーによって管理されます。アカウント管理者は、アクセス許可ポリシーを IAM ID (ユーザー、グ
ループ、ロール) にアタッチできます。一部のサービス (AWS Lambda など) では、アクセス許可ポリシー
をリソースにアタッチすることもできます。

Note

アカウント管理者 (または管理者ユーザー) は、管理者権限を持つユーザーです。詳細について
は、「IAM ユーザーガイド」の「IAM のベストプラクティス」を参照してください。

トピック
• リソースおよびオペレーション (p. 322)
• リソース所有権について (p. 322)
• AWS クラウド 内のリソースへのアクセスの管理 (p. 323)
• ポリシー要素 (アクション、効果、プリンシパル) の指定 (p. 323)
• ポリシーでの条件の指定 (p. 324)

リソースおよびオペレーション

ではAWS Snowball、主なリソースはジョブです。 AWS Snowballには、Snowball ball やAWS Snowball 
Edgeデバイスなどのデバイスがありますが、これらのデバイスは既存のジョブのコンテキストでのみ使用
できます。Amazon S3 バケットおよび Lambda 関数は、それぞれ Amazon S3 と Lambda のリソースで
す。

前述のとおり、ジョブには関連付けられた Amazon リソースネーム (ARN) はありません。ただ
し、Amazon S3 バケットなどの他のサービスのリソースには、以下の表に示すように、一意の ARN が関
連付けられています。

AWS Snowball はジョブを作成および管理するための一連のアクションを提供します。使用可能なオペ
レーションのリストについては、AWS Snowball API リファレンスを参照してください。

リソース所有権について

AWS アカウントは、誰がリソースを作成したかにかかわらず、アカウントで作成されたリソースを所有し
ます。具体的には、リソース所有者は、リソースの作成リクエストを認証するプリンシパルエンティティ
(ルートアカウント、IAM ユーザー、またはIAM ロール) の AWS アカウント です。次の例は、この仕組み
を示しています。

• のルートアカウントの認証情報を使用して、そのAWS アカウントがリソースの所有者です (ではAWS 
Snowball、リソースはジョブです)。AWS アカウント
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• お客様の AWS アカウント で IAM ユーザーを作成し、ジョブを作成するためのアクセス許可を付与する
と、そのユーザーはジョブを作成することができます。ただし、ユーザーが属するお客様の AWS アカ
ウント がジョブリソースを所有します。

• お客様の AWS アカウント にジョブを作成するためのアクセス許可を持つIAM ロールを作成すると、
ロールを引き受けることのできるすべてのユーザーがジョブを作成できます。ジョブリソースを所有す
るのは、このロールが属するお客様の AWS アカウント です。

AWS クラウド 内の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。次のセクションで、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、AWS Snowball のコンテキストでの IAM の使用について説明します。IAM 
サービスに関する詳しい説明はしません。完全な IAM ドキュメンテーションについては、「IAM 
ユーザーガイド」の「IAM とは」を参照してください。IAM ポリシー構文の詳細と説明について
は、「IAM ユーザーガイド」の「AWS IAM ポリシーリファレンス」を参照してください。

IAM ID にアタッチされたポリシーは ID ベースのポリシー (IAM ポリシー) と呼ばれ、リソースにアタッチ
されたポリシーはリソースベースのポリシーと呼ばれます。AWS Snowball は ID ベースのポリシー (IAM 
ポリシー) のみをサポートします。

トピック
• リソースベースのポリシー (p. 323)

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、リソースベースの許可ポリシーもサポートされています。例えば、
ポリシーを S3 バケットにアタッチして、そのバケットに対する許可を管理できます。AWS Snowball は
リソースベースのポリシーをサポートしていません。 

ポリシー要素 (アクション、効果、プリンシパル) の指定

各ジョブで (リソースおよびオペレーション (p. 322) を参照)、サービスは一連の API オペレー
ション (AWS Snowball API リファレンスリファレンスを参照) を定義してそのジョブを作成、管理
します。こうした API オペレーションへの許可を付与するために、AWS Snowball はポリシーに定
義できる一連のアクションを定義します。たとえば、ジョブの場合、次のアクションが定義されま
す。CreateJob、CancelJob、および DescribeJob。API オペレーションを実行する場合に、複数のア
クションで権限が必要となる場合があることに注意してください。

最も基本的なポリシーの要素を次に示します。

• [Resource] (リソース) – ポリシーで Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、ポリシーを適用するリ
ソースを識別します。詳細については、「リソースおよびオペレーション (p. 322)」を参照してくださ
い。

Note

これは Amazon S3、Amazon EC2、AWS LambdaAWS KMS、およびその他の多くのサービス
でサポートされています。
Snowball では、IAM ポリシーステートメントの Resource 要素でのリソース ARN の指定は
サポートされていません。Snowball へのアクセスを許可するには、ポリシーで “Resource”: 
“*” を指定します。

• [Action] (アクション) - アクションのキーワードを使用して、許可または拒否するリソースオペレーショ
ンを識別します。たとえば、指定した Effect に応じて、snowball:* は、すべてのオペレーションの
実行をユーザーに許可または拒否します。
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Note

これは、Amazon EC2、Amazon S3、および IAM でサポートされています。
• 効果 – ユーザーが特定のアクションを要求する際の効果を指定します。許可または拒否のいずれかにな

ります。リソースへのアクセスを明示的に付与 (許可) していない場合、アクセスは暗黙的に拒否されま
す。また、明示的にリソースへのアクセスを拒否すると、別のポリシーによってアクセスが許可されて
いる場合でも、ユーザーはそのリソースにアクセスできなくなります。

Note

これは、Amazon EC2、Amazon S3、および IAM でサポートされています。
• プリンシパル – ID ベースのポリシー (IAM ポリシー) で、ポリシーがアタッチされているユーザーが黙

示的なプリンシパルとなります。リソースベースのポリシーでは、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)。AWS Snowball 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 ポリシーの構文と記述の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS IAM ポリシーリファレ
ンス」を参照してください。

すべての AWS Snowball API アクションを示す表については、「AWS Snowball API のアクセス権限: アク
ション、リソース、条件リファレンス (p. 334)」を参照してください。

ポリシーでの条件の指定

許可を付与するとき、IAM ポリシー言語を使用して、ポリシーが有効になる必要がある条件を指定できま
す。例えば、特定の日付の後にのみ適用されるポリシーが必要になる場合があります。ポリシー言語での
条件の指定の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「条件」を参照してください。

条件を表すには、あらかじめ定義された条件キーを使用します。AWS Snowball に固有の条件キーはあり
ません。ただし、必要に応じて使用できる AWS 全体の条件キーがあります。AWS 全体のキーの完全なリ
ストについては、IAM ユーザーガイドで条件に利用できるキーを参照してください。

AWS Snowball でアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリ
シー) を使用する
このトピックでは、アカウント管理者が IAM アイデンティティ (ユーザー、グループ、ロール) にアクセス
許可ポリシーをアタッチする方法を示す、アイデンティティベースのポリシーの例について説明します。
これらのポリシーによって、AWS クラウド 内の AWS Snowball リソースに対してオペレーションを実行
するためのアクセス許可を付与します。

Important

初めに、AWS Snowball リソースへのアクセスを管理するための基本概念と使用可能なオプショ
ンについて説明する概要トピックをお読みになることをお勧めします。詳細については、「AWS 
クラウド でのリソースへのアクセス許可の管理の概要 (p. 322)」を参照してください。

このセクションでは、次のトピックを対象としています。

• AWS Snowball コンソールを使用するために必要なアクセス権限 (p. 325)
• AWS Snowball Edge 用の AWS 管理 (事前定義) ポリシー (p. 328)
• お客様が管理するポリシーの例 (p. 330)

以下に示しているのは、アクセス許可ポリシーの例です。

{ 
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  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetBucketLocation", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:ListBucket" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
    }, 
    { 
       "Effect": "Allow", 
       "Action": [ 
          "snowball:*", 
          "importexport:*" 
       ], 
       "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

このポリシーには以下の 2 つのステートメントがあります。

• 最初のステートメントは、arn:aws:s3:::* のAmazon リソースネーム (ARN)
を使用して、すべての Amazon S3 バケットで 3 つの Amazon S3 のアクション 
(s3:GetBucketLocation、s3:GetObject、および s3:ListBucket) を実行するためのアクセス許
可を付与します。ARN でワイルドカード (*) が指定されているため、ユーザーは任意の、またはすべて
の Amazon S3 バケットを選択してデータをエクスポートできます。

• 2 番目のステートメントでは、すべての AWS Snowball アクションのアクセス権限を付与します。これ
らのアクションではリソースレベルのアクセス権限はサポートされていないため、ポリシーでワイルド
カード文字 (*) が指定され、Resource の値にもワイルドカード文字が指定されます。

ID ベースのポリシーでアクセス許可を得るプリンシパルを指定していないため、ポリシーでは
Principal 要素を指定していません。ユーザーにポリシーをアタッチすると、そのユーザーが暗黙のプ
リンシパルになります。IAM ロールにアクセス権限ポリシーをアタッチすると、ロールの信頼ポリシーで
識別されたプリンシパルがアクセス権限を得ることになります。

すべての AWS Snowball ジョブ管理 API アクションとそれらが適用されるリソースの表については、
「AWS Snowball API のアクセス権限: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 334)」を参照して
ください。

AWS Snowball コンソールを使用するために必要なアクセス権限

アクセス権限のリファレンス表では、AWS Snowball ジョブ管理 API オペレーションとそれらの各オペ
レーションに必要なアクセス権限を示しています。ジョブ管理 API オペレーションの詳細については、
「AWS Snowball API のアクセス権限: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 334)」を参照して
ください。

AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール を使用するには、以下のアクセス権限ポリシーに示してい
るように、追加のアクションのためのアクセス権限を付与する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
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                "s3:GetBucketPolicy", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:ListMultipartUploadParts", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lambda:GetFunction", 
                "lambda:GetFunctionConfiguration" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:lambda:*::function:*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lambda:ListFunctions" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:CreateGrant", 
                "kms:GenerateDataKey", 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:Encrypt", 
                "kms:RetireGrant", 
                "kms:ListKeys", 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:ListAliases" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:CreatePolicy", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:ListRolePolicies", 
                "iam:PutRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
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            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "importexport.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
                "ec2:DescribeImages", 
                "ec2:ModifyImageAttribute" 
           ], 
           "Resource": [ 
                "*" 
           ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:CreateTopic", 
                "sns:ListTopics", 
                "sns:GetTopicAttributes", 
                "sns:SetTopicAttributes", 
                "sns:ListSubscriptionsByTopic", 
                "sns:Subscribe" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "greengrass:getServiceRoleForAccount" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "snowball:*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWS Snowball コンソールには、以下の理由でこれらの追加のアクセス権限が必要になります。

• ec2: – ユーザーは、Amazon EC2 インスタンスを記述し、ローカルコンピューティングの目的でそ
れらの属性を変更できます。詳細については、「Amazon EC2 コンピューティングインスタンスの使
用 (p. 169)」を参照してください。

• kms: - ユーザーは、データを暗号化する KMS キーを作成または選択できます。詳細については、
「AWS Snowball Edge での AWS Key Management Service (p. 306)」を参照してください。

• iam: - ユーザーは、AWS Snowball がジョブの作成と処理に関連する AWS リソースにアクセスするた
めに引き受ける IAM ロール ARN を作成または選択できます。

• sns: - ユーザーは、作成したジョブの Amazon SNS 通知を作成または選択できます。詳細について
は、「AWS Snowball Edge の通知 (p. 339)」を参照してください。
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AWS Snowball Edge 用の AWS 管理 (事前定義) ポリシー
AWS は、AWSによって作成され管理されるスタンドアロンの IAM ポリシーを提供することで、多くの
一般的ユースケースに対応します。マネージドポリシーは、一般的ユースケースに必要な許可を付与する
ことで、どの許可が必要なのかをユーザーが調査する必要をなくすることができます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」を参照してください。

AWS では、以下の AWS Snowball 管理ポリシーを使用できます。

Snowball Edge 用の IAM ロールポリシーの作成
IAM ロールポリシーは、Amazon S3 バケットに対する読み取り/書き込みのアクセス許可を付与して作成
する必要があります。また、IAM ロールには、Snowball との信頼関係も必要です。信頼関係により、デー
タをインポートするかエクスポートするかに応じて、AWS がSnowball または Amazon S3 バケットにデー
タを書き込むことができます。

AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール でジョブを作成する場合は、[アクセス許可]セクション
のステップ 4 で必要な IAM ロール の作成が発生します。これは自動プロセスです。Snowball に許可した 
IAM ロールは、お客様の転送データが入った Snowball が AWS に到着したときに、バケットにデータを書
き込むためにのみ使用されます。このプロセスを以下の手順で示します。

インポートジョブ用の IAM ロールを作成するには

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

2. [Create job (ジョブの作成)] を選択します。
3. 最初のステップで、Amazon S3 へのインポートジョブの詳細を入力してから、[Next (次へ)] を選択し

ます。
4. 2 番目のステップでは、[Permission] で、[Create/Select IAM Role] を選択します。

IAM マネジメントコンソールが開き、指定した Amazon S3 バケットにオブジェクトをコピーするた
めに AWS で使用する IAM ロール が表示されます。

5. このページで詳細を確認し、[許可] を選択します。

AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール に戻ります。[Selected IAM role ARN] に、作成した 
IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) が表示されます。

6. [Next] (次へ) を選択して、 ロールの作成を終了します。

前述の手順により、データをインポート先となる Amazon S3 バケットへの書き込み権限を持つ IAM ロー
ルが作成されます。作成する IAM ロールは、インポートジョブ用であるか、エクスポートジョブ用である
かによって、次のいずれかの構造になります。

インポートジョブ用の IAM ロール

          { 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetBucketLocation", 
        "s3:ListBucketMultipartUploads" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
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      "Action": [ 
        "s3:GetBucketPolicy", 
        "s3:PutObject", 
        "s3:AbortMultipartUpload", 
        "s3:ListMultipartUploadParts", 
        "s3:PutObjectAcl" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
    } 
  ]
}

AWS KMS で管理されたキー (SSE-KMS) でサーバー側の暗号化を使用して、インポートジョブに関連付
けられた Amazon S3 バケットを暗号化する場合は、IAM ロールに以下のステートメントも追加する必要
があります。

{ 
     "Effect": "Allow", 
     "Action": [ 
       "kms:GenerateDataKey" 
     ], 
     "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-
efgh-111111111111"
}

オブジェクトのサイズが大きい場合、インポートプロセスに使用される Amazon S3 クライアントはマル
チパートアップロードを使用します。SSE-KMS を使用してマルチパートアップロードを開始する場合、
アップロードされたすべてのパートは、指定した AWS KMS キーを使用して暗号化されます。パートは暗
号化されているため、マルチパートアップロードを完了するために組み立てる前に、パートを復号する必
要があります。そのため、SSE-KMS を使用して Amazon S3 へのマルチパートアップロードを実行する際
は、AWS KMS キー (kms:Decrypt) を復号するためのアクセス許可が必要です。

以下に示しているのは、kms:Decrypt アクセス許可が求められるインポートジョブに必要な IAM ロール
の例です。

{ 
    "Effect": "Allow", 
     "Action": [ 
       "kms:GenerateDataKey","kms:Decrypt" 

     ], 
     "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-
efgh-111111111111"
}

以下に示しているのは、エクスポートジョブに必要な IAM ロールの例です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetBucketLocation", 
        "s3:GetBucketPolicy", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:ListBucket" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
    } 
  ]
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}

AWS KMS で管理されたキーでサーバー側の暗号化を使用して、エクスポートジョブに関連付けられた 
Amazon S3 バケットを暗号化する場合は、IAM ロールに以下のステートメントも追加する必要がありま
す。

{ 
     "Effect": "Allow", 
     "Action": [ 
            “kms:Decrypt” 
      ], 
     "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-
efgh-111111111111"
}

独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、AWS Snowball ジョブ管理用の API オペレーションに対してア
クセス許可を付与できます。これらのカスタムポリシーは、それらのアクセス許可が必要な IAM ユーザー
またはグループにアタッチできます。

お客様が管理するポリシーの例
このセクションでは、さまざまな AWS Snowball ジョブ管理アクションのアクセス権限を付与するユー
ザーポリシー例を示しています。これらのポリシーは、AWS SDK または AWS CLI を使用している場合に
機能します。コンソールを使用している場合は、「AWS Snowball コンソールを使用するために必要なア
クセス権限 (p. 325)」で説明しているコンソールに固有の追加のアクセス権限を付与する必要がありま
す。

Note

すべての例で、us-west-2 リージョンを使用し、架空のアカウント ID を含めています。

例
• 例 1: ユーザーに API を使用したジョブ作成を許可するロールポリシー (p. 330)
• 例 2: インポートジョブを作成するためのロールポリシー (p. 331)
• 例 3: エクスポートジョブを作成するためのロールポリシー (p. 332)
• 例 4: 期待されるロール権限と信頼ポリシー (p. 333)
• AWS Snowball API のアクセス権限: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 334)

例 1: ユーザーに API を使用したジョブ作成を許可するロールポリシー
以下のアクセス権限ポリシーは、ジョブ管理 API を使用したジョブまたはクラスター作成のアクセ
ス権限を付与するために使用される、すべてのポリシーで必須の構成要素です。このステートメント
は、Snowball IAM ロールの信頼関係ポリシーステートメントとして必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
    { 
         "Effect": "Allow", 
         "Principal": { 
         "Service": "importexport.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
    ]
}
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例 2: インポートジョブを作成するためのロールポリシー
以下のロールの信頼SnowballAWS Lambda を使用しますAWS IoT Greengrass。

                    { 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketPolicy", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:HeadBucket", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:AbortMultipartUpload", 
                "s3:ListMultipartUploadParts", 
                "s3:PutObjectAcl", 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "snowball:*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iot:AttachPrincipalPolicy", 
                "iot:AttachThingPrincipal", 
                "iot:CreateKeysAndCertificate", 
                "iot:CreatePolicy", 
                "iot:CreateThing", 
                "iot:DescribeEndpoint", 
                "iot:GetPolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lambda:GetFunction" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
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        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "greengrass:CreateCoreDefinition", 
                "greengrass:CreateDeployment", 
                "greengrass:CreateDeviceDefinition", 
                "greengrass:CreateFunctionDefinition", 
                "greengrass:CreateGroup", 
                "greengrass:CreateGroupVersion", 
                "greengrass:CreateLoggerDefinition", 
                "greengrass:CreateSubscriptionDefinition", 
                "greengrass:GetDeploymentStatus", 
                "greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration", 
                "greengrass:CreateGroupCertificateAuthority", 
                "greengrass:GetGroupCertificateAuthority", 
                "greengrass:ListGroupCertificateAuthorities", 
                "greengrass:ListDeployments",  
                "greengrass:GetGroup",  
                "greengrass:GetGroupVersion",  
                "greengrass:GetCoreDefinitionVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
} 
                     
                 

例 3: エクスポートジョブを作成するためのロールポリシー

以下のロールの信頼SnowballAWS Lambda を使用しますAWS IoT Greengrass。

                    { 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
                "snowball:*" 
           ], 
           "Resource": [ 
                "*" 
           ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iot:AttachPrincipalPolicy", 
                "iot:AttachThingPrincipal", 
                "iot:CreateKeysAndCertificate", 
                "iot:CreatePolicy", 
                "iot:CreateThing", 
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                "iot:DescribeEndpoint", 
                "iot:GetPolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lambda:GetFunction" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "greengrass:CreateCoreDefinition", 
                "greengrass:CreateDeployment", 
                "greengrass:CreateDeviceDefinition", 
                "greengrass:CreateFunctionDefinition", 
                "greengrass:CreateGroup", 
                "greengrass:CreateGroupVersion", 
                "greengrass:CreateLoggerDefinition", 
                "greengrass:CreateSubscriptionDefinition", 
                "greengrass:GetDeploymentStatus", 
                "greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration", 
                "greengrass:CreateGroupCertificateAuthority", 
                "greengrass:GetGroupCertificateAuthority", 
                "greengrass:ListGroupCertificateAuthorities", 
                "greengrass:ListDeployments",  
                "greengrass:GetGroup",  
                "greengrass:GetGroupVersion",  
                "greengrass:GetCoreDefinitionVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

例 4: 期待されるロール権限と信頼ポリシー

既存のサービスロールを使用するには、以下のロール権限ポリシーが必要です。セットアップは 1 回だけ
です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": 
    [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sns:Publish", 
            "Resource": ["[[snsArn]]"] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": 
            [ 
                "cloudwatch:ListMetrics", 
                "cloudwatch:GetMetricData", 
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                "cloudwatch:PutMetricData" 
            ], 
            "Resource": 
            [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                    "StringEquals": { 
                        "cloudwatch:namespace": "AWS/SnowFamily" 
                    } 
            } 
        } 
    ]
}

既存のサービスロールを使用するには、以下のロール信頼ポリシーが必要です。セットアップは 1 回だけ
です。

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

AWS Snowball API のアクセス権限: アクション、リソース、条件リファレンス
AWS クラウド でのアクセスコントロール (p. 322) をセットアップし、IAM アイデンティティにアタッ
チできるアクセス権限ポリシー (アイデンティティベースのポリシー) を作成するときは、以下のリストを
リファレンスとして使用できます。は、 ジョブ管理用の各 API オペレーションとその対応するアクション 
(実行権限を付与できるもの) の一覧AWS Snowballです。API オペレーションごとにアクセス許可を付与で
きる AWS リソースも含まれています。ポリシーの Action フィールドでアクションを指定し、ポリシー
の Resource フィールドでリソースの値を指定します。

AWS Snowball ポリシーで AWS 全体の条件キーを使用して条件を表現できます。AWS 全体のキーの完全
なリストについては、「IAM ユーザーガイド」の「使用可能なキー」を参照してください。

Note

アクションを指定するには、API オペレーション名 (snowball:CreateJob など) の前に
snowball: プレフィックスを使用します。

AWS Snowball でのログ記録とモニタリング
モニタリングは、AWS Snowball と AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する
上で重要な部分です。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単にデバッグできるよう
に、モニタリングデータを収集する必要があります。AWS には、AWS Snowball リソースをモニタリング
し、潜在的なインシデントに対応するための複数のツールが用意されています。

AWS CloudTrail ログ

CloudTrailでは、ユーザー、ロール、またはAWSのサービスによってAWS Snowball Job Management 
APIAWS で実行されたアクションのレコードが提供されます。で収集した情報を使用して
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CloudTrail、AWS Snowballサービスに対する API リクエスト、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、「AWS CloudTrail を使用した 
AWS Snowball Edge API コールのログ記録 (p. 340)」を参照してください。

AWS Snowball のコンプライアンス検証
AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログ
ラムを参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• 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重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的なビューを提供
します。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリ
ティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub のコントロールリファレンス」を参照し
てください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

回復力
AWS グローバルインフラストラクチャは AWS リージョン およびアベイラビリティーゾーンを中心に構
築されています。AWS リージョン には、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネット
ワークで接続されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイ
ラビリティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、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に比べて、可用性、耐障害性、および拡張性
に優れています。

AWS リージョン とアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。
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AWS Snowball 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である AWS Snowball は、Amazon Web Services のセキュリティプロセスの概要ホワ
イトペーパーに記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの手順で保護されています。

AWS 公開版 API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS Snowball 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 以降が
推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman 
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートも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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Snowball Edge ジョブのデータ検証
以下に、AWS Snowball のエッジがデータ転送を検証する方法と、ジョブの実施中および実施後のデータ
整合性を確認する手動ステップについて説明します。

トピック
• 転送されたデータのチェックサムの検証 (p. 337)
• Snowball 転送中のローカルインベントリ作成 (p. 337)
• 一般的な検証エラー (p. 337)
• Amazon S3 にデータをインポートした後、Snowball Edge を手動検証する (p. 338)

転送されたデータのチェックサムの検証
Amazon S3 インターフェイスを使用してローカルのデータソースから Snowball Edge にファイルをコ
ピーする際、多数のチェックサムが作成されます。これらのチェックサムを使用して、転送中のデータが
自動的に検証されます。

おおまかには、これらのチェックサムはファイルごと (または大きなファイルの部分ごと) に作成されま
す。Snowball Edge の場合、デバイスのバケットに対して以下の AWS CLI コマンドを実行すると、これら
のチェックサムが表示されます。チェックサムは、転送プロセス全体でデータの整合性を検証し、データ
が正しくコピーされたことを確認するために使用されます。

aws s3api list-objects --bucket bucket-name --endpoint http://ip:8080 --profile edge-
profile

これらのチェックサムが一致しない場合、関連データは Amazon S3 にインポートされません。

Snowball 転送中のローカルインベントリ作成
Amazon S3 アダプタまたは CLI を使用するときに、Snowball にコピーされたファイルのローカルインベ
ントリを作成します。ローカルインベントリの内容を使用して、ローカルストレージまたはサーバーにあ
る内容と比較できます。

例、

aws s3 cp folder/ s3://bucket --recursive > inventory.txt

一般的な検証エラー
検証エラーが発生すると、対応するデータ (ファイルまたは大きなファイルの一部) は送信先に書き込まれ
ません。検証エラーの一般的な原因は以下のとおりです。

• シンボリックリンクのコピーしようとした。
• アクティブに変更中のファイルをコピーしようとした。試行がチェックサム検証に失敗し、失敗した転

送としてマークされた。
• 5 TB を超えるサイズのファイルをコピーしようとした。
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• 512 MB を超えるパートサイズをコピーしようとした。
• データストレージ容量がすでにいっぱいになっている Snowball Edge デバイスにファイルをコピーしよ

うとした。
• Amazon S3 のオブジェクトキーの命名のガイドラインに従っていない Snowball Edge デバイスに、

ファイルをコピーしようとした。

これらの検証エラーのいずれか 1 つが発生すると、ログに記録されます。検証に失敗したファイルとその
理由は、ステップに従って手動で特定できます。詳細については、「Amazon S3 にデータをインポートし
た後、Snowball Edge を手動検証する (p. 338)」を参照してください。

Amazon S3 にデータをインポートした
後、Snowball Edge を手動検証する

インポートジョブの完了後に Amazon S3 内のデータを手動検証するいくつかのオプションについて以下
に説明します。

ジョブ完了レポートおよび関連ログの確認

データが Amazon S3 でインポートされたりエクスポートされたりするたびに、ダウンロード可能な PDF 
形式のジョブレポートが生成されます。インポートジョブの場合、このレポートはインポートプロセスの
最後に生成されます。詳細については、「コンソールでのジョブ完了レポートとログの取得 (p. 67)」を参
照してください。

S3 インベントリ

複数のジョブで大量のデータを Amazon S3 内に転送した場合、ジョブ完了レポートを個別に確認する
ことは効率的ではありません。代わりに、1 つまたは複数の Amazon S3 バケット内の、すべてのオブ
ジェクトのインベントリを取得できます。Amazon S3 インベントリでは、オブジェクトおよび対応する
メタデータが日単位または週単位で、カンマ区切り値 (CSV) ファイルに表示されます。このファイルで
は、Amazon S3 バケットのオブジェクトまたは共有プレフィックスのオブジェクト (名前が共通の文字列
で始まるオブジェクト) が対象となります。

データをインポートした先の Amazon S3 バケットのインベントリを取得すると、このインベントリを、
ソースデータの転送元のファイルと容易に比較できます。この方法により、どの場所にあるどのファイル
が転送されなかったかをすばやく確認できます。

Amazon S3 sync コマンドの使用

ワークステーションからインターネットに接続できる場合、AWS CLI コマンドの aws s3 sync を実行し
て、すべての転送されたファイルの最終的な検証ができます。このコマンドは、ディレクトリと S3 プレ
フィックスを同期させます。新しいファイルおよび更新されたファイルを送信元ディレクトリから送信先
に再帰的にコピーします。詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの同期を参照してください。

Important

このコマンドの送信先としてローカルストレージを指定する場合は、同期先のファイルのバック
アップを必ず作成してください。これらのファイルは、指定した Amazon S3 の送信元のコンテ
ンツで上書きされます。
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AWS Snowball Edge の通知
-AWS Snowball Edgeデバイスは、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) によって配信される
堅牢な通知機能を活用できるように設計されています。ジョブの作成中に、ジョブの E メール通知を受信
する E メールアドレスをカンマ区切りリストで入力できます。

Amazon SNS コンソールから、ステータス通知のテキストメッセージを送信するように Amazon SNS を
設定します。詳細については、Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイドの「Mobile text 
messaging (SMS)」を参照してください。

ジョブを作成すると、Amazon SNS 通知の受信用に指定したすべての E メールアドレスに、トピックのサ
ブスクリプションの確認を依頼する通知の E メールが AWS から送信されます。追加通知を受け取る各 E 
メールアドレスごとに、アカウントのユーザーは [Confirm subscription] を選択してサブスクリプションを
確定する必要があります。

Amazon SNS の通知 E メールはそれぞれのトリガー状態に対して作成され、AWS Snow ファミリーマネ
ジメントコンソール へのリンクが記載されています。
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AWS CloudTrail を使用した AWS 
Snowball Edge API コールのログ記
録

AWSSnowball または Snow Family のサービスはAWS CloudTrail、ユーザー、ロール、またはのサービ
スによって実行されたアクションを記録するサービスであると統合されています。 CloudTrail AWSSnow 
Family サービスのすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しに
は、AWS Snowballファミリーコンソールからの呼び出しとAWS Snowball Family Job Management API へ
のコード呼び出しが含まれます。証跡を作成する場合は、AWS Snowballファミリー API CloudTrail コール
のイベントなど、Amazon S3 バケットへのイベントの継続的な配信を有効にすることができます。証跡を
設定しない場合でも、 CloudTrail コンソールの [Event history] で最新のイベントを表示できます。によっ
て収集された情報を使用して CloudTrail、リクエストの作成元の IP アドレス、リクエストの実行者、リク
エストの実行日時などの詳細を調べて、およびに対してどのようなリクエストが行われたかを判断できま
す。AWS Snowball

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 Snowballのエッジ情報 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。AWS SnowballEdge でアクティ
ビティが発生すると、そのアクティビティは [Event history] ( CloudTrail イベント履歴) の他のAWSのサー
ビスイベントと共にイベント履歴のイベントに記録されます。最近のイベントは、AWS アカウント で表
示、検索、ダウンロードできます。詳細については、AWS CloudTrailユーザーガイドの「 CloudTrail イベ
ント履歴でのイベントの表示」を参照してください。

AWS Snowball Edge のイベントなどの AWS アカウント のイベントを継続的に記録するには、証跡を作
成します。証跡により 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、コンソールで証跡を作成するときに、証跡がすべての AWS リージョンに適用されます。証跡で
は、AWS パーティション内のすべての AWS リージョン からのイベントがログに記録され、指定した 
Amazon S3 バケットにログファイルが配信されます。さらに、AWS CloudTrail より詳細な分析とログで
収集されたデータに基づいた行動のためにその他のサービスを設定できます。詳細については、「AWS 
CloudTrail ユーザーガイド:」の以下のトピックを参照してください。

• 追跡作成の概要
• CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション
• の、Amazon SNS、の、の実行者 CloudTrail
• CloudTrail  CloudTrail複数のリージョンからのログファイルを受け取るおよび複数のアカウントからの

ログファイルを受け取るおよび複数のアカウントからのログファイルを受け取る

すべてのジョブ管理アクションは AWS SnowballAPI リファレンスに記載されており、以下の例外を除い
て記録されます。 CloudTrail

• お客様の機密情報を保護するため、CreateAddress操作は記録されません。
• すべての読み取り専用 API コール (Get、Describe、List というプレフィックスで始まる API オペ

レーション) ではレスポンス要素は記録されません。
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各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストがルート認証情報とAWS Identity and Access Management (IAM ユーザー) 認証情報のどちら
を使用して送信されたか。

• リクエストが、ロール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、CloudTrail ユーザーガイドの「AWS CloudTrail userIdentity 要素」を参照してくださ
い。

AWS Snowball Edge のログファイルエントリの概
要

追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリ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。

CloudTrail DescribeJobオペレーションを示すログエントリの例は、次のとおりです。

      {"Records": [ 
    { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "type": "Root", 
            "principalId": "111122223333", 
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root", 
            "accountId": "111122223333", 
            "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "sessionContext": {"attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2019-01-22T21:58:38Z" 
            }}, 
            "invokedBy": "signin.amazonaws.com" 
        }, 
        "eventTime": "2019-01-22T22:02:21Z", 
        "eventSource": "snowball.amazonaws.com", 
        "eventName": "DescribeJob", 
        "awsRegion": "eu-west-1", 
        "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
        "userAgent": "signin.amazonaws.com", 
        "requestParameters": {"jobId": "JIDa1b2c3d4-0123-abcd-1234-0123456789ab"}, 
        "responseElements": null, 
        "requestID": "12345678-abcd-1234-abcd-ab0123456789", 
        "eventID": "33c7ff7c-3efa-4d81-801e-7489fe6fff62", 
        "eventType": "AwsApiCall", 
        "recipientAccountId": "444455556666" 
    }
]}
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AWS Snowball Edge のクォータ
AWS Snowball Edgeデバイスを使用する際の制限についての情報は、以下で確認できます。

Important

Snowball Edge を使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にデータを転送する場
合、個々の Amazon S3 オブジェクトのサイズは最低 0 バイトから最大 5 テラバイト (TB) までの
範囲に設定することに留意してください。

トピック
• AWS Snowball Edge が利用可能なリージョン (p. 342)
• AWS Snowball Edgeジョブの制限 (p. 343)
• のレート制限AWS Snowball Edge (p. 343)
• Snowball Edge デバイスでオンプレミスのデータを転送する際の制限 (p. 344)
• Snowball Edge の配送の制限 (p. 344)
• インポート用に返却された Snowball Edge の処理の制限 (p. 344)

AWS Snowball Edge が利用可能なリージョン
次の表は、AWS Snowball Edge利用可能なリージョンを示しています。

リージョン Snowball Edge の可用性

米国東部 (オハイオ) ✓

米国東部 (バージニア北部) ✓

米国西部 (北カリフォルニア) ✓

米国西部 (オレゴン) ✓

AWSGovCloud(米国東部) ✓

AWSGovCloud(米国西部) ✓

カナダ (中部) ✓

アジアパシフィック (ジャカルタ) ✓

アジアパシフィック (ムンバイ) ✓

アジアパシフィック (大阪) ✓

アジアパシフィック (ソウル) ✓

アジアパシフィック (シンガポール) ✓

アジアパシフィック (シドニー) ✓

アジアパシフィック (東京) ✓

欧州 (フランクフルト) ✓
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リージョン Snowball Edge の可用性

ヨーロッパ (アイルランド) ✓

ヨーロッパ (ロンドン) ✓

ヨーロッパ (ミラノ) ✓

ヨーロッパ (パリ) ✓

欧州 (ストックホルム) ✓

中東 (アラブ首長国連邦) ✓

南米 (サンパウロ) ✓

サポートされているAWSリージョンとエンドポイントの詳細については、の AWSSnow Family 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

AWS Snowball Edgeジョブの制限
AWS Snowball Edgeデバイスのジョブの作成には、以下の制限があります。

• セキュリティ上の理由から、AWS Snowball Edgeデバイスを使用するジョブは、準備ができてから 360 
日以内に完了する必要があります。1 つ以上のデバイスを 360 日以上維持する必要がある場合は、AWS 
Support にお問い合わせください。360 日を過ぎると、デバイスがロックされてアクセスできなくなる
ため、返送していただく必要が生じます。インポートジョブ中にAWS Snowball Edgeデバイスがロック
された場合でも、引き続きデバイス内の既存のデータを Amazon S3 に転送することができます。

• AWS SnowballEdge では、Amazon S3 マネージドキーによるサーバー側の暗号化 (SSE-S3) によるサー
バー側の暗号化と、AWS Key Management Serviceマネージドキーによるサーバー側の暗号化 (SSE-
S3) によりサーバー側の暗号化がサポートされています。Snow Family デバイスの Amazon S3 互換スト
レージは、ローカルコンピューティングおよびストレージジョブ用の SSS-C をサポートしています。詳
細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「サーバー側の暗号化を使用し
たデータの保護」を参照してください。

• AWS Snowball Edgeデバイスをデータのインポートに使用し、単一の Snowball Edge デバイスに適し
たデータ量より大きなデータを転送する必要がある場合は、追加ジョブを作成します。各エクスポート
ジョブでは、複数の Snowball Edge デバイスを使用できます。

• 一度に使用できる Snowball Edge デバイスの数に対するサービスの制限は、デフォルトで 1 つ です。
サービス制限を増加する、またはクラスタージョブを作成するには、AWS Support までお問い合わせく
ださい。

• デバイスに転送されるオブジェクトのメタデータは、ファイルインターフェイスを使用して転送しない
限り保持されません。同一のまま残るメタデータは filename および filesize のみです。その他の
すべてのメタデータは、次の例のように設定されます。

-rw-rw-r-- 1 root root [filesize] Dec 31 1969 [path/filename]

のレート制限AWS Snowball Edge
Rate Limiterは、サーバークラスター環境でのリクエストのレートを制御するために使用されます。

Amazon Snow S3 アダプターの接続制限
Amazon S3 のSnowball エッジの最大接続制限は 1000 です。1000 を超える接続はすべて切断されます。
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レミスのデータを転送する際の制限

Snowball Edge デバイスでオンプレミスのデータを
転送する際の制限

以下は、オンプレミスのAWS Snowball Edgeデバイスとの間でデータを転送する際の制限です。

• ファイルは、書き込み中、静的な状態になっている必要があります。転送中に変更されたファイルは 
Amazon S3 にインポートされません。

• ジャンボフレーム (1,500 バイトを越えるペイロードのあるイーサネットフレーム) はサポートされませ
ん。

• エクスポートするデータを選択する際、データ名の末尾にスラッシュの付いたオブジェクト (/ または
\) は転送されないことにご注意ください。末尾にスラッシュのあるオブジェクトをエクスポートする前
に、スラッシュを削除して名前を更新してください。

• マルチパートデータ転送を使用する場合、最大パートサイズは 2 GiB です。

Snowball Edge の配送の制限
AWS Snowball Edgeデバイスの配送には、以下の制限があります。

• AWS では、Snowball Edge の私書箱への配送は取り扱っていません。
• AWS は、例えば、欧州 (アイルランド) から欧州 (フランクフルト) やアジアパシフィック (シドニー) な

ど、米国以外のリージョン間での Snowball Edge の配送は行いません。
• ジョブの作成時に指定された国以外の住所に Snowball Edge デバイスを移動することは許可されておら

ず、AWS サービス条件への違反となります。

配送の詳細については、Snow Family デバイスの配送に関する注意事項 (p. 37) を参照してください。

インポート用に返却された Snowball Edge の処理
の制限

データを AWS にインポートするには、デバイスが次の要件を満たしている必要があります。

• AWS Snowball Edge デバイスが侵害されていないこと。前面、背面、上部の 3 つのドアを開く場合、ま
たはオプションのエアフィルターを追加、交換する場合を除き、いかなる理由でもAWS Snowball Edge
デバイスを開けないでください。

• デバイスが物理的に破損していないこと。Snowball Edge デバイスの 3 つのドアを、ラッチがカチッと
音を立てるまで閉めることで、損傷を防ぐことができます。

• Snowball Edge デバイスの E Ink ディスプレイが表示されている必要があります。また、AWS Snowball 
Edgeデバイスへのデータの転送が完了したときに自動的に生成される返却ラベルが表示されている必要
があります。

Note

上記の要件を満たさずに返却されたすべての Snowball Edge デバイスは、作業を行うことなく消
去されます。
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AWS Snowball Edge のトラブル
シューティング

トラブルシューティングを行うときは、次の一般的なガイドラインを念頭に置いてください。

• Amazon S3 のオブジェクトの最大ファイルサイズは 5 TB です。
• AWS Snowball Edgeデバイスに転送されるオブジェクトの最大キー長は 933 バイトです。1 文字あたり 

1 バイトを超える文字を含むキー名の場合も、最大キー長は 933 バイトです。キー長には、ファイル名
やオブジェクト名とともにパスやプレフィックスも含まれます。したがって、ファイル名が短くても、
深く入れ子になっているパスの中にある場合は、キー長が 933 バイトを超える場合があります。キー長
の決定には、バケット名はパスとして考慮されません。以下にいくつか例を示します。

オブジェクト
名

バケット名　 パスとバケッ
ト名

キー長

sunflower-1.jpgpictures sunflower-1.jpg15 文字

receipts.csv MyTaxInfo /Users/
Eric/
Documents/2016/
January/

47 文字

bhv.1 $7$zWwwXKQj$gLAOoZCj$r8p /.VfV/
FqGC3QN
$7BXys3KHYePfuIOMNjY83dVx 
ugPYlxVg/
evpcQEJLT/
rSwZc
$MlVVf/
$hwefVISRqwepB
$/BiiD/PPF
$twRAjrD/
fIMp/0NY

135 文字

• セキュリティ上の理由から、AWS Snowball Edgeデバイスを使用するジョブは、準備ができてから 360 
日以内に完了する必要があります。1 つ以上のデバイスを 360 日以上維持する必要がある場合は、AWS 
Support にお問い合わせください。それ以外の場合、360 日以降はデバイスがロックされてアクセスで
きなくなるため、返却する必要があります。インポートジョブ中にAWS Snowball Edgeデバイスがロッ
クされた場合でも、引き続きデバイス内の既存のデータを Amazon S3 に転送できます。

• AWS Snowball Edgeデバイスの使用中に想定外のエラーが発生した場合は、当社にご連絡ください。関
連ログをコピーし、発生した問題の簡単な説明とともに、AWS Support にお送りください。ログの詳細
については、Snowball Edge クライアントのコマンド (p. 119) を参照してください。

トピック
• デバイスの識別方法 (p. 346)
• 起動時の問題のトラブルシューティング (p. 346)
• 接続の問題のトラブルシューティング (p. 347)
• マニフェストファイルの問題のトラブルシューティング (p. 348)
• 認証情報の問題のトラブルシューティング (p. 348)
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デバイスの識別

• データ転送の問題のトラブルシューティング (p. 349)
• AWS CLI の問題のトラブルシューティング (p. 350)
• インポートジョブの問題のトラブルシューティング (p. 350)
• エクスポートジョブの問題のトラブルシューティング (p. 351)
• Snow Family デバイスの返品に関するトラブルシューティング (p. 351)

デバイスの識別方法
Snowball と Snowball Edge という 2 つの Snowball デバイスタイプがあります。お使いのデバイスがどち
らのタイプか不明な場合は、AWS Snowball Edge デバイスの相違点 (p. 6) を参照してください。

起動時の問題のトラブルシューティング
Snowball デバイスの起動で発生する可能性のある特定の問題のトラブルシューティングには、以下の情報
が役立ちます。

• デバイスが起動するまでに 10 分ほどかかります。この間は、デバイスを移動したり使用したりしない
でください。

• 電源を供給するケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します。
• 電源を供給しているケーブルを、問題がないことがわかっている別のケーブルに交換します。
• 電源を供給するケーブルを、問題がないことがわかっている別の電源Connect。

起動中の LCD ディスプレイに関する問題のトラブル
シューティング
Snowball Edge デバイスの電源を入れた後、LCD ディスプレイが Snowball Edge の設定を超えて進まない
場合があります。これには数分かかることがあります。 メッセージとネットワーク設定画面は表示されま
せん。
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実行するアクション

1. 画面を [Snowball Edge の設定] のままにします。これには数分かかる場合があります。 10 分です。
2. 画面で、[表示を再起動] ボタンを選択します。[シャットダウン...] メッセージが表示され、次に

Snowball Edge の設定画面が表示されます。これには数分かかる場合があります。 メッセージが表示
され、デバイスは正常に起動します。

LCD 画面が Snowball Edge の設定を超えて進まない場合は、数分かかることがあります。 メッセージ [表
示を再開] ボタンを使用した後は、次の手順を実行してください。

実行するアクション

1. LCD 画面の上にある電源ボタンを押して、デバイスの電源をオフにします。
2. デバイスからすべてのケーブルを取り外します。
3. デバイスの電源を切り、接続を切断したまま20分間放置します。
4. 電源ケーブルとネットワークケーブルConnect します。
5. LCD 画面の上にある電源ボタンを押して、デバイスの電源を入れます。

問題が解決しない場合は、AWS Support連絡してデバイスを返却し、新しい Snowball Edge デバイスを受
け取ってください。

接続の問題のトラブルシューティング
Snowball Edge への接続で発生する可能性のある特定の問題のトラブルシューティングには、以下の情報
が役立ちます。

• 1 秒あたり 100 メガバイトの速度で動作するルーターおよびスイッチは、Snowball Edge では使用でき
ません。1 秒あたり 1 GB (またはそれ以上) の速度で動作するスイッチを使用することをお勧めします。

• デバイスとの異常な接続エラーが発生した場合は、Snowball Edge の電源をオフにし、すべてのケーブ
ルを抜いて、10 分間そのままにしておきます。10 分が経過したら、デバイスを再起動してもう一度お
試しください。
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• ウイルス対策ソフトウェアやファイアウォールが,Snowball Edge デバイスのネットワーク接続をブロッ
クしていないことを確認します。

• ファイルインターフェイスおよび Amazon S3 インターフェイスは、異なる IP アドレスを持つことに注
意してください。

より高度な接続のトラブルシューティングについては、次の手順を実行します。

• Snowball Edge と通信できない場合は、デバイスの IP アドレスに ping を送信します。ping が no 
connect を返す場合、デバイスの IP アドレスとローカルネットワーク設定を確認してください。

• IP アドレスが正しく、デバイスの裏側のライトが点滅している場合は、telnet を使用して、ポート 
22、9091、8080 でデバイスをテストします。ポート 22 をテストして、Snowball Edge が正常に動作し
ているかどうかを判断します。ポート 9091 のテストにより、AWS CLI を使用してコマンドをデバイス
に送信できるかどうかを判断します。ポート 8080 のテストにより、デバイスが Amazon S3 バケット
に書き込めることを確認します。ポート 22 で接続できてもポート 8080 では接続できない場合、まず 
Snowball Edge の電源を切ってから、すべてのケーブルを抜きます。10 分間デバイスをそのままにしま
す。それから、再接続してもう一度開始します。

マニフェストファイルの問題のトラブルシューティ
ング

各ジョブには、特定のマニフェストファイルが関連付けられています。複数のジョブを作成する場合は、
どのマニフェストがどのジョブに関連しているかを追跡します。

マニフェストファイルが失われたり、マニフェストファイルが破損した場合は、特定のジョブのマニフェ
ストファイルを再度ダウンロードすることができます。これを行うには、コンソール、AWS CLI、または
いずれかの AWS API を使用します。

認証情報の問題のトラブルシューティング
以下のトピックを使用して、Snowball Edge で発生した認証情報の問題を解決します。

AWS CLI の認証情報が見つからない
を使用して Amazon S3 インターフェイス経由でAWS Snowball Edgeデバイスと通信している場
合、Unable to locate credentials AWS CLI [aws configure] (aws の設定) を実行して、認証情報を設定でき
ます。

実行するアクション

AWS CLI が使用する AWS 認証情報を設定し、コマンドを実行します。詳細については、『AWS CLI ユー
ザーガイド』の「AWS Command Line Interface の設定。」を参照してください。

エラーメッセージ: シークレットアクセスキーと署名
を確認してください。
Amazon S3 インターフェイスを使用して Snowball Edge にデータを転送する場合、次のエラーメッセー
ジが表示される可能性があります。

An error occurred (SignatureDoesNotMatch) when calling the CreateMultipartUpload operation: 
 The request signature we calculated does not match the signature you provided.  
Check your AWS secret access key and signing method. For more details go to:
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データ転送の問題

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/
RESTAuthentication.html#ConstructingTheAuthenticationHeader 

実行するアクション

Snowball Edge クライアントから認証情報を取得します。詳細については、「認証情報の取得 (p. 124)」
を参照してください。

データ転送の問題のトラブルシューティング
Snowball Edge との間のデータ転送中にパフォーマンスの問題が発生した場合は、転送パフォーマンスの
改善の推奨事項とガイダンスについて、「パフォーマンス (p. 296)」を参照してください。Snowball Edge 
との間のデータ転送で発生する可能性のある問題のトラブルシューティングには、以下が役立ちます。

• Snowball Edge のルートディレクトリにデータを転送することはできません。デバイスへのデータ転送
に問題が発生した場合は、サブディレクトリにデータを転送していることを確認してください。最上位
のサブディレクトリには、ジョブに含めた Amazon S3 バケットの名前があります。それらのサブディ
レクトリにデータを配置します。

• Linux を使用していて、UTF-8 文字を含むファイルをAWS Snowball Edgeデバイスにアップロードでき
ない場合は、Linux サーバーで UTF-8 文字エンコードが認識されていない可能性があります。この問題
は、locales パッケージを Linux サーバーにインストールし、en_US.UTF-8 のように UTF-8 ロケー
ルのいずれかを使用するように設定することで解決できます。locales パッケージは環境変数 LC_ALL
(例: export LC_ALL=en_US.UTF-8) をエクスポートして設定できます。

• AWS CLI で Amazon S3 インターフェイスを使用する場合、ファイルまたはフォルダは、my 
photo.jpg や My Documents のように名前にスペースを含めて使用できます。ただし、必ずスペー
スが適切に処理されていることを確認してください。詳細については、AWS Command Line Interface 
ユーザーガイドの AWS CLI のパラメータ値の指定を参照してください。

ファイルインターフェイスを使用するデータ転送に関
する問題のトラブルシューティング
ファイルインターフェイスでデータを転送中に問題が発生した場合は、次の考慮事項に注意してくださ
い。

• Snowball Edge のファイルインターフェイスに転送できるファイルの最大サイズは、150 GB です。150 
GB よりも大きいファイルを転送しようとすると、ファイルインターフェイスはそのファイルの最初の 
150 GB を書き込んだ後で、ファイルが大きすぎることを示すエラーメッセージを返します。

• Snowball Edge デバイスで各バケットにデータを書き込んだり、バケットからデータを読み取る場
合は、1 つの方法のみを使用することをお勧めします。同じバケットでファイルインターフェイスと 
Amazon S3 インターフェイスの両方を使用すると、想定外の動作が発生する可能性があります。

• ファイルインターフェイスでは、切り捨て、名前変更、所有権の変更を除き、すべての NFS ファイルオ
ペレーションがサポートされます。これらのサポートされないファイルオペレーションを使用したリク
エストは拒否され、エラーメッセージが NFS クライアントに送信されます。Snowball Edge でファイル
を作成後に、そのファイルのアクセス許可を変更しようとしても無視され、エラーメッセージは表示さ
れません。

• 停電または Snowball Edge の再起動を行った場合も、ファイルインターフェイスバッファのデータは
保持されます。再起動時に、このバッファされたデータはデバイス上のバケットにアップロードされま
す。[File interface] タブの [Write status] に緑の進行状況バーとともに 100% と表示された場合、ファイ
ルインターフェイスバッファのすべてのデータはデバイス上のバケットにアップロードされます。

• 空き容量のない Snowball Edge にデータを書き込まないでください。また、Snowball Edge のスト
レージの空き容量に収まらない量のデータを書き込まないでください。どちらのアクションでもエ
ラーが発生し、データが破損する可能性があります。Snowball Edge クライアントの snowballEdge 
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describe-device コマンドを使用して、Snowball Edge の空き容量を判断することをお勧めします。
次に、データをコピーする前にファイルインターフェイスを使用して、コピーするデータ量と空き容量
を比較します。

• ファイルインターフェイスを使用して Snowball Edge にデータをコピーした後、ファイルインターフェ
イスを無効にする必要があります。これは、バッファ内にあって Amazon S3 バケットに書き込まれて
いないデータを喪失しないようにするためです。詳細については、「ファイルインターフェイスを無効
にする (p. 157)」を参照してください。

• Snowball Edge が AWS に返送され、データが Amazon S3 に取り込まれるまで、ファイルインターフェ
イスに書き込まれたすべてのデータのローカルコピーを保持することをお勧めします。

AWS CLI の問題のトラブルシューティング
AWS Snowball Edgeデバイスとを使用する際、次のトピックを使用して、問題を解決しますAWS CLI。

AWS CLI エラーメッセージ: 「プロファイルは Null に
することはできません」
AWS CLI を使用する際に、[Profile cannot be null] (プロファイルを null にすることができません) というエ
ラーメッセージが表示される場合があります。AWS CLI がインストールされていない場合、または AWS 
CLI プロファイルが設定されていない場合にこのエラーが発生する可能性があります。

実行するアクション

ワークステーションに AWS CLI をダウンロードして設定したことを確認します。詳細については、AWS 
Command Line Interface ユーザーガイドの Install the AWS CLI Using the Bundled Installer (Linux, macOS, 
or Unix) を参照してください。

AWS CLI でデータを転送する際の Null ポインタエ
ラー
AWS CLI を使用してデータを転送する場合、null ポインタエラーが発生する可能性があります。このエ
ラーは、次の条件で発生することがあります。

• 指定されたファイル名にタイプミスがあった場合 (例: flowwer.png の代わりに flower.npg や
flower.png)

• 指定されたパスが間違っていた場合 (例: C:\Doccuments\flower.png の代わりに C:\Documents
\flower.png)

• ファイルが破損している場合

実行するアクション

ファイル名とパスが正しいことを確認して、もう一度試してください。この問題が続く場合は、ファイル
が破損していないことを確認して、転送を中止するか、またはファイルの修復を試みます。

インポートジョブの問題のトラブルシューティング
ファイルを Amazon S3 にインポートできなくなることがあります。次の問題が発生した場合は、指定さ
れたアクションをお試しの上、問題を解決してください。ファイルのインポートに失敗した場合は、再度
インポートが必要になる場合があります。再度インポートするには、Snowball Edge で新しいジョブの作
成が必要になる場合があります。
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オブジェクト名に無効な文字が含まれているため、ファイルを Amazon S3 にインポートできない

この問題は、ファイル名またはフォルダ名に Amazon S3 でサポートされていない文字が含まれている場
合に発生します。Amazon S3 には、オブジェクト名に使用できる文字についてのルールがあります。詳細
については、オブジェクトキーの命名のガイドラインを参照してください。

実行するアクション

この問題が発生した場合は、インポートに失敗したファイルとフォルダのリストがジョブ完了レポートに
表示されます。

場合によっては、リストまたはリスト内のファイルの容量が非常に大きいために、インターネット経由で
転送できないことがあります。このような場合は、Snowball インポートジョブを新しく作成するか、ファ
イル名およびフォルダ名を変更して Amazon S3 にインポートし、ファイルを再度転送します。

ファイルのサイズが小さく、ファイル数も少ない場合は、AWS CLI または AWS Management Console を
使用することで Amazon S3 にコピーできます。詳細については、Amazon Simple Storage Service ユー
ザーガイドの How do I upload files and folders to an S3 bucket? を参照してください。

エクスポートジョブの問題のトラブルシューティン
グ

ファイルをワークステーションにエクスポートできないことがあります。次の問題が発生した場合は、指
定されたアクションをお試しの上、問題を解決してください。ファイルのエクスポートに失敗した場合
は、再度エクスポートが必要になる場合があります。再度エクスポートするには、Snowball Edge で新し
いジョブの作成が必要になる場合があります。

Microsoft Windows Server にファイルをエクスポートできませんでした

該当フォルダ名または関連フォルダ名が Windows でサポートされていない形式の場合、ファイルを 
Microsoft Windows Server にエクスポートできないことがあります。たとえば、ファイル名またはフォル
ダ名にコロン (:) が含まれている場合、Windows のファイル名またはフォルダ名はそのような文字に対応
していないため、エクスポートは失敗します。

実行するアクション

1. エラーが発生している名前のリストを作成します。エクスポートに失敗したファイル名やフォルダ名
は、ログで確認できます。詳細については、「AWS Snowball Edge ログ (p. 127)」を参照してくださ
い。

2. 問題が発生している Amazon S3 内のオブジェクト名を変更し、サポートされていない文字を削除す
るか、置き換えます。

3. 名前のリストまたはそのリスト内のファイルの容量が非常に大きいために、インターネット経由で転
送できない場合は、特に該当するオブジェクトの新しいエクスポートジョブを作成します。

ファイルのサイズが小さく、ファイル数も少ない場合は、AWS CLI または AWS Management 
Console を使用して、Amazon S3 から、名前を変更したオブジェクトをコピーします。詳細につい
ては、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの How Do I Download an Object from an S3 
Bucket? を参照してください。

Snow Family デバイスの返品に関するトラブル
シューティング

Snow Family デバイスを返品準備中に電源を切った後でも、返品発送情報が E Ink ディスプレイに表示さ
れないことがあります。
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Snow Family デバイスの返品に
関するトラブルシューティング

実行するアクション

1. AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール にログインします。
2. デバイスのジョブを表示します。
3. 「詳細」セクションの「返品配送ラベル」セクションで、「返品ラベルを表示して印刷するには」を

選択し、次のリンクをたどってください。
4. ラベルを印刷し、デバイスに貼り付けます。
5. Snow Family デバイスの返品送料 (p. 60)に従ってデバイスを返却してください。
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API リファレンス
コンソールの使用に加えて、AWS Snowballプログラムで設定して管理する APIAWS Snowball Edgeデバ
イスとそのリソース。このセクションでは、デバイスのオペレーションとデータタイプについて説明し、
の API リファレンスドキュメントを提供します。AWS Snowball Edgeデバイス。

トピック

• ジョブ管理 API リファレンス
• アクション
• データ型
• 共通パラメータ
• 共通エラー
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ドキュメント履歴
• API バージョン: 1.0
• ドキュメントの最新更新日:2022 年 8 月 24 日

次の表は、2018 年 7 月以降のAWS Snowball Edgeデベロッパーガイドの重要な変更点をまとめたもので
す。ドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードにサブスクライブできます。

変更 説明 日付

Snow Family デバイスの Amazon 
S3 互換ストレージが一般公
開 (p. 354)

Snow Family デバイスの Amazon 
S3 互換ストレージは、Snowball 
Edge コンピューティング最適
化デバイスでサポートされてい
ます。詳細については、「Snow 
Family デバイスの Amazon S3 互
換ストレージ」を参照してくださ
い。

2023 年 4 月 20 日

新たにサポートされた AWS リー
ジョン (p. 354)

AWS Snowballが、中東 (UAE) 
リージョンでサポートされるよ
うになりました。このリージョ
ンのエンドポイントの詳細につ
いては、の「Snowball Edge 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。配送の詳細につい
ては、Snowball Edge の配送につ
いての考慮事項を参照してくださ
い。

2023 年 3 月 6 日

新たにサポートされた AWS リー
ジョン (p. 354)

AWS Snowballが、アジアパシ
フィック (ジャカルタ) リージョ
ンでサポートされるようになり
ました。このリージョンのエン
ドポイントの詳細については、の
「Snowball Edge 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。配
送の詳細については、Snowball 
Edge の配送についての考慮事
項を参照してください。

2022 年 9 月 7 日

Snowball Edge の大規模データ移
行 (p. 354)

Snowball Edge は、大規模なデー
タ移行計画の自動化をサポートす
るようになりました。詳細につい
ては、「大規模データ移行 (手動
手順)」および「大規模データ移
行計画を作成して必要に応じて自
動化を開始する」を参照してくだ
さい。

2022 年 4 月 27 日

AWS Snow Device Management 
のご紹介 (p. 354)

Snow Device Management に
より、Snowball Edge デバイス

2022 年 4 月 27 日
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とローカルAWSサービスをリ
モートで管理できます。すべ
ての Snowball Edge デバイス
は、Snow Device Management 
をサポートしており、Snowball 
EdgeAWS リージョン が利用可
能なほとんどのの新しいデバイ
スにプリインストールされてい
ます。詳細については、「AWS 
Snow Device Managementデバイ
スの管理に使用」を参照してくだ
さい。

Snowball エッジの NFS 設
定 (p. 354)

ストレージ最適化デバイス用の 
Snowball Edge の NFS 設定を追
加しました。

2022 年 4 月 21 日

Load Balancer のレート制
限 (p. 354)

Snowball Edge は、サーバークラ
スター環境でリクエストを分散す
るためのレート制限をサポートす
るようになりました。

2022 年 4 月 19 日

テープゲートウェイによ
る Snowball Edge をサポー
ト (p. 354)

テープゲートウェイサービスを
ホストするように特別に設定さ
れた Snowball Edge デバイスを
注文できるようになりました。
このテクノロジーの組み合わせ
により、オフラインのテープデー
タの移行を安全に行えるようにな
ります。詳細については、Using 
AWS Snowball Edge with Tape 
Gateway を参照してください。

2021 年 11 月 30 日

Network Time Protocol 
(NTP) サーバー設定をサポー
ト (p. 354)

Snowball Edge デバイスが、外部
の Network Time Protocol (NTP) 
のサーバー設定をサポートするよ
うになりました。

2021 年 11 月 16 日

NFS によるオフラインのデータ
転送をサポート (p. 354)

Snowball Edge デバイスが、NFS 
を使用したオフラインのデータ
転送をサポートするようになりま
した。詳細については、オフライ
ンのデータ転送に NFS を使用す
るを参照してください。

2021 年 8 月 4 日

新たにサポートされた AWS リー
ジョン (p. 354)

Snowball Edge デバイスが、
アフリカ (ケープタウン) AWS 
リージョン で利用可能になり
ました。詳細については、の
「Snowball Edge 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。配
送の詳細については、Snowball 
Edge の配送についての考慮事
項を参照してください。

2020 年 11 月 23 日
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https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/snowcone-guide/aws-sdm.html
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独自のイメージのデバイスへの
インポートをサポート (p. 354)

イメージのスナップショットを 
Snowball Edge デバイスにイン
ポートし、Amazon EC2 マシン
イメージ (AMI) として登録できる
ようになりました。詳細について
は、Amazon EC2 AMI としてデ
バイスにイメージをインポートす
るを参照してください。

2020 年 11 月 9 日

新たにサポートされた AWS リー
ジョン (p. 354)

Snowball Edge デバイスが、欧
州 (ミラノ) AWS リージョン で
利用可能になりました。詳細に
ついては、の「Snowball Edge 
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。配送の詳細につい
ては、Snowball Edge の配送につ
いての考慮事項を参照してくださ
い。

2020 年 9 月 30 日

コンテンツ再構築 (p. 354) AWS Snow ファミリーマネジメ
ントコンソール ワークフローと
一致する「はじめに」セクショ
ンを作成し、わかりやすくする
ために他のセクションを更新し
ました。詳細については、AWS 
Snowball Edge の開始方法を参照
してください。

2020 年 9 月 17 日

AWS OpsHub for Snow Family の
ご紹介 (p. 354)

Snow Family デバイスにAWS 
OpsHub for Snow Family、デバ
イスとローカルAWSサービスを
管理するために使用できるユー
ザーフレンドリーなツール、の
提供が開始されました。詳細につ
いては、AWS OpsHub for Snow 
Family を使用した Snowball デバ
イスの管理を参照してください。

2020 年 4 月 16 日

AWS Identity and Access 
Management(IAM) が、AWS 
Snowball Edgeデバイスでローカ
ルに利用できるようになりまし
た (p. 354)

AWS Identity and Access 
Management(IAM) を使用し
て、AWS Snowball Edgeデバイ
スで実行されるAWSリソースへ
のアクセスを安全にコントロール
できるようになりました。詳細に
ついては、「Using IAM Locally」
を参照してください。

2020 年 4 月 16 日

新しい Snowball Edge Storage 
Optimized (データ転送用) デバイ
スオプションの導入 (p. 354)

Snowball では、既存のコン
ピューティング最適化デバイス
と GPU デバイスに基づく、新し
いストレージ最適化デバイスが
追加されました。詳細について
は、Snowball Edge のデバイスオ
プションを参照してください。

2020年3月23日
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NFC タグ検証サポート (p. 354) Snowball Edge Compute 
Optimized デバイス (GPU ありま
たはなし) には、NFC タグが組
み込まれています。これらのタ
グは、Android 用 AWS Snowball 
Edge Verification アプリでスキャ
ンできます。詳細については、
「NFC タグの検証」を参照して
ください。

2018 年 12 月 13 日

セキュリティグループがコン
ピュートインスタンスで利用で
きるようになりました (p. 354)

Snowball Edge デバイスのセキュ
リティグループは AWS クラウ
ド のセキュリティグループと
似ていますが、微妙な違いがい
くつかあります。詳細について
は、Snowball Edge デバイスのセ
キュリティグループを参照してく
ださい。

2018 年 11 月 26 日

オンプレミスアップデートの紹
介 (p. 354)

Snowball Edge デバイスをローカ
ル環境で実行するためのソフト
ウェアを更新できるようになりま
した。オンプレミスの更新では、
インターネットに接続する必要が
あることに注意してください。詳
細については、Snowball Edge の
更新を参照してください。

2018 年 11 月 26 日

Snowball Edge の新しいデバイス
オプションのご紹介 (p. 354)

Snowball Edge デバイスには、ス
トレージ最適化、コンピューティ
ング最適化、GPU の使用の 3 つ
のオプションがあります。詳細に
ついては、Snowball Edge のデバ
イスオプションを参照してくださ
い。

2018 年 11 月 15 日

新たにサポートされた AWS リー
ジョン (p. 354)

Snowball Edge デバイスが、ア
ジアパシフィック (ムンバイ) で
利用可能になりました。コン
ピューティングインスタンスと 
PowerbyAWS LambdaAWS IoT 
Greengrass インスタンスは、こ
のリージョンではサポートされて
いませんのでご注意ください。

2018 年 9 月 24 日

Snowball Edge デバイス
に、Amazon EC2 コンピュー
ティングインスタンスのサポー
トを導入 (p. 354)

AWS Snowballで、Snowball 
Edge デバイスで実行される
Amazon EC2 コンピューティン
グインスタンスを使用するローカ
ルジョブをサポートするようにな
りました。

2018 年 7 月 17 日

トラブルシューティングコンテ
ンツの改善 (p. 354)

トラブルシューティングに関する
章を更新し、再構成しています。

2018 年 7 月 11 日

次の表は、2018 年 7 月までのAWS Snowball Edgeデバイスのドキュメントリリースをまとめたもので
す。
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変更 説明 日付

新たにサポートされた AWS リー
ジョン

AWS Snowball はアジアパシ
フィック (シンガポール) リー
ジョンでのサポートが開始さ
れました。この AWS リージョ
ン への配送の詳細について
は、Snow Family デバイスの配
送に関する注意事項 (p. 37) を参
照してください。

2018 年 4 月 3 日

小さなファイルのバッチ処理の
自動抽出がサポートされるよう
になりました。

多くの小さなファイルをより大
きなアーカイブにまとめてバッ
チ処理し、データが Amazon S3 
にインポートされたときにこの
バッチを自動的に抽出するよ
うに指定できるようになりまし
た。小さなファイルをまとめて
バッチ処理すると、オンプレミ
スサーバーから Snowball Edge 
デバイスにデータを移動する際
の転送パフォーマンスが大幅に
向上します。詳細については、
「小さなファイルのバッチ処
理 (p. 142)」を参照してくださ
い。

2018 年 3 月 20 日

Snowball Edge クライアントの主
な機能の変更とクラスターの更
新

Snowball Edge クライアントの
主な新しい機能の変更には、パ
フォーマンスの向上、プロファ
イル、およびクラスター更新の
サポートが含まれます。詳細に
ついては、「Snowball Edge クラ
イアントの使用 (p. 118)」を参照
してください。

クラスターがリーダーレスにな
りました。すべてのノードが
クラスターとの間でデータを読
み書きできます。詳細について
は、「クラスタリングの概要」
を参照してください。

2018 年 2 月 5 日

新たにサポートされた AWS リー
ジョン

AWS Snowball は欧州 (パリ) 
リージョンでのサポートが開
始されました。この AWS リー
ジョン への配送の詳細について
は、Snow Family デバイスの配
送に関する注意事項 (p. 37) を参
照してください。

2017 年 12 月 18 日

Amazon S3 Adapter のAWS CLI
サポートが向上

Amazon S3 Adapters3 sync で
コマンドを使用して、Snowball 
Edge とローカルコンピュータ
間でデータを同期できるように
なりました。詳細については、
「Amazon S3 でサポートされる

2017 年 11 月 10 日
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変更 説明 日付
AWS CLIのコマンド (p. 145)」を
参照してください。

ファイルインターフェイスの
ファイルサイズ更新をサポート

ファイルインターフェイスが、
サイズが最大 150 GB までのファ
イルをサポートできるようにな
りました。詳細については、
「ファイルインターフェイスを
使用した Snowball Edge デバイ
スへのファイルの転送 (p. 150)」
を参照してください。

2017 年 10 月 4 日

新たにサポートされた AWS リー
ジョン

AWS Snowball Edge はアジアパ
シフィック (東京) リージョンで
のサポートが開始されました。
リージョン固有の配送オプショ
ンがあります。詳細について
は、「Snow Family デバイスの
配送に関する注意事項 (p. 37)」
を参照してください。

2017 年 9 月 19 日

新たにサポートされた AWS リー
ジョン

AWS Snowball Edge は南米 (サ
ンパウロ) リージョンでのサポー
トが開始されました。リージョ
ン固有の配送オプションがあり
ます。詳細については、「Snow 
Family デバイスの配送に関する
注意事項 (p. 37)」を参照してく
ださい。

2017 年 8 月 8 日

AWS IoT Greengrass と Lambda 
関数が更新されました

デバイスがオンプレミスにある
場合、AWS Snowball Edge デ
バイスで実行されて Lambda 関
数を追加、更新、削除、交換
できるようになりました。さ
らに、AWS SnowballAWS IoT 
Greengrassエッジデバイスをコ
アデバイスとして使用できるよ
うになりました。

2017 年 7 月 25 日

新たにサポートされた AWS リー
ジョン

AWS Snowball Edge はカナダ 
(中部) リージョンでのサポート
が開始されました。リージョン
固有の配送オプションがありま
す。詳細については、「Snow 
Family デバイスの配送に関する
注意事項 (p. 37)」を参照してく
ださい。

2017 年 6 月 29 日
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変更 説明 日付

更新済みのファイルインター
フェイスの機能

ファイルインターフェイスを使
用して、Network File System 
(NFS) クライアントを選択でき
るようになりました。これによ
り、Snowball Edge のファイル
共有だけでなく、他のサポート
やトラブルシューティングの機
能を利用することができます。
詳細については、「ファイル
インターフェイスを使用した 
Snowball Edge デバイスへのファ
イルの転送 (p. 150)」を参照して
ください。

2017 年 6 月 21 日

更新済みのクラスターの機能 の 5～10AWS Snowball Edge 個
のグループでクラスターを作成
できるようになりました。詳細
については、「クラスタリング
の概要」を参照してください。

2017 年 6 月 5 日

ドキュメントの更新 ドキュメントナビゲーション
が、わかりやすく一貫したもの
とするため更新され、リージョ
ン別の制限のセクションが追加
されました。詳細については、
「AWS Snowball Edge が利用可
能なリージョン (p. 342)」を参照
してください。

2017 年 5 月 8 日
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変更 説明 日付

更新されたコンピューティング
情報

AWS LambdaAWS IoT 
Greengrassパワーバイ関数に
対して、次の更新が行われまし
た。

• イベントオブジェクトは、ク
ラウドベースの同等のオブ
ジェクトと同じように JSON 
オブジェクトになりました。

• ジョブの関数を選択する場
合、関数の特定のバージョン
も選択します。関数の各バー
ジョンは、個別の Amazon リ
ソースネーム (ARN) を持つよ
うになりました。

• レイテンシーを向上させるた
め、関数は、ジョブの作成時
にメモリにロードされます。
コンピューティングジョブを
作成するときに、すべての関
数に対して合計で 3.744 GB の
メモリを使用できることに留
意してください。メモリがサ
ポートできるよりも多くの関
数が必要な場合は、より多く
のジョブを作成する必要があ
ります。

2016 年 12 月 6 日

AWS AWS Snowball Edge のご
紹介

AWS Snowballサービスでは、標
準の Snowball デバイスとAWS 
Snowball Edgeデバイスの 2 つを
提供するようになりました。新
しい Snowball Edge では、ロー
カルストレージとコンピュー
ティングジョブを作成し、イン
ターネットに接続することなく 
AWS クラウド のパワーをローカ
ルで制御できます。

2016 年 11 月 30 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。

362

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/glos-chap.html


AWS Snowball Edge 開発者ガイド

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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