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このガイドはまもなく廃止される予定で、更新はされません。
今後は、第 1 世代の 80 TB Snowball デバイスはご使用いただけません。すべてのデータ転送ジョブ
で Snowball Edge Storage Optimized デバイスを使用します。Snowball Edge のドキュメントについて
は、AWS Snowball Edgeデベロッパーガイドを参照してください。
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AWS Snowball デバイスとは
Note
第 1 世代の 80 TB Snowball デバイスの提供は、終了しました。データ転送ジョブには Snowball
Edge Storage Optimized デバイスを使用します。
-AWS Snowballサービスでは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) とオンサイトのデータスト
レージロケーション間で、物理ストレージデバイスを使用して、大量のデータを転送します。 faster-thaninternet 速度。AWS Snowball との連携により、時間と費用を節約できます。Snowball には、ジョブの作
成、データの追跡、ジョブ完了までのステータスの追跡に使用できる強力なインターフェイスが用意され
ています。
Snowball デバイスは、AWS Key Management Service (AWS KMS) で保護された物理的に頑丈なデバイス
です。転送中のデータを安全に保ち、保護します。Amazon S3 とオンサイトのデータストレージロケー
ション間の、Snowballの輸送は、地域の配送業者が行います。Snowball デバイスを利用できる AWS リー
ジョン の一覧は、AWS General Reference のAWS Snowball を参照してください。

Note
Snowball は大量のデータを転送することを目的としたサービスです。オンプレミスのデータセン
ターと Amazon S3 との間で転送するデータが 10 TB 未満である場合は、Snowball は、最も経済
的な選択ではないかもしれません。

Snowball の機能
AWS Snowball の Snowball デバイスには次の機能があります。
• 米国リージョンでは、80 TB と 50 TB のモデルを利用できます。その他のすべての AWS リージョン で
は、50 TB のモデルを利用できます。
• 強化された暗号化により、保管中および物理的な輸送中のデータを保護します。
• ハードウェアデバイスを購入または維持する必要はありません。
• AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール を使用したり、ジョブ管理 API を使用してプログラム
で、ジョブを管理できます。
• オンプレミスのデータセンターと Snowball との間でローカルデータの転送を実行できます。これらの
転送は、スタンドアロンのダウンロード可能なクライアントである Snowball クライアントを通じて実
行されます。あるいは、ダウンロード可能な Snowball 用 Amazon S3 Adapter を使って、Amazon S3
REST API コールを使用してプログラムで転送することもできます。詳細については、「Snowball を
使ったデータ転送 (p. 56)」を参照してください。
• Snowball はそれ自体が配送コンテナであり、Snowball の配送準備が整うと、E Ink ディスプレイが
変更されて配送ラベルが表示されます。詳細については、「AWS Snowball の配送についての考慮事
項 (p. 78)」を参照してください。
Snowball アプライアンスを利用できる AWS リージョン の一覧は、AWS General Reference の AWS
Snowball を参照してください。

Note
Snowball は、国際配送、または米国外にある AWS リージョン 間の配送はサポートしていませ
ん。配送の制限の詳細については、「リージョンごとの配送制限 (p. 79)」を参照してくださ
い。

1

AWS Snowball ユーザーガイド
AWS Snowball を使用するための前提条件

AWS Snowball を使用するための前提条件
Snowball を使用して Amazon S3 にデータを転送するときは、事前に次のことを行う必要があります。
• AWS アカウント、および AWS Identity and Access Management (IAM) の管理ユーザーを作成します。
詳細については、「Snowball 用の IAM ユーザーを作成する (p. 88)」を参照してください。
• データをインポートする場合は、次の操作を行います。
• 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。ファイル名またはフォルダ名がこのガイドラインに従っていないと、これらは 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. 41)」を参照してください。
• データをエクスポートする場合は、次の操作を行います。
• ジョブ作成時にエクスポートするデータを把握します。詳細については、「エクスポート範囲の使
用 (p. 45)」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。

ツールとインターフェイス
Snowball では、ジョブの作成と管理に AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール とジョブ管理 API
を使用します。データ転送を Snowball デバイスでローカルに実行するには、Snowball クライアントまた
は Snowball 用 Amazon S3 Adapter を使用します。これらの使用に関する詳細は、次のトピックをご確認
ください。
• AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール の使用 (p. 45)
• AWS Snowball デバイスの使用 (p. 50)
• Snowball を使ったデータ転送 (p. 56)
また、AWS Snowball のジョブ管理 API を確認することも推奨されます。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。

AWS Snowball に関連するサービス
このガイドは、読者が Amazon S3 ユーザーであることを想定しています。

AWS Snowball を初めてお使いになる方向けの情報
Snowball デバイスを使った Snowball サービスを初めて使用される方は、これ以降のセクションを順番に
お読みください。
1. さまざまなジョブのタイプに関する詳細ついては、「標準 Snowball デバイスのジョブ (p. 11)」を参
照してください。
2. Aの場合 end-to-end Snowball が Snowball デバイスでどのように機能するのか、その概要を参照してく
ださい。スタンダードな Snowball デバイスを使用する際の AWS Snowball の動作の仕組み (p. 7)。
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3. 始める準備ができたら、「AWS Snowball の使用の開始 (p. 17)」を参照してください。

料金
AWS Snowball に関連した料金および費用については、AWS Snowball 料金を参照してください。

AWS Snowball デバイスの相違点
Snowball と Snowball Edge は、異なるデバイスです。このガイドは Snowball 用です。Snowball Edge
のドキュメントをお探しの場合は、AWS Snowball Edgeデベロッパーガイド。どちらのデバイスで
も、Amazon S3 との間で大量のデータをやり取りできます。両方に、同じジョブ管理 API があり、同じコ
ンソールが使用されています。ただし、2 つのデバイス間では、ハードウェア仕様、一部の機能、使用す
る転送ツール、および料金が異なります。

AWS Snowball のユースケースの相違点
次の表に、AWS Snowball デバイス別の異なるユースケースを示します。
ユースケース

Snowball

Snowball Edge

データを Amazon S3 にインポー
トする

✓

✓

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

✓

Amazon EC2 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での使用

✓

AWS IoT Greengrass (IoT) での
使用

✓

NFS を介しての GUI によるファ
イル転送

✓

AWS Snowball ハードウェアの相違点
次の表に、両デバイスの物理的な相違点を示します。Snowball の仕様に関する詳細は、AWS Snowball
の仕様 (p. 104) を参照してください。Snowball Edge の仕様に関する詳細は、AWS Snowball Edge
Specifications を参照してください。

3

AWS Snowball ユーザーガイド
ハードウェアの相違点

Snowball

Snowball Edge

各デバイスは、次に示すように、ストレージ容量が異なります。
ストレージ容量 (使用可能な容量) Snowball
50 TB (42 TB 使用可能) - 米国
リージョンのみ

✓

80 TB (72 TB 使用可能)

✓

Snowball Edge

100 TB (80 TB 使用可能)

✓

100 TB Clustered (ノードあたり
45 TB)

✓

各デバイスでは、次の物理インターフェイスを管理目的で使用します。
物理インターフェイス

Snowball

Snowball Edge

E Ink ディスプレイ – 配送情報の
追跡と IP アドレスの設定に使用
します。

✓

✓

LCD ディスプレイ – 接続を管理
し、一部の管理機能を提供する
ために使用します。

✓
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AWS Snowball のツールの相違点
AWS Snowball デバイスで使用する各種ツールと使用方法について以下に説明します。

Snowball ツール
Snowball クライアントと Snowball
• Snowball クライアントは、AWS Snowball リソースからダウンロードしてインストールできます。
Snowball 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、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する必要があります。
• Snowball との間でデータを転送できます。詳細については、「Snowball クライアントの使
用 (p. 57)」を参照してください。
• データを Snowball に転送するときは、事前に、データをお客様の強力なワークステーションで暗号化
します。

Snowball 用 Amazon S3 Adapter と Snowball
• Snowball 用 Amazon S3 Adapter は、AWS Snowballリソース Web サイトからダウンロードし、インス
トールできます。
Snowball 用 Amazon S3 Adapter は、AWS Snowball リソースページからダウンロードして、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する必要があります。
• Snowball との間でデータを転送できます。詳細については、「Snowball 用 Amazon S3 Adapter を使用
したデータ転送 (p. 68)」を参照してください。
• データを Snowball に転送するときは、事前に、データをお客様の強力なワークステーションで暗号化
します。

Snowball Edge のツール
Snowball Edge の Snowball クライアント
• Snowball クライアントは、AWS Snowball リソースからダウンロードしてインストールできます。
Snowball クライアントは、AWS Snowball Edge リソースページからダウンロードし、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する必要があります。
• Snowball Edge、または Snowball Edge デバイスのクラスターの、ロックを解除するときはこれを使用
します。詳細については、「Snowball クライアントの使用」を参照してください。
• データの転送には使用できません。

Snowball Edge の Snowball 用 Amazon S3 Adapter
• 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、「Amazon S3 Adapter の使用」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。
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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。
• 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。 easy-to-configure NFS マウントポイント。詳細
については、次を参照してください。のファイルインターフェイスの使用AWS Snowball Edge。
• 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 と Snowball Edge の付属品の相違点
ネットワークアダプタ、使用ケーブル、および付属ケーブルの、Snowball と Snowball Edge の相違点につ
いて以下に説明します。
ネットワークインター
フェイス

Snowball サポート

Snowball Edge サポート デバイス付属のケーブ
ル

RJ45

✓

✓

Snowball にのみ付属

SFP+

✓

✓

Snowball にのみ付属

SFP+ (光コネクタ)

✓

✓

どちらのデバイスにも
付属ケーブルはありま
せん。Snowball Edge
デバイスには、光コネ
クタは付属していませ
ん。光コネクタは、各
Snowball に付属してい
ます

✓

付属するケーブルまた
は光コネクタなし

QSFP

各デバイスタイプで使用される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、以下のトピックを参照してください。
• 本ガイドの Snowball 向け サポートされているネットワークハードウェア (p. 104)
• サポートされているネットワークハードウェアのAWS Snowball Edge開発者ガイド の最初のリリースで
す。

AWS Snowball のその他の相違点
その他の相違点 (よくある質問や料金情報など) については、以下を参照してください。
• http://aws.amazon.com/snowball
• http://aws.amazon.com/snowball-edge
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スタンダードな Snowball デバイスを使用する際の
AWS Snowball の動作の仕組み
以下は、の方法についての情報です。AWS Snowballコンセプトとその内容を含む作品 end-to-end 実装
トピック
• 仕組み: 概念 (p. 7)
• 仕組み: 実装 (p. 9)

仕組み: 概念
インポートの仕組み

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。数日以内にお手元に Snowball が届きますので、届いたら Snowball をネットワークに接続
し、Snowball クライアントまたは Snowball 用 Amazon S3 Adapter を使用して、Amazon S3 にインポー
トするデータを Snowball に転送します。
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データ転送が完了したら、AWS に Snowball を返送します。その後、データが Amazon S3 にインポート
されます。

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 Snowball アプライアンスを使用できます。AWS Snow ファミリー
マネジメントコンソール またはジョブ管理 API でジョブを作成すると、Amazon S3 でリストオペレー
ションが起動します。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
パートの最大サイズは約 80 TB であり、各ジョブパートに関連付けられる Snowball は 1 つだけです。
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。
その後すぐに、Snowball 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、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、リージョンの配送業者に Snowball の集荷を手配します。数日以内に Snowball がお客様のデータセン
ターまたはオフィスに届きますので、届いたら Snowball をネットワークに接続し、Snowball クライアン
トまたは Snowball 用 Amazon S3 Adapter を使用してデータをサーバーへ転送します。
データ転送が終了したら、Snowball を AWS へ返送します。当社は、返送されたエクスポートジョブパー
トの Snowball を受領すると、Snowball の完全消去を実行します。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。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。
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Note
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、
エクスポートジョブをキャンセルしても課金が発生します。

仕組み: 実装
以下は、Snowball を実装してデータのインポートおよびエクスポートを行う方法の概要です。いずれの
概要も、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール を使用してジョブおよび Snowball クライアント
を作成し、データをローカル転送することを前提としています。プログラムでジョブを作成する場合は、
ジョブマネジメント API で Snowball を操作できます。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。データ転送をプログラムで行うには、Snowball 用 Amazon S3 Adapter を使用
します。詳細については、Transferring Data with the Amazon S3 API Adapter for Snowball (p. 68) を参
照してください。

エンドツーエンドのインポート運用
1. インポートジョブを作成する - AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール にサインインしてジョ
ブを作成します。これで、ジョブのステータスが [Job created] になり、ジョブリクエストが処理の
キューに入ります。リクエストに問題がある場合は、この時点でジョブをキャンセルできます。
2. ジョブ用の Snowball が準備される – 当社がお客様のジョブ用の Snowball を準備します。ジョブのス
テータスが [Preparing Snowball] (Snowball の準備中) になります。セキュリティのため、データ転送は
Snowball の準備完了後 90 日以内に終わらせる必要があります。
3. リージョンの配送業者が Snowball を配送する – 配送業者が集荷を行います。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。AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール 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。
4. Snowball を受領する – 数日後、ジョブ作成時に入力された住所にリージョンの配送業者が Snowball を
配送します。ジョブのステータスは [Delivered to you] (お客様へ配達済み) に変わります。Snowball が
届いたとき、梱包用の箱に入っていないことに気づかれるはずです。これは、Snowball 自体が配送用の
コンテナであるためです。
5. 認証情報を取得し Snowball クライアントをダウンロードする – 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 クライアント をダウンロードして、データ転送の準備をし
ます。
• Snowball クライアントは、オンプレミスのデータソースから Snowball へのデータの流れを管理する
ツールです。
Snowball クライアントは、AWS Snowball リソースからダウンロードしてインストールできます。
Snowball 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、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する必要があります。
• マニフェストは、Snowball へのアクセスを認証するために使用されるもので、解除コードのみで復号
できるように暗号化されています。マニフェストは、Snowball がお客様側のオンプレミスにあるとき
に AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール から取得できます。
• 解除コードとは 29 文字のコードで、マニフェストを取得するときにも表示されます。Snowball がお
客様の施設に置かれている間に不正にアクセスされることを防ぐため、解除コードは、書き留めて、
マニフェストとは別の場所に保管することが推奨されます。解除コードはマニフェストを取得すると
きに表示されます。
6. Snowball クライアントをインストールしてセットアップする - データソースがマウントされたコン
ピュータワークステーションに Snowball クライアントをインストールします。
7. ハードウェアを配置する - Snowball をデータセンターに移動させ、ケース上に記載された指示に従って
開きます。Snowball を電源とローカルネットワークに接続します。
8. Snowball の電源をオンにする - 次に、E Ink ディスプレイの上にある電源ボタンを押して、Snowball の
電源をオンにします。数分後に [Ready] 画面が表示されます。
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9. Snowball クライアントを起動する - ワークステーションで Snowball クライアントを起動するとき
に、Snowball の IP アドレス、マニフェストのパス、解除コードを入力します。Snowball クライアント
がマニフェストを復号し、それを使って Snowball へのアクセスを認証します。
10.データを転送する - Snowball クライアントを使用して、Amazon S3 にインポートするデータを、デー
タソースから Snowball に転送します。
11.Snowball の返送準備を行う - データ転送が完了したら、Snowball の電源をオフにしてケーブルを
抜きます。Snowball のケーブルを Snowball のバックパネル内部にあるケーブルキャディーに固定
し、Snowball を密封します。これで Snowball の返却準備は完了です。
12.リージョンの配送業者が Snowball を AWS へ返送する - 配送業者が Snowball を集荷すると、ジョブの
ステータスは [In transit to AWS] (AWS へ配送中) に変わります。
13.AWS に Snowball が到着 – Snowball が AWS に到着し、ジョブのステータスが [At AWS] (AWS 内) に
変わります。AWS が Amazon S3 へのデータインポートを開始するまでにかかる日数は、平均約 1 日で
す。
14.AWS が Amazon S3 にデータをインポートする - インポートが開始されると、ジョブのステータスは
[Importing] (インポート中) に変わります。インポートには数日かかることがあります。この時点で、不
明な点または問題があった場合は、E メールでご連絡します。
インポートジョブが完了すると、ジョブステータスが [Completed] になり、ジョブ完了レポートの PDF
ファイルが 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るようになります。
15.インポートされたデータが Amazon S3 に保管される – インポートが完了し、転送したデータは
Amazon S3 に保管されます。
インポートジョブの仕組みを理解したら、最初のジョブを作成します。詳細については、「AWS Snowball
を使用した Amazon S3 へのデータのインポート (p. 17)」を参照してください。
Snowball 用のジョブ管理 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。

エンドツーエンドのエクスポート運用
1. エクスポートジョブを作成する - AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール にサインインして
ジョブを作成します。このプロセスは、Amazon S3 で転送されるデータ量、およびジョブが転送され
るバケット内のオブジェクトのオプション範囲を決定するリストオペレーションから始まります。リス
トが完了すると、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール によってエクスポートジョブに必要
なすべてのジョブパートが作成されます。この時点で、必要な場合はジョブをキャンセルできます。

Note
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、エクスポートジョブをキャンセルしても課金が発生します。
2. ジョブパート用の Snowball が準備される – ジョブパートが作成されると、最初のジョブパートのス
テータスがすぐに [Preparing Snowball] (Snowball の準備中) になります。セキュリティのため、データ
転送は Snowball の準備完了後 90 日以内に終わらせる必要があります。Snowball の準備ができると、
ステータスが [Exporting] (エクスポート) に変わります。通常、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、ジョブのステータスは
[Preparing shipment] (発送準備中) に変わり、AWS が Snowball の集荷を手配します。
3. リージョンの配送業者が Snowball を配送する – 配送業者が集荷を行います。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。AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール 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。
4. Snowball を受領する – 数日後、ジョブ作成時に入力された住所に配送業者が Snowball を配送します。
ジョブのステータスは [Delivered to you] (お客様へ配達済み) に変わります。Snowball が届いたとき、
梱包用の箱に入っていないことに気づかれるはずです。これは、Snowball 自体が配送用のコンテナであ
るためです。
5. 認証情報を取得し Snowball クライアントをダウンロードする – 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 クライアント をダウンロードして、データ転送の準備をし
ます。
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• Snowball クライアントは、Snowball からオンプレミスのデータ送信先への、データの流れを管理す
るツールです。
Snowball クライアントは、AWS Snowball リソースからダウンロードしてインストールできます。
Snowball 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、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する必要があります。
• マニフェストは、Snowball へのアクセスを認証するために使用されるもので、解除コードのみで復号
できるように暗号化されています。マニフェストは、Snowball がお客様側のオンプレミスにあるとき
に AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール から取得できます。
• 解除コードとは 29 文字のコードで、マニフェストを取得するときにも表示されます。Snowball がお
客様の施設に置かれている間に不正にアクセスされることを防ぐため、解除コードは、書き留めて、
マニフェストとは別の場所に保管することが推奨されます。解除コードはマニフェストを取得すると
きに表示されます。
6. Snowball クライアントをインストールしてセットアップする - データソースがマウントされたコン
ピュータワークステーションに Snowball クライアントをインストールします。
7. ハードウェアを配置する - Snowball をデータセンターに移動させ、ケース上に記載された指示に従って
開きます。Snowball を電源とローカルネットワークに接続します。
8. Snowball の電源をオンにする - 次に、E Ink ディスプレイの上にある電源ボタンを押して、Snowball の
電源をオンにします。数分後に [Ready] 画面が表示されます。
9. Snowball クライアントを起動する - ワークステーションで Snowball クライアントを起動するとき
に、Snowball の IP アドレス、マニフェストのパス、解除コードを入力します。Snowball クライアント
がマニフェストを復号し、それを使って Snowball へのアクセスを認証します。
10.データを転送する - Snowball クライアントを使用して、Snowball アプライアンスからオンプレミスの
データ送信先にエクスポートするデータを転送します。
11.Snowball の返送準備を行う - データ転送が完了したら、Snowball の電源をオフにしてケーブルを
抜きます。Snowball のケーブルを Snowball のバックパネル内部にあるケーブルキャディーに固定
し、Snowball を密封します。これで Snowball の返却準備は完了です。
12.リージョンの配送業者が Snowball を AWS へ返送する - 配送業者が Snowball を引き取ると、ジョブの
ステータスは [In transit to AWS] (AWS へ配送中) に変わります。この時点で、エクスポートジョブに他
のジョブパートがある場合、次のジョブパートが [Preparing Snowball] ステータスになります。
13.Snowball が消去される – 当社は、返送された Snowball を受領すると、Snowball の完全消去を実行しま
す。この消去作業は NIST 800-88 基準に準拠しています。
エクスポートジョブの仕組みを理解したら、最初のジョブを作成します。詳細については、Snowball を使
用した Amazon S3 からのデータのエクスポート (p. 29)を参照してください。

標準 Snowball デバイスのジョブ
AWS Snowball (Snowball) のジョブとは、個別の作業単位のことで、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されます。ジョブには、タイプ、詳細、およびステータスがあります。これ
らの各要素については、以下のセクションで詳細に説明します。
トピック
• ジョブタイプ (p. 12)
• ジョブの詳細 (p. 13)
• ジョブステータス (p. 13)
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ジョブタイプ
ジョブには 2 つのタイプがあります。インポートジョブとエクスポートジョブです。Snowball のこれら 2
つのジョブのタイプについて、データのソース、移動可能なデータ量、ジョブが正常に実行された場合の
結果などを、以下にまとめています。2 つのジョブタイプは根本的に異なるものですが、いくつかの共通
点があります。ソースは、データセンターまたはオフィスのローカル、あるいは Amazon S3 バケットに
することができます。

Amazon S3 へインポートする
インポートジョブでは、 72 TB 以下のデータ (オンプレミスのデータソースにある) を単一の Snowball に
コピーし、Amazon S3 へ移動させて転送します。インポートジョブの場合、Snowball とジョブは 1 対 1
の関係にあります。つまり、各ジョブに関連付けられる Snowball は 1 つのみです。Snowball を追加する
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します。
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。
各インポートジョブでディレクトリ、ファイル、オブジェクトを、インポートするデータ量が 1 つの
Snowball に収まる限り、いくつでもインポートできます。米国リージョンでは、Snowball の容量は 2 サ
イズがあります。50 TB(42 TB の使用可能容量)および 80 TB(72 TB の使用可能容量)。その他のリージョ
ンで利用できるのは 80 TB Snowball のみです。
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。
インポートが処理され検証されると、AWS は Snowball 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。
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。

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 からエクスポートする
エクスポートジョブでは、任意の容量のデータ (Amazon S3 にある) を任意の数の Snowball からコピー
し、1 回につき 1 つの Snowball をオンプレミスのデータ送信先に移動させて転送します。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 72 TB 以内で、各ジョブ
パートは 1 つの Snowball にのみ関連付けられます。
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。ジョブパートの
データを Amazon S3 から Snowball に移動させると、ジョブレポートをダウンロードできるようになりま
す。Snowball への転送に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 Snowball を使用して、任意の数のオブジェクトを
エクスポートすることができます。エクスポートジョブのジョブパート用の Snowball は、1 台ずつ配送
されます。先行のジョブパートのステータスが [In transit to AWS] (AWS へ配送中) に変わると、後続の
Snowball がお客様宛に発送されます。
Snowball 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。
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AWS は、Snowball を受領すると、Snowball の完全消去を実行します。この消去作業は NIST 800-88 基準
に準拠しています。

Important
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を検
証するまで、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 の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
クスポートするように選択できます。詳細については、「エクスポート範囲の使用 (p. 45)」を参照して
ください。

ジョブの詳細
Snowball の各インポートジョブやエクスポートジョブは、作成時に指定した詳細で定義されます。次のリ
ストで、ジョブのすべての詳細を説明します。
• ジョブ名 - 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 - ジョブのタイプ。インポートまたはエクスポートです。
• ジョブ ID - 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、ジョブのマニフェストファイル名にも入っています。
• 作成日 - このジョブを作成した日付。
• 配送速度 - 速度オプションは地域によります。詳細については、「配送速度 (p. 82)」を参照してくだ
さい。
• IAM ロール ARN - 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あり、Snowball に割り当てられる IAM ロールは、Amazon 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、「Snowball 用の IAM ロールを
作成する (p. 90)」を参照してください。
• AWS KMS キー — Snowball では、AWS Key Management Service (AWS KMS) により各の Snowball で
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、「Snowball での AWS Key Management Service (p. 86)」を参照してくださ
い。
• Snowball のキャパシティー— 米国リージョンでは、Snowball の容量は 2 サイズがあります。50 TB(42
TB の使用可能容量)および 80 TB(72 TB の使用可能容量)。その他のリージョンで利用できるのは 80 TB
Snowball のみです。
• ストレージサービス - 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。この例では
Amazon S3 です。
• リソース - ジョブに関連付けられる 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。

ジョブステータス
各ジョブには、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、
[Job Status]

説明

ステータスが適用され
るジョブタイプ

Job created

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。

両方
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[Job Status]

説明

ステータスが適用され
るジョブタイプ

Preparing Snowball

AWS がお客様のジョブ用の Snowball を準備して
います。

両方

Exporting

AWS がお客様のデータを Amazon S3 から
Snowball にエクスポートしています。

エクスポート

Preparing shipment

AWS が Snowball をお客様に配送する準備をして
います。

両方

In transit to you

Snowball は、ジョブの作成時に指定された住所宛
てに配送されている最中です。

両方

Delivered to you

Snowball は、ジョブ作成時に指定された住所に到
着しました。

両方

AWS へ配送中

Snowball が AWS に返送されました。

両方

仕分け施設にあります

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
加プロセスは、間もなく (通常は 2 日以内に) 開始
されます。

両方

AWS 内

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。

両方

インポート中

AWS がお客様のデータを Amazon Simple Storage インポート
Service (Amazon S3) にインポートしています。

完了

インポートジョブまたはエクスポートジョブパー
トが正常に完了しました。

両方

Canceled

ジョブがキャンセルされました。Snowball のイ
ンポートジョブをキャンセルできるのは、[Job
created] (ジョブ作成済み) ステータス中のみで
す。

両方

AWS アクセスのセットアップ
AWS Snowball (Snowball) を初めて使用する場合は、事前に以下のタスクをすべて実行する必要がありま
す。
1. AWS へのサインアップ (p. 15).

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. 15).
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AWS へのサインアップ
Amazon Web Services (AWS) にサインアップすると、、AWS Import/Export を含む、AWS 内のすべての
サービスの AWS アカウント が自動的にサインアップされます。料金は、使用するサービスの料金のみが
請求されます。Snowball のコストおよび料金の詳細については、AWS Snowball の料金を参照してくだ
さい。Snowball の利用には料金が発生します。無料でご利用いただける AWS のサービスについての詳細
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 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 Import/Export 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、
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を管理者ユーザーと呼びます。
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 全般のリファレンスのルートアカウント認証情報と IAM ユーザー認証情報および 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

IAM
Identity
Center 内

短期認証情報を使用して AWS IAM Identity Center
AWS にアクセスする。 (successor to AWS Single
Sign-On) ユーザーガイドの
これはセキュリティのベ 「開始方法」の手順に従いま
ストプラクティスと一致 す。
しています。ベストプラ

(推奨)

By

以下の操作も可能
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管理者を
管理する
方法を 1
つ選択し
ます

IAM 内
(非推奨)

To

By

以下の操作も可能

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。

従って、プログラムによるアク
セスを設定します。

長期認証情報を使用して IAM ユーザーガイドの「最初
AWS にアクセスする。 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。ここで、your_aws_account_id はハイフンを除く AWS アカウント 番号です (た
とえば、AWS アカウント 番号が 1234-5678-9012 であれば、AWS アカウント ID は 123456789012
です)。
https://your_aws_account_id.signin.aws.amazon.com/console/

作成した IAM ユーザー名とパスワードを入力します。サインインすると、ナビゲーションバーに
「your_user_name @ your_aws_account_id」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、サインインするには、次の URL を使
用します。
https://your_account_alias.signin.aws.amazon.com/console/

アカウントの IAM ユーザー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 ユーザーで 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、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、「Snowball 用の IAM ユーザーを作成する (p. 88)」を参照してください。

次のステップ
AWS Snowball の使用の開始 (p. 17)
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AWS Snowball の使用の開始
Note
今後は、第 1 世代の 80 TB Snowball デバイスはご使用いただけません。すべてのデータ転送ジョ
ブで Snowball Edge Storage Optimized デバイスを使用します。
AWS Snowball (Snowball) では、オンプレミスのデータセンターと Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) 間で数百テラバイトやペタバイトのデータを転送できます。以下で、初めてデータ転送ジョ
ブを作成してから完了するまでの一般的な手順を確認できます。Snowball の特定のコンポーネントの詳細
は、本書で後述します。サービス全体の概要については、「スタンダードな Snowball デバイスを使用す
る際の AWS Snowball の動作の仕組み (p. 7)」を参照してください。
この手順はいずれも、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール を使用してジョブと Snowball クラ
イアントを作成し、データをローカルで転送することを想定しています。プログラムでジョブを作成する
場合は、ジョブマネジメント API で Snowball を操作できます。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。データ転送をプログラムで行うには、Snowball 用 Amazon S3 Adapter
を使用します。詳細については、「Snowball 用 Amazon S3 Adapter を使用したデータ転送 (p. 68)」を
参照してください。

AWS へのサインアップ
すでにをお持ちの場合はAWS アカウント次のセクションに進んでください。管理者 IAM ユーザーを作成
する (p. 17)。 それ以外の場合は、を参照してください。AWS へのサインアップ (p. 15)。

管理者 IAM ユーザーを作成する
すでに管理者 AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーアカウントがある場合は、このステッ
プを飛ばして次のいずれかのセクションにお進みください。管理者 IAM ユーザーがない場合は 1 つ作成
し、リクエストの作成には AWS アカウント のルート認証情報を使用しないことをお勧めします。これを
行うには、「IAM ユーザーの作成 (p. 15)」を参照してください。

Important
Snowball には無料利用枠はありません。不要な料金や遅延を避けるために、ジョブを作成する前
に関連するエクスポートまたはインポートのセクションをよくお読みください。
次:
• AWS Snowball を使用した Amazon S3 へのデータのインポート (p. 17)
• Snowball を使用した Amazon S3 からのデータのエクスポート (p. 29)

AWS Snowball を使用した Amazon S3 へのデータ
のインポート
Note
今後は、第 1 世代の 80 TB Snowball デバイスはご使用いただけません。すべてのデータ転送ジョ
ブで Snowball Edge Storage Optimized デバイスを使用します。
Snowball を使用して Amazon S3 にデータをインポートするプロセスには、次のステップがあります。
トピック
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• AWS Snowball ジョブの作成 (p. 18)
•
•
•
•
•

AWS Snowball デバイスの受領 (p. 22)
AWS Snowball デバイスをローカルネットワークに接続する (p. 24)
データ転送 (p. 25)
デバイスを返送する (p. 28)
インポートステータスの監視 (p. 28)

AWS Snowball ジョブの作成
Snow Family デバイス向けのジョブを作成するときは、ジョブのタイプに関係なくで実行する、一連の共
通タスクがあります。AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール。これらのタスクには、以下が含ま
れます。
• 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
• データの転送
• デバイスの返送
以降のセクションでは、 step-by-step これらのタスクを実行するための指示。ジョブタイプ固有の考慮事
項がある場合は、注記に具体的に記載されています。
ジョブの作成および管理には、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール を使用します。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、Snow ファミリー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: サービスを計画Job (p. 18)
• ステップ 2: 配送設定を選択する (p. 19)
• ステップ 3: Job の詳細を選択する (p. 19)
• ステップ 4: セキュリティ設定を選択する (p. 20)
• ステップ 5: 通知設定を選択する (p. 21)
• ステップ 6: AWS OpsHub のダウンロード (p. 21)
• ステップ 7: サービスを確認して作成Job (p. 22)

ステップ 1: サービスを計画Job
ジョブ作成の最初のステップでは、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 を使用してジョブの計画を立てます。

ジョブを計画するには
1.
2.

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 ファミリーページが表示
されます。それ以外の場合は、[Plan your job] (ジョブの計画) ページが開きます。
AWS Snow ファミリーのページで、[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。
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3.

ユースケースに応じて、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 — AWS からお客様へ、空の Snowball 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て、Snowball クライアントを
実行します。デバイスにデータをコピーし、AWS に返送すると、データが AWS にアップロードさ
れます。

4.

• 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するときは、このオプションを選択します。
[Next] (次へ) を選択して続行します。

ステップ 2: 配送設定を選択する
Snowball デバイスの受け取りと返送では、デバイスを往復させることになります。したがって、正確な配
送先情報を入力する必要があります。

配送の詳細を入力するには
1.

AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール の [Provide shipping information] (配送情報の提供) の
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して選択します。
• [Add a new address] (新しい住所を追加する) を選択した場合は、要求された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。
• 翌日配送 (1 営業日)
• [Two-Day Shipping (2 business day)] (翌々日配送 (2 営業日))

3.

[次へ] を選択します。

ステップ 3: Job の詳細を選択する
このステップでは、AWS Snowball のジョブの詳細 (ジョブ名、AWS リージョン、デバイスタイ
プ、Amazon S3 バケット名、Amazon マシンイメージ (AMI) など) を入力します。

ジョブの詳細を追加するには
1.
2.
3.

4.

AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール の [Name your job] (ジョブの命名) セクション
で、[Job name] (ジョブ名) にジョブの名前を入力します。
[Choose your Snow device] (Snow デバイスを選択する) セクションで、Snowball を選択します。
[Choose your S3 storage] (S3 ストレージを選択) セクションで、新しい S3 バケットを作成する
か、[Bucket name] (バケット名) のリストから使用する Amazon S3 バケットを選択します。S3 バ
ケットは、追加で入れることができます。これらのバケットは、デバイス上にディレクトリとして表
示されます。
[Compute using EC2 instances (Optional)] (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)) のセクションで、[EC2 AMI name] (EC2 AMI 名) を選択します。このオプションを選択する
と、クラスター内で、EC2 コンピューティングインスタンスを使用できます。Snowball に EC2 AMI
がロードされ、デバイスをモバイルデータセンターとして使用できるようになります。
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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 の料金」を参照してくだ
さい。
5.

[Source AMI name] (ソース AMI 名) リストから AMI を選択します。または、[Source AMI name] (ソー
ス AMI 名) ボックスで AMI を検索し、[Next] (次へ) を選択します。

ステップ 4: セキュリティ設定を選択する
セキュリティを設定すると、AWS Snowball ジョブの権限および暗号化の設定が追加され、転送中のデー
タを保護できます。

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。
• デフォルトを使用したい場合AWS Key Management Service(AWS KMS key) を選択し、aws/
importexport (デフォルト)。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 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 access] (サービスアクセス) セクションで、[Create service role] (サービスロールの作成) を
選択し、ユーザーに代わって Amazon S3 と Amazon SNS を使用するためのアクセス権限を Snow
ファミリーに付与します。

3.

[View details] (詳細を表示) を選択して希望する [IAM role] (IAM ロール) を選択します。または、デ
フォルトのロールを使用できます。

4.

[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。

Example Snowball 用のポリシーの例
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"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
}
]

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。
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}

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

5.

[Allow] (許可) を選択します。

6.

[次へ] を選択します。

ステップ 5: 通知設定を選択する
通知によって、AWS Snowball 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
1.

2.

[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。

[次へ] を選択します。

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
• 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

ステップ 6: AWS OpsHub のダウンロード
Snow Familyのデバイスはユーザーフレンドリーなツールを提供し、AWS OpsHub for Snow Familyデバイ
スおよびローカルを管理するために使用できるAWSのサービス。
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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。

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 Snow ファミリーマネジメントコンソール の [Download AWS OpsHub] (OpsHub をダウンロー
ド) のセクションで、[Get AWS OpsHub] (OpsHub を取得) を選択します。AWS Snowball リソースの
ウェブサイトにリダイレクトされます。

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。

ステップ 7: サービスを確認して作成Job
AWS Snowball 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.

AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール の [Review job order] (ジョブの順序の確認) ページ
で、すべてのセクションを確認してから、ジョブを作成します。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.

確認と編集が終了したら、[Create job] (ジョブの作成) 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、法律および規制を迂回する
ことは禁じられています。

Note
AWS Snowball のジョブは、1 つの電源では足りないため、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。

AWS Snowball デバイスの受領
Snowball が届いたとき、梱包用の箱に入っていないことに気づかれるはずです。Snowball は、それ自
体、物理的に頑丈な配送用コンテナです。Snowball が到着したらまず、損傷や明らかな改ざんについて
検査してください。Snowball 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 まで問題をお知らせいただければ、新しい Snowball をお客様に配送いたします。

Important
Snowball は AWS の所有物です。Snowball への改ざんは、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。
ネットワークに Snowball を接続してデータ転送を開始する前に、データ転送の基本的な要素についてい
くつか理解することが重要です。
• Snowball - Snowball は以下のような外観をしています。
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• データソース - このデバイスは、オンプレミスのデータセンターから Amazon S3 に転送するデータを保
持します。ハードドライブや USB スティックなどの単一デバイスでも、データセンター内の個別のデー
タソースでも構いません。データソースからデータを転送するためには、ワークステーションにマウン
トする必要があります。
• ワークステーション - このコンピューターは、マウントされたデータソースをホストします。このワー
クステーションを使用して、Snowball にデータを転送します。プロセス、メモリ、ネットワーキングの
観点から、高レベルの要求に応える強力な処理能力を持ったコンピューターをワークステーションに使
用することをお勧めします。詳細については、「ワークステーションの仕様 (p. 106)」を参照してくだ
さい。
Next: AWS Snowball デバイスをローカルネットワークに接続する (p. 24)
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AWS Snowball デバイスをローカルネットワークに接
続する
このステップでは、Snowball をお使いのネットワークに接続します。Snowball アプライアンスには、前
面と背面の 2 つのパネルがあります。パネルはラッチで開き、Snowball の上部に移動させて固定します。
まず前面パネルをまず開き、Snowball の上部に移動させ、次に背面パネルを開いて最初のパネルの上に移
動させて固定します。こうすることで、Snowball の前面に埋め込まれた E Ink 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。
ケーブルをケーブルラッチから取り外し、Snowball を電源に接続します。Snowball はそれぞ
れ、RJ45、SFP+ 銅、または SFP+ 光 10 ギガビットイーサネットを経由したデータ転送をサポートする
ように設計されています。SFP+ 光の場合、いずれかの SFP+ ポートの SFP + 光学アダプターに、お客
様が用意したケーブルを接続して使用する必要があります。ケーブルとポートの詳細については、「サ
ポートされているネットワークハードウェア (p. 104)」を参照してください。ネットワークオプショ
ンを選択し、Snowball をネットワークに接続します。E Ink ディスプレイの上にある電源ボタンを押し
て、Snowball の電源をオンにします。
1.

電源をオフにした Snowball をネットワークに接続します。

Note
ネットワーク接続は、データソース、ワークステーション、Snowball の間で、ホップが可能
な限り少なくなるようにセットアップすることが推奨されます。
2.

電源ケーブルを Snowball の背面に接続し、信頼性のある電源に接続します。E Ink ディスプレイの上
にある電源ボタンを押して、E Ink に [Ready] と表示されるまで待ちます。

3.

Snowball の準備ができると、E Ink ディスプレイに次の画面が表示されます。
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この時点で、E Ink ディスプレイを使用して [Network] を選択することで、デフォルトのネットワーク
設定を変更できます。Snowball のネットワーク設定を指定する方法の詳細については、IP アドレスの
変更 (p. 54) を参照してください。
表示された IP アドレスは、Snowball クライアントの設定に必要になりますので、書き留めます。

Important
データの破損を防ぐため、データの転送中は Snowball 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。
これで、Snowball がネットワークに接続されました。
Next: データ転送 (p. 25)

データ転送
以下のセクションでは、データ転送のステップについて説明します。これらのステップでは、認証情
報の取得、Snowball クライアントツールのダウンロードとインストール、そして、データソースから
Snowball への、Snowball クライアントを使用したデータ転送を行います。
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Note
データ転送は、Snowball 用 Amazon S3 Adapter を使ってプログラムで行うこともできます。詳
細については、「Snowball 用 Amazon S3 Adapter を使用したデータ転送 (p. 68)」を参照して
ください。
トピック
• 認証情報の取得 (p. 26)
• AWS Snowball クライアントのインストール (p. 26)
• AWS Snowball クライアントの使用 (p. 27)
• AWS Snowball クライアントを停止して、Snowball の電源をオフにする (p. 28)
• デバイスの切断 (p. 28)

認証情報の取得
各 AWS Snowball ジョブには一連の認証情報があり、Snowball へのアクセスを認証するときは、これらを
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。これがないと、データを転送
できません。解除コードはマニフェストの復号化に使用します。これがないと、Snowball と通信すること
ができません。

Note
認証情報は、Snowball デバイスがお手元に届いてはじめて取得できます。デバイスが AWS に返
送されると、それ以降、ジョブの認証情報は利用できなくなります。

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 を開
きます (https://console.aws.amazon.com/snowfamily/home)。

2.

AWS Snow ファミリーマネジメントコンソールで、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見つけ、選択します。

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] を選択して、指示に従ってジョブのマニフェストファイルをコンピューターにダ
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
ベストプラクティスとして、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
のベストプラクティス (p. 38)」を参照してください。
認証情報を入手してデータを転送する準備ができました。

AWS Snowball クライアントのインストール
Snowball クライアントは、オンプレミスのデータソースから Snowball に転送を行うときに使用するツー
ルの 1 つです。
Snowball クライアントは、AWS Snowball リソースウェブサイトからダウンロードし、インストールしま
す。
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Snowball 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、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する必要があります。

AWS Snowball クライアントの使用
このステップでは、ワークステーションから Snowball クライアントを実行して、まず、このジョブの
Snowball へのアクセスを認証し、次に、データを転送します。

Note
このガイドは、オリジナルの Snowball デバイスを対象としています。Snowball Edge デバイスを
使用される場合、Snowball クライアントを使って Snowball Edge デバイスにデータを転送するこ
とはできませんので、ご注意ください。AWS OpsHub for Snow Family または S3 Adapter のいず
れかを使用する必要があります。詳細については、AWS Snowball デバイスの使用 (p. 50) お
よび Using AWS OpsHub for Snow Family to Manage Devices を参照してください。
Snowball Edge デバイスを使用される場合、を参照してください。とはAWSAWS Snowball
Edge?()AWS Snowball Edgeデベロッパーガイド。
Snowball へのアクセスを認証するには、ワークステーションでターミナルまたはコマンドプロンプトウィ
ンドウを開き、次のコマンドを入力します。
snowball start -i [Snowball IP Address] -m [Path/to/manifest/file] -u [29
character unlock code]
以下は、Snowball クライアントを設定するコマンドの例です。
snowball start -i 192.0.2.0 -m /Downloads/JID2EXAMPLE-0c40-49a7-9f53-916aEXAMPLE81manifest.bin -u 12345-abcde-12345-ABCDE-12345

この例では、Snowball の IP アドレスは 192.0.2.0 で、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 12345abcde-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 Snowball へのアクセスが認証されたことを表しています。
これで、Snowball へのデータ転送を開始できます。Linux でコピー (cp) コマンドを使ってファイルやフォ
ルダをコピーする方法と同様に、Snowball クライアントでも cp コマンドを使用します。Linux と同様
に、コピーコマンドを使用する際はコマンドに 2 つのパスの値を指定します。パスの 1 つはコピーする
データのソースの場所を表し、もう 1 つのパスはデータを貼り付ける送信先を表します。データを転送す
るときは、Snowball への送信先パスは s3:// ルートディレクトリ識別子から開始する必要があります。
データ転送中に、Snowball のルートレベルに 1 つ以上のフォルダがあることに気づくはずです。このフォ
ルダやこの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送信先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、いずれかの
バケットフォルダまたはそのサブフォルダに転送する必要があります。
Snowball クライアントを使用してデータを転送するには、ワークステーションのターミナルまたはコマン
ドプロンプトウィンドウを開き、次のコマンドを入力します。
snowball cp [options] [path/to/data/source] s3://[path/to/data/destination]
以下は、クライアントを使用してデータを Snowball にコピーするコマンドの例です。
snowball cp --recursive /Logs/April s3://MyBucket/Logs

Snowball クライアントの使用に関する詳細は、Snowball クライアントの使用 (p. 57) を参照してくださ
い。Snowball へのデータ転送を終了するときは、Snowball クライアントコマンドを使用しします。終了
したら、次に、Snowball を返送する準備をします。
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AWS Snowball クライアントを停止して、Snowball の電源をオ
フにする
Snowball へのデータ転送が終了したら、AWS に返送する準備をします。準備するには、ワークステー
ション snowball stop のターミナルでコマンドを実行します。このコマンドを実行すると、ワークス
テーションから Snowball への通信がすべて停止し、ローカルクリーンアップオペレーションがバックグ
ラウンドで実行されます。このコマンドが終了したら、E Ink ディスプレイの上にある電源ボタンを押し
て、Snowball の電源をオフにします。

デバイスの切断
Snowball のケーブルを切り離します。Snowball のケーブルを Snowball のバックパネル内部にあるケーブ
ルキャディーに固定し、Snowball を密封します。Snowball の E Ink ディスプレイに返送用配送ラベルが表
示されたら、リージョンのキャリアに引き渡して AWS に返送できます。リージョンのキャリアを確認す
るには、配送業者 (p. 79) を参照してください。

Important
転送データのローカルコピーは、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、削除しないでください。
次:
デバイスを返送する (p. 28)

デバイスを返送する
Snowball の返送に関する詳細については、欧州、米国、カナダ、シンガポールにおける AWS Snowball の
集荷 (p. 80) を参照してください。
E Ink ディスプレイの前払い配送ラベルに、Snowball の返送先の正しい住所が記載されていま
す。Snowball を返却する方法の詳細については、配送業者 (p. 79) を参照してください。Snowball 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 AWS Snow ファ
ミリーマネジメントコンソールに、ジョブの追跡番号が自動的にレポートされます。コンソールでジョブ
のステータスの詳細を表示するか、または、ジョブマネジメント API を呼び出すことで、この追跡番号や
追跡ウェブサイトへのリンクにアクセスできます。

Important
AWS から個別の指示がない限り、別の配送ラベルを Snowball に貼付しないでください。必
ず、Snowball の E Ink ディスプレイに表示される配送ラベルを使用します。
また、ジョブのステータスの変化は、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール、Amazon SNS 通知
(ジョブ作成時にこのオプションを選択している場合) 、もしくは、ジョブ管理 API の呼び出しから追跡で
きます。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。最終のステータ
ス値には、AWS が Snowball を受領した時期、データインポートが開始された時期、インポートジョブが
完了した時期が含まれます。
Next: インポートステータスの監視 (p. 28)

インポートステータスの監視
ジョブのステータスは、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール から、またはジョブマネジメント
API を呼び出して、いつでも追跡できます。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。Snowball の配送中は、リージョンの配送業者が Snowball を受け取ったときに発
行される追跡番号を使って、追跡用ウェブサイトで詳細な配送状況を確認できます。
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
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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。
荷物が到着したらAWSSnowball が処理に進むと、ジョブのステータスはへの転送中AWSにで
AWS。Amazon S3 へのデータインポートが開始されるまでにかかる日数は、平均約 1 日です。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、Snowball を使用した最初の Amazon S3 へ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、「コンソールのジョブ完了レポートおよ
びログの取得 (p. 47)」を参照してください。
Next: 次のステップ (p. 36)

Snowball を使用した Amazon S3 からのデータのエ
クスポート
AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール は、Amazon S3 からデータをエクスポートするための
ジョブを作成し、管理する場所です。Snowball を使用して Amazon S3 からデータをエクスポートするプ
ロセスには、次のステップがあります。
トピック
• エクスポートジョブの作成 (p. 29)
• AWS Snowball デバイスの受領 (p. 30)
• AWS Snowball デバイスをローカルネットワークに接続する (p. 32)
• データ転送 (p. 33)
• デバイスを返送する (p. 36)
• プロセスの繰り返し (p. 36)

エクスポートジョブの作成
Note
今後は、第 1 世代の 80 TB Snowball デバイスはご使用いただけません。すべてのデータ転送ジョ
ブで Snowball Edge Storage Optimized デバイスを使用します。

エクスポートジョブを作成するには
•

「AWS Snowball ジョブの作成 (p. 18)」の手順を実行します。

ジョブが作成されると、ジョブの参照や管理ができるジョブダッシュボードに移動します。作成した最も
新しいジョブがデフォルトで選択されていますが、これは一時的なプレースホルダーです。Amazon S3
のリストオペレーションがバックグラウンドで完了すると、この最新のジョブは、ジョブの完了に必要な
ジョブパート数に置き換わります。

Note
この時点で、ジョブが [Preparing Snowball] ステータスになるまでの間は、ジョブおよびジョブ
パートをキャンセルする選択ができます。ジョブをキャンセルする可能性がある場合は、追跡の
ためにジョブの作成時に Amazon SNS 通知を使用することが推奨されます。
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AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール を使用したジョブの管理およびジョブステータスの追跡の
詳細については、「AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール の使用 (p. 45)」を参照してくださ
い。
Snowball の準備が完了すると、最初のジョブパートのステータスが [Exporting] (エクスポート中) に変わり
ます。通常エクスポートには 1 営業日かかります。ただし、長くかかる場合もあります。
エクスポートが完了すると、ジョブパートの Snowball のステータスが [Preparing shipment] (発送準備中)
になり、すぐに [In transit to you] (お客様へ配送中) に変わります。配送には数日間を要することもありま
すが、ジョブ用に準備された Snowball の 配送ステータスは、追跡可能です。ジョブの詳細に、追跡番号
が入力された 追跡ウェブページへのリンクがあります。
エクスポートジョブが開始されたので、Amazon S3 から Snowball へのデータ転送のレポート、および成
功/失敗のログを、コンソールで確認できます。レポートやログ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。ジョブレポートをダウンロードするには、[Get report] を選択
します。詳細については、「コンソールのジョブ完了レポートおよびログの取得 (p. 47)」を参照してく
ださい。
Next: AWS Snowball デバイスの受領 (p. 30)

AWS Snowball デバイスの受領
Snowball が届いたとき、梱包用の箱に入っていないことに気づかれるはずです。Snowball は、それ自
体、物理的に頑丈な配送用コンテナです。Snowball が到着したらまず、損傷や明らかな改ざんについて
検査してください。Snowball 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 まで問題をお知らせいただければ、新しい Snowball をお客様に配送いたします。

Important
Snowball は AWS の所有物です。Snowball への改ざんは、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。
Snowball をネットワークに接続してデータ転送を始めるときは、事前に、Snowball データ転送の基本要
素をいくつか理解しておくことが重要です。
• Snowball - Snowball は以下のような外観をしています。
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• データ送信先 - このオンプレミスデバイスは、Snowball から転送するデータを保持します。ハードドラ
イブや USB スティックなどの単一デバイスでも、データセンター内の個別のデータ送信先でも構いませ
ん。データを転送するためには、データ送信先をワークステーションにマウントする必要があります。
• ワークステーション - このコンピュータは、マウントされたデータ送信先をホストします。このワーク
ステーションは、Snowball からデータを受信するために使用します。プロセス、メモリ、ネットワーキ
ングの観点から、高レベルの要求に応える強力な処理能力を持ったコンピューターをワークステーショ
ンに使用することをお勧めします。詳細については、「ワークステーションの仕様 (p. 106)」を参照し
てください。
Next: AWS Snowball デバイスをローカルネットワークに接続する (p. 32)
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AWS Snowball デバイスをローカルネットワークに接
続する
このステップでは、Snowball をお使いのネットワークに接続します。Snowball アプライアンスには、前
面と背面の 2 つのパネルがあります。パネルはラッチで開き、Snowball の上部に移動させて固定します。
まず前面パネルをまず開き、Snowball の上部に移動させ、次に背面パネルを開いて最初のパネルの上に移
動させて固定します。こうすることで、Snowball の前面に埋め込まれた E Ink 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。
ケーブルをケーブルラッチから取り外し、Snowball を電源に接続します。Snowball はそれぞ
れ、RJ45、SFP+ 銅、または SFP+ 光 10 ギガビットイーサネットを経由したデータ転送をサポートする
ように設計されています。SFP+ 光の場合、いずれかの SFP+ ポートの SFP + 光学アダプターに、お客
様が用意したケーブルを接続して使用する必要があります。ケーブルとポートの詳細については、「サ
ポートされているネットワークハードウェア (p. 104)」を参照してください。ネットワークオプショ
ンを選択し、Snowball をネットワークに接続します。E Ink ディスプレイの上にある電源ボタンを押し
て、Snowball の電源をオンにします。
1.

電源をオフにした Snowball をネットワークに接続します。

Note
ネットワーク接続は、データソース、ワークステーション、Snowball の間で、ホップが可能
な限り少なくなるようにセットアップすることが推奨されます。
2.

電源ケーブルを Snowball の背面に接続し、信頼性のある電源に接続します。E Ink ディスプレイの上
にある電源ボタンを押して、E Ink に [Ready] と表示されるまで待ちます。

3.

Snowball の準備ができると、E Ink ディスプレイに次の画面が表示されます。
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この時点で、E Ink ディスプレイを使用して [Network] を選択することで、デフォルトのネットワーク
設定を変更できます。Snowball のネットワーク設定を指定する方法の詳細については、IP アドレスの
変更 (p. 54) を参照してください。
表示された IP アドレスは、Snowball クライアントの設定に必要になりますので、書き留めます。

Important
データの破損を防ぐため、データの転送中は Snowball 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。
これで、Snowball がネットワークに接続されました。
Next: データ転送 (p. 33)

データ転送
ここでは、認証情報の取得、Snowball クライアントツールのダウンロードとインストール、およ
び、Snowball からオンプレミスのデータ送信先への、Snowball クライアントを使用したデータ転送につ
いて説明します。
トピック
• 認証情報の取得 (p. 34)
• AWS Snowball クライアントのインストール (p. 35)
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• AWS Snowball クライアントの使用 (p. 35)
• AWS Snowball デバイスの切断 (p. 36)

認証情報の取得
各 AWS Snowball ジョブには一連の認証情報があり、Snowball へのアクセスを認証するときは、これらを
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。
これがないと、データを転送できません。解除コードはマニフェストの復号化に使用します。これがない
と、Snowball と通信することができません。

Note
認証情報は、Snowball デバイスがお手元に届いてはじめて取得できます。

コンソールから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.

AWS Snow ファミリーマネジメントコンソールで、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パートを見つけ、選択します。

3.

ジョブパートの [Job status] ペインを展開し、[View job details] を選択します。

Note
各ジョブパートには独自の認証情報のセットが割り当てられています。異なるジョブパート
が同じエクスポートジョブに属していても、一方のジョブパートの認証情報で、もう一方の
ジョブパートの Snowball をロック解除することはできません。
4.

表示された詳細ペインで [Credentials] を展開します。この解除コード (ハイフン含む) は、Snowball
クライアントを実行する際に 29 文字すべてを入力する必要がありますので、書き留めます。

5.

ダイアログボックスで [Download manifest] を選択してから、指示に従ってジョブのマニフェストファ
イルをコンピューターにダウンロードします。マニフェストファイル名にはジョブパート ID が含まれ
ます。
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Note
ベストプラクティスとして、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
のベストプラクティス (p. 38)」を参照してください。
これで認証情報を入手でき、Snowball クライアントを使用してデータを転送する準備ができました。

AWS Snowball クライアントのインストール
Snowball クライアントは、オンプレミスのデータソースから Snowball へのデータの流れを管理する際に
使用するツールの 1 つです。
Snowball クライアントは、AWS Snowball リソースからダウンロードしてインストールできます。
Snowball 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、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する必要があります。

AWS Snowball クライアントの使用
このステップでは、ワークステーションから Snowball クライアントを実行して、まず、このジョブの
Snowball へのアクセスを認証し、次に、データを転送します。
Snowball へのアクセスを認証するには、ワークステーションでターミナルまたはコマンドプロンプトウィ
ンドウを開き、次のコマンドを入力します。
snowball start -i [Snowball IP Address] -m [Path/to/manifest/file] -u [29
character unlock code]
以下は、Snowball クライアントを設定するコマンドの例です。
snowball start -i 192.0.2.0 -m /Downloads/JID2EXAMPLE-0c40-49a7-9f53-916aEXAMPLE81manifest.bin -u 12345-abcde-12345-ABCDE-12345

この例では、Snowball の IP アドレスは 192.0.2.0 で、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 12345abcde-12345-ABCDE-12345 です。
ジョブパート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 Snowball へのアクセスが認証されたことを表しています。snowball ls コ
マンドを実行すると、Snowball のルートレベルに 1 つ以上のフォルダがあることに気づくはずです。この
フォルダやこの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ソース S3 バケットと
同じ名前がついています。
これで、Snowball へのデータ転送を開始できます。Linux でコピー (cp) コマンドを使ってファイルやフォ
ルダをコピーする方法と同様に、Snowball クライアントでも cp コマンドを使用します。Linux と同様
に、コピーコマンドを使用する際はコマンドに 2 つのパスの値を指定します。パスの 1 つはコピーする
データのソースの場所を表し、もう 1 つのパスはデータを貼り付ける送信先を表します。データを転送す
るときは、Snowball からのソースパスは、必ず s3:// ルートディレクトリ識別子から開始します。
以下は、クライアントを使用してデータを Snowball からコピーするコマンドの一例です。
snowball cp --recursive s3://MyBucket/Logs /Logs/April

Snowball へのデータ転送を終了するときは、Snowball クライアントコマンドを使用しします。Snowball
クライアントの使用に関する詳細は、Snowball クライアントの使用 (p. 57) を参照してください。
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AWS Snowball デバイスの切断
Snowball へのデータ転送が終了したら、AWS に返送する準備をします。AWS。まず、Snowball のケーブ
ルを切り離します。Snowball のケーブルを Snowball のバックパネル内部にあるケーブルキャディーに固
定し、Snowball を密封します。
Snowball の E Ink ディスプレイに返送用配送ラベルが表示されたら、返送を開始できます。
次:
デバイスを返送する (p. 36)

デバイスを返送する
Snowball の返送に関する詳細については、欧州、米国、カナダ、シンガポールにおける AWS Snowball の
集荷 (p. 80) を参照してください。
E Ink ディスプレイの前払い配送ラベルに、Snowball の返送先の正しい住所が記載されていま
す。Snowball を返却する方法の詳細については、配送業者 (p. 79) を参照してください。Snowball
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。リージョンのキャリアから
AWS Snow ファミリーマネジメントコンソールに、ジョブの追跡番号が自動的にレポートされます。コン
ソールでジョブのステータスの詳細を表示することで、この追跡番号や、の貨物追跡ウェブサイトへのリ
ンクにアクセスできます。

Important
AWS から個別の指示がない限り、別の配送ラベルを Snowball に貼付しないでください。必
ず、Snowball の E Ink ディスプレイに表示される配送ラベルを使用します。
Snowball がリージョンの配送業者に引き渡されると、ジョブのステータスは [In transit to AWS] (AWS へ
配送中) に変わります。この時点で、エクスポートジョブに他のジョブパートがある場合、次のジョブ
パートが [Preparing Snowball] ステータスになります。
Next: プロセスの繰り返し (p. 36)

プロセスの繰り返し
当社は、返送されたエクスポートジョブパートの Snowball を受領すると、Snowball の完全消去を実行し
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。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、次のジョ
ブパートが発送準備に入ります。
すべてのジョブおよびジョブパートのステータスは、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール で監
視できます。
Next: 次のステップ (p. 36)

次のステップ
「ご利用開始にあたって」のセクションと、初めてのデータ転送ジョブに関する説明は、以上で終了で
す。Snowball のツールやインターフェイスの使用方法に関する詳細は、次のトピックでご覧いただけま
す。
• AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール の使用 (p. 45)
• AWS Snowball デバイスの使用 (p. 50)
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• Snowball を使ったデータ転送 (p. 56)
また、AWS Snowball のジョブ管理 API を確認しておく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ときは、データの操作に関する詳細をご覧いただくことを
お勧めします。詳細については、Amazon S3 の開始方法のガイドを参照してください。
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AWS Snowball のベストプラクティ
ス
続いて､ AWS Snowball (Snowball) の利点と満足度を最大化できる情報について説明します。

AWS Snowball のセキュリティのベストプラクティ
ス
Snowball を使用する際にセキュリティを強化するために推奨されているアプローチは、次のとおりです。
• Snowball 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
までご連絡ください。新しい Snowball をお送りします。
• 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。ロック解除コードとマニフェストを別々に保存することで、不正な当事者が Snowball
にアクセスすることを防止する役に立ちます。たとえば、次の方法があります。まず、マニフェスト
のコピーをワークステーションに保存します。次に、ロック解除コードを AWS Identity and Access
Management (IAM) ユーザーにメールで送信し、ワークステーションからデータ転送を実行します。こ
の方法で、Snowball へのアクセスを、ワークステーションに保存されたファイルに対するアクセス権限
があり、かつ IAM ユーザーの E メールアドレスがある個人に限定できます。
• オンプレミスのデータセンターと Snowball との間でデータを転送すると、プレーンテキストのログが
自動で生成されワークステーションに保存されます。これらのログはプレーンテキスト形式で保存さ
れ、転送するファイルのファイル名とパス情報が含めることができます。この機密情報を保護するため
に、ログが関連付けられているジョブが [Completed] ステータスになったら、ログを削除することを強
くお勧めします。ログの詳細については、Snowball のログ (p. 67) を参照してください。

AWS Snowball のネットワークのベストプラクティ
ス
Snowball をネットワークで使用する際に推奨されるアプローチは次のとおりです。
• ワークステーションはローカルでデータをホストする必要があります。パフォーマンス上の理由か
ら、Snowball を使用してデータを転送する際に、ネットワーク全体でファイルを読み取ることは推奨
されていません。ネットワーク全体でデータを転送する必要がある場合は、Snowball にコピーする前
にローカルのキャッシュをバッチして、できるだけ速くコピーオペレーションが処理されるようにしま
す。
• ワークステーションがデータ転送のボトルネックになると考えられるため、ワークステーションには、
プロセス、メモリ、ネットワーキングの面で高レベルの要求に応える強力なコンピューターを使用する
ことを強くお勧めします。詳細については、「ワークステーションの仕様 (p. 106)」を参照してくださ
い。
• データ転送を高速化するために、複数のターミナルでそれぞれコピーオペレーションを使用
し、Snowball クライアントのインスタンスを同時実行できます。Snowball の使用の詳細について
は、Snowball クライアントのコマンド (p. 59) を参照してください。
• データの破損を防ぐため、データの転送中は、Snowball を切り離したりその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、コピーされる間、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。
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AWS Snowball のリソースのベストプラクティス
以下は、Snowball とデータリソースを操作する際に推奨されるアプローチと、いくつかの重要ポイントで
す。
• オンプレミスのデータ転送を実行できる 10 日間の無料期間は、Snowball がお客様のデータセンターに
到着した日の翌日から開始し、お客様がデバイスを返送した日に終了します。
• [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
スに変化すると、キャンセルはできません。
• ジョブのインポートでは､プロセスの最終段階で Amazon S3 へのインポートが完了するまで、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。
• 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。

AWS Snowball のパフォーマンス
以下は、AWS Snowball のパフォーマンスについての情報です。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、それぞれに異なる方法、つまり、それぞれに異なるネットワーク技
術、ハードウェア、オペレーティングシステム、手順その他で稼働しているためです。
次の表は、ネットワークの転送速度が、Snowball にデータが収まるまでにかかる時間に、どのように影響
するのかを示したものです。小さいファイルを大きなファイルにバッチせずに転送すると、オーバーヘッ
ドが増加するため転送速度が低下します。
レート (MB/秒)

42 TB の転送時間

72 TB の転送時間

800

14 時間

1日

450

1.09 日間

1.8 日間

400

1.16 日間

2.03 日間

300

1.54 日間

2.7 日間

277

1.67 日間

2.92 日間

200

2.31 日間

4 日間

100

4.63 日間

8.10 日間

60

8 日間

13 日間

30

15 日間

27 日間

10

46 日間

81 日間

以下では、インターネットを介したデータ転送の代わりに Snowball を使用すべきタイミングを、どのよ
うに判断すればよいのか、そして、データソースから Snowball へのデータ転送を高速化する方法につい
て、説明します。

データ転送の高速化
一般的に、データソースから Snowball への転送速度は、以下に示す方法で改善できます。パフォーマン
スへのプラスの影響が大きいものから順に並べています。
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1. 最新の Mac または Linux の Snowball クライアントを使用する – Mac および Linux 向けの最新の
Snowball は、いずれも x86 命令セットアーキテクチャへの Advanced Encryption Standard New
Instructions (AES-NI) 拡張をサポートしています。この拡張により、Snowball と Mac または Linux ワー
クステーション間で転送されているデータの、暗号化や復号化の速度が向上します。サポートされる
ハードウェアを含む AES-NI の詳細については、ウィキペディアの AES 命令セットを参照してくださ
い。
2. 小容量ファイルの一括バッチ処理 – 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。そのため、個々のファイル上で多数の転送を実行すると、大容量ファイルで同数のファ
イルを転送するよりも全体のパフォーマンスは遅くなります。1 つの snowball cp コマンドでバッチ
処理することで、小容量ファイルの転送速度を大幅に向上させることができます。Amazon S3 へのイ
ンポート処理中に、これらのバッチファイルは、自動的に元の状態に解凍されます。詳細については、
「snowball cp コマンドのオプション (p. 64)」を参照してください。
3. 一度に複数のコピーオペレーションを実行する - ワークステーションが十分に強力であれば、一度に
複数の snowball cp コマンドを実行できます。これを行うには、同一の Snowball に接続されている
Snowball クライアントの個別のインスタンスで、個別のターミナルウィンドウから各コマンドを実行し
ます。
4. 複数のワークステーションからコピーする – 単一の Snowball を複数のワークステーションに接続でき
ます。各ワークステーションは、Snowball クライアントの個別のインスタンスをホストできます。
5. ファイルではなくディレクトリを転送する – snowball cp コマンドにはそれぞれオーバーヘッドがあ
るため、多数のコピーコマンドを 1 つずつキューに入れることは推奨されません。多数のコマンドを
キューイングすると、転送パフォーマンスに大きな悪影響を及ぼします。
たとえば、C:\\MyFiles と呼ばれるディレクトリに、file1.txt、file2.txt、file3.txt の 3 ファイルのみ含まれ
ているとします。次の 3 つのコマンドを発行します。
snowball cp C:\\MyFiles\file1.txt s3://mybucket
snowball cp C:\\MyFiles\file2.txt s3://mybucket
snowball cp C:\\MyFiles\file3.txt s3://mybucket

このシナリオでは、次のコピーコマンドを使用してディレクトリ全体を転送した場合の 3 倍のオーバー
ヘッドになります。
Snowball cp –r C:\\MyFiles\* s3://mybucket

6. 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大きな悪
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。
7. ローカルネットワークの使用を減らす – Snowball はローカルネットワークを介して通信します。そのた
め、Snowball、それが接続しているスイッチ、およびデータソースをホストしているワークステーショ
ンの間の、その他のローカルネットワークトラフィックを減らすことで、データ転送の速度を改善でき
ます。
8. 不要なホップを削除する – Snowball、データソース、ワークステーションを設定して、これらのみを単
一のスイッチを介したマシン通信にすることが推奨されます。これにより、データ転送速度を大幅に向
上できます。

パフォーマンスの大幅向上
お客様のパフォーマンスの結果は、ご使用のハードウェア、ネットワーク、ファイルの数と大きさ、保存
方法によって異なります。したがって、希望するパフォーマンスが得られない場合は、パフォーマンスメ
トリクスを試してみることをお勧めします。
はじめに、全体の転送パフォーマンスが低下するまでコピーオペレーションを複数回行います。コピーオ
ペレーションを一度に複数回実行すると、転送パフォーマンス全体に著しく良い影響を与える可能性があ
ります。たとえば、ターミナルウィンドウで実行中の snowball cp コマンドが 1 つであり、データ転送
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が 30 MB/秒であることが判ったとします。2 つめのターミナルウィンドウを開き、転送する別のファイル
セットで 2 つめの snowball cp コマンドを実行します。ここで、両方のコマンドが 30 MB/秒で実行さ
れていることが判ります｡ この場合、合計の転送パフォーマンスは 60 MB/秒です。
ここで、別のワークステーションから Snowball に接続するとします。そのワークステーションから
Snowball クライアントを実行して、転送したい別のファイルセットに対して 3 番目の snowball cp コマ
ンドを実行します。ここでパフォーマンスを確認し、snowball cp コマンドの 3 つのインスタンスがす
べて 25 MB/秒のパフォーマンスで稼働しているとわかった場合、合計パフォーマンスは 75 MB/秒です。
この例では、各インスタンスのそれぞれのパフォーマンスは低下しましたが、全体のパフォーマンスは増
加しました。
「データ転送の高速化 (p. 39)」に掲載されている技術を使用したこの方法は、データ転送パフォーマン
スを最適化するのに役立ちます。

ペタバイト単位のデータを効率的に転送する方法
ペタバイト単位のデータを転送するときは、オンサイトの Snowball とお使いのワークステーションの間
のデータ転送を、以下のガイドラインに従って計画し、キャリブレーションしてください。大量のデータ
を扱う場合、小さな遅延やエラーが、転送を大幅に減速させます。
トピック
• 大規模な転送の計画 (p. 41)
• 大規模な転送のキャリブレーション (p. 43)
• 並列データ転送 (p. 43)

大規模な転送の計画
ペタバイト規模のデータ転送を計画するには、次のような手順をお勧めします。
• ステップ 1: 何をクラウドに移行するのかを理解する (p. 41)
• ステップ 2: ワークステーションを準備する (p. 41)
• ステップ 3: 目標転送速度を計算する (p. 42)
• ステップ 4: 何台の Snowball が必要なのかを判断する (p. 42)
• ステップ 5: を使用してジョブを作成するAWS Snow ファミリーマネジメントコンソール (p. 42)
• ステップ 6: データを転送セグメントに分割する (p. 42)

ステップ 1: 何をクラウドに移行するのかを理解する
Snowball の最初のジョブを作成する前に、どのデータを転送するか、その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。ペタバイト以上のデータを転送するときは、このような
準備をしておけば、Snowball が届いたときの作業がずっと楽になります。
これらのデータは、スプレッドシートやホワイトボードに記録しておくこともできます。しかし、クラウ
ドに移行する大量のコンテンツを整理するのが得策です。初めてデータをクラウドへ移行する場合は、ク
ラウド移行モデルの設計をお勧めします。
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明らかになります。

ステップ 2: ワークステーションを準備する
Snowball にデータを転送するときは、Snowball クライアントを介して行います。このクライアントは、
転送するデータをホストしている物理ワークステーションにインストールされています。ワークステー
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ションがデータ転送のボトルネックになると考えられるため、ワークステーションには、プロセス、メモ
リ、ネットワーキングの面で高レベルの要求に応える強力なコンピューターを使用することを強くお勧め
します。
大規模なジョブの場合は、複数のワークステーションを使用することも考えてください。転送時間を短縮
するため、すべてのワークステーションが推奨仕様を満たしていることを確認します。詳細については、
「ワークステーションの仕様 (p. 106)」を参照してください。

ステップ 3: 目標転送速度を計算する
各ワークステーションに接続されている Snowball へのデータ転送の速度を推定することは重要です。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 Snowball にデータを移行する速度の期待値です。
Snowball クライアントを実行しているワークステーションと Snowball との間のホップを減らすことで、
それぞれの転送に要する時間を短縮できます。Snowball に転送するデータは、転送に使用するワークス
テーション上でホストすることが推奨されます。
目標転送速度を計算するには、Snowball クライアントをダウンロードし、データ転送に使用するワークス
テーションから snowball test コマンドを実行します。一度に複数の Snowball を使用する予定である
場合は、各ワークステーションでこのテストを行います。テストの実行の詳細については、「Snowball ク
ライアントを使用したデータ転送のテスト (p. 58)」を参照してください。
目標転送速度を特定するときは、それが、ローカルネットワークの速度やファイルサイズ、ローカ
ルサーバーからの読み出し速度を始めとするたくさんの要素に影響されることを念頭に置いてくださ
い。Snowball クライアントは、条件の許す限り高速で、Snowball にデータをコピーします。お使いの
ローカル環境によりますが、50 TB の Snowball をわずか 1 日でコピーすることが可能です。2 つの 50
TB Snowball を並行して使用すれば、同じ時間内に 2 倍のデータをコピーできます。また、80 TB の
Snowball を 2 日半でコピーすることもできます。

ステップ 4: 何台の Snowball が必要なのかを判断する
ステップ 1 で特定した、クラウドに移行させるデータの総量に基づいて、計画している大規模なデータ移
行に何台の Snowball が必要になるかを判断します。Snowball には 50 TB (42 TB 使用可能) と 80 TB (72
TB 使用可能) の 2 種類が用意されているため、台数を効果的に判断できます。わずか 14 台 の Snowball
でペタバイトのデータを移動させることができます。

ステップ 5: を使用してジョブを作成するAWS Snow ファミリー
マネジメントコンソール
何台の Snowball が必要かがわかったら、次は、各デバイスのインポートジョブを作成します。Snowball
の各インポートジョブはそれぞれ 1 台の Snowball 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 ジョブの作成 (p. 18)」を参照してください。

ステップ 6: データを転送セグメントに分割する
複数のジョブを使った大規模なデータ転送の場合、ベストプラクティスとして、データを処理しやすいサ
イズ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。データを多数のセグメントに分割すれば、
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並行して転送することもできます。セグメン
トを計画するときは、各セグメントのデータの合計が、そのジョブに使用する Snowball に収まることを
確認してください。データをセグメントに分割する際は、同じファイルやディレクトリを重複してコピー
しないように注意してください。データ転送をセグメントに分割する例を以下に示します。
• 50 TB の Snowball の場合、4 TB のセグメントを 10 個作成できます。
• ファイルが大きい場合は、1 つ 1 つのファイルをセグメントにすることもできます。
• 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バッチ処理された小さいファイル、別のセ
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グメントには大きいファイル、といった方法で分けることができます。このアプローチは、ファイルの
種類ごとに平均転送速度を特定するときに役立ちます。

Note
転送する各ファイルに対し、メタデータオペレーションが実行されます。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、小さなファイルをまとめてバッチ処
理する方がパフォーマンスが向上します。小容量ファイルのバッチ処理の実装情報については、
「snowball cp コマンドのオプション (p. 64)」を参照してください。
データ転送をセグメントに分けて行うと、転送中に生じた問題をすばやく解決することができます。大規
模な転送に 1 日以上かけた場合、その後でトラブルシューティングを行うのは簡単ではありません。
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、ワークステーションからSnowball へセグメン
トをいくつか転送してみて、速度と総転送時間をチェック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使い、snowball cp
コマンドを実行します。つまり、前のセクションのガイドに従って定義したデータセグメントの数を選択
し、Snowball にそれを転送します。同時に、転送速度および各オペレーションの転送時間の合計を記録し
ます。

Note
Snowball がまだ手元にない場合は、snowball test コマンドでキャリブレーションすることも
できます。このコマンドの使用については、「Snowball クライアントを使用したデータ転送のテ
スト (p. 58)」を参照してください。
キャリブレーションを行っている間、ワークステーションの CPU とメモリの使用率を監視します。結果
が目標転送速度を下回る場合は、1 台のワークステーションで複数のセグメントを並行してコピーするこ
とを検討します。その場合、データ転送セグメントを追加し、同じ Snowball に接続した複数の Snowball
インスタンスを使ってキャリブレーションを繰り返します。実行中の Snowball クライアントの各インス
タンスは、異なるセグメントを Snowball に転送する必要があります。
Snowball クライアントのインスタンスを追加しながら、データ転送を実行している全 Snowball クライア
ント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を続けま
す。速度が見合った増加を見せなくなった時点で、実行中の最後の Snowball クライアントインスタンス
を終了し、新しい目標転送速度を確認、記録します。

Important
ワークステーションはローカルでデータをホストする必要があります。パフォーマンス上の理由
から、Snowball を使用してデータを転送する際に、ネットワーク全体でファイルを読み取ること
は推奨されていません。
ワークステーションのリソースが限界にあり、Snowball へのデータ転送が目標速度に達していない場合
は、ワークステーションに CPU またはディスク帯域幅といった別のボトルネックがあると考えられま
す。
これらのステップを完了すれば、Snowball を一度に 1 台ずつ使うことでいかに速くデータを転送できるか
がわかるはずです。データをより速く転送する必要がある場合は、「並列データ転送 (p. 43)」を転送し
てください。

並列データ転送
Snowball を使ってデータを転送するとき、並列転送を使うことで最も速く転送できる場合があります。並
列転送は、以下のいずれかのシナリオで行います。
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• 1 台の Snowball を接続した 1 台のワークステーションで複数の Snowball クライアントのインスタンス
を使用する
• 1 台の Snowball を接続した複数のワークステーションで複数の Snowball クライアントのインスタンス
を使用する
• 複数の Snowball を接続した複数のワークステーションで複数の Snowball クライアントのインスタンス
を使用する
1 台の Snowball を接続した 1 台のワークステーションで複数の Snowball クライアントを使用する場合
は、snowball start コマンドを 1 回だけ実行します。Snowball クライアントの各インスタンスを、同
じユーザーアカウントとホームディレクトリから実行するためです。第 2 のシナリオでも、複数のワーク
ステーションのすべてで同じユーザーアカウントを使い、ネットワークファイルシステムを通じてデータ
を転送するなら、同じことが当てはまります。どのシナリオの場合も、「大規模な転送の計画 (p. 41)」
にあるガイダンスに従ってください。
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AWS Snow ファミリーマネジメント
コンソール の使用
AWS Snowball のジョブはすべて、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール、または AWS
Snowball のジョブ管理 API で作成および管理されます。AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール
の使用方法に関する概要を以下に示します。
トピック
• コンソールでのインポートジョブのクローン作成 (p. 45)
• エクスポート範囲の使用 (p. 45)
• コンソールのジョブ完了レポートおよびログの取得 (p. 47)
• コンソールでのジョブのキャンセル (p. 48)

Note
コンソールで最初のジョブを作成する方法については、「開始方法」の章の AWS Snowball ジョ
ブの作成 (p. 18) を参照してください。

コンソールでのインポートジョブのクローン作成
インポートジョブを初めて作成するときに、複数の Snowball が必要になることがあります。Snowball は
それぞれ 1 つのインポートジョブに関連付けられるため、複数の Snowball が必要な場合は、複数のジョ
ブの作成が必要になります。追加ジョブの作成時には、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。
ジョブのクローンは、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。

ジョブのクローンを作成するには
1.
2.
3.

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。
[Actions] で、[Clone job] を選択します。
-ジョブの作成[] ウィザードで、最後のページ [] が開きます。ステップ 6: 確認.

4.
5.

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。
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付
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 AprilFinanceReports ジョブの最初のクローンジョブを表
し、DataCenterMigration-clone-42 は DataCenterMigration ジョブの 42 番目のクローンを表しています。

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 でエクスポートジョブを作成する場合、 Amazon S3のバ
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するように選択できます。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。
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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。
UTF-8 のソート順の仕様の詳細については、https://en.wikipedia.org/wiki/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を含むバケットがあるとします。
• 01
• Aardvark
• Aardwolf
• Aasvogel/apple
• Aasvogel/banana
• 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
Aasvogel/banana
Aasvogel/cherry

(none)

Aasvogel/banana

01
Aardvark
Aardwolf
Aasvogel/apple
Aasvogel/banana

Aasvogel

(none)

Aasvogel/apple
Aasvogel/banana
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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/cherry
バナナ
Car

Aardwolf

(none)

Aardwolf
Aasvogel/apple
Aasvogel/banana
Aasvogel/cherry
バナナ
Car

Aar

(none)

Aardvark
Aardwolf
Aasvogel/apple
Aasvogel/banana
Aasvogel/cherry
バナナ
Car

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

コンソールのジョブ完了レポートおよびログの取得
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は、ジョブレポートは通常、ジョブ
パート用の Snowball 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。

47

AWS Snowball ユーザーガイド
ジョブのキャンセル

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、Snowball と Amazon
S3 と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も記載されています。
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。

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.

ジョブまたはジョブパートをテーブルから選択し、ステータスペインを展開します。
ジョブレポートおよびログを取得する 3 つのオプション ( ジョブレポートを取得する,成功ログをダウ
ンロードする, および失敗ログをダウンロードする。

3.

目的のダウンロードを選択します。

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。
• 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。

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をキャンセルする必要がある場合、ジョブが [Preparing Snowball] ステータスにな
る前に実行できます。[Job created] ステータスのジョブのみをキャンセルできます。ジョブが処理を開始
すると、キャンセルすることはできません。
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ジョブをキャンセルするには
1.
2.

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。
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。

これでジョブがキャンセルされました。
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AWS Snowball デバイスの使用
以下は、Snowball アプライアンスの概要です。Snowball アプライアンスは、オンプレミスのデータ
センターと Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の間のデータ転送に使用される、AWS Key
Management Service (AWS KMS) で保護された物理的にも頑丈なデバイスです。この概要では、Snowball
のイメージ、データ転送のためのデバイスの準備方法、データ転送を最適化するためのネットワークのベ
ストプラクティスについて説明します。
Snowball のデータ転送の詳細については、Snowball を使ったデータ転送 (p. 56) を参照してください。
Snowball が到着したらまず、損傷や明らかな改ざんについて検査してください。

Warning
Snowball 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 までご連絡ください。新しい Snowball を配送させていただきます。
Snowball は以下のような外観です。
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前面と背面に 2 つのパネルがあります。パネルはラッチで開き、Snowball 上部に移動させて固定します。
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まず前面パネルをまず開き、Snowball 上部に移動させ、次に背面パネルを開いて最初のパネルの上に移動
させて固定します。
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こうすることで、Snowball の前面に埋め込まれた E Ink 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。
ケーブルをケーブルラッチから取り外し、Snowball を電源に接続します。Snowball はそれぞ
れ、RJ45、SFP+ 銅、または SFP+ 光 10 ギガビットイーサネットを経由したデータ転送をサポートする
ように設計されています。ネットワークオプションを選択し、Snowball をネットワークに接続します。E
Ink ディスプレイの上にある電源ボタンを押して、Snowball の電源をオンにします。
Snowball の内部ファンの起動音がして、ディスプレイが配送ラベルから [Preparing] (準備中) に変わり
ます。数分後に [Ready] 画面が表示されます。この状態になると、Snowball は、Snowball クライアント
データ転送ツールと通信して着信トラフィックを受信できるようになります。
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E Ink ディスプレイは配送ラベルを表示します。また、ローカルネットワークと通信するために Snowball
が使用する IP アドレスを管理する機能があります。

IP アドレスの変更
次の手順で、IP アドレスを別の静的 IP アドレスに変更できます。

Snowball の IP アドレスを変更するには
1.

E Ink ディスプレイで、[Network] をタップします。Snowball の現在のネットワーク設定が次の画面の
ように表示されます。
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2.

ページの上部に、[RJ45]、[SFP+ Copper]、または [SFP+ Optical] が強調表示されています。この値
は、Snowball が現在ローカルネットワークとの通信に使用している接続のタイプを表します。ここの
アクティブな [DHCP] タップで、現在のネットワーク設定を確認できます。静的 IP アドレスに変更す
るには、[Static] をタップします。
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このページで、IP アドレスおよびネットワークマスクを任意の値に変更できます。

Snowball を使ったデータ転送
Snowball とオンプレミスのデータセンターの間でローカルにデータを転送する場合は、Amazon S3
Adapter for Snowball または Snowball を使用します。
• Snowball クライアント (p. 57) - データ転送を行うためにローカルのワークステーション上で実行す
るスタンドアロンのターミナルアプリケーション。Snowball クライアントを使用する上で、コーディ
ングの知識は必要ありません。エラーを処理する機能や、トラブルシューティングまたは監査のために
ローカルワークステーションにログを書き込む機能など、データの転送に必要な機能はすべて揃ってい
ます。
• Amazon S3 Adapter for Snowball (p. 68) — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) REST API
のサブセットを使用してプログラムでデータを転送するツール。AWS Command Line Interface (AWS
CLI) コマンドと Amazon S3 SDK のサポートを含みます。

Note
ペタバイト規模のデータ転送を行う場合は、最初のジョブを作成する前に「ペタバイト単位の
データを効率的に転送する方法 (p. 41)」を読むことをお勧めします。
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Snowball クライアントを使ったデータ転送
Snowball クライアントは、データ転送を行うためにローカルのワークステーション上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。Snowball クライアントを使用する上で、コーディングの知識
は必要ありません。エラーを処理する機能や、トラブルシューティングまたは監査のためにローカルワー
クステーションにログを書き込む機能など、データの転送に必要な機能はすべて揃っています。データ転
送速度を向上させるベストプラクティスについては、「AWS Snowball のベストプラクティス (p. 38)」を
参照してください。
Snowball クライアントは、AWS Snowball リソースウェブサイトからダウンロードし、インストールしま
す。
Snowball 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、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する必要があります。同じ場所でお使いのオペレーティングシステム
向けのインストールパッケージを見つけ、指示に従って Snowball 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 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。
• リナックス— Snowball は ~/ から走らなければなりませんsnowball-client-linux-build_number/bin/
ディレクトリ。
• Mac – install.sh スクリプトが、Snowball クライアント .tar ファイルから /usr/local/bin/snowball ディレ
クトリへフォルダをコピーするだけでなく、シンボリックリンク (symlinks) を作成します。このスク
リプトを実行すると、/usr/local/bin が bash_profile 内にあるパスであれば、どのディレクトリからでも
Snowball クライアントを実行できます。パスは、echo $PATH コマンドで確認できます。
• Windows - クライアントをインストールしたら、それ以上の準備作業を行わずにどのディレクトリから
でも実行できます。

Note
最新バージョンの Linux または Mac Snowball クライアントを使用することが推奨されます。
どちらも、x86 命令セットアーキテクチャへの Advanced Encryption Standard New Instructions
(AES-NI) 拡張をサポートします。これにより、Snowball と Mac または Linux ワークステーショ
ン間で転送中のデータの暗号化や復号化の速度が改善されます。サポートされるハードウェアを
含む AES-NI の詳細については、ウィキペディアの AES 命令セットを参照してください。
トピック
• Snowball クライアントの使用 (p. 57)
• Snowball クライアントのコマンド (p. 59)
• snowball cp コマンドのオプション (p. 64)

Snowball クライアントの使用
以下は、オンプレミスのデータセンターと Snowball の間でのデータ転送に使用されるツールの 1 つであ
る、Snowball クライアントの概要です。Snowball クライアントは、Snowball との間で次のデータタイプ
の転送をサポートしています。

Note
インポートされるオブジェクトまたはファイルは、それぞれ 5 TB 以下でなければなりません。
データ転送を行うコンピューターワークステーションがデータ転送のボトルネックになると考えられるた
め、ワークステーションには強力なコンピューターを使用することを強くお勧めします。処理、メモリ、
ネットワーキングの観点から、高レベルの要求に応える能力が必要です。詳細については、「ワークス
テーションの仕様 (p. 106)」を参照してください。
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トピック
• Snowball クライアントを使用したデータ転送のテスト (p. 58)
• データ転送用の Snowball クライアントの認証 (p. 58)
• Snowball クライアントのスキーマ (p. 59)

Snowball クライアントを使用したデータ転送のテスト
Snowball クライアントを使用して事前にデータ転送をテストできます。テストは、もっとも効果的にデー
タを転送できる方法を判別する役に立ちます。Snowball は、お客様の施設に到着してから最初の 10 日間
は料金が無料です。よって、料金が発生する 11 日目以降に入る前にデータ転送のテストを行っておくこ
とをお勧めします。
Snowball クライアントはツールページからいつでもダウンロードできます。AWS Snow ファミリーマ
ネジメントコンソール にログインする前でも可能です。また、Snowball クライアントを使って作成前の
ジョブや作成後のジョブのデータ転送をテストすることも可能です。Snowball クライアントはマニフェス
ト、解除コード、あるいは Snowball がなくてもテストが行えます。

Snowball クライアントを使用してデータ転送をテストするには
1.

Snowball クライアントは、からダウンロードし、インストールします。http://aws.amazon.com/
snowball/resources/ページで.

2.

ワークステーションがローカルネットワークを経由してデータソースと通信できることを確認しま
す。両者間のホップはできるだけ少なくすることをお勧めします。

3.

Snowball クライアントのテストコマンドを実行し、マウントされたデータソースのパスを次のように
コマンドに含めます。
snowball test [OPTION...] [path/to/data/source]

Example
snowball test --recursive --time 5 /Logs/2015/August

Example
snowball test -r -t 5 /Logs/2015/August

上記の例では、データソースの /Logs/2015/August 内に見つかったすべてのフォルダとファイルに対
してテストを 5 分間再帰的に実行するように、最初のコマンドがSnowball クライアントに指示していま
す。2 番目のコマンドは、Snowball クライアントにテスト期間中の転送速度のリアルタイムデータをレ
ポートするように指示しています。

Note
テストコマンドを長時間実行するほど、返されるテストデータは正確になります。

データ転送用の Snowball クライアントの認証
ダウンロードしてインストールした Snowball クライアントでデータを転送する前に、まず snowball
start コマンドを実行する必要があります。このコマンドは、Snowball へのアクセスを認証します。こ
のコマンドを実行するには、ジョブに使用する Snowball がオンサイトにあり、電源とネットワークに接
続され、電源が入っていなければなりません。さらに、Snowball 正面の E Ink ディスプレイに [Ready] (準
備完了) と表示されている必要があります。
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Snowball クライアントの Snowball へのアクセスを認証するには
1.

マニフェストと解除コードを取得します。
a.

b.

マニフェストは、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
得します。マニフェストは暗号化されており、復号化できるのは解除コードだけです。Snowball
クライアントが復号されたマニフェストとあらかじめ Snowball に入力された情報とを比較しま
す。この比較によって、これから開始するデータ転送ジョブで正しい Snowball が使用されてい
ることを確認します。
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てマニフェストをダウンロードした場所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 Snowball が置かれている間の不正アクセスを防止
するためです。

2.

Snowball の E Ink ディスプレイで Snowball の IP アドレスを見つけます。Snowball がお客様のネッ
トワークに初めて接続すると、自動的に DHCP IP アドレスが作成されます。別の IP アドレスを使用
する場合は、E Ink ディスプレイから変更できます。詳細については、「AWS Snowball デバイスの使
用 (p. 50)」を参照してください。

3.

snowball start コマンドを実行して、次のように Snowballの IP アドレスとお客様の認証情報を使
用して Snowball へのアクセスを認証します。
snowball start -i [IP Address] -m [Path/to/manifest/file] -u [29 character unlock
code]

Example
snowball start -i 192.0.2.0 -m /user/tmp/manifest -u 01234-abcde-01234-ABCDE-01234

Snowball クライアントのスキーマ
Snowball クライアントは、スキーマを使ってオンプレミスのデータセンターと Snowball の間で転送され
るデータの種類を定義します。お客様は、コマンドを発行するたびにスキーマを宣言します。

Snowball クライアントコマンドの送信元
ローカルにマウントされたファイルシステムからデータを転送するには、お使いの OS のタイプで
動作する形式で、送信元パスを指定する必要があります。たとえば、snowball ls C:\User\Dan
\CatPhotos s3://MyBucket/Photos/Cats というコマンドの送信元スキーマは、送信元データが標
準ファイルデータであることを指定しています。

Snowball クライアント用の送信先
送信元スキーマに加えて、送信先スキーマもあります。現在、唯一サポートされている送信先スキーマ
は、s3://です。たとえば、snowball cp -r /Logs/April s3://MyBucket/Logs というコマンド
の場合、/Logs/April 内のコンテンツが、s3://スキーマを使って Snowball 上の MyBucket/Logs の
場所に再帰的にコピーされます。

Snowball クライアントのコマンド
ここでは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) へのデータ転送を管理する際に役立
つ、Snowball クライアントのコマンドについて説明します。単一の Snowball に接続された別々のターミ
ナルウィンドウで、Snowball クライアントの複数のインスタンスを実行できます。
トピック
• Snowball クライアントの Copy コマンド (p. 60)
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• Snowball クライアントの List コマンド (p. 61)
•
•
•
•
•

Snowball クライアントの Make Directory コマンド (p. 61)
Snowball クライアントの Retry コマンド (p. 61)
Snowball クライアントの Remove コマンド (p. 61)
Snowball クライアントの Start コマンド (p. 62)
Snowball クライアントの Status コマンド (p. 62)

• Snowball クライアントの Stop コマンド (p. 62)
• Snowball クライアントの Test コマンド (p. 63)
• Snowball クライアントの Validate コマンド (p. 63)
• Snowball クライアントの Version コマンド (p. 63)
• 詳細なオプションの使用 (p. 63)
データ転送中は、Snowball のルートレベルに 1 つ以上のフォルダが表示されます。このフォルダやこの
レベルにある他のものは、このジョブを作成したときに選択した Amazon S3 バケットと同じ名前になり
ます。Snowball のルートレベルにデータを書き込むことはできません。すべてのデータは、いずれかのバ
ケットフォルダまたはそのサブフォルダに書き込む必要があります。
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、クライアント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、次の例を参照してください。
• Linux および Mac バージョンのクライアント – snowball ls s3://mybucket/My\ Folder/my\
photo.jpg
• Windows バージョンのクライアント – snowball ls "s3://mybucket/My Documents/my
photo.jpg"

Note
Snowball を使用して Amazon S3 にデータを転送する前に、転送するファイルやフォルダ
が、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ていることを確認し
ます。
Snowball クライアントの使用中に問題が発生したときは、標準 Snowball のトラブルシューティン
グ (p. 111) を参照してください。

Snowball クライアントの Copy コマンド
snowball cp コマンドは、Snowball とデータソースの間でファイルやフォルダをコピーしま
す。Snowball コピーコマンド (snowball cp) のオプションの詳細については、snowball cp コマンドの
オプション (p. 64) を参照してください。Snowball クライアントを使ったデータ転送では、コマンドオ
プションに加え、転送するデータの種類を定義するスキーマもサポートされます。スキーマの詳細につい
ては、「Snowball クライアントのスキーマ (p. 59)」を参照してください。
使用方法
snowball cp [OPTION...] SRC... s3://DEST

インポートの例
snowball cp --recursive /Logs/April s3://MyBucket/Logs
snowball cp -r /Logs/April s3://MyBucket/Logs

60

AWS Snowball ユーザーガイド
Snowball クライアントのコマンド

エクスポートの例
snowball cp --recursive s3://MyBucket/Logs/ /Logs/April

snowball cp -r s3://MyBucket/Logs/ /Logs/April

Snowball コピーコマンド (snowball cp) のオプションの詳細については、snowball cp コマンドのオプ
ション (p. 64) を参照してください。

Snowball クライアントの List コマンド
snowball ls コマンドは、指定されたパスにある Snowball コンテンツの一覧を表示します。このコマン
ドでワークステーション、データソース、その他 Snowball 外のネットワークロケーションのコンテンツ
をリストすることはできません。
使用方法
snowball ls [OPTION...] s3://DEST

例
snowball ls s3://MyBucket/Logs/April

Snowball クライアントの Make Directory コマンド
snowball mkdir コマンドは、Snowball に新規サブフォルダを作成します。ルートレベルで新しいフォ
ルダを作成することはできません。ルートレベルはバケットフォルダ用に予約されています。
使用方法
snowball mkdir [OPTION...] s3://DEST

例
snowball mkdir s3://MyBucket/Logs/April/ExpenseReports

Snowball クライアントの Retry コマンド
snowball retry コマンドは、最後に snowball cp を実行したときにコピーされなかったすべての
ファイルに対して snowball cp コマンドを再実行します。コピーされていないファイルのリストは、プ
レーンテキストログでワークステーションの一時ディレクトリに保存されています。snowball cp コマ
ンドがファイルのコピーに失敗した場合は、そのログへの完全パスがターミナルに表示されます。
使用例
snowball retry

Snowball クライアントの Remove コマンド
snowball rm コマンドは、Snowball にあるファイルとフォルダを削除します。デバイス上にあるものを
すべて削除する snowball rm -r など、多数のファイルまたはディレクトリを削除するためにこのオペ
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レーションを実行すると、完了までに時間がかかることがあります。その後で snowball ls コマンドを
実行すると、削除が完了したときにデバイスの状態が表示されます。
ただし、snowball status コマンドによって報告されるストレージ量は、snowball rm コマンドが
発行される前の残りストレージ量が表示されることがあります。この場合は、1 時間ほどで snowball
status コマンドを試行して新しい残りのストレージの値を確認してください。
使用方法
snowball rm [OPTION...] s3://DEST

例
snowball rm --recursive s3://MyBucket/Logs/April

snowball rm -r s3://MyBucket/Logs/April

Snowball クライアントの Start コマンド
snowball start コマンドは、Snowball の IP アドレスとお客様の認証情報を使用して、Snowball への
アクセスを認証します。snowball start コマンドを実行すると、snowball cp コマンドを何度でも実
行できるようになります。
使用方法
snowball start -i IP Address -m Path/to/manifest/file -u 29 character unlock code

例
snowball start -i 192.0.2.0 -m /user/tmp/manifest -u 01234-abcde-01234-ABCDE-01234

Snowball クライアントの Status コマンド
snowball status コマンドは、Snowball のステータスを返します。
使用例
snowball status

出力例
Snowball Status: SUCCESS
S3 Endpoint running at: http://192.0.2.0:8080
Total Size: 72 TB
Free Space: 64 TB

Snowball クライアントの Stop コマンド
snowball stop コマンドは、Snowball クライアントの現在のインスタンスから Snowball への通信を停
止します。
このコマンドは、データソースサーバーと Snowball との間の、他のすべてのコマンドが停止しているこ
とを確認するときに使用します。単一の Snowball に接続されたクライアントに複数のインスタンスが存
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在する場合は、データの転送を停止する準備ができた後に、各インスタンスでこのコマンドを使用しま
す。このコマンドを実行して、別のインスタンスでデータをコピーしながら、1 つのインスタンスを停止
できます。
使用例
snowball stop

Snowball クライアントの Test コマンド
snowball test コマンドは、データ転送を開始する前にテストします。詳細については、「Snowball ク
ライアントを使用したデータ転送のテスト (p. 58)」を参照してください。
使用例
snowball test

Snowball クライアントの Validate コマンド
パスを指定しない限り、snowball validate コマンドは、Snowball 上のオブジェクトのすべてのメタ
データと転送ステータスを確認します。パスを指定した場合は、そのパスが指しているコンテンツとそ
のサブディレクトリを検証します。このコマンドは、現在転送プロセスの途中にあるファイルを、転送ス
テータスが未完了であるファイルとしてリストします。
これをインポートジョブで行うと、コンテンツは問題なく AWS 内にインポートされます。
このコマンドは、完了するまで時間がかかる場合があり、場合によっては、スタックのように見えること
があります。ファイルが多数ある場合や、多数のフォルダ内で入れ子構造になっている場合、この影響は
さらに大きくなります。このコマンドは、verbose オプションを指定して実行することをお勧めします。
使用例
snowball -v validate

Snowball クライアントの Version コマンド
snowball version コマンドは、ターミナルに Snowball クライアントのバージョンを表示します。
使用例
snowball version

詳細なオプションの使用
Snowball クライアントコマンドを実行する度に、verbose オプションを使用して追加情報を確認できま
す。この追加情報は、コマンドの実行中にターミナルに表示されます。
verbose オプションは、各コマンドの実行内容を把握するのに役立ちます。また、Snowball クライアン
トで発生する可能性のある問題をトラブルシューティングしやすくなります。
verbose オプションはデフォルトでオフになっています。次の例のように、コマンドの実行中にこのオプ
ションを指定してオンにすることができます。
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snowball -v cp /Logs/April/logs1.csv s3://MyBucket/Logs/April/logs1.csv

snowball --verbose ls s3://MyBucket/Logs/April/

snowball cp コマンドのオプション
以下は、snowball cp コマンドのオプションについての情報と、このコマンドを使用する際の構文に関
するガイドラインです。このコマンドは、ワークステーションのデータを Snowball に転送するために使
用します。
コマンドオプション

説明

-b, --batch

文字列。
小さなファイルの転送パフォーマンスは、より大きな .snowballarchives
ファイルにバッチすることで、大幅に向上します。以下のデフォルトを変更
して、ファイルをバッチにいつ含めるかを指定することができます。
• デフォルトでは、1 MB 以下のファイルがバッチに含まれています。この
設定は、--batchFileSizeInKBLimit オプションで新しい最大ファイ
ルサイズ (キロバイト) を指定して変更できます。最大ファイルサイズは
100 KB から 1 MB です。指定された最大ファイルサイズより大きいファイ
ルは、個々のファイルとして Snowball に転送され、バッチには含まれま
せん。
• デフォルトでは、バッチは最大 10,000 個のファイルを保持します。この
制限は、--batchNumOfFiles オプションを設定することによって変更で
きます。バッチ内のファイル数は、5,000 〜 100,000 の範囲で設定できま
す。
Amazon S3 へのインポート中にバッチが解凍され、元のファイルが Amazon
S3 にインポートされます。このオプションを指定してコピーコマンドで作成
された .snowballarchives ファイルのみが、インポート中に自動的に解
凍されます。

--checksum

デフォルトではオンで、[false] に設定されます。
同じ名前を持つすべての送信元ファイルと送信先ファイルに対してチェック
サムを計算し、比較します。このコマンドオプションは、コピーオペレー
ションの再開時に使用されます。このオプションを使用すると、コピーオペ
レーション中に計算のオーバーヘッドが追加されます。

Note
このオプションを使用しない場合、コピーオペレーションの再開時
にファイル名と日付だけを対象とする高速比較が行われます。
-f, --force

デフォルトではオンで、[false] に設定されます。このコマンドオプションに
は、2 つの用途があります。
• コピーコマンドと同時に使用した場合、-f は、送信先にあるコンテンツの
うち、転送されるコンテンツとパスおよび名前が一致するものをオーバー
ライドします。
• コピーコマンドの実行後に使用した場合、-f は、--resume コマンドオ
プションをオーバーライドします。代わりに、コピーオペレーションが最

64

AWS Snowball ユーザーガイド
コピーコマンドのオプション

コマンドオプション

説明
初からやり直され、送信先にあるコンテンツのうち、同じパスと名前を持
つものが上書きされます。

Note
前述のユースケースは、相互に排他的ではありません。データ転送
の遅延を防ぐため、-f は慎重に使用することをお勧めします。
-h, --help

デフォルトではオンで、[false] に設定されます。
ターミナルに snowball cp コマンドの使用に関する情報を表示します。

--noBatch

文字列。
小さいファイルの自動バッチ処理を無効にします。ディレクトリをコピー
し、このオプションを使用する場合には、--recursive オプションも使用
する必要があります。このオプションは隠れています。パフォーマンス上の
理由から、ユースケースによって必要な場合を除き、この使用は推奨されま
せん。

-r, --recursive

デフォルトではオンで、[false] に設定されます。
snowball cp コマンドのオペレーション中にディレクトリを再帰的にトラ
バースします。

-s, --stopOnError

デフォルトではオンで、[false] に設定されます。
エラーの発生時に snowball cp コマンドのオペレーションを停止します。

snowball cp コマンドの構文
Snowball クライアントの snowball cp コマンドを使ったデータのコピーでは、Linux の cp コマンドに
似た構文を使用します。ただし、重要な相違点がいくつかあります。以下のトピックでは、snowball cp
コマンドで使用する構文のリファレンスをご紹介します。Snowball との間でデータのコピーを行うとき
は、この構文に従わないと、予期せぬ結果につながる場合があります。
データをコピーするときは、次の例のように、必ず送信元パスと送信先パスを定義します。
snowball cp [source path] [destination path]

ディレクトリをコピーする際、送信元ディレクトリのコンテンツもコピーする場合は、-r オプションを使
用してコンテンツを再帰的にコピーします。

ファイルをコピーするための構文
• 末尾にスラッシュがない、存在しない送信先にファイルをコピーする - 送信元ファイルを送信先の新し
いファイルにコピーします。
snowball cp /tmp/file1 s3://bucket-name/dir1/file2

前の例では、送信元ファイルである file1 が file2 という新しいファイル名で Snowball にコピーされま
す。
• 末尾にスラッシュがある、存在しない送信先にファイルをコピーする - 送信先に新しいディレクトリを
作成し、ファイルをその新しいディレクトリにコピーします。
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snowball cp /tmp/file3 s3://bucket-name/dir2/

前の例では、このコマンドが実行されるまで dir2 ディレクトリは存在しません。この例では、dir2/
の末尾にスラッシュがあるので、dir2 はディレクトリとして作成され、Snowball にある file3 のパス
は、s3://bucket-name/dir2/file3 となります。
• 送信先の既存のファイルにファイルをコピーする - 既存の送信先ファイルを上書きする -f オプション
を指定しないと、失敗します。
snowball cp -f /tmp/file4 s3://bucket-name/dir3/file5

前の例では、コマンドが実行される前に送信先ファイル file5 がすでに存在しています。このコマンドを
-f オプションと共に実行すると、file5 が file4 のコンテンツで上書きされ、送信先パスは s3://bucketname/dir3/file5 となります。
• 既存の送信先ディレクトリにファイルをコピーする - ファイルを既存の送信先ディレクトリにコピーし
ます。
snowball cp /tmp/file6 s3://bucket-name/dir4/

前の例では、file6 が s3://bucket-name/dir4/ にコピーされます。

Note
file6 が s3://bucket-name/dir4/ にすでに存在する場合は、このコマンドを実行すると、失敗しま
す。snowball cp コマンドと -f オプションを使い、送信先の file6 が送信元の file6 で上書き
されるように強制することができます。
• 末尾にスラッシュがあるまたはない Snowball のバケットにファイルをコピーする - Amazon S3 バケッ
トの名前を共有している、Snowball にあるルートレベルのディレクトリにファイルをコピーします。
snowball cp /tmp/file7 s3://bucket-name

前の例では、file7 が s3://bucket-name/file7 にコピーされます。

Note
file7 が s3://bucket-name にすでに存在する場合は、このコマンドを実行すると、失敗しま
す。snowball cp コマンドと -f オプションを使い、送信先の file7 が送信元の file7 で上書き
されるように強制することができます。

ディレクトリをコピーするための構文
• 末尾にスラッシュがあるまたはない新しい送信先にディレクトリをコピーする - 送信元パスと送信先パ
スを指定します。
snowball cp -r /tmp/dir1 s3://bucket-name/dir2/

snowball cp -r /tmp/dir1 s3://bucket-name/dir2

前の例では、どちらも結果は同じです。どちらの場合も、dir2 という新しいディレクトリが作成さ
れ、dir1 のコンテンツが再帰的にコピーされます。
• 既存の送信先ディレクトリにディレクトリをコピーする - 送信元ディレクトリのコンテンツのうち、一
意のものだけが送信先ディレクトリにコピーされます。すべてコピーするときは、snowball cp コマ
ンドと -f オプションを使用し、送信先ディレクトリ全体が上書きされるようにします。
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snowball cp -r /tmp/dir3 s3://bucket-name/dir4/

前の例では、送信元ディレクトリの一意のコンテンツのみが、送信先ディレクトリの dir4 にコピーされ
ます。
snowball cp -r -f /tmp/dir3 s3://bucket-name/dir4/

前の例では、送信先ディレクトリ dir4 が送信元ディレクトリ dir3 のコンテンツで上書きされます。
• 既存の送信先ファイルにディレクトリをコピーする - このオペレーションは、snowball cp コマン
ドと -f オプションを使用しない限り、失敗します。このコマンドとオプションを併用すると、送信先
ファイルが同名の送信元ディレクトリのコピーで上書きされるため、オペレーションが成功します。
snowball cp -r -f /tmp/dir5 s3://bucket-name/dir6

前の例で、Snowball にある dir6 は、実際はファイルです。送信元の dir5 はディレクトリであるため、
通常はこのコマンドは失敗します。ただし、-f を使用しているため、ファイル dir6 が強制的にディレ
クトリとなり、送信元の dir5 のコンテンツで上書きされます。
• Snowball にあるバケットにディレクトリをコピーする - 送信先パスでバケット名を指定します。
snowball cp -r /tmp/dir7 s3://bucket-name/

Note
dir7 が s3://bucket-name にすでに存在する状態でこのコマンドを実行すると、送信元ディレク
トリの一意のコンテンツが送信先ディレクトリにコピーされます。snowball cp コマンドと
-f オプションを使い、送信先の dir7 が送信元の dir7 で上書きされるように強制することがで
きます。

Snowball のログ
オンプレミスのデータセンターと Snowball の間でデータを転送する場合は、Snowball クライアントに
よって自動的にプレーンテキストのログが生成され、ワークステーションに保存されます。Snowball への
データ転送中に予期しないエラーが発生した場合、関連ログファイルのコピーを作成します。発生した問
題の簡単な説明を添えて AWS Support までお問い合わせください。
ログは、お客様のワークステーションのオペレーティングシステムのタイプによって、次の場所に保管さ
れます。
• Windows – C:\Users\<username>\.aws\snowball\logs\
• Mac – /Users/<username>/.aws/snowball/logs/
• Linux – /home/<username>/.aws/snowball/logs/
ログは、snowball_<year>_<month>_<date>_<hour> という名前で保存されます。時刻 (hour) は、ワー
クステーションのローカルシステム時間に基づき、24 時間形式です。
ログ名の例
snowball_2016_03_28_10.log
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各ログファイルの最大ファイルサイズは 5 MB です。ログがそのサイズに達すると、新しいファイルが生
成され、ログは新しいファイルに続きます。追加ログが古いログと同じ時間帯に作成された場合、最初の
ログの名前は .1、2 番目のログは .2 と付けられます。以降も同様です。

Important
ログはプレーンテキスト形式で保存され、転送するファイルのファイル名とパス情報が含ま
れます。この機密情報を保護するために、ログが関連付けられているジョブのステータスが
[completed] になった時点で、ログを削除することを強くお勧めします。

Snowball 用 Amazon S3 Adapter を使用したデータ
転送
Snowball 用 Amazon S3 Adapter は、第 1 世代の 80 TB Snowball デバイスのみで使用するプログラムツー
ルです。Snowball Edge ストレージ最適化、コンピューティング最適化、GPU デバイスによるコンピュー
ティング最適化については、Amazon S3 インターフェイスを使用したファイルの転送。
Snowball 用 Amazon S3 Adapter を使用して、オンプレミスのデータセンターと Snowball の間でデータ
を転送します。プログラムで Snowball にデータを転送すると、例外なくすべてのデータが Snowball 用
Amazon S3 Adapter を通ります。
Snowball 用 Amazon S3 Adapter は、AWS Snowball リソースページからダウンロードして、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する必要があります。
ワークステーションには強力なコンピュータを使用することを強くお勧めします。処理、メモリ、ネット
ワーキングの観点から、高レベルの要求に応える能力が必要です。詳細については、「ワークステーショ
ンの仕様 (p. 106)」を参照してください。

Snowball 用 Amazon S3 Adapter のダウンロードとイ
ンストール
Snowball 用 Amazon S3 Adapter は、AWS Snowballリソース Web サイトからダウンロードし、インス
トールできます。
Snowball 用 Amazon S3 Adapter は、AWS Snowball リソースページからダウンロードして、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する必要があります。同じ場所でお使いのオペレーティ
ングシステム向けのインストールパッケージを見つけ、指示に従って Snowball 用 Amazon S3 Adapter 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 を実行するには、オペレーティングシステ
ムによっては特定のパスを使用しなければならない場合があります。
このアダプタをインストールするときは、まず、AWS Snowball リソースページから snowballadapter-operating_system.zip ファイルをダウンロードします。ファイルを解凍し、展開されたフォル
ダに移動します。Mac および Linux バージョンのアダプタの場合は、snowball-adapter ファイルを実行可
能にするために、以下のコマンドを使って bin ディレクトリ内のこのファイルに対する権限を変更する必
要があります。
chmod +x snowball-adapter

アダプタが正常にインストールされたことを確認するには
1.

アダプタをインストールしたワークステーションでターミナルウィンドウを開きます。

2.

snowball-adapter-operating_system サブディレクトリをインストールしたフォルダに移動しま
す。

3.

snowball-adapter-operating_system/bin に移動します。
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4.

次のコマンドを入力して、アダプタが正しくインストールされたことを確認します: ./snowballadapter --help。
アダプタが正しくインストールされた場合は、ターミナルにその使用情報が表示されます。

また、アダプタをインストールすると、snowball サブディレクトリがお使いの .aws directory のディレク
トリに追加されます。この snowball ディレクトリでは、ログと config のサブディレクトリを確認できま
す。そのコンテンツは、次のとおりです。
• ログのディレクトリは、Snowball 用 Amazon S3 Adapter から Snowball へデータを転送する際に、ログ
ファイルが作成される場所です。
• config ディレクトリには 2 つのファイルが含まれます。
• - snowball-adapter-logging.config ファイルには、~/ファイルディレクトリに出力されるログファイル
の設定が含まれます。
• snowball-adapter.config ファイルには、アダプタ自体の設定が含まれます。

Note
.aws directory は、Linux、OS X、Unix では ~/.aws に、Windows では C:\User\USERNAME\.aws に
あります。

AWS CLI 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、バージョン 1.16.16.14 以前ののみAWS CLISnowball デバイスでの使用がサポートされています。
このバージョンのダウンロードとインストールAWS CLIから GitHub。このタスクを実行するには、次の手
順を実行します。

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+ あるいは
3.4 をインストールしていることを確認してください。

AWS CLI のバージョン 1.16.14 をダウンロードしてインストールするには
1.

AWS CLI の既存のインストールをアンインストールします。Linux にインストールする場合、このス
テップはオプションです。
• Windows — 詳細については、AWS Command Line Interfaceユーザーガイドの Uninstalling を参照
してください。
• Linux – このステップは、Linux にインストールする場合のオプションです。ただし、AWS CLI の既
存インストールをアンインストールするには、ターミナルから以下のコマンドを実行します。
sudo rm -rf /usr/local/aws
sudo rm /usr/local/bin/aws

2.
3.

のダウンロードAWS CLIなので.zip ファイルからのAWS GitHub それが置かれているリポジトリ。
次のいずれかの手順で、1.16.14.zip ファイルから AWS CLI バージョン 1.16.14 をインストールし
ます。
• Windows
1. アーカイブをコンピュータのいずれかの場所に抽出します (たとえば、C:\Users
\username\aws_cli\aws-cli-1.6.14)。
2. コマンドプロンプトを開き、アーカイブを抽出したフォルダに移動し、次のコマンドを使用して
スクリプトのセットアップを実行します。
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py setup.py install

3. AWS CLI を PATH 環境変数に追加します。
これで AWS CLI のバージョン 1.6.14 がインストールされます。
• Linux
1. アーカイブをコンピュータのいずれかの場所に抽出します (たとえば、/home/username/
aws_cli/aws-cli-1.6.14)。
2. ターミナルウィンドウを開き、アーカイブを抽出したディレクトリに移動し、次のコマンドを使
用してスクリプトのセットアップを実行します。
python setup.py install

Note
sudo を使用してコマンドを実行する必要がある場合があります。
このコマンドは AWS CLI のバージョン 1.6.14 をインストールし、以前にインストールされたす
べての AWS CLI バージョンで作成されたファイルを上書きします。

Snowball 用 Amazon S3 Adapter の使用
以下は、Amazon S3 REST API アクションを使ってプログラムでオンプレミスのデータセンターと
Snowball の間のデータ転送を可能にする、Snowball 用 Amazon S3 Adapter の概要です。この Amazon
S3 REST API のサポートは、一部のアクションに限定されています。データの転送に使用できるのは、サ
ポートされている Amazon S3 AWS CLI コマンドのサブセット、または、AWS SDK のいずれか 1 つ、で
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() - アダプタではチャンクエンコーディングがサポートされていないこと
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
アダプタを設定します。
詳細については、次を参照してください。クラス S3ClientOptions.Builderアマゾンで AppStream SDK for
Java。
トピック
• Snowball 用 Amazon S3 Adapter の起動 (p. 70)
• アダプタを使用した Snowball のステータスの取得 (p. 71)
• Snowball でサポートされていない Amazon S3 の機能 (p. 72)
• Snowball 用 Amazon S3 Adapter のオプション (p. 72)
• AWS CLI 用の Amazon S3 コマンドでのアダプタの使用 (p. 74)
• サポートされている REST API アクション (p. 75)

Snowball 用 Amazon S3 Adapter の起動
Snowball 用 Amazon S3 Adapter を使用するには、ワークステーション上のターミナルで を開始し、デー
タの転送中、実行したままにしておく必要があります。
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Note
データ転送を行うコンピューターワークステーションがデータ転送のボトルネックになると考え
られるため、ワークステーションには強力なコンピューターを使用することを強くお勧めしま
す。処理、メモリ、ネットワーキングの観点から、高レベルの要求に応える能力が必要です。詳
細については、「ワークステーションの仕様 (p. 106)」を参照してください。
アダプタを開始する前に、以下の情報を用意してください。
• Snowball のIP アドレス - アダプタの起動時に Snowball の IP アドレスを入力することで、転送データを
どこに送信するかを指示します。この IP アドレスは、Snowball 自体の E Ink ディスプレイから取得で
きます。
• ジョブのマニフェストファイル - 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
許可に関する重要な情報が含まれています。これがないと、Snowball にアクセスできません。マニフェ
ストファイルは、暗号化されたファイルで、ジョブが WithCustomer ステータスに入るとダウンロー
ド可能になります。マニフェストは、解除コードによって復号されます。マニフェストファイルは、コ
ンソールから、またはプログラムでジョブ管理 API アクションを呼び出すことで取得できます。
• ジョブの解除コード - 解除コードは、4 つのハイフンを含む 29 文字の文字列です。マニフェストの復号
に使用されます。解除コードは、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール (p. 26) から、または
プログラムでジョブ管理 API から取得できます。
• お客様の AWS 認証情報 - Snowball 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。詳細については、「Signature Version 4 の署名プロセス」を参照してください。Snowball
用 Amazon S3 Adapter の起動時に、その通信の署名に使用する AWS 認証情報を指定します。デフォル
トでは、home directory/.aws/credentials の [default] プロファイルの下で指定されている認証情報が
使用されます。署名バージョン 4 アルゴリズムが Snowball 用 Amazon S3 Adapter でローカルに動作す
る仕組みについては、Snowball 用 Amazon S3 API Adapter を使用した認可 (p. 95) を参照してくださ
い。
前述の情報が揃ったら、ワークステーションでアダプタを開始する準備が整いました。以下の手順で、こ
のプロセスを概説します。

アダプタを開始するには
1.

アダプタをインストールしたワークステーションでターミナルウィンドウを開きます。

2.

snowball-adapter-operating_system ディレクトリをインストールしたフォルダに移動します。

3.

bin サブディレクトリに移動します。

4.

次のコマンドを入力してアダプタを開始します: ./snowball-adapter -i Snowball IP
address -m path to manifest file -u 29 character unlock code。

Note
アダプタの開始時に AWS 認証情報を指定しない場合は、home directory/.aws/
credentials ファイルの中のデフォルトプロファイルが使用されます。
Snowball 用 Amazon S3 Adapter がワークステーション上で起動します。アダプタの実行中は、ターミナ
ルウィンドウを開いたままにしてください。AWS CLI を使用して Snowball にデータを転送する場合は、
別のターミナルウィンドウを開き、そこで AWS CLI コマンドを実行します。

アダプタを使用した Snowball のステータスの取得
Snowball のステータスを取得するには、HEAD を Snowball 用 Amazon S3 Adapter にリクエストします。
ステータスレスポンスは、XML ドキュメントの形式で受け取ります。この XML ドキュメントには、スト
レージ情報、レイテンシー情報、バージョン番号などが含まれます。
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AWS CLI やいずれかの AWS SDK を使ってこのファイルの中のステータスを取得することはできません。
ただし、次の例のようにアダプタ上で HEAD コマンドを実行することで、curl リクエストの送信を簡単
にテストすることができます。
curl -H "Authorization Header" -X HEAD http://192.0.2.0:8080

Note
Snowball のステータスをリクエストする場合は、認可ヘッダーを追加する必要があります。詳細
については、署名バージョン 4 を使用した AWS リクエストへの署名 を参照してください。
このリクエストが返す XMLドキュメン トの例を以下に示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Status xsi:schemaLocation="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<snowballIp>192.0.2.0</snowballIp>
<snowballPort>8080</snowballPort>
<snowballId>012EXAMPLE01</snowballId>
<totalSpaceInBytes>77223428091904</totalSpaceInBytes>
<freeSpaceInBytes>77223428091904</freeSpaceInBytes>
<jobId>JID850f06EXAMPLE-4EXA-MPLE-2EXAMPLEab00</jobId>
<snowballServerVersion>1.0.1</snowballServerVersion>
<snowballServerBuild>2016-08-22.5729552357</snowballServerBuild>
<snowballAdapterVersion>Version 1.0</snowballAdapterVersion>
<snowballRoundTripLatencyInMillis>1</snowballRoundTripLatencyInMillis>
</Status>

Snowball でサポートされていない Amazon S3 の機能
Snowball 用 Amazon S3 Adapter を使用して、Snowball との間で、Amazon S3 API アクションによりプロ
グラムでデータを転送できます。ただし、Amazon S3 のすべての転送機能と API アクションが Snowball
デバイスで使用できるようにサポートされているわけではありません。サポートされている機能の詳細に
ついては、以下を参照してください。
• AWS CLI 用の Amazon S3 コマンドでのアダプタの使用 (p. 74)
• サポートされている REST API アクション (p. 75)
これらのトピックで明示的にリストされていない機能またはアクションはサポートされていません。たと
えば、以下の機能とアクションは、Snowball での使用がサポートされていません。
• 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、アダプターを使用してサポートされている 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 (List Objects) 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。

Snowball 用 Amazon S3 Adapter のオプション
ここでは、アダプタと Snowball との通信方法を設定する際に役立つ、Snowball 用 Amazon S3 Adapter の
オプションについて説明します。

Note
Snowball を使用して Amazon S3 にデータを転送する前に、転送するファイルやディレクトリ
が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ていることを確認します。
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オプション

説明

使用方法と例

-a

Snowball へのリクエストに署名する際に使用する
AWS プロファイルの名前。デフォルトでは、home
directory/.aws/credentials の [default] プロファイ
ルの下で指定されている認証情報が使用されます。
別のプロファイルを指定するには、このオプション
の後にプロファイル名を付けて使用します。

snowball-adapter -a

Snowball へのリクエストに署名する際に使用する
AWS シークレットキー。デフォルトでは、home
directory/.aws/credentials の [default] プロファイ
ルの下で指定されているデフォルトプロファイル内
のキーが使用されます。別のプロファイルを指定す
るには、このオプションの後にシークレットキーを
付けて使用します。両方のオプションを指定した場
合、--aws-profile-name オプションが優先しま
す。

snowball-adapter -s

アダプタの使用情報。

snowball-adapter -h

Snowball の IP アドレス。Snowball の E Ink ディス
プレイに表示されます。

snowball-adapter -i

--awsprofile-name

-s
--aws-secretkey

-h

snowball-adapter -a
Lauren

snowball-adapter -s
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY

--help
-i
--ip

-m
--manifest

-u
--unlockcode

-ssl
--ssl-enabled

-c
--sslcertificatepath
-k

snowball-adapter -i
192.0.2.0

このジョブのマニフェストファイルのパス。マニ
フェストファイルは、AWS Snow ファミリーマネジ
メントコンソール (p. 26) から、またはプログラムで
ジョブ管理 API から取得できます。

snowball-adapter -m

このジョブの解除コード。解除コードは、AWS
Snow ファミリーマネジメントコンソール (p. 26) か
ら、またはプログラムでジョブ管理 API から取得で
きます。

snowball-adapter -u

アダプタとの通信に Secure Sockets Layerの
Protocol (SSL) プロトコルを使用するかどうかを
指定する値。他に証明書パスやプライベートキー
が提供されない場合は、home directory/.aws/
snowball/config ディレクトリに自己署名証明書と
キーが生成されます。

snowball-adapter -ssl

アダプタとの通信時に SSL プロトコル用に使用する
証明書のパス。

snowball-adapter -c

snowball-adapter -m ~/
Downloads/manifest.bin

snowball-adapter -u
01234-abcde-01234ABCDE-01234

snowball-adapter -ssl

~/.aws/snowball/myssl/
certs

アダプタとの通信時に SSL プロトコル用に使用する
プライベートキーのパス。

snowball-adapter -k
~/.aws/snowball/myssl/
keys
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オプション

説明

使用方法と例

--sslprivate-keypath

AWS CLI 用の Amazon S3 コマンドでのアダプタの使用
Snowball 用 Amazon S3 Adapter を、対応する 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、アダプタを使用した Snowball へのデータ転送をサポートす
る、Amazon S3 AWS CLI コマンドのリストもご覧いただけます。

Note
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。

アダプタを AWS CLI エンドポイントとして指定する
AWS CLI を使用して Snowball にコマンドを発行するときは、次のように、エンドポイントが Snowball 用
Amazon S3 Adapter であることを指定します。
aws s3 ls --endpoint http://<IP address for the S3 Adapter>:8080

デフォルトでは、アダプタはポート 8080 で実行されます。別のポートを指定するには、「Snowball
用 Amazon S3 Adapter のダウンロードとインストール (p. 68)」で取り上げられている snowballadapter.config ファイルの内容を変更します。

サポートされている AWS CLI Amazon S3 コマンド
サブセットの説明を次に示します。AWS CLIAmazon S3 のコマンドとオプションAWS Snowball Edgeデ
バイスはサポートします。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。--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 Snowball 間でコピーします。
• --dryrun (ブール値) 指定したコマンドを使用して実行されるオペレーションを、実行せずに表示し
ます。
• --quiet (ブール値) 指定のコマンドによって実行されるオペレーションが表示されません。
• --include (文字列) 指定され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) 指定され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 S3
にアップロードする場合のみ、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、指定の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。現在、このオプションは、Snowball にデータをアップ
ロードする場合にのみサポートされています。
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• --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
Snowball の 1 つのディレクトリから同じ Snowball の別のディレクトリへの同期はサポート
されていません。1 つの Snowball から別の Snowball への同期はサポートされていません。
• ls Snowball にオブジェクトを一覧表示します。
• --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) 要約情報が表示されます (オブジェクト数、合計サイズ)。
• rm Snowball 上のオブジェクトを削除します。
• --dryrun (ブール値) 指定したコマンドを使用して実行されるオペレーションを、実行せずに表示し
ます。
• --include (文字列) 指定され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) 指定され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。
• --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) 指定のコマンドによって実行されるオペレーションが表示されません。

サポートされている REST API アクション
Snowball 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 用にサポートされている REST API アクション (p. 75)
• Amazon S3 用にサポートされる REST API アクション (p. 76)

Snowball 用にサポートされている REST API アクション
HEAD Snowball
説明
現在のところ、1 つの Snowball REST API オペレーションのみがあり、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 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 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
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応答
<Status xsi:schemaLocation="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<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 用にサポートされる REST API アクション
Snowball 用 Amazon S3 Adapter の使用がサポートされる Amazon S3 REST API アクションの一覧を以
下に表示します。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 Snowball 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、Snowball から返されるすべてのレスポンスは、Server を
AWSSnowball として宣言します。
HTTP/1.1 200 OK
x-amz-id-2: JuKZqmXuiwFeDQxhD7M8KtsKobSzWA1QEjLbTMTagkKdBX2z7Il/jGhDeJ3j6s80
x-amz-request-id: 32FE2CEB32F5EE25
Date: Fri, 08 2016 21:34:56 GMT
Server: AWSSnowball

• GET Bucket (List Objects) version 1 - この GET オペレーションの実装では、以下が当てはまります。
• ページ分割はサポートされません。
• マーカーはサポートされません。
• 区切り文字はサポートされません。
• リストが返される場合、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。
• Snowball アダプタは大規模なリストオペレーションに対して最適化されません。たとえば、デバイス
への転送後に、オブジェクトをリストするフォルダあたりのオブジェクトが 100 万個を超えるケース
が想定されます。このようなケースのジョブでは、代わりに Snowball Edge を注文されることをお勧
めします。
• GET Service
• HEAD Bucket
• HEAD Object
• GET Object - GET Object を使って Snowball にオブジェクトをアップロードするとき、オブジェクト
をマルチパートアップロードを使ってアップロードしない限り、エンティティタグ (ETag) は生成され
ません。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 Reference の Common Response Headers を参照してください。
• PUT Object - PUT Object を使って Snowball にオブジェクトをアップロードするとき、オブジェクト
をマルチパートアップロードを使ってアップロードしない限り、ETag は生成されません。
• DELETE Object
• Initiate Multipart Upload – この実装では、すでに Snowball 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れ、いくつかのパートに分けて
Snowball にコピーされます。
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• 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 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。
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AWS Snowball の配送についての考
慮事項
以下は、AWS Snowball での配送の取り扱いについての情報と、サポートされている各 AWS リージョン
のリストです。ジョブで選択した配送レートが、ジョブで使用する Snowball の発送および受領に適用さ
れます。配送料金の詳細については、AWS Snowball の料金を参照してください。
トピック
• Snowball の配送準備 (p. 78)
• リージョンごとの配送制限 (p. 79)
• AWS Snowball デバイスの配送 (p. 79)
ジョブの作成時に、配送先住所と配送速度を指定します。この配送速度は、ジョブを作成した日から
Snowball を受領するまでの予定日数を表すものではありません。これは、AWS から配送先までのデバイ
スの配送時間だけを示すものです。この時間には、処理にかかる時間は一切含まれておりません。ジョブ
の種類 (エクスポートは通常インポートより長くなります) やジョブサイズ (80 TB モデルの場合は、通常
50 TB よりも時間がかかります) など、要素によって異なります。また、配送業者による Snowball の集荷
は、通常は 1 日に 1 回です。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
Snowball デバイスは、デバイスを注文した AWS リージョン リージョン内におけるデータのイン
ポートあるいはエクスポートのみに使用できます。

Snowball の配送準備
以下で、Snowball を AWS に返送するための準備方法を説明します。

Snowball の配送を準備するには
1.

このジョブのすべてのデータ転送が Snowball との間で完了していることを確認します。

2.

デジタルディスプレイの上にある電源ボタンを押して、Snowball の電源をオフにします。

Note
Snowball の電源をオフにし電源から切り離してから約 1 分以内に配送ラベルが表示されない
場合は、AWS Support にお問い合わせください。
3.

Snowball に同梱されていたケーブルを切り離して格納します。Snowball のバックパネルに、返送中
にケーブルを安全に固定できるケーブルキャディーがあります。

4.

Snowball の前面と背面の 2 つのパネルを閉じます。カチッと音がしてはまったことがわかるまで押し
てください。

Snowball をコンテナで梱包する必要はありません。それ自身が頑丈な配送用コンテナです。Snowball の
電源がオフになると、Snowball 前面の E Ink ディスプレイが返送用配送ラベルに変わります。
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リージョンごとの配送制限
ジョブを作成する前に、Amazon S3 データが格納されている AWS リージョン から、コンソールにサイン
インする必要があります。配送には次のようないくつかの制限が適用されます。
• 米国リージョン内のデータ転送の場合は、Snowball は米国外に配送されません。
• 例えば、欧州 (アイルランド) から欧州 (フランクフルト)、またはアジアパシフィック (ムンバイ) からア
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は Snowball を配送していません。
• アジアパシフィック (シドニー) 内のデータ転送の場合は、オーストラリア国内のみでエッジデバイスを
配送しています。
• アジアパシフィック (ムンバイ) 内のデータ転送の場合は、インド国内のみで Snowball を配送していま
す。
• 日本国内のデータ転送の場合は、日本国内のみで Snowball を配送します。
• 韓国でのデータ転送の場合、韓国国内にのみ Snowballs を発送します。
• EU リージョン内のデータ転送の場合、[EU] にのみ、[Snowball] を配送します。
• オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス共和国、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。
• アジアパシフィック (シンガポール) リージョン内のデータ転送の場合、シンガポールにのみ、Snowball
を配送します。

Note
AWS では､私書箱には Snowball を配送しません。

AWS Snowball デバイスの配送
前払いの 配送ラベルには、Snowball を返却する正しい住所が記載されています。Snowball 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。パッケージの追跡にはリージョンのキャリ
アをご使用いただけます。AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール を使用してジョブのステータス
の変化を追跡できます。

Important
AWS から個別の指示がない限り、Snowball に別の配送ラベルを貼付しないでください。必
ず、Snowball のデジタルディスプレイに表示される配送ラベルを使用します。

配送業者
ジョブの作成時に、Snowball の送付先住所を指定します。AWS からお客様へ、お客様から AWS への
Snowball の配送は、お客様のリージョンをサポートしている配送業者が担当します。Snowball が配送
されるときは必ず追跡番号が発行されます。各ジョブの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 へ
の API コールを使用して確認できます。各リージョンで Snowball の配送に対応している業者は以下のと
おりです。
• インドの場合、Blue Dart がキャリアです。
• 日本の場合、西濃シェンカー株式会社がキャリアです。
• 韓国の場合、Kuehne + Nagel がキャリアです。
• 中国の場合、SF Express がキャリアです。
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• その他のリージョンのキャリアはすべて、UPS です。

欧州、米国、カナダ、シンガポールにおける AWS Snowball の集
荷
EU、米国、カナダおよびシンガポールで、UPS で Snowball を集荷する際は、次の情報にご注意くださ
い。
• Snowball を AWS に配送するには、集荷予定を UPS に直接手配するか、Snowball を UPS の貨物引き
渡し施設に持ち込みます。UPS の集荷を手配するには、UPS アカウントが必要です。
• E Ink ディスプレイの UPS 前払い配送ラベルに、Snowball の返送先の正しい住所が記載されています。
• Snowball 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 から個別の指示がない限り、別の配送ラベルを Snowball に貼付しないでください。必
ず、Snowball の E Ink ディスプレイに表示される配送ラベルを使用します。

ブラジルにおける AWS Snowball の集荷
ブラジルの場合、UPS で Snowball を集荷する際は次の情報にご注意ください。
• Snowball の返送準備が整ったら、0800-770-9035 へ電話し、UPS による集荷を手配します。
• Snowball は、ブラジル国内 (26 の州および連邦直轄区を含む) 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。
• Snowball デバイスを返送するときは適切な文書を発行する必要があります。ICMS 登録に従って､お客様
の州で必要な書類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
非 ICMS 納税者申告の場合、宣言書のコピーを 4 つ作成することをお勧めします｡1 つは記録用、
もう 1 つは移送用です。

オーストラリアにおける AWS Snowball の集荷
オーストラリアで Snowball を AWS に返送する場合は、件名に Snowball Edge Pickup Request と記載の
上、snowball-pickup@amazon.com までお問い合わせください。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。
• 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) - Snowball の集荷に関する特記事項。
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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、デバイスの元の配送
先の住所での集荷に関する情報が含まれています。

インドにおける AWS Snowball の集荷
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整ったら、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、snowballpickupindia@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。

日本における AWS Snowball の集荷
日本では、西濃シェンカー株式会社が集荷を行います。デバイスを返却する準備ができたら、シェン
カー・西濃航空予約ウェブサイト https://track.seino.co.jp/CallCenterPlusOpenPickupOpen /.do で集荷のス
ケジュールを設定できます。デバイスを返送するときは、以下の点を常に考慮する必要があります。
• お客様は、西濃シェンカーに対して直接集荷をスケジュールして、Snowball の集荷を手配します。
• デバイスに貼付されているポーチの中にあるシール式返送用配送ラベルを取り出し、デバイス側面の既
存の配送用ラベルに被せて貼ります。紙ラベルは、扉の上、扉の内側、デバイスの底面、または E Ink
ディスプレイの上に貼らないでください。
• Snowball 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。西濃シェンカー
からジョブの追跡番号が自動的にレポートされます。

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。

韓国における AWS Snowball の集荷
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。
• 集荷先住所 - デバイスが集荷される住所。
• 集荷日 - デバイスが集荷される最短希望日。
• 連絡先の詳細 - Kuehne + Nagel が必要に応じて連絡を取るために使用できる名前、E メールアドレス、
国内電話番号。
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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。

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 Snowball を発送する国に基づ
きます。配送速度は次のとおりです。
• オーストラリア – オーストラリア国内の配送には、至急便を利用できます。通常、至急便で発送された
Snowball は約 1 日で配送されます。
• 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。
• 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 Snowball 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。
• インド - インド国内の発送の場合、Snowball は関連する全ての税務書類と共に (AWS の) 7 日営業日以
内に発送されます。
• 日本 – 日本国内の配送には標準配送を利用できます。
• 韓国 - 韓国国内の配送には標準配送 (通常 1 〜 3 日以内) を利用できます。
• 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。
• シンガポール – シンガポール国内の発送には Domestic Express Saver 発送を利用できます。
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AWS Snowball でのセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様として、ユーザーは、セキュリ
ティを最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
ら利益を得ます。
セキュリティは、AWS とユーザー間での共有の責任です。共有責任モデルでは、これをクラウドのセキュ
リティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。
• クラウドのセキュリティ – AWS は、AWS 内で AWS クラウド 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人がセキュリティの有効
性を定期的にテストし、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。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために AWS
Snowball を設定する方法を示します。また、AWS Snowball リソースのモニタリングや保護に役立つ、他
の AWS サービスの使用方法についても説明します。
トピック
• AWS Snowball でのデータ保護 (p. 83)
• AWS Snowball の Identity and Access Management (p. 87)
• AWS Snowball でのログ記録とモニタリング (p. 96)
• AWS Snowball のコンプライアンス検証 (p. 96)
• 耐障害性 (p. 96)
• AWS Snowball でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 97)

AWS Snowball 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. 84)
• デバイスのデータの保護 (p. 87)
データ保護を目的とする場合、AWS アカウント 認証情報を保護して AWS Identity and Access
Management (IAM) で個々のユーザーアカウントをセットアップし、そのユーザーに各自の職務を果たす
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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、以下の方法でデータ
をセキュア化することもお勧めします。
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用する。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。
• 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 のサービス内のすべてのデフォルトセキュリティコントロールと共に AWS の暗号化ソリューショ
ンを使用する。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これにより、Amazon S3
に保存される個人データの検出と保護が支援されます。
お客様のアカウント番号などの機密の識別情報は、[Name] (名前) フィールドなどの自由形式のフィールド
に配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS 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 へ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 を使用するとき、およびオンライ
ンまたはクラウド内で AWS を操作するときに、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 での暗号化 (p. 84)
• Snowball での AWS Key Management Service (p. 86)

AWS Snowball での暗号化
標準 Snowball を使用してデータを S3 にインポートする場合、Snowball に転送されるすべてのデータに
は、2 つのレイヤーの暗号化があります。
1. 暗号化のレイヤーがローカルワークステーションのメモリに適用されます。このレイヤーは、Snowball
用 Amazon S3 Adapter または Snowball クライアントを使用しているかどうかに関係なく、適用されま
す。この暗号化では AES GCM 256 ビットキーが使用され、60 GB のデータが転送されるたびにキーが
切り替わります。
2. SSL 暗号化は、標準 Snowball との間で転送されるすべてのデータの 2 番目の暗号化レイヤーです。
AWS Snowball では、保管時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 でのサーバー側の暗号化
AWS Snowball は、Amazon S3 で管理されたキー (SSE-S3) によるサーバー側の暗号化と、AWS Key
Management Service で管理されたキー (SSE-KMS) のサーバー側暗号化をサポートします。サーバー側
の暗号化は、保管時のデータ保護に関するものです。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。
現在、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、この SSE オプションを使用して、インポートしたデータを保護したい場合があります。
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または、エクスポートするデータにすでにこの暗号化オプションを使用している場合もあります。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 から Amazon S3 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 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、単にデータのインポート
先となるすべてのバケットでバケットポリシーを更新します。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-serverside-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/*",
"Condition": {
"Null": {
"s3:x-amz-server-side-encryption": "true"
}
}
}
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}

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 SSES3 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。

Snowball 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 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。
Snowball では、既存の KMS キーを選択することができます。の ARN を指定するAWS KMSキーは
Snowball にどのことを伝えますAWS KMS key] を使用して、Snowball で一意のキーを暗号化します。
データは、ワークステーションのローカルメモリで暗号化された後、Snowball に転送されます。Snowball
に検出可能なキーが含まれることはありません。
Amazon S3 には server-side-encryption 使用するオプションAWS KMS— 管理キー (SSE-KMS)。AWS
Snowball でサポートされている SSE の詳細については、「AWS Snowball でのサーバー側の暗号
化 (p. 84)」を参照してください。

管理対象顧客の使用AWS KMS keySnowball 用
使用したい場合はAWS KMS keyアカウント用に作成された Snowball の場合は、次の手順に従います。

[] を選択するにはAWS KMS keyあなたの仕事のために
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。[]Encryption、に対してKMS キーどちらかAWS マネージド
キーまたは、以前にで作成されたカスタムキーAWS KMS、またはキー ARN を入力する別のアカウン
トが所有するキーを入力する必要がある場合は、[] を選択します。

Note
-AWS KMS keyARN は、カスタマー管理キーのグローバル一意識別子です。
6.

選択次] をクリックして、KMS キーの選択を完了します。

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 で使用するオプションがあります。
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。
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。
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デバイスのデータの保護
AWS Snowball の保護
以下は Snowball を使用する際に考慮をお勧めするセキュリティのポイントと、処理のため AWS に到着し
た Snowball に対して取られているその他のセキュリティ対策に関する概要情報です。
以下のセキュリティ手段をお勧めします。
• Snowball が到着したらまず、損傷や明らかな改ざんについて検査してください。Snowball 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 までご連絡くださ
い。新しい Snowball をお送りします。
• 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 Snowball デバイスのコンテンツにもア
クセスできます。
• Snowball を配送ドックに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。Snowball は頑丈に作られていますが、天候によってハードウェアの耐久性に
支障が出る場合があります。Snowball の盗難、紛失、破損について、できるだけ速やかにご報告くださ
い。Snowball の問題の報告が早ければ早いほど、代替品を早くお送りでき、お客様のジョブを完了させ
ることができます。

Note
Snowball は AWS の所有物です。Snowball への改ざんは、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。
• Snowball に転送されたオブジェクトは、すべてメタデータが変更されます。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]
• AWS に到着した Snowball は、改ざんの跡がないか個別に検査され、トラステッドプラットフォームモ
ジュール (TPM) で一切の変更が検出されないことが検証されます。AWS Snowball では、データ保護の
ために、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、数重に設計されたセキュリティ機能を使用しています。
• 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」に従った方法で Snowball デバイスのソフトウェア消
去を実施します。

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) リソースへのアクセス許可も必要です。
トピック
• AWS Snowball での許可とアクセスコントロール (p. 88)
• Snowball 用 Amazon S3 API Adapter を使用した認可 (p. 95)
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AWS Snowball での許可とアクセスコントロール
Snowball ジョブを作成するには、有効な認証情報が必要です。これらの認証情報を使用してアクセスを
認証します。有効な認証情報を持つリクエスタは、リソース所有者からのリソースへのアクセス許可も必
要です。例えば、アカウントにユーザーを作成するときは、AWS Identity and Access Management (IAM)
サービスを使用します。IAM ユーザーはリクエストを実行するための有効な認証情報を持っていますが、
デフォルトでは、リソースにアクセスするためのアクセス権限は持っていません。ここでは、Snowball
リソースにアクセスするための、リクエストの認証方法およびアクセス権限の管理方法について説明しま
す。

Note
以下には、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール および Snowball クライアントに固有
の情報が含まれています。プログラムを使用してジョブを作成し、データを転送する予定の場合
は、AWS Snowball API Reference を参照してください。

認証
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。
Snowball ユーザーが AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール 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) リソースへのアクセス許可も必要です。
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、IAM ユーザーは以下の条件を満たす必
要があります。
• IAM アカウントでは、以下のことが実行できる必要があります。
• Amazon S3 バケットを一覧表示し、必要に応じて新しいバケットを作成する。
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックを作成する。
• AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを選択する。
• IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を作成する。
Amazon S3 バケットに対するユーザーアクセス権の付与の詳細については、Snowball 用の IAM ユー
ザーを作成する (p. 88)を参照してください。
• IAM ロールが、Amazon S3 バケットに対する書き込みアクセス許可を付与されて作成されている。ま
た、ロールには、Snowball との信頼関係も必要です。これによって、AWS で Snowball 内のデータを
Amazon S3 バケットに書き込むことが可能になります。このステップは、各ジョブのジョブ作成ウィ
ザードで自動的に行われます。また、手動で行うこともできます。詳細については、「Snowball 用の
IAM ロールを作成する (p. 90)」を参照してください。

Snowball 用の IAM ユーザーを作成する
Snowball コンソールで作業を行うアカウントがルートアカウントや管理者でない場合は、IAM マネジメン
トコンソールを使用して、ジョブの作成と管理に必要なアクセス権限をユーザーに付与する必要がありま
す。以下の手順では、新規 IAM ユーザーを作成し、そのユーザーにインラインポリシーを使用して必要な
アクセス権限を付与する方法を説明します。
既存の IAM ユーザーを更新する場合は、ステップ 6 から開始します。

Snowball 用に新しい IAM ユーザーを作成するには
1.
2.

AWS Management Console にサインインして、IAM マネジメントコンソール (https://
console.aws.amazon.com/iam) を開きます。
ナビゲーションペインで、[Users] を選択します。
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3.

[Create New Users] (新規ユーザーの作成) を選択します。

4.

ユーザーの名前を入力して [Create] を選択します。

5.

表示される画面で、作成した IAM ユーザーのセキュリティ認証情報をダウンロードできます。IAM
ユーザーを作成すると、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーからなるアクセスキーが生成
されます。これを使用して AWS に作成するプログラムリクエストに署名します。これらのセキュリ
ティ認証情報をダウンロードする場合は、[Download] を選択します。その他の場合は、[close] を選択
してユーザーのリストに戻ります。

Note
このアクセスステップ後は、AWS マネジメントコンソールではシークレットキーを確認で
きなくなります。シークレットキーのコピーは 1 つだけです。アカウントを保護するために
シークレットキーは内緒にしておき、メールでも送信しないでください。また、所属してい
る組織外にこの情報を公開してはいけません。AWS または Amazon.com を名乗る人物から
問い合わせがあった場合でも、この情報は開示しないでください。Amazonを正式に代表する
人物がシークレットキーの情報を要求することは一切ありません。
6.

ユーザー詳細ページを表示するには、テーブルからユーザーを選択します。

7.

[Permissions] タブを選択してから、[Inline Policy] を展開します。

8.

[click here] リンクを選択して、新しいインラインポリシーを作成します。

9.

お客様のポリシードキュメントを提供するには、[Custom Policy] を選択してから、[Select] を選択し
ます。

10. JobCreation のように、カスタムポリシーとして覚えやすい名前を作成します。
11. 次のテキストをコピーしてカスタムの [Policy Document] に貼り付けます。

Note
既存ユーザーを更新する場合は、アクセス権限を変更する前に以下のテキストをよく読んで
ください。不注意で変更する必要のないアクセス権限を付与したり無効にしたりする可能性
があります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketPolicy",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:CreateBucket"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:ListAliases",
"kms:ListKeys",
"kms:CreateGrant"
],
"Resource": [
"*"
]
},
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{

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:CreatePolicy",
"iam:CreateRole",
"iam:ListRoles",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:PutRolePolicy"
],
"Resource": [
"*"
]

},
{

},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "importexport.amazonaws.com"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:CreateTopic",
"sns:GetTopicAttributes",
"sns:ListSubscriptionsByTopic",
"sns:ListTopics",
"sns:Subscribe",
"sns:SetTopicAttributes"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"snowball:*",
"importexport:*"
],
"Resource": "*"

12. [Apply Policy] (ポリシーの適用) を選択して新しいインラインポリシーを完了し、コンソールの
[Users] (ユーザー) ページに戻ります。
前述の手順は、Snowball コンソールでジョブを作成および管理できるユーザーを作成します。

Snowball 用の IAM ロールを作成する
IAM ロールは、Amazon S3 バケットに対する読み取りおよび書き込みのアクセス許可を付与されて、作成
されている必要があります。また、ロールには、Snowball との信頼関係も必要です。これによって、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 で Snowball 内のデータを Amazon S3 バケッ
トに書き込むことが可能になります。
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ときは、[Permission] (許可) セクショ
ンのステップ 4 で、必要な IAM ロールを作成します。このプロセスは自動で行われ、Snowball に許可さ
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れる 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、お客様のバケット
にデータを書き込む用途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、データのインポート先となる Amazon S3 バケットへの書き込み許可を持つ IAM ロー
ルが作成されます。作成した IAM ロールは、インポートジョブかエクスポートジョブかによって、次のい
ずれかの構造を持ちます。
インポートジョブ用の IAM ロール

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketPolicy",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:ListBucket",
"s3:HeadBucket",
"s3:PutObject",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:PutObjectAcl",
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::YourS3BucketARN",
"arn:aws:s3:::YourS3BucketARN/*"
]
}
]

{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
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}

]

}

"Service": "importexport.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"

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-1234efgh-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-1234efgh-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:GetObject",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketPolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::YourS3BucketARN",
"arn:aws:s3:::YourS3BucketARN/*"
]
}
]
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{

}

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

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-1234efgh-111111111111"
}

アクセスコントロール
IAM リソース所有者は、Snowball コンソール、Snowball、その他 Snowball の使用に関連するアセットへ
の、アクセスコントロールとセキュリティに責任を負います。これらのアセットには、Amazon S3 バケッ
ト、データ転送が経由するワークステーション、オンプレミスデータ自体などが含まれます。
場合によっては、Snowball を使用したデータ転送で使用するリソースへのアクセスコントロールの付与と
管理を当社がお手伝いできます。それ以外の場合は、アクセスコントロールに関する業界全体のベストプ
ラクティスに従うことをお勧めします。
リソース

説明

アクセスの制御方法

AWS Snow
ファミリーマ
ネジメントコン
ソール

AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール
とは、ジョブと呼ばれる個別の作業単位を使用し
て、オンプレミスのデータセンターと Amazon S3
の間のデータ転送を作成し管理する場所のことで
す。コンソールにアクセスするには、AWS Snow
ファミリーマネジメントコンソール を参照してく
ださい。

このリソースへのアクセス
は、IAM ユーザーを作成また
は管理することで制御します。
詳細については、「Snowball
用の IAM ユーザーを作成す
る (p. 88)」を参照してくださ
い。

Amazon S3 バ
ケット

Amazon S3 内のすべてのデータは、オブジェク
トと呼ばれる単位で保存されています。オブジェ
クトはバケットと呼ばれるコンテナに保存されて
います。Amazon S3 に送信するデータは、バケッ
トに保存する必要があります。

Amazon S3 バケットにデータを
インポートするには、インポー
トジョブを作成した IAM ユー
ザーが、Amazon S3 バケット
に対する読み取りおよび書き
込みのアクセス許可を持って
いる必要があります。Amazon
S3 バケットに対するユーザー
アクセス権の付与の詳細につ
いては、「」を参照してくださ
い。Amazon S3 がバケットオ
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リソース

説明

アクセスの制御方法
ペレーションのリクエストを許
可する方法そして例 1: バケッ
ト所有者にバケット権限を付与
するのAmazon Simple Storage
Service 開発者ガイド。

Snowball

Snowball は、物理的な耐久性に優れた、AWS
Key Management Service (AWS KMS) で保護さ
れている Amazon 所有のストレージデバイスで
す。AWS Snowball サービスでは、Amazon S3
とお客様のオンプレミスデータセンター間のデー
タ転送は、すべて Snowball を介して行われま
す。Snowball へのアクセスに使用できるのは、
データ転送ツールである Snowball クライアントの
みです。Snowball にアクセスするには、Snowball
クライアントがインストールされている、オンプ
レミスデータセンター内の物理ワークステーショ
ンに接続する必要があります。Snowball クライ
アントでは、 Snowball クライアントが Snowball
との通信を開始する際に使用するコマンドに、
ジョブマニフェストと解除コードを入力すること
で、Snowball にアクセスできます。

ジョブのマニフェストと
解除コードを慎重にディス
トリビューションすること
で、Snowball へのアクセスを制
御できます。

マニフェスト

マニフェストは暗号化ファイルであり、ジョブ
が [Processing] (処理中) 状況になった後に、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。マニフェストは解除コード
で復号します。Snowball クライアントを初めて起
動するときに、クライアントを介して Snowball に
両方の値を渡します。

ベストプラクティスとして、そ
のジョブのマニフェストと同
じロケーションに解除コード
のコピーを保存しないことをお
勧めします。別々に保存するこ
とで、許可されていない相手が
そのジョブに関連付けられた
Snowball にアクセスすることを
防げます。例えば、マニフェス
トのコピーをワークステーショ
ンに保存し、コードはワークス
テーションからのデータ転送を
実行する IAM ユーザーにメー
ルで送信します。この方法で
は、Snowball にアクセスできる
ユーザーを、ワークステーショ
ンに保存されたファイルにアク
セスできる個人およびその IAM
ユーザーの E メールアドレスに
制限できます。
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リソース

説明

アクセスの制御方法

解除コード

解除コードは 29 文字のコードで、25 個の英数字
と 4 つのハイフンで構成されます。このコード
は、クライアントを初めて起動する際、Snowball
クライアントを介して Snowball にマニフェスト
と一緒に渡されたとき、マニフェストを復号しま
す。ジョブが [AWS Snow ファミリーマネジメン
トコンソールPreparing Snowball] ステータスに
なると、 に解除コードが表示されます。また、
ジョブのマニフェストをダウンロードするときに
も、解除コードがダイアログボックスに表示され
ます。解除コードは画面表示のみで、ダウンロー
ドは行われません。

繰り返しになりますが、ベスト
プラクティスとして解除コー
ドのコピーをそのジョブのマ
ニフェストと同じロケーション
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、許
可されていない相手がそのジョ
ブに関連付けられた Snowball に
アクセスすることを防げます。
例えば、マニフェストのコピー
をワークステーションに保存
し、コードはワークステーショ
ンからのデータ転送を実行する
IAM ユーザーにメールで送信し
ます。この方法では、Snowball
にアクセスできるユーザーを、
ワークステーションに保存され
たファイルにアクセスできる個
人およびその IAM ユーザーの
E メールアドレスに制限できま
す。

Snowball 用 Amazon S3 API Adapter を使用した認可
Snowball 用 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。この許可は、ソースからアダプタに移動するデータを検証する
ためにのみ使用されます。暗号化と復号はすべて、ワークステーションのメモリ内で行われます。暗号化
されていないデータは、ワークステーションや Snowball には決して保存されません。
アダプタを使用する際、以下に注意してください。
• 署名を無効にできる - アダプタをワークステーションにインストールすると、snowball-adapter.config
ファイルを修正することで、署名を無効にできるようになります。このファイルは、/.aws/snowball/
config に格納されます。なお、デフォルトで、auth.enabled という名前の値が true に設定されま
す。この値を false に変更すると、署名バージョン 4 アルゴリズムを使用した署名が無効になりま
す。署名は、アダプタとデータストレージとの間のデータ移動が修正、変更されるのを防ぐため、署名
を無効にしたくない場合があるかもしれません。アダプタと通信するときに、HTTPS を有効にし、自分
の証明書を提供することもできます。こうするには、追加オプションでアダプタを起動します。詳細に
ついては、「Snowball 用 Amazon S3 Adapter のオプション (p. 72)」を参照してください。

Note
署名ソリューションにかかわらず、Snowball との間を行き来するデータは常に暗号化されま
す。
• 暗号化キーは、使用する AWS 認証情報に応じて変化しない – 署名バージョン 4 アルゴリズムを使用し
た署名は、ソースからアダプタに移動するデータを検証するためにのみ使用されます。Snowball のデー
タを暗号化するための暗号化キーには関係しません。
• あらゆる AWS プロファイルを使用できる - Snowball 用 Amazon S3 Adapter は、AWS に接続しなおし
て AWS 認証情報を検証することはありません。したがって、ワークステーションとアダプタ間を移動
するデータの署名には、アダプタを持つ AWS プロファイルはどれでも使用できます。
• Snowball にはいかなる AWS 認証情報も含まれない - Snowball へのアクセス管理と認可をオンプレミス
で管理できます。Snowball またはアダプタ上のソフトウェアにより、ユーザーともう一方の間でアクセ
スが区別されることはありません。Snowball、マニフェスト、および解除コードにアクセスできる人物
95

AWS Snowball ユーザーガイド
ログ記録とモニタリング

は、デバイスとそのすべてのデータに全面的にアクセスできることになります。そのため、Snowball に
は物理的アクセスとネットワークでアクセスするよう、検討することをおすすめします。

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
上で重要なパートです。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 は、AWS Snowball のユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行された
アクションの記録を提供します。CloudTrail で収集した情報を使用して、AWS Snowball に対して
行ったリクエスト、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 API コールのログ記
録 (p. 102)」を参照してください。

AWS Snowball のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA など複数の AWS コンプライアンスプログ
ラムの一環として AWS Snowball のセキュリティとコンプライアンスを評価します。
特定のコンプライアンスプログラムの範囲内の AWS サービスのリストについては、「コンプライアンス
プログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。一般的な情報については、「AWS
コンプライアンスプログラム」を参照してください。
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 にレポートをダウンロードする」を参照してください。
使用時のコンプライアンスの責任AWS Snowballは、組織のデータの機密性や組織のコンプライアンス目
的、適用可能な法律、規制によって決定されます。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焦点を当てたベースライン環
境を AWS にデプロイするための手順を示します。
• Architecting for HIPAA Security and Compliance Whitepaper (HIPAA のセキュリティとコンプライアンス
のためのアーキテクチャの設計に関するホワイトペーパー) - このホワイトペーパーは、企業が AWS を
使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。
• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や所在
地に適用される場合があります。
• AWS Config - この AWS サービスでは、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対するリ
ソースの設定の準拠状態を評価します。
• AWS Security Hub - この AWS サービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示しており、セ
キュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

耐障害性
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
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ワークで接続されている物理的に独立・隔離された複数の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よりも可用性、耐障害性、および拡張性が優
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。

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として、AWS Snowballによって保護されているAWSで説明されているグローバル
ネットワークセキュリティ手順Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホワイトペーパー。
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。当社では TLS
1.2 以降の使用を推奨しています。クライアントは、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve
Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用する暗号スイートをサ
ポートする必要もあります。これらのモードは、Java 7 以降など、ほとんどの最新システムでサポートさ
れています。
これに加えて、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たシークレットアク
セスキーを使用して署名される必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用
して、一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
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AWS Snowball でのデータ検証
以下では、Snowball でのデータ転送の検証方法と、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. 98)
• 一般的な検証エラー (p. 98)
• Snowball へのデータ転送中の手動検証 (p. 99)
• Amazon S3 内にインポートした後の Snowball でのデータの手動検証 (p. 100)

転送されたデータのチェックサムの検証
Snowball クライアントまたは Snowball 用 Amazon S3 Adapter のオプション を使用して、ローカルの
データソースから Snowball にファイルをコピーすると、いくつか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。これらのチェックサムは表示されることがなく、ダウンロードすることもできません。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するために使用され、データが正しくコピーされたことを
確認します。
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。

一般的な検証エラー
検証エラーが発生する場合があります。検証エラーが発生するたびに、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をコピーしようとしている。
• 変更中のファイルをコピーしようとしている。これは検証エラーにはなりませんが、転送の最後に
チェックサムが一致しなくなります。
• 合計サイズが 5 TB を超えるファイルをコピーしようとしている。
• 512 GB を超えるサイズのファイル部分をコピーしようとしている。
• データストレージ容量が既に満杯になっている Snowball にファイルをコピーしようとしている。
• 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 にファイルをコピーし
ようとしている。
これらの検証エラーのいずれかが発生するたびに、ログに記録されます。検証に失敗したファイルと失敗
した理由は、以下のセクションで説明する方法に従って手動で確認できます。
• Snowball へのデータ転送中の手動検証 (p. 99) – Snowball がオンプレミスにある間に失敗したファイ
ルをチェックする方法の、要点を説明します。
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• Amazon S3 内にインポートした後の Snowball でのデータの手動検証 (p. 100) – Amazon S3 にジョブ
をインポートした後に失敗したファイルをチェックする方法の、要点を説明します。

Snowball へのデータ転送中の手動検証
手動検証を使用してデータが正常にデバイスに転送されたことを確認できます。また、手動検証を使用し
て、データを転送しようとしてエラーが発生するかどうかを確認することもできます。次のセクションで
は、Snowball のデータを手動検証する方法について説明します。
失敗したファイルのログのチェック — Snowball クライアント
Snowball クライアントの copy コマンドを実行すると、Snowball に転送できなかったファイルを示すロ
グが生成されます。データ転送中にエラーが発生した場合は、失敗したファイルのログのパスがターミナ
ルに表示されます。このログはカンマ区切り値 (.csv) ファイルとして保存されます。オペレーティングシ
ステムに応じて、このログの生成先は以下のいずれかとなります。
• Windows – C:/Users/<username>/AppData/Local/Temp/snowball-<random-characterstring>/failed-files
• Linux – /tmp/snowball-<random-character-string>/failed-files
• Mac – /var/folders/gf/<random-character-string>/<random-characterstring>/snowball-7464536051505188504/failed-files
Snowball クライアントの copy コマンドの --verbose オプションを使用します。
Snowball クライアントの copy コマンドを実行するときは、--verbose オプションを使用する
と、Snowball に転送されるすべてのファイルを一覧表示できます。Snowball に転送されたコンテンツ
は、このリストを使って検証します。
ログのチェック — Snowball 用 Amazon S3 Adapter
Amazon S3 Adapter for Snowball を実行して AWS CLI でデータをコピーすると、ログが生成されます。
これらのログは、ファイルシステムに応じて以下の場所に保存されます。
• Windows – C:/Users/<username>/.aws/snowball/logs/
snowball_adapter_<year_month_date_hour>
• Linux – /home/.aws/snowball/logs/snowball_adapter_<year_month_date_hour>
• Mac – /Users/<username>/.aws/snowball/logs/
snowball_adapter_<year_month_date_hour>
--stopOnError コピーオプションの使用
Snowball クライアントで転送している場合は、このオプションを使用して、ファイルの失敗時に転送プロ
セスを停止できます。このオプションでは、障害が発生するたびにコピーが停止されるため、コピーオペ
レーションを続行する前にその障害に対処できます。詳細については、「snowball cp コマンドのオプショ
ン (p. 64)」を参照してください。
Snowball クライアントの Validate コマンドを実行する
Snowball クライアント の snowball validate コマンドでは、Snowball のファイルが Snowball にすべ
て正常にコピーされたことを検証できます。パスを指定した場合は、そのパスが指しているコンテンツと
そのサブディレクトリを検証します。このコマンドは、現在転送プロセスの途中にあるファイルを、転送
ステータスが未完了であるファイルとしてリストします。検証コマンドの詳細については、「Snowball ク
ライアントの Validate コマンド (p. 63)」を参照してください。
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Amazon S3 内にインポートした後の Snowball での
データの手動検証
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、「コンソールのジョブ完了レポートおよびログの取得 (p. 47)」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 .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、「https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/s3/
sync.html」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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Snowball の通知
Snowball は、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) で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 SNS を使用した SMS 通知の送受信」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 API コールのログ記録
AWS Snowball アプライアンスは、AWS Snowball のユーザー、ロール、または AWS のサービスに
よって実行されたアクションを記録するサービス、AWS CloudTrail と統合されています。CloudTrail
は、AWS Snowball 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 コンソールの呼び出しと、AWS Snowball API オペレーションへのコード呼び
出しが含まれます。証跡を作成する場合は、AWS Snowball のイベントなど、Amazon S3 バケットへの
CloudTrail イベントの継続的な配信を有効にすることができます 証跡を設定しない場合でも、CloudTrail
コンソールの [Event history] (イベント履歴) で最新のイベントを表示できます。CloudTrail で収集した情
報を使用して、AWS Snowball に対して行ったリクエスト、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。
CloudTrailの詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

AWS SnowballCloudTrail での 情報
CloudTrail は、アカウント作成時に AWS アカウント で有効になります。AWS Snowball でアクティビ
ティが発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴) の他の AWS のサービスのイベ
ントとともに CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベントは、 で表示、検索、ダウンロードでき
ますAWS アカウント 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 のイベントなど、AWS アカウント のイベントの継続的な記録については、証跡を作成し
ます。証跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、
コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべてのAWSリージョンに適用されます。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、CloudTrail・ログで収集したイベントデータをより詳細
に分析し、それに基づく対応するためにその他の AWS サービスを設定できます。詳細については、AWS
CloudTrail ユーザーガイドの次のトピックを参照してください。
• 追跡を作成するための概要
• CloudTrailのサポート対象サービスと統合
• Amazon SNSのCloudTrailの通知の設定
• 複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取るおよび複数のアカウントから CloudTrail 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 Snowball API リファレンスに記載されており、CloudTrail によっ
て記録されますが、以下の例外があります。
• 顧客の機密情報を保護するために、CreateAddress オペレーションはログに記録されません。
• 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。
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。同一性情報は以下
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.
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• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーの一時的なセキュリティ認証情報で行われたか。
• リクエストが、別の AWS サービスによって送信されたかどうか。
詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドの CloudTrail userIdentity エレメントを参照してくださ
い。

AWS Snowball 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するように設定できるもの
です。CloudTrailのログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。イベントはあらゆるソー
スからの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラ
メータなどの情報が含まれます。CloudTrail・ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられた
スタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。
次の例では、DescribeJob オペレーションを示す CloudTrail ログエントリについて説明します。

{

]}

}

{"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 の仕様
次の表は、Snowball アプライアンスのハードウェア仕様を示したものです。
項目

仕様

ストレージキャパシティ

Snowball が 50 TB の場合、使用可能な領域は 42 TB です。Snowball が 80
TB の場合、使用可能な領域は 72 TB です。

オンボード I/O 10 ギガ
ビットインターフェイス

Snowball はそれぞれ、RJ45 (Cat6)、SFP+ 銅、SFP+ 光をサポートします。

ケーブル

各 Snowball には、RJ45 ケーブルおよび SFP+ 銅ケーブルが同梱されていま
す。SFP+ 光の場合、いずれかの SFP+ ポートの SFP + 光学アダプターに、
お客様が用意したケーブルを接続して使用する必要があります。

熱要件

Snowball はオフィスでのオペレーション用に設計され、データセンター業務
に最適です。

デシベル出力

Snowball の動作音は平均して 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。

[Weight] (重量)

47 ポンド (21.3 Kg)

高さ

19.75 インチ (501 mm)

幅

12.66 インチ (320 mm)

長さ。

21.52 インチ (548 mm)

Power

米国地域: NEMA 5～15p、100～220 ボルト。すべてのリージョンにおい
て、コードが同梱されます。

消費電力

200 ワット。

電圧

100 ～ 240V AC

[Frequency] (頻度)

47/63 Hz

電力変換効率

80 ～ 84% (25C 時)、230VAC

温度範囲

0 ～ 40°C (運用時)

非運用時高度

指定されていません

運用時高度

0 ～ 3,000m (0 ～ 10,000 フィート)

サポートされているネットワークハードウェア
Snowball の背面パネルを開くと、次の写真に示すネットワークポートが見えます。
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これらのポートは、次のネットワークハードウェアをサポートしています。
1. 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。
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、データ転送の時
間が著しく増加するため、Snowball デバイスへの大規模データ転送での使用は推奨されません。
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。最大動作長さが328フィート（100メートル）
のCat6A UTPケーブルが必要です。

2. SFP+
このポートは、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 SFP+ 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。その例を以下に示します。
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• 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

3. SFP+
このポートは、LC コネクターを使用してマルチモードファイバー光メディアを使用する SFP+ インター
フェイスおよび 10Gbase-SR トランシーバーを提供します。

ワークステーションの仕様
ワークステーションはマウントされたデータソースをホストするコンピューター、サーバー、または仮想
マシンです。このワークステーションに Snowball を接続してデータを転送します。ワークステーション
が Snowball とデータソース間のデータ転送のボトルネックになると考えられるため、ワークステーショ
ンには、プロセス、メモリ、ネットワーキングの高レベルの要求に応える強力なコンピューターを使用す
ることを強くお勧めします。
データの転送中は、ワークステーションを Snowball クライアントまたは Snowball 用 Amazon S3 Adapter
のタスク実行専用コンピュータにすることをお勧めします。暗号化の実行などメモリに負担がかかるタス
ク用に、クライアントの各インスタンスまたはアダプターには、最大 7 GB の専用 RAM が必要です。
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Note
Snowball に入出力するデータを転送するために使用するワークステーション向けに､強力なコ
ンピュータのための厳格なハードウェア仕様が搭載されています。これらのハードウェア仕様
は、主としてサービスのセキュリティ要件に基づいています。データが Snowball に転送される
と、ファイルはワークステーションのメモリにロードされます。このファイルは、メモリに保
存されている間、Snowball クライアントまたは Snowball 用の Amazon S3 Adapter で完全に暗
号化されます。ファイルが暗号化されると、暗号化されたファイルのチャンクが Snowball に送
信されます。データがディスクに保存されることはありません。データはすべてメモリに保持さ
れ、暗号化されたデータのみが Snowball に送信されます。メモリへのロード、暗号化、チャン
ク、Snowball への送信などこれらのステップには、CPU とメモリが、ともに大量に必要になり
ます。
次の表で、ワークステーションの推奨仕様を概説します。
項目

推奨仕様

処理能力

16 コア CPU

メモリ

16 ギガバイトの RAM

Important
snowball cp コマンドの実行などメモリに負担がかかるタスク用
に、クライアントで実行中の各インスタンスやアダプターには、最
大 7 GB の専用 RAM が必要です。
Microsoft Windows サ
ポート (64 ビットのみ)

• Windows 7

Mac サポート

Mac OS X バージョン 10.10 以上。

Linux サポート (64 ビッ
トのみ)

• Ubuntu バージョン 12 以上

ユーザーインターフェイ
スのサポート

• キーボード

ネットワーク I/O のサ
ポート

• RJ45

• Windows 8
• Windows 10

• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) バージョン 6 以上
• マウス
• モニタリング
• SFP+ 銅
• SFP+ 光
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AWS Snowball のクォータ
ここでは、AWS Snowball (Snowball) を使用する場合の制限について説明します。

Important
Snowball を使用して Amazon Simple Storage Service 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
ができます。

AWS Snowball のリージョン別の制限
AWS Snowball サービスには 2 つのデバイスタイプ (標準 Snowball と Snowball Edge) があります。次の
表に、これらのデバイスを利用できるリージョンを示します。

Note
現在お読みになっているこのガイドは、50 TB または 80 TB のストレージ容量を持つ Snowball
を対象としています。Snowball Edge のドキュメントをお探しの場合は、『』を参照してくださ
い。AWS Snowball Edgeデベロッパーガイド。
Region

Snowball の可用性

Snowball Edge の可用性

米国東部 (オハイオ)

50 TB および 80 TB

100 TB

米国東部(バージニア北部)

50 TB および 80 TB

100 TB

米国西部 (北カリフォルニア)

50 TB および 80 TB

100 TB

米国西部 (オレゴン)

50 TB および 80 TB

100 TB

カナダ (中部)

80 TB のみ

100 TB

アジアパシフィック (ムンバイ)

80 TB のみ

100 TB

アジアパシフィック (シンガポー
ル)

80 TB のみ

100 TB

アジアパシフィック (シドニー)

80 TB のみ

100 TB

アジアパシフィック (東京)

80 TB のみ

100 TB

欧州 (フランクフルト)

80 TB のみ

100 TB

欧州 (アイルランド)

80 TB のみ

100 TB

欧州 (ロンドン)

80 TB のみ

100 TB

南米 (サンパウロ)

80 TB のみ

100 TB

AWS Snowball のジョブの制限
AWS Snowball のジョブ作成には、次の制限があります。
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• セキュリティのため、データ転送は Snowball の準備完了後 90 日以内に終わらせる必要があります。
• 現在、AWS Snowball Edgeデバイスは、お客様が用意したキーを使用したサーバー側の暗号化 (SSEC) はサポートされていません。AWS Snowball Edgeデバイスは、Amazon S3 で管理された暗号化キー
(SSE-S3) を使用したサーバー側の暗号化と、でのサーバー側の暗号化がサポートされています。AWS
Key Management Service— マネージドキー (SSE-KMS)。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。
• 米国リージョンでは、Snowball の容量は 2 サイズがあります。50 TB および 80 TB その他のリージョ
ンで利用できるのは 80 TB Snowball のみです。Snowball をデータのインポートに使用し、単一の
Snowball 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 を使用できます。
• 一度に使用できる Snowball の数のデフォルトのサービス制限は、1 です。サービス制限を増加するに
は、AWS Support までお問い合わせください。
• Snowball に転送されたオブジェクトは、すべてメタデータが変更されます。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]

Snowball でのオンプレミスデータの転送の制限
以下は、オンプレミスの Snowball 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、コピーされる間、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。
• ジャンボフレームはサポートされません つまり、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
\) は転送されないのでご注意ください。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。
• AWS CLI で Amazon S3 Adapterを使用してデータを転送するときは、cp コマンドの --recursive
オプションは、Snowball へのデータのアップロードのみでサポートされ、Snowball からのデータの転
送ではサポートされませんのでご注意ください。
• マルチパートデータ転送を使用した場合の最大パートサイズは 512 メガバイト (MB) です。

Snowball の配送の制限
Snowball のジョブの配送には次の制限があります。
• AWS では Snowball の私書箱への配送は取り扱っていません。
• AWS は、たとえば、欧州 (アイルランド) から欧州 (フランクフルト) へ、アジアパシフィック (ムンバ
イ) からアジアパシフィック (シドニー) へ、など米国以外の地域間では Snowball を配送しません。
• ジョブ作成時に指定された国以外の住所に Snowball を移動させることは許可されておらず、AWS サー
ビス条件の違反となります。
配送の詳細については、「AWS Snowball の配送についての考慮事項 (p. 78)」を参照してください。

インポート用に返却された Snowball の処理の制限
返却された Snowball を当社の Snowball ステーションに接続してインポートするには、デバイスが以下の
条件を満たしている必要があります。
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• Snowball デバイスが侵害されていないこと。前面と背面の 2 つのアクセスパネルを除き、どのような理
由でも Snowball を開かないでください。
• デバイスが物理的に破損していないこと。Snowball の 2 つのパネルを、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止することができます。
• Snowball の E Ink ディスプレイが表示可能であり、Snowball へのお客さまのデータ転送が完了したとき
に自動的に生成された返却ラベルが表示されていること。

Note
返却された Snowball で上記の要件を満たしていないものは、すべて作業を実行せずに消去されま
す。
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標準 Snowball のトラブルシューティ
ング
デバイスの識別方法
Snowball デバイスには、Snowball と Snowball Edge の 2 種類があります。手元にあるのがどちらのタイ
プのデバイスかわからない場合は、「AWS Snowball デバイスの相違点 (p. 3)」を参照してください。

接続の問題のトラブルシューティング
Snowball に接続する際に発生す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 では、1 秒あたり 100 メガバイトの速度で動作するルーターとスイッチは使用できません。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。
• デバイスとの間で正常でない接続エラーが発生した場合は、Snowball の電源をオフにしてすべてのケー
ブルを取り外し、10 分間ほど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。
• Snowball デバイスのネットワーク接続が、ウイルス対策ソフトウェアやファイアウォールでブロックさ
れていないことを確認します。
• LCD ディスプレイで [Appliance timed out (アプライアンスがタイムアウトしました)] というエラーが表
示された場合は、すべてのケーブルを抜き、アプライアンスを 10 分間そのままにした後、再接続して
もう一度開始します。
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 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 と
8080 でデバイスをテストします。ポート 22 をテストして、Snowball が正常に動作しているかどうかを
判断します。ポート 8080 をテストして、デバイスから 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 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。
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データ転送の問題のトラブルシューティング
Snowball と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、AWS Snowball のパフォーマン
ス (p. 39) で転送パフォーマンスの改善に関する推奨事項とガイダンスを参照してください。Snowball と
のデータ転送で発生す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 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。Snowball へのデータ転送に問
題が発生した場合は、Snowball のルートフォルダではない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。
• セキュリティのため、データ転送は Snowball の準備完了後 90 日以内に終わらせる必要があります。90
日を過ぎると、Snowball がロックされ、それ以上はオンプレミスのデータ転送をできなくなります。
データ転送中に Snowball がロックされた場合は、Snowball を返却し、新しいジョブを作成して残りの
データを転送します。インポートジョブ中に Snowball がロックされた場合でも、引き続き Snowball 内
の既存のデータを Amazon S3 に転送することができます。
• Snowball 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.jpg
pictures

15 文字
sunflower-1.jpg

receipts.csv MyTaxInfo

47 文字
/Users/
Eric/
Documents/2016/
January/

bhv.1

135 文字
/.VfV/
FqGC3QN
$7BXys3KHYePfuIOMNjY83dVx
ugPYlxVg/
evpcQEJLT/
rSwZc
$MlVVf/
$hwefVISRqwepB
$/BiiD/PPF
$twRAjrD/
fIMp/0NY

$7$zWwwXKQj$gLAOoZCj$r8p

キーの長さが 933 バイトを超えると、オブジェクトを Snowball にコピーしようとしたときに次のエ
ラーメッセージが表示されます。
Failed to copy the following file: <Name of object with a keylength over 933 bytes>
PARENT_NOT_FOUND:

このエラーメッセージが表示された場合は、オブジェクトのキー長を短くすることで問題を解決できま
す。
• Linux を使用していて、UTF-8 文字を含むファイルを Snowball にアップロードできない場合は、Linux
ワークステーションで 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 ワークステーションにインストールし、en_US.UTF-8 のように
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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。
• Snowball 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、当社までぜひご連絡ください。ログ
のコピーを作成し、発生した問題の簡単な説明を添えて AWS Support サポートまでお問い合わせくださ
い。ログの詳細については、Snowball のログ (p. 67) を参照してください。

AWS CLI の問題のトラブルシューティング
Snowball と AWS CLI を使用する場合、次のトピックを使用して、問題を解決します。

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 を操作するときに、"Profile cannot be null" というエラーメッセージが表示される可能
性があります。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た場合
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。

クライアントの問題のトラブルシューティング
Snowball クライアントに関す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 の使用中に問題が発生したときは、コマンド snowball help を入力すると、そのツールで
利用できるすべてのアクションが一覧表示されます。
• Snowball クライアントでは同時に複数のインスタンスを実行できますが、クライアントの各インスタン
スには、メモリに負担がかかるタスク (snowball cp コマンドの実行など) の場合、最大 7 GB の専用
RAM が必要になります。ワークステーションのメモリが不足している場合に Snowball クライアントを
実行すると、Java OutOfMemoryError 例外が返され、ターミナルウィンドウに表示されます。この問
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題は、ワークステーションのリソースを解放するか、ワークステーションのメモリ量を増やして、もう
一度 Snowball タスクを実行することで解決できます。
• Microsoft Windows Server を実行している PC のクライアントを使って、Snowball との間でデータを転
送している最中に、何か問題が発生した場合は、Windows の Data Deduplication 機能に原因がある可能
性があります。Data Deduplication 機能がオンになっている場合は、代わりに Snowball 用 Amazon S3
Adapter と AWS CLI を使用してデータを転送することをお勧めします。詳細については、「Snowball
用 Amazon S3 Adapter を使用したデータ転送 (p. 68)」を参照してください。

Snowball クライアント検証に関する問題のトラブル
シューティング
データを転送する際、コピーオペレーションはまずコピーする各ファイルのメタデータの事前検証を行い
ます。次の属性のいずれかがファイルのメタデータについて真であった場合、コピーオペレーションは
ファイルを転送する前に停止します。
• ファイルのサイズが 5 TB を超える - Amazon S3 のオブジェクトは 5 TB 以下である必要があります。5
TB を超えるファイルは Snowball に転送できません。この問題が発生した場合は、ファイルを 5 TB 以
下に分割するか、圧縮して 5 TB の制限以内に収めるか、その他の方法でファイルのサイズを軽減して
から再試行してください。
• ファイルがシンボリックリンクであり、別のファイルまたはディレクトリへの参照のみが含まれる - シ
ンボリックリンク (またはジャンクション) は Amazon S3 に転送できません。
• ファイルにアクセスするためのアクセス権限に問題がある - たとえば、 Snowball クライアントにある
ファイルを読み取ろうとして、ユーザーにそのファイルに対する読み取りアクセス権限がない場合など
です。権限の問題はプリチェック失敗につながります。
• オブジェクトキー長が大きすぎる – オブジェクトキーの長さが 933 バイトを超える場合、プリチェック
は失敗します。
転送できないファイルのリストについては、データのコピーが開始される前にターミナルを確認して
ください。また、このリストは <temp directory>/snowball-<random-character-string>/
failed-files ファイルでも確認できます。このファイルはワークステーションの Snowball クライアン
トフォルダに保存されています。Windows の場合、この一時ディレクトリは C:/Users/<username>/
AppData/Local/Temp にあります。Linux および Mac の場合、この一時ディレクトリは /tmp にありま
す。
snowball validate コマンドを実行しているときにエラーを発見した場合、転送できなかったファイル
を特定し、エラーメッセージで報告された問題を解決します。その後、ファイルを再度転送します。認証
コマンドが失敗し、同じエラーメッセージが出された場合、オペレーションを強制的にコピーして無効な
ファイルを上書きするために、–f オプションを snowball cp コマンドで使用できます。

Snowball クライアントでの Java ヒープエラー
いくつかの状況で、Snowball クライアントで Java ヒープエラーが発生する可能性があります。
• データの転送に使用している物理ワークステーションが、ハードウェアの最小仕様要件を満たさない場
合
• Java ベースのリソースに問題が発生した場合。
実行するアクション
ワークステーションが推奨されるハードウェア仕様を満たしていることを確認します。詳細については、
「ワークステーションの仕様 (p. 106)」を参照してください。VM はワークステーションとしての使用がサ
ポートされていません。
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Snowball クライアントは Java アプリケーションであるため、ワークステーションがハードウェアの最小
要件を満たしていながら、この問題が発生する場合は、他のオプションがあります。これらについては、
以下で説明しています。

Important
これらは高度なトラブルシューティングのステップです。処理方法が不明な場合は、AWS
Support までお問い合わせください。
• 次の例にあるように、アプリケーションで使用できる専用の物理メモリの量に基づいて -w オプション
を使用して、コマンドに関連付けられたワーカースレッドの数を増やせます。
snowball -w 20 cp [source] [destination] —-recursive

• Java ヒープのサイズは、Snowball クライアントのバッチファイル自体を編集することで、更新できま
す。アプリケーションで使用できる専用の物理メモリの量と、これによって増やせる正確なメモリ量を
知っている場合にのみこのアクションを実行することをお勧めします。

Snowball クライアントのバッチファイルを編集するには
1.

ターミナルウィンドウを開き、Snowball クライアントを停止します。

2.

snowball.bat ファイルに移動します。Windows では、デフォルトでは、このファイルは次のパ
ス C:\Program Files (x86)\SnowballClient\bin に保存されます。

3.

snowball.bat ファイルを開き、アプリケーションで使用できる専用の物理メモリの量に基づいて
-Xmx7G 値を 7 から大きな数値に上げます。

4.

ファイルを保存して、Snowball クライアントを再起動する

アダプタ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 用 Amazon S3 Adapter で発生した問題を解決します。

Snowball にアダプタを接続できない
場合によっては、アダプタを Snowball に接続できなくなることがあります。この場合、次の点に注意し
てください。
• 解除コマンドを実行したターミナルセッションは、接続を確立するために開いたままにする必要があり
ます。接続のコマンドを開始するには、セカンダリターミナルウィンドウを開きます。
• アダプタエンドポイントは、Snowball の IP アドレスではなく、アダプタがインストールされている
ワークステーションの IP アドレスを使用します。

アダプタの認証情報が見つからない
AWS CLI を使用して Snowball 用 Amazon S3 Adapter 経由で Snowball と通信している場合、Unable to
locate credentials. You can configure credentials by running "aws configure". と
いうエラーメッセージが表示される場合があります。
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 Command
Line Interface ユーザーガイド の Configuring the AWS Command Line Interface を参照してください。
115

AWS Snowball ユーザーガイド
インポートジョブの問題のトラブルシューティング

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 の新しいジョブが必要にな
る可能性があります。
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 の新しいジョ
ブ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.
2.
3.

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、「コンソールのジョブ完了レポートおよびログの取
得 (p. 47)」を参照してください。
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。
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。
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AWS Snowball のジョブ管理 API リ
ファレンス
AWS Snowball のジョブ管理 API は、HTTP (RFC 2616) に基づくネットワークプロトコルです。この
RFC の詳細については、IETF ウェブサイトの「HTTP (RFC 2616)」を参照してください。ジョブ管理
API を呼び出すときは、ジョブを管理する AWS リージョン の、リージョン固有のジョブ管理 API エンド
ポイントに、HTTP リクエストを送信します。API は、HTTP リクエスト/応答本文に JSON (RFC 4627)
ドキュメントを使用します。

Note
ジョブのリストまたはアドレスの説明のために米国リージョン内で作成された API コールは、各
アカウントに米国内のすべてのジョブまたはアドレスを返します。
Snowball 用ジョブ管理 API は RPC モデルです。このモデルでは、オペレーションの固定のセットがあ
り、各オペレーションの構文は、事前に操作しなくてもクライアントに知られています。次では、理論上
の RPC 表記で、オンライン上に表示されないオペレーション名を使用した、各 API オペレーションの説
明をご覧いただけます。各オペレーションでは、トピックが HTTP リクエスト要素のマッピングを指定し
ます。
リクエストのメソッド (GET、PUT、POST、DELETE) とリクエスト URI が一致するさまざまなパターン
の組み合わせにより、所定のリクエストマップが定義されている、特定のジョブ管理オペレーション。オ
ペレーションが PUT または POST の場合、Snowball はリクエストボディ中の Request-URI パスセグメン
ト、クエリパラメーター、JSON オブジェクトから呼び出しの引数を引き出します。
CreateJob のようなオペレーション名はオンラインには表示されませんが、これらのオペレーション名
は AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーにとって意味があります。オペレーション名は、
コマンドラインツールのコマンドと AWS SDK API の要素に名前を付けるためにも使用されます。たとえ
ば、AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンド create-job は CreateJob オペレーションに
マッピングされます。オペレーション名は、Snowball API コールの CloudTrail ログ内にも表示されます。
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。

Note
ジョブ管理 API は、AWS Snow ファミリーマネジメントコンソール で利用できる、同じ機能へ
のプログラム上のアクセスを提供します。この機能は Snowball 用のジョブを作成し、管理しま
す。Snowball アプライアンスを使って実際にデータをローカルで転送するには、Snowball クラ
イアントまたは Snowball 用 Amazon S3 Adapter を使用する必要があります。詳細については、
「Snowball を使ったデータ転送 (p. 56)」を参照してください。

API エンドポイント
API エンドポイントは、API コールのために HTTP URI でホストとして使用する Domain Name Service
(DNS) 名です。これらの API エンドポイントはリージョン固有で、次の書式が使用されます。
snowball.aws-region.amazonaws.com

たとえば、米国西部 (オレゴン)リージョンの Snowball API エンドポイントは次のとおりです。
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snowball.us-west-2.amazonaws.com

Snowball がサポートする AWS リージョン (ジョブを作成および管理できる場所)のリストについて
は、AWS全般のリファレンスの「AWS Import/Export 」を参照してください。
リージョン固有の API エンドポイントは、API コールを作成したときにアクセスできる Snowball リソー
スの範囲を定義します。たとえば、前述のエンドポイントを使用して ListJobs オペレーションを呼び出
す際、アカウントで作成された米国西部 (オレゴン)リージョン内のジョブのリストを取得します。

API バージョン
使用される API のバージョンは、リクエスト URI の最初のパスセグメントにより特定されます。この形式
は ISO 8601 の日付になります。ドキュメントでは、API バージョン 2016-06-30 について説明されていま
す。

API のアクセス許可ポリシーの参照
Snowball のジョブ管理 API でジョブを作成するには、次のポリシーが必要です。
ジョブを作成するためのロールの信頼ポリシー
ジョブ管理 API を使用してジョブを作成するには、以下の信頼ポリシーが必要です。
{

}

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

Note
信頼ポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールの修正」を参照してください。
インポートジョブを作成するためのロールポリシー
インポートジョブを作成するには、以下のロールポリシーが必要です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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},
{

},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucketMultipartUploads"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketPolicy",
"s3:PutObject",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"snowball:*"
],
"Resource": [
"*"
]

エクスポートジョブを作成するためのロールポリシー
エクスポートジョブを作成するには、以下のロールポリシーが必要です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"snowball:*"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

ジョブ作成のための Amazon S3 バケットポリシープリンシパル
Snowball と一緒に使用する Amazon S3 バケットに、引受ロールのロールセッション名の一覧化を求める
バケットポリシーがある場合、AWSImportExport-Validation を特定するポリシーでプリンシパルを
指定する必要があります。次の Amazon S3 バケットポリシーはその方法の例を示しています。
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Example
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "Allow AWS Snowball To Create Jobs",
"Effect": "Deny",
"NotPrincipal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:role/rolename",
"arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/rolename/AWSImportExport-Validation",
"arn:aws:iam::111122223333:root"
]
},
"Action": "S3:*",
"Resource": ["arn:aws:s3:::examplebucket/*"]
}

}

このポリシーの例では、NotPrincipal エレメント内で指定されているプリンシパルを除くすべてのプリ
ンシパルによるアクセスを拒否します。NotPrincipal の使用方法の詳細については、IAM ユーザーガイ
ドの NotPrincipal を参照してください。

関連トピック
• AWS Snowball API リファレンス

120

AWS Snowball ユーザーガイド

ドキュメント履歴
• API バージョン: 最新
• ドキュメント最新更新日: 2018 年 7 月 11 日
次の表は、AWS Snowball の最終リリース後、2018 年 7 月より後にドキュメントに行われた重要な変更の
一覧です。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。

Note
今後は、第 1 世代の 80 TB Snowball デバイスはご使用いただけません。データ転送ジョブには
Snowball Edge Storage Optimized デバイスを使用します。
変更

説明

日付

トラブルシューティングに関す
るコンテンツの改善 (p. 121)

トラブルシューティングに関する 2018 年 7 月 11 日
章を更新し、再構成しています。

次の表は、AWS Snowball の最終リリースから 2018 年 7 月までにドキュメントに行われた重要な変更の
一覧です。
変更

説明

変更日

インドでのキャリ
ア変更

インドのキャリアが Blue Dart になりました。詳細について
は、「AWS Snowball の配送についての考慮事項 (p. 78)」を
参照してください。

2018 年 4 月 4 日

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、AWS Snowball の配送につい
ての考慮事項 (p. 78) を参照してください。

2018 年 3 月 1 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、AWS Snowball の配送についての考慮事項 (p. 78) を参照
してください。

2017 年 12 月 18
日

小さいファイルの
転送速度の向上

Snowball クライアントコピーコマンドの --batch オプショ
ンを使用すると、小さなファイルが自動的にバッチ処理さ
れ、転送速度が向上します｡ Amazon S3 へのインポート処
理中に、バッチ内のすべてのファイルが自動的に解凍され
ます。詳細については、「snowball cp コマンドのオプショ
ン (p. 64)」を参照してください。

2017 年 11 月 14
日

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 (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、「AWS Snowball の配送に
ついての考慮事項 (p. 78)」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 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、「AWS Snowball の配送についての
考慮事項 (p. 78)」を参照してください。

2017 年 8 月 8 日
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変更

説明

変更日

新たにサポート
された AWS リー
ジョン

AWS Snowball 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、「AWS Snowball の配送についての考
慮事項 (p. 78)」を参照してください。

2017 年 6 月 29 日

ドキュメントの更
新

右側のナビゲーションが更新されて見やすさと一貫性が向上
し、リージョン別の制限のセクションが追加されました。

2017 年 5 月 8 日

Hadoop Distributed
File System
(HDFS) カスタム設
定ファイルの読み
取りがサポート対
象となりました。

Snowball クライアントの cp コマンドで、新しい -hdfsconfig オプションを使用して、HDFS カスタム設定
XML ファイルの場所を指定できるようになりました。

2017 年 2 月 8 日

Hadoop Distributed
File System
(HDFS) クラスター
(バージョン 2.x)
からのデータのイ
ンポートがサポー
ト対象となりまし
た。

Snowball を通じて、HDFS クラスター (バージョン 2.x) から 2016 年 9 月 30 日
Amazon S3 にデータをインポートできるようになりました。

プログラムのジョ
ブ管理とデータ転
送がサポート対象
となりました。

ジョブをプログラム上で管理し、Snowball でデータを転
送できるようになりました。ジョブ管理 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。Snowball 用 Amazon S3 Adapter を使用して Amazon
S3 REST API アクションを呼び出し、Snowball でデータを
転送する方法の詳細については、Snowball 用 Amazon S3
Adapter を使用したデータ転送 (p. 68) を参照してください。

2016 年 8 月 11 日

Snowball が、欧州
連合 (EU) の欧州
(フランクフルト)
から利用できるよ
うになりました。

欧州 (フランクフルト)AWS Management Console からジョ
ブを作成し管理できるようになりました。詳細については、
「AWS Snowball の配送についての考慮事項 (p. 78)」を参照
してください。

2016 年 7 月 25 日

Snowball がインド
で使用できるよう
になりました。

Snowball が、アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン
で利用できるようになりました。詳細については、「AWS
Snowball の配送についての考慮事項 (p. 78)」を参照してく
ださい。

2016 年 6 月 27 日

Snowball が、新し
い AWS リージョ
ン で利用できるよ
うになり、新しい
ストレージ容量オ
プションが追加さ
れました。

Snowball が次のリージョンで利用できるようになりました。
米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (オレゴン)、米国西
部 (オレゴン)、米国西部 (オレゴン)、米国西部 (オレゴン)、
米国西部 (オレゴン)、米国西AWS GovCloud(私たち)。詳
細については、「AWS Snowball の配送についての考慮事
項 (p. 78)」を参照してください。また、すべてのリージョン
で 80 TB モデルを使用できるようになりました。米国リー
ジョンでは、引き続き 50 TB モデルも利用できます。

2016 年 4 月 19 日

AWS Snowball に
エクスポートを導
入

Snowball を使用して Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) からデータをエクスポートできるようになりま
した。

2016 年 2 月 29 日
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変更

説明

変更日

ハードウェア更
新: SFP+ 光学イン
ターフェイス

Snowball デバイスが更新され、新しく SFP+ 光インターフェ 2015 年 11 月 18
イスが利用できるようになりました。銅の場合と比較して多 日
少ですが信号の整合性が向上します。他の部分の高パフォー
マンスは従来どおりです。この日付以前に受領した Snowball
には、このネットワークインターフェイスオプションはあり
ません。

AWS Snowball の
ご紹介

AWS Snowball は、大量のデータを Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) にインポートするデータ転送サービス
です。Snowball では、数百テラバイトや数百ペタバイトの
データをオンプレミスデータセンターから Amazon S3 にイ
ンポートできます。
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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