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AWS Transfer Family とは?
AWS Transfer Family は、AWS ストレージサービスとの間でファイルを送受信できる安全な転送サービ
スです。Transfer FamilyAWS クラウド はプラットフォームの一部です。詳細を確認し、Amazon Web 
Services AWSでクラウドアプリケーションの構築を開始するには、「はじめに」を参照してください。

AWS Transfer Family は、次の AWS ストレージサービスとの間でデータ転送をサポートします。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ストレージ。Amazon S3 の詳細については、「Amazon 
Simple Storage Service の開始方法」を参照してください。

• Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ネットワークファイルシステム (NFS) ファイルシステ
ム。Amazon EFS の詳細については、「Amazon Elastic File System とは何か」を参照してください。

AWS Transfer Family は次のプロトコルでのデータ転送をサポートしています。

• Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP): バージョン 3
• File Transfer Protocol Secure (FTPS)
• File Transfer Protocol (FTP)
• 適用性ステートメント 2 (AS2)

Note

FTP および FTPS データ接続の場合、Transfer Family がデータチャネルを確立するために使用す
るポート範囲は 8192～8200 です。

ファイル転送プロトコルは、金融サービス、医療、広告、リテールなどのさまざまな業界にわたってデー
タ交換ワークフローに使用されます。Transfer Family は、ファイル転送ワークフローの AWS への移行を
簡素化します。

以下は Amazon S3 と連携する Transfer Family の一般的ユースケースです。

• ベンダーやパートナーなどのサードパーティからのアップロード用の AWS 内のデータレイク。
• 顧客によるサブスクリプション型のデータ分散。
• 組織内の内部転送。

以下は Amazon EFS と連携する Transfer Family の一般的ユースケースです。

• データのディストリビューション
• サプライチェーン
• コンテンツ管理
• ウェブサーバーアプリケーション

Transfer Family の一般的ユースケースは以下のとおりです。

• プロトコルに組み込まれたデータ保護とセキュリティ機能に依存するコンプライアンス要件のあるワー
クフロー

• サプライチェーンロジスティクス
• 支払いワークフロー
• Business-to-business (B2B) トランザクション

1

http://aws.amazon.com/getting-started/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/gsg/GetStartedWithS3.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/gsg/GetStartedWithS3.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/whatisefs.html
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• ERP (エンタープライズリソースプランニング)、CRM (顧客関係管理) システム

Transfer Family を使用すると、サーバーインフラストラクチャを実行しなくても、AWS で FTP 対応サー
バーにアクセスできます。このサービスを使用すると、エンドユーザーのクライアントと設定をそのまま
維持しながら、ファイル転送ベースのワークフローを AWS に移行できます。最初にホスト名をサーバー
エンドポイントに関連付けてから、ユーザーを追加して、適切なアクセスレベルをプロビジョニングしま
す。これにより、ユーザーの転送リクエストが Transfer Family サーバーエンドポイントから直接提供され
ます。

Transfer Family には次の利点があります。

• ニーズに合わせてリアルタイムでスケーリングが可能なフルマネージドサービス。
• アプリケーションを変更したり、FTP インフラストラクチャを運用する必要はありません。
• データは耐久性のある Amazon S3 ストレージに格納されるため、処理、分析、レポート、監査、およ

びアーカイブ機能にネイティブAWS のサービスサービスを使用できます。
• Amazon EFS をデータストアとして設定すると、AWS クラウドサービスやオンプレミスリソースと

連携する Elastic File System をフルマネージド Elastic File System として設定できるようになりま
す。Amazon EFS は、アプリケーションを中断することなく、ファイルの追加や削除に伴って自動的に
伸縮し、ペタバイト規模までオンデマンドで拡張できるように構築されています。これにより、拡張に
対応するために容量をプロビジョニングおよび管理する必要がなくなります。

• フルマネージドサーバーレスファイル転送ワークフローサービスで、AWS Transfer Family を使用して
アップロードされたファイルを処理する際の設定、実行、自動化、モニタリングを容易にします。

• 前払い料金はなく、サービスの使用料金のみを支払います。

以下のセクションでは、Transfer Family のさまざまな機能の説明、入門チュートリアル、さまざまなプロ
トコル対応サーバーを設定するための詳細手順、各種の ID プロバイダーを使用する方法、およびサービス
の API リファレンスについて説明します。

Transfer Family の使用を開始するには、以下を参照してください。

• AWS Transfer Family の仕組み (p. 3)
• セットアップ (p. 5)
• チュートリアル: AWS Transfer Family の開始方法 (p. 19)
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AWS Transfer Family の仕組み
AWS Transfer Family は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ストレージまたは Amazon 
Elastic File System (Amazon EFS) ファイルシステムとの間でファイル転送に使用できるフルマネージド 
AWS サービスです。

• Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP): バージョン 3
• File Transfer Protocol Secure (FTPS)
• File Transfer Protocol (FTP)
• 適用性ステートメント 2 (AS2)

AWS Transfer Family は、最大 3 つのアベイラビリティーゾーンをサポートし、Auto Scaling、接続の冗長
フリート、および転送リクエストによって支えられています。レイテンシーベースのルーティングを使用
して高い冗長性を構築し、ネットワーク遅延を最小限に抑えるための例については、「SFTP サーバーの 
AWS Transfer でネットワークレイテンシーを最小化する」を参照してください。

Transfer Family Managed File Transfer Workflows (MFTW) は、フルマネージドサーバーレスファイル転送
ワークフローサービスで、AWS Transfer Family を使用してアップロードされたファイルを処理する際の
設定、実行、自動化、モニタリングを容易にします。お客様は MFTW を使用して、Transfer Family で転
送されるデータのコピー、タグ付け、スキャン、フィルタリング、圧縮/解凍、暗号化/復号化など各種の処
理手順を自動化できます。これにより、追跡と監査可能性についてエンドツーエンドの可視性が提供され
ます。詳細については、「AWS Transfer Family管理ワークフロー (p. 158)」を参照してください。

AWS Transfer Family の使用を開始するには、FTP サーバーを作成し、そのサーバーを使用するように
ユーザーを割り当てます。AWS Transfer Family ユーザーの転送リクエストを処理するには、 Amazon S3 
バケットまたは Amazon Elastic File System にアクセスするための AWS Identity and Access Management 
(IAM) ロールを作成します。

AWS Transfer Family を使用するには、次の必要な手順に従います。

1. Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファイルシステムを作成します。

Amazon S3 の使用方法については、「Amazon S3 バケットを作成する (p. 6)」を参照してくださ
い。Amazon Elastic File System の使用方法については、「Amazon EFS ファイルシステムを作成す
る (p. 8)」を参照してください。

2. 次の 2 つの IAM ポリシーを含む IAM ロールを作成します。
• AWS Transfer Family による Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファイルシステムへのアク

セスを可能にするアクセス許可を含む IAM ポリシー。この IAM ポリシーは、AWS Transfer Family 
ユーザーに提供するアクセスのレベルを決定します。

• AWS Transfer Family との信頼関係を確立する IAM ポリシー。

IAM ポリシーの作成の詳細については、「アクセスコントロールの管理 (p. 214)」を参照してくださ
い。

3. (オプション) 独自の登録済みドメインを所有している場合は、登録済みドメインとサーバーを関連付け
ます。

ファイル転送トラフィックを example.com といったドメインから、または
ftps.accounting.example.com といったサブドメインから、サーバーエンドポイントにルーティ
ングできます。詳細については、「カスタムホスト名の使用 (p. 63)」を参照してください。

4. Transfer Family サーバーを作成し、サービスで使用する ID プロバイダータイプを指定して、ユーザー
を認証します。
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Transfer Family サーバーの作成の詳細については、「サーバーの作成 (p. 24)」を参照してくださ
い。ID プロバイダータイプの詳細については、「カスタム ID プロバイダーの使用 (p. 123)」を参照し
てください。

5. サーバーをカスタム ID プロバイダーではなくサービスマネージド ID プロバイダーと組み合わせて使用
する場合、1 人以上のユーザーを追加します。

6. FTP クライアントを開いて接続を設定し、使用するサーバーの FTP エンドポイントホスト名を使用し
ます。このホスト名は AWS Transfer Family コンソールから取得できます。

AWS Transfer Family は、標準 FTP クライアントをサポートします。一般的に使用されるクライアントに
は次のものがあります。

• OpenSSH – macOS と Linux のコマンドラインユーティリティです。
• WinSCP – Windows 専用のグラフィカルクライアントです。
• Cyberduck – Linux、macOS、および Microsoft Windows のグラフィカルクライアントです。
• FileZilla— Linux、macOS、および Windows のグラフィカルクライアントです。
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セットアップ
以下のセクションでは、AWS Transfer Family サービスを使用するための前提条件について説明しま
す。最小限として、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを作成し、AWS Identity and 
Access Management(IAM) ロールを通してそのバケットへのアクセス権を提供にする必要があります。ま
た、ロールが信頼関係を確立することも必要です。この信頼関係により、Transfer Family は、バケットに
アクセスするためのロールを引き受け、ユーザーからのファイル転送リクエストに対応できるようになり
ます。

トピック
• サポートされている AWS リージョン、エンドポイント、およびクォータ (p. 5)
• AWS にサインアップする (p. 5)
• Amazon S3 バケットを作成する (p. 6)
• Amazon EFS ファイルシステムを作成する (p. 8)
• IAM ポリシーとロールを作成する (p. 11)

サポートされている AWS リージョン、エンドポイ
ント、およびクォータ

AWSサポートされるリージョン、エンドポイント、サービスクォータについては、の「AWS Transfer 
Familyエンドポイントとクォータ」を参照してくださいAmazon Web Services 全般のリファレンス。

AWS にサインアップする
Amazon Web Services (AWS) にサインアップすると、AWS アカウントが、AWS Transfer Family を含
む、AWS 内のすべてのサービスに自動的にサインアップされます。請求されるのは、使用したサービスの
料金のみです。

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

AWS アカウント がない場合は、以下のステップを実行して作成します。

AWS アカウント にサインアップするには

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

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

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。
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料金および AWS Pricing Calculator を使用して Transfer Family の使用料を見積もる方法については、
「AWS Transfer Family の料金」を参照してください。

AWSリージョンの可用性については、AWS Transfer Familyのエンドポイントとクォータを参照してくだ
さいAWS 全般のリファレンス。

Amazon S3 バケットを作成する
AWS Transfer Family は、Amazon S3バケットにアクセスしてユーザーからの転送リクエストに対応しま
す。そのため、ファイル転送プロトコル対応サーバー設定の一部として Amazon S3 バケットを指定する
必要があります。既存のバケットを使用するか、新しいバケットを作成することができます。

Note

同じ AWS リージョンにあるサーバーと Amazon S3 バケットを使用する必要はありませんが、ベ
ストプラクティスとしてそうすることをお勧めします。

ユーザーを設定する際に、各ユーザーに IAM ロールを割り当てます。このロールによって、Amazon S3 
バケットへのユーザーのアクセスレベルが決まります。

新しいバケットの作成方法については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「S3 バケット
を作成する方法」を参照してください。

Note

Amazon S3 Object オブジェクトロックを使用して、オブジェクトが固定期間または無期限に上
書きされることを防止できます。これは、他のサービスの場合と同じように Transfer Family と
連携します。オブジェクトが存在して保護されている場合、そのファイルへの書き込みや削除は
許可されません。Amazon S3 オブジェクトロックの詳細については、Amazon Simple Storage 
Service ユーザーガイドの「Amazon S3 オブジェクトロックの使用」を参照してください。

Amazon S3 アクセスポイント
AWS Transfer Familyは Amazon S3 アクセスポイントです。これは Amazon S3 の機能を使用すると、共
有データセットへの詳細なアクセスを Amazon S3 の機能です。S3 バケット名を使用する任意の場所で 
S3 アクセスポイントのエイリアスを使用できます。Amazon S3 バケット内の共有データにアクセスする
ためのさまざまな権限を持つユーザー向けに、Amazon S3 に数百のアクセスポイントを作成できます。

たとえば、アクセスポイントを使用して 3 つの異なるチームが同じ共有データセットにアクセスできるよ
うにし、一方のチームが S3 からデータを読み取り、もう 1 つのチームが S3 にデータを書き込み、3 番目
のチームが S3 からデータを読み取り、書き込み、削除することができます。前述のようにきめ細かいア
クセス制御を実装するには、さまざまなチームに非対称アクセスを許可するポリシーを含む S3 アクセス
ポイントを作成できます。Transfer Family サーバーで S3 アクセスポイントを使用すると、何百ものユー
スケースにまたがる複雑な S3 バケットポリシーを作成することなく、きめ細かなアクセス制御を実現
できます。Transfer Family サーバーで S3 アクセスポイントを使用する方法の詳細については、Amazon 
S3AWS Transfer Family によるデータアクセス制御の強化に関するブログ投稿を参照してください。

Note

AWS Transfer Family現在 Amazon S3 マルチリージョンアクセスポイントをサポートしません。

Amazon S3 HeadObject の動作
Amazon S3 では、バケットとオブジェクトが主要なリソースであり、オブジェクトはバケットに格納され
ます。Amazon S3 は階層型ファイルシステムを模倣できますが、通常のファイルシステムとは異なる動
作をすることがあります。たとえば、ディレクトリは Amazon S3 のファーストクラスの概念ではなく、
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オブジェクトキーに基づいています。 AWS Transfer Familyは、オブジェクトのキーをスラッシュ文字 (/) 
で分割し、最後の要素をファイル名として扱い、同じプレフィックスを持つファイル名を同じパスの下に
グループ化することでディレクトリパスを推測します。Amazon S3 コンソールを使用して、mkdirまた
は使用して空のディレクトリを作成すると、フォルダのパスを表すゼロバイトオブジェクトが作成されま
す。これらのオブジェクトのキーは末尾にスラッシュが付きます。これらの 0 バイトオブジェクトについ
ては、Amazon S3 ユーザーガイドの 「フォルダを使用して Amazon S3 コンソールでオブジェクトを整理
する」で説明されています。

lsコマンドを実行したときに、結果の一部が Amazon S3 のゼロバイトオブジェクト（これらのオブ
ジェクトのキーはフォワードスラッシュ文字で終わる）になると、Transfer FamilyHeadObject はこ
れらのオブジェクトごとにリクエストを発行します（詳細についてはHeadObject、Amazon Simple 
Storage Service API リファレンスを参照してください）。このため、Transfer Family のストレージとして 
Amazon S3 を使用すると、次の問題が発生する可能性があります。

ファイルの書き込みと一覧表示のみを許可する
場合によっては、お客様が Amazon S3 オブジェクトへの書き込みアクセス権のみを提供したい場合
もあります。バケット内のオブジェクトの書き込み/アップロードとリストへのアクセスは提供したい
が、読み取り/ダウンロードは許可したくない。これは、Amazon S3ListObjects のアクセス権限
と、PutObjectlsmkdirファイル転送クライアントを使用してコマンドを実行することにつながります。
ただし、TTransfer FamilyHeadObject ilyがファイルの書き込みまたは一覧表示を呼び出す必要がある場
合、GetObjectこの呼び出しには権限が必要なため、「アクセスが拒否されました」というエラーが表示
されて失敗します。

この場合、/GetObjectで終わるすべてのオブジェクトにアクセス許可を追加するポリシー条件を追加す
ることでアクセスを許可できます。これによりGetObject、ファイルを読み取れないようにし、ユーザー
がフォルダーを一覧表示したり移動したりできるようにします。次のポリシー例では、Amazon S3 バケッ
トへの書き込みアクセス権と一覧アクセス権のみが提供されています (DOC-EXAMPLE-BUCKET は実際の
バケット名に置き換えてください)。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowListing", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowReadWrite", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*" 
            ] 
         }, 
      { 
            "Sid": "DenyIfNotFolder", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "NotResource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*/" 
            ] 
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         } 
      ]
}

Note

このポリシーでは、ファイルへの追加を許可しません。つまり、このポリシーに割り当てられた
ユーザーは、ファイルを開いてコンテンツを追加したり、変更したりすることはできません。ま
た、HeadObjectユースケースでファイルをアップロードする前に電話をかける必要がある場合
は、このポリシーは役に立ちません。

レイテンシーの問題を引き起こす多数のゼロバイトオブジェクト
Amazon S3 バケットにこれらのゼロバイトオブジェクトが多数含まれている場合、Transfer 
FamilyHeadObject は大量の呼び出しを行うため、処理が遅れる可能性があります。

この問題を解決する方法の 1 つは、ゼロバイトのオブジェクトをすべて削除することです。次の点に注意
してください。

• 空のディレクトリは存在しなくなります。ディレクトリは、その名前がオブジェクトのキーに含まれて
いることによってのみ存在します。

• 誰かが電話をかけたり、mkdir物を壊したりすることを防ぎません。ディレクトリの作成を禁止するポ
リシーを作成することで、これを軽減できます。

• シナリオによっては、これらの 0 バイトのオブジェクトを使用します。たとえば、/inboxes/
customer1000 のような構造があり、受信トレイディレクトリは毎日クリーンアップされます。

もう 1 つの解決策としては、ポリシー条件によって表示されるオブジェクトの数を制限し
て、HeadObject呼び出し回数を減らすことです。これを実行可能なソリューションにするには、すべて
のサブディレクトリの一部しか表示できない可能性があることを受け入れる必要があります。

Amazon EFS ファイルシステムを作成する
AWS Transfer Family は、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) にアクセスし、ユーザーの転送リク
エストを処理します。したがって、ファイル転送プロトコル対応サーバーの設定の一部として、Amazon 
EFS ファイルシステムを提供する必要があります。既存のファイルシステムを使用するか、または新しい
ファイルシステムを作成できます。

Amazon Elastic File System ユーザーガイドの以下のセクションで詳細をご覧いただけます。

• Amazon EFS ファイルシステムの作成の詳細については、Amazon Elastic File System ユーザーガイ
ド」の「Amazon Elastic File System の開始方法」を参照してください。

• Transfer Family で Amazon EFS を使用するための前提条件については、「Amazon EFSAWS Transfer 
Family でを使用するための前提条件」を参照してください。

• Amazon EFS をで動作するように設定するには「AWS Transfer Familyで動作するように Amazon EFS 
を設定する」を参照してくださいAWS Transfer Family。

• ファイルとディレクトリのアクセス許可を設定するには、「AWS Transfer Family ユーザーのファイル
とディレクトリのアクセス許可の設定」を参照してください。

Note

Transfer Family サーバーと Amazon EFS ファイルシステムを使用する場合、サーバーとファイル
システムが同じ AWS リージョン内になければなりません。
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サーバーとファイルシステムは同じアカウントになくてもかまいません。サーバーとファイルシステムが
同じアカウントに属していない場合、ファイルシステムポリシーでユーザーロールに明示的なアクセス
許可を付与する必要があります。Amazon EFS の使用方法については、Amazon Elastic File System ユー
ザーガイドの「AWS Transfer Family を使用して Amazon EFS ファイルシステム内のファイルにアクセス
する」を参照してください。

複数のアカウントを設定する方法については、AWS Organizations ユーザーガイドの「組織内の AWS ア
カウントの管理」を参照してください。

ユーザーを設定する際に、各ユーザーに IAM ロールを割り当てます。このロールによって、ユーザーの 
Amazon EFS ファイルシステムへのアクセスレベルが決まります。

Amazon EFS ファイルの所有権
Amazon EFS は、Portable Operating System Interface (POSIX) ファイルアクセス許可モデルを使用して、
ファイルの所有権を表します。

POSIX では、システム内のユーザーは 3 つの異なるアクセス許可クラスに分類されます。AWS Transfer 
Family を使用して Amazon EFS ファイルシステムに保存されているファイルへのアクセスをユーザー
に許可しようとする場合、「POSIX プロファイル」を割り当てる必要があります。このプロファイル
は、Amazon EFS ファイルシステム内のファイルおよびディレクトリへのアクセス権を決定するために使
用されます。

• User (u): ファイルまたはディレクトリの所有者。通常、ファイルまたはディレクトリの作成者は所有者
でもあります。

• Group (g): 共有するファイルおよびディレクトリへの同一のアクセス権を必要とするユーザーのセッ
ト。

• Other (o): 所有者およびグループメンバー以外でシステムへのアクセス権を持つ他のすべてのユーザー。
このアクセス許可クラスは「Public」とも呼ばれます。

POSIX アクセス許可モデルにおいて、すべてのファイルシステムオブジェクト (ファイル、ディレクト
リ、シンボリックリンク、名前付きパイプ、ソケット) は、前述の 3 つのアクセス許可セットに関連付け
られています。Amazon EFS オブジェクトには、Unix 形式のモードが関連付けられています。このモード
値は、そのオブジェクトに対してアクションを実行するアクセス許可を定義します。

さらに、Unix 形式のシステムでは、ユーザーとグループは Amazon EFS がファイルの所有権を表すため
に使用する数値 ID にマッピングされます。Amazon EFS オブジェクトは、単一の所有者と単一のグルー
プによって所有されます。Amazon EFS; は、ユーザーがファイルシステムオブジェクトにアクセスしよう
とすると、マップされた数値 ID を使用してアクセス許可をチェックします。

Transfer Family 用の Amazon EFS ユーザーをセット
アップする
Amazon EFS ユーザーを設定する前に、次のいずれかを実行します。

• Amazon EFS でユーザーを作成し、そのホームフォルダを設定できます。詳細については、「Amazon 
EFS でTransfer Family ユーザーを設定する (p. 10)」を参照してください。

• rootユーザーを追加しても問題ない場合は、追加できますAmazon EFS のロケーションを作成しま
す。 (p. 10)。

Note

ストレージに Amazon EFS を使用している場合、Transfer Family はアクセスポイントをサポート
しません。
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Amazon EFS でTransfer Family ユーザーを設定する
Transfer Family は、指定した UID/GID とディレクトリにユーザーをマッピングします。UID/GID/ディ
レクトリが EFS にまだ存在しない場合は、Transfer でユーザーに割り当てる前に作成する必要がありま
す。Amazon Elastic ユーザーの作成の詳細については、Amazon EFS ユーザーガイドの「ネットワーク
ファイルシステム (NFS) レベルでのユーザー、グループ、アクセス許可の操作」を参照してください。

Transfer Family で Amazon EFS ユーザーを設定する手順

1. PosixProfileフィールドを使用して、Transfer Family 内のユーザーの EFS UID と GID をマッピン
グします。

2. ログイン時にユーザーが特定のフォルダーから起動するようにするには、HomeDirectoryフィール
ドの下に EFS ディレクトリを指定できます。

CloudWatch ルールと Lambda 関数を使用してプロセスを自動化できます。EFS と相互作用する Lambda 
関数の例については、「AWS Lambdaサーバーレスアプリケーションで Amazon EFS を使用する」を参照
してください。

さらに、TTransfer Family ilyユーザーの論理ディレクトリを設定できます。詳細については、Amazon 
EFS の論理ディレクトリを設定する (p. 147)論理ディレクトリを使用して Transfer Family ディレクトリ
構造を簡素化する (p. 144)トピックのセクションを参照してください。

Amazon EFS のロケーションを作成します。
組織で、ユーザー設定に SFTP/FTPS 経由の root ユーザーアクセスを有効にしても問題ない場合は、UID 
と GID が 0 のユーザー (root ユーザー) を作成し、その root ユーザーを使用してフォルダーを作成し、残
りのユーザーに POSIX ID 所有者を割り当てることができます。このオプションの利点は、Amazon EFS 
ファイルシステムをマウントする必要がないことです。

で説明されている手順を実行しAmazon EFS サービスマネージドユーザーの追加 (p. 106)、ユーザ ID と
グループ ID の両方に 0 (ゼロ) を入力します。

サポートされている Amazon EFS コマンド
以下のコマンドが用に Amazon EFS でサポートされていますAWS Transfer Family。

• cd
• ls/dir
• pwd
• put
• get
• rename
• chown: root (つまり uid=0 のユーザー) のみがファイルとディレクトリの所有権とアクセス許可を変更で

きます。
• chmod: ファイルとディレクトリの所有権とアクセス許可を変更できるのは root のみです。
• chgrp: root またはファイルの所有者が、ファイルのグループを自分のセカンダリグループの 1 つに変

更できる場合にのみサポートされます。
• ln -s/symlink
• mkdir
• rm/delete
• rmdir
• chmtime
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IAM ポリシーとロールを作成する
このトピックでは、使用できるポリシーとロールの種類について説明しAWS Transfer Family、ユーザー
ロールを作成する手順を順を追って説明します。また、セッションポリシーの仕組みについて説明し、
ユーザーロールの例も示します。

トピック
• が使用する役割のタイプAWS Transfer Family (p. 11)
• ユーザーロールの作成 (p. 11)
• セッションの機能 (p. 14)
• 読み書きアクセスポリシーの例 (p. 16)

が使用する役割のタイプAWS Transfer Family
AWS Transfer Family次のタイプのロールを使用します。

• ユーザーロール:サービス管理対象ユーザーが必要なTTransfer Family ilyリソースにアクセスできるよう
にします。転送は、転送ユーザ ARN のコンテキストでこれを前提としています。

• アクセスロール:転送中の適切な Amazon S3 ファイルへのアクセスを提供します。インバウンド AS2 転
送では、契約の Amazon リソースネーム (ARN) を使用します。アウトバウンド AS2 転送では、コネク
タの ARN を使用します。

• 呼び出しロール:Amazon API Gateway でサーバーのカスタムアイデンティティプロバイダーとして使用
します。転送は、転送サーバー ARN のコンテキストでこれを前提としています。

• ロギングロール:エントリのログインに使用されますAmazon CloudWatch。Transfer はこのロールを使
用して、ファイル転送に関する情報とともに成功と失敗の詳細を記録します。転送は、転送サーバー 
ARN のコンテキストでこれを前提としています。アウトバウンド AS2 転送では、コネクタ ARN を使用
します。

• ワークフローロール:Transfer Family ユーザーがワークフローを呼び出して起動できるようにします。転
送は、転送ワークフロー ARN のコンテキストでこれを前提としています。

これらのロールに加えて、セッションポリシーも使用できます。セッションポリシーは、必要に応じてア
クセスを制限するために使用されます。これらのポリシーはスタンドアロンであることに注意してくだ
さい。つまり、これらのポリシーをロールに追加することはできません。むしろ、セッションポリシーを
TTransfer Family ilyユーザーに直接追加します。

Note

サービス管理のTTransfer Family ilyユーザーを作成する場合、「ホームフォルダーに基づいてポ
リシーを自動生成」を選択できます。これは、ユーザーアクセスを自分のフォルダーに制限する
場合に便利なショートカットです。また、セッションポリシーの詳細と例については、を参照し
てくださいセッションの機能 (p. 14)。セッションポリシーの詳細については、IAM ユーザーガ
イドのセッションポリシーにも記載されています。

ユーザーロールの作成
ユーザーを作成する際には、ユーザーアクセスについて決定すべきことがいくつもあります。具体的に
は、ユーザーがどのAmazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファイルシステムにアクセスできるように
するか、各 Amazon S3 バケットのどの部分をアクセス可能にするか、ユーザーにどのアクセス許可を与
えるか (たとえば、PUT または GET) などを決定する必要があります。

アクセスを設定するには、アイデンティティベースの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリ
シーとアクセス情報を提供するロールを作成します。このプロセスの一環として、ユーザーに、ファイル
オペレーションの送信先または送信元である Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファイルシステム
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へのアクセス権を提供します。これを行うには以下のような手順を実行します。手順については、後で詳
しい説明があります。

1. AWS Transfer Family 用の IAM ポリシーを作成するには これについては、AWS Transfer Family の IAM 
ポリシーを作成するには (p. 12)で説明しています。

2. IAM ロールを作成して、新しいポリシーをアタッチします。例については、「読み書きアクセスポリ
シーの例 (p. 16)」を参照してください。

3. AWS Transfer Family と IAM ロールの間に信頼関係を確立します。これについては、信頼関係を確立す
るには (p. 12)で説明しています。

以下の手順では、IAM ポリシーおよびロールを作成する方法について説明します。

AWS Transfer Family の IAM ポリシーを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Policies] (ポリシー) を選択してから [Create policy] (ポリシーの作成) を選択

します。
3. [Create Policy] (ポリシーの作成) ページで [JSON] タブを選択します。
4. エディタが表示されたら、エディタの内容を IAM ロールにアタッチする IAM ポリシーで置き換えま

す。

読み書きアクセス権を付与するか、またはユーザーをホームディレクトリに制限できます。詳細につ
いては、「読み書きアクセスポリシーの例 (p. 16)」を参照してください。

5. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択してポリシーの名前と説明を入力し、[Create policy] (ポリ
シーの作成) を選択します。

次に、IAM ロールを作成してそれに新しい IAM ポリシーをアタッチします。

AWS Transfer Family 用に IAM ロールを作成するには

1. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択してから [Create role] (ロールの作成) を選択します。

[Create role] (ロールの作成) ページで [AWS service] (サービス) が選択されていることを確認します。
2. サービスリストから [Transfer] (転送) を選択してから [Next: Permissions] (次へ: アクセス許可) を選択

します。これにより、AWS Transfer Family と AWS の間で信頼関係が確立されます。
3. [Attach permissions policies] (アクセス許可ポリシーをアタッチする) セクションで、先ほど作成した

ポリシーを選択して [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。
4. (オプション) タグのキーと値を入力して [Next: Review] (次へ: レビュー) を選択します。
5. [Review] (レビュー) ページで新しいロールの名前と説明を入力してから [Create role] (ロールの作成) 

を選択します。

次に、AWS Transfer Family と AWS の間に信頼関係を確立します。

信頼関係を確立するには
Note

この例では、ArnLikeとの両方を使用していますArnEquals。これらは機能的には同じなの
で、ポリシーを作成するときにどちらを使用してもかまいません。TTransfer Family ilyの文書
は、ArnLikeArnEquals条件にワイルドカード文字が含まれている場合や、完全一致の条件を示
す場合に使用します。

1. IAM コンソールで、作成したロールを選択します。
2. [Summary] (概要) ページで [Trust relationships] (信頼関係) を選択してから [Edit trust relationship] (信

頼関係の編集) を選択します。
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3. [Edit Trust Relationship] (信頼関係の編集) エディタでサービスが "transfer.amazonaws.com" で
あることを確認します。アクセスポリシーは次のように表示されます。

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

Confused Deputy Problem (混乱した使節の問題) から自分を守るために、aws:SourceAccount およ
び aws:SourceArn の条件キーを使用することをお勧めします。ソースアカウントはサーバーの所有
者であり、ソース ARN はユーザーの ARN です。例:

"Condition": { 
    "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "account_id" 
    }, 
    "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account_id:user/*" 
    }
}

また、ユーザーアカウント内の任意のサーバーではなく特定のサーバーに制限したい場合
は、ArnLikeこの条件を使用できます。例:

"Condition": {     
    "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:user/server-id/*" 
    }
} 

Note

上記の例では、各##############を独自の情報に置き換えます。

混乱した副問題の詳細とその他の例については、を参照してくださいサービス間の混乱した代理の防
止 (p. 264)。

4. [Update Trust Policy] (信頼ポリシーの更新) を選択してアクセスポリシーを更新します。

これでユーザーに代わって AWS Transfer Family に AWS サービスを呼び出すことを許可する IAM ロール
が作成できました。ロールには、ユーザーにアクセス権を付与するための IAM ポリシーをアタッチしてあ
ります。「チュートリアル: AWS Transfer Family の開始方法 (p. 19)」セクションで、このロールとポ
リシーを 1 人以上のユーザーに割り当てます。

以下の資料も参照してください。

• IAM ロールに関する一般的な情報については、IAM ユーザーガイドの「AWS サービスにアクセス許可
を委任するロールの作成」を参照してください。

• Amazon S3 バケットに関するアイデンティティベースのポリシーの詳細については、Amazon Simple 
Storage Service ユーザーガイドの「Amazon S3 での Identity and Access Management」を参照してく
ださい。
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• Amazon EFS リソースの ID ベースのポリシーの詳細については、Amazon Elastic File System ユーザー
ガイドの「IAM を使用してファイルシステムのデータアクセスを制御する」を参照してください。

セッションの機能
管理者がロールを作成すると、そのロールには複数のユースケースやチームメンバーを対象とする幅広い
権限が含まれることがよくあります。管理者がコンソール URL を設定する場合、セッションポリシーを使
用して、作成されるセッションの権限を減らすことができます。たとえば、読み取り/書き込みアクセス権
を持つロールを作成する場合 (p. 16)、ユーザーのアクセスをホームディレクトリのみに制限する URL 
を設定できます。

セッションポリシーは、ロールまたはユーザーの一時セッションをプログラムで作成する際にパラメータ
として渡す高度なポリシーです。セッションのアクセス許可は、オブジェクトプレフィックスにユーザー
名が含まれているバケットの一部にのみアクセスできるようにユーザーをロックダウンしたい場合に役立
ちます。次の図は、セッションのアクセス許可は、セッションポリシーとリソースベースのポリシーの共
通部分に加えて、セッションポリシーと ID ベースのポリシーの共通部分です。

詳細については、IAM ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

AWS Transfer Family では、セッションポリシーは、Amazon S3 との間で転送する場合のみサポートされ
ます。

Note

セッションポリシーの最大長は 2048 文字です。詳細については、API リファレンスで
CreateUser アクションに関する「ポリシーリクエストパラメータ」を参照してください。
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以下のサンプルポリシーは、ユーザーのアクセスを home ディレクトリのみに限定するセッションポリ
シーです。

Note

Amazon S3 バケットが AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用する場合、ポリシー
で追加のアクセス許可を指定する必要があります。詳細については、「Amazon S3 でのデータ暗
号化 (p. 235)」を参照してください。さらに、セッションポリシーに関する詳細については IAM 
ユーザーガイドをご覧ください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowListingOfUserFolder", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::${transfer:HomeBucket}" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "s3:prefix": [ 
                        "${transfer:HomeFolder}/*", 
                        "${transfer:HomeFolder}" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "HomeDirObjectAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:DeleteObjectVersion", 
                "s3:GetObjectVersion", 
                "s3:GetObjectACL", 
                "s3:PutObjectACL" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::${transfer:HomeDirectory}*" 
        } 
    ]
}      

Note

前述のアクセス許可では、ユーザーのホームディレクトリが、ディレクトリであることを示す
ために、末尾のスラッシュを含めるように設定されていることを前提としています。一方、ユー
ザーの HomeDirectory の末尾にスラッシュを付けない場合、それをポリシーの一部として含め
る必要があります。

前のポリシー例では、transfer:HomeFolder、transfer:HomeBucket、およ
びtransfer:HomeDirectory ポリシーパラメータの使用に注目してください。これらのパラメータ
は、HomeDirectoryHomeDirectoryおよびで説明されているように、API Gateway メソッドを実装す
る (p. 133)ユーザ用に設定されているものに対して設定されます。これらのパラメータには、次のような
定義があります。

• transfer:HomeBucket パラメータは HomeDirectory の 1 つ目のコンポーネントに置き換わりま
す。
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• transfer:HomeFolder パラメータは HomeDirectory パラメータの残り部分に置き換わります。
• transfer:HomeDirectory パラメータの先頭に付いていた (/) が削除され、Resource ステートメン

トで S3 Amazon リソースネーム (ARN) の一部としてこのパラメータを使用できるようになりました。

Note

論理ディレクトリを使用する場合 (つまり、ユーザーの homeDirectoryType が LOGICAL であ
る場合)、これらのポリシーパラメータ (HomeBucket、HomeDirectory、およびHomeFolder) 
はサポートされません。

たとえば、Transfer Family ユーザー用に設定された HomeDirectory パラメータは /home/bob/
amazon/stuff/ です。

• transfer:HomeBucket は /home に設定されます。
• transfer:HomeFolder は /bob/amazon/stuff/ に設定されます。
• transfer:HomeDirectory は home/bob/amazon/stuff/ になります。

1 つ目の "Sid" は、/home/bob/amazon/stuff/ から始まるすべてのディレクトリの一覧表示をユー
ザーに許可します。

2 つ目の "Sid" は、ユーザーの put と get のアクセス権をその同じパスである /home/bob/amazon/
stuff/ に限定します。

読み書きアクセスポリシーの例
Amazon S3 バケットへの読み書きアクセス権の付与

以下の AWS Transfer Family に関するポリシーの例では、Amazon S3 バケット内のオブジェクトへの読み
書きアクセス権を付与します。

Note

次の例では、bucket_name が S3 バケット名に置き換わります。
また、GetObjectACL と PutObjectACL のステートメントは、クロスアカウントアクセスを実
行している場合にのみ必要です。つまり、Transfer Family サーバーは、別のアカウントのバケッ
トにアクセスする必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowListingOfUserFolder", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:GetBucketLocation" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket_name" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "HomeDirObjectAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:DeleteObject", 
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                "s3:DeleteObjectVersion",  
                "s3:GetObjectVersion", 
                "s3:GetObjectACL", 
                "s3:PutObjectACL" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket_name/*" 
        } 
    ]
}

Amazon EFS ファイルシステム内のファイルへのアクセス権を付与する

Note

ポリシーに加えて、POSIX ファイルアクセス許可で適切なアクセス権を付与していることを確認
する必要があります。詳細については、Amazon Elastic File System ユーザーガイドの「ネット
ワークファイルシステム (NFS) レベルでのユーザー、グループ、アクセス許可の操作」を参照し
てください。

次のポリシー例では、Amazon EFS ファイルシステム内のファイルに root ファイルシステムアクセス権を
付与します。

Note

次の例では、regit-id ###########、account-id をお住まいのリージョン、account-id をファ
イルが入っているアカウント、Amazon Elastic (Amazon EFS) の ID に置き換えます。file-
system-id

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "RootFileSystemAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticfilesystem:ClientRootAccess", 
                "elasticfilesystem:ClientMount", 
                "elasticfilesystem:ClientWrite" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-
system-id" 
        } 
    ]
}

次のポリシー例では、Amazon EFS ファイルシステム内のファイルにユーザーファイルシステムアクセス
権を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "UserFileSystemAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticfilesystem:ClientMount", 
                "elasticfilesystem:ClientWrite" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-
system-id" 
        } 
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    ]
}
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チュートリアル: AWS Transfer 
Family の開始方法

このチュートリアルに従って、AWS Transfer Family (Transfer Family) の使用を開始できます。Amazon 
S3 ストレージを使用してパブリックアクセス可能なエンドポイントを持つ SFTP 対応サーバーを作成し、
サービスマネージド認証でユーザーを追加し、Cyberduck でファイルを転送する方法について説明しま
す。

目次

• 前提条件 (p. 19)
• ステップ 1: AWS Transfer Family コンソールにサインインする (p. 20)
• ステップ 2: SFTP 対応サーバーを作成する (p. 20)
• ステップ 3: サービスマネージドユーザーを追加する (p. 21)
• ステップ 4: クライアントを使用してファイルを転送する (p. 22)

前提条件
開始する前に、セットアップ (p. 5) の要件を満たしていることを確認してください。この設定の一部とし
て、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットとAWS Identity and Access Management(IAM) 
ユーザーロールを作成します。

AWS Transfer Familyコンソールを使用するには権限が必要です。また、Transfer FamilyAWS が使
用する他のサービス（Amazon Simple Storage Service、Amazon Elastic File SystemAWS Certificate 
Manager、Amazon Route 53 など）を設定するには権限が必要です。たとえば、Transfer FamilyAWS を
使用してファイルを転送したり転送したりするユーザーの場合、AmazonS3 は Amazon S3FullAccess バ
ケットをセットアップして使用する権限を付与します。このポリシーのアクセス許可の一部は、Amazon 
S3 バケットを作成するための正しいアクセス許可にする必要があります。

Transfer Family コンソールを使用するには、以下が必要です。

• AWSTransferConsoleFullAccessSFTPユーザーにTransfer Family リソースを作成する権限を付与しま
す。

• IAMFullAccess (または具体的には IAM ロールの作成を許可するポリシー) は、Transfer Family に 
Amazon CloudWatch Logs にサーバーのロギングロール、またはサーバーにログインするユーザーの
ユーザーロールを自動的に作成させたい場合にのみ必要です。

• VPC サーバータイプを作成および削除するには、アクション ec2:CreateVpcEndpoint と
ec2:DeleteVpcEndpoints をポリシーに追加する必要があります。

Note

AmazonS3FullAccess ポリシーと IAMFullAccess ポリシー自体は、の一般的な使用には必要あり
ませんAWS Transfer Family。ここでは、必要な権限がすべて網羅されていることを確認する簡単
な方法として紹介しています。さらに、AWSこれらは管理ポリシーであり、AWSすべてのお客様
が利用できる標準ポリシーです。これらのポリシーの個々の権限を確認して、目的に合った最低
限の設定を決定できます。
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ステップ 1: AWS Transfer Family コンソールにサ
インインする

Transfer Family にサインインするには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Management Console にサインインして AWS 
Transfer Family コンソールを開きます。

2. [アカウント ID] または [エイリアス] に、自分の ID を入力しますAWS アカウント。
3. [IAM user name] (IAM ユーザー名) に、Transfer Family 用に作成したユーザーロールの名前を入力し

ます。
4. [Password] (パスワード) に AWS アカウントパスワードを入力します。
5. [Sign in] (サインイン) を選択します。

ステップ 2: SFTP 対応サーバーを作成する
SFTP は Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol の略称で、インターネット経由の安全なデータ転送に
使用されるネットワークプロトコルです。このプロトコルは、SSH のセキュリティおよび認証機能をすべ
てサポートします。金融サービス、医療、小売、広告など、さまざまな業界のビジネスパートナー間の機
密情報を含むデータを交換するために広く使用されています。

SFTP 対応サーバーを作成するには

1. [Servers] (サーバー) ナビゲーションペインから [Create server] (サーバーの作成) を選択します。
2. [Choose protocols] (プロトコルの選択) で SFTP を選択し、[Next] (次へ) を選択します。
3. [Choose an identity provider] (ID プロバイダーの選択) で[Service managed] (マネージドサービス) を

選択してユーザー ID とキーを Transfer Family に選択してから [Next] (次へ) を選択します。
4. [Choose an endpoint] (エンドポイントの選択) で次のように操作します。

a. [Endpoint type] (エンドポイントタイプ) として [Publicly accessible] (パブリックにアクセス可能
な) エンドポイントタイプを選択します。

b. [Custom hostname] (カスタムホスト名) で [None] (なし) を選択します。
c. [Next] (次へ) を選択します。

5. [Choose a domain] (ドメインの選択) で Amazon S3 を選択します。
6. [Configure additional details] (その他の詳細の構成) で次のように操作します。

a. CloudWatch 新しいロールを作成するための正しいアクセス許可を受けている場合、[Create a 
new role] (新しいロールの作成) を選択すれば、Transfer Family で IAM ロールを自動的に作成で
きます。作成される IAM ロールはと AWSTransferLoggingAccess 呼ばれます 。

b. [Cryptographic algorithm options] (暗号化アルゴリズムオプション) として、サーバーで使用でき
る暗号化アルゴリズムを含むセキュリティポリシーを選択します。デフォルトセキュリティポリ
シーは TransferSecurityPolicy-2020-06 です。

c. [Next] (次へ) を選択します。
7. [Review and create] (確認と作成) で [Create server] (サーバーの作成) を選択します。[Servers] (サー

バー) ページが表示されます。

新しいサーバーのステータスが [Online] (オンライン) に変わるまでに数分かかることがあります。その時
点で、サーバーでファイルオペレーションを実行できますが、まずユーザーを作成する必要があります。
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ステップ 3: サービスマネージドユーザーを追加す
る

SFTP 対応サーバーにユーザーを追加するには

1. [Servers] (サーバー) ページで、ユーザーの追加先になるサーバーのチェックボックスをオンにしま
す。

2. [Add user] (ユーザーを追加) を選択します。
3. [ユーザー設定] セクションの [ユーザー名] に、ユーザー名を入力します。このユーザー名は、最小 3 

文字、最大 100 文字、最小 3 文字、最大 100 文字にする必要があります。ユーザー名に使用できる文
字は、z、A～Z、0～9、下線文字「_」、ハイフン「-」、およびピリオド「ピリオド」、およびピリ
オド「ピリオド」、およびピリオド「ピリオド」です。 。 '、およびアットマーク「@」 ユーザー名
の先頭にハイフン、ピリオド、アットマークを使用することはできません。

4. [Access] (アクセス) で、以前に作成した Amazon S3 バケットへのアクセスを提供する IAM ロールを
選択します。

この IAM ロールは、「IAM ポリシーとロールを作成する (p. 11)」の手順に従って作成されました。そ
の IAM ロールには、Amazon S3 バケットへのアクセスを提供する IAM ポリシーが含まれます。別の 
IAM ポリシーで定義された AWS Transfer Family サービスとの信頼関係も含まれます。

Note

サービス管理対象ユーザーの IAM ロールには、目的のバケットにアクセスする権限が
含まれている必要があります。目的のバケットにアクセスする権限は S3 に含まれてお
り、FullAccessこれにより S3 リソースに管理者レベルの権限が付与されます。

5. [Policy] (ポリシー) で [None] (なし) を選択します。
6. [Home Directory] (ホームディレクトリ) で AWS Transfer Family を使用して転送するデータを保存す

る Amazon S3 バケットを選択します。ユーザーが SFTP クライアントを使用してログインしたとき
にアクセスする home ディレクトリのパスを入力します。

このパラメータを空白のままにした場合、Amazon S3 バケットの root ディレクトリが使用されま
す。この場合、IAM ロールが root ディレクトリへのアクセスを提供することを確認します。

Note

セッションポリシーを効果的に使用できるように、ユーザーのユーザー名が含まれるディレ
クトリパスを選択することをお勧めします。セッションポリシーは、Amazon S3 バケットで
のユーザーアクセスを home ディレクトリに制限します。

7. [Restricted] (制限) チェックボックスをオンにすると、ユーザーがそのフォルダの外にあるものにアク
セスしたり、Amazon S3 バケット名やフォルダ名を表示したりできなくなります。

Note

ユーザーにホームディレクトリを割り当てて、ユーザーをそのホームディレクトリに制限す
る場合、指定したフォルダへのユーザーのアクセスをロックダウンするにはこれで十分な
はずです。さらにコントロールを適用する必要がある場合、セッションポリシーを使用しま
す。

8. [SSH public key] (SSH 公開キー) に SSH キーペアの SSH 公開キー部分を入力します。

新しいユーザーを追加する前に、サービスによってキーが検証されます。

Important

SSH パブリックキーの形式は ssh-rsa <string> です。SSH キーペアを生成する手順に
ついては、「SSH キーを生成する (p. 237)」を参照してください。
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9. (オプション) [Key] (キー) と [Value] (値) にキーバリューペアとして 1 つ以上のタグを入力して [Add 
tag] (タグの追加) を選択します。

10. [Add] (追加) を選択して、選択したサーバーに新しいユーザーを追加します。

[Server details] (サーバーの詳細) ページの [Users] (ユーザー) セクションに新しいユーザーが表示され
ます。

ステップ 4: クライアントを使用してファイルを転
送する

クライアント内で転送オペレーションを指定して、ファイルを AWS Transfer Family サービス経由で転送
します。AWS Transfer Family は複数のクライアントに対応しています。詳細については、「クライアン
トを使用してファイルを転送する (p. 149)」を参照してください。

このセクションでは、Cyberduck と OpenSSH を使用する手順について説明します。

トピック
• サイバーダックを使用  (p. 22)
• OpenSSH を使用する (p. 22)

サイバーダックを使用
Cyberduck を使用して AWS Transfer Family でファイルを転送するには

1. Cyberduck クライアントを開きます。
2. [Open Connection] (接続を開く) を選択します。
3. [Open Connection] (接続を開く) ダイアログボックスで SFTP (SSH File Transfer Protocol) を選択しま

す。
4. [Servers] (サーバー) にサーバーのエンドポイントを入力します。サーバエンドポイントは [Server 

details] (サーバーの詳細) ページにあります。「サーバーの詳細を表示する (p. 197)」を参照してく
ださい。

5. [Port number] (ポート番号) に SFTP の 22 を入力します。
6. [Username] (ユーザー名) に、ユーザーの管理 (p. 104) で作成したユーザーの名前を入力します。
7. [SSH Private Key] (SSH プライベートキー) で SSH プライベートキーを選択します。
8. [Connect] (接続) を選択します。
9. ファイル転送を実行します。

ファイルの場所に応じて、次のいずれかの操作をします。

• ローカルディレクトリ (転送元) で転送したいファイルを選択して Amazon S3 ディレクトリ (転送
先) にドラッグアンドドロップします。

• Amazon S3 ディレクトリ (転送元) で転送したいファイルを選択してローカルディレクトリ (転送先) 
にドラッグアンドドロップします。

OpenSSH を使用する
次の手順に従って、OpenSSH を使用してコマンドラインからファイルを転送します。
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Note

このクライアントは SFTP 対応サーバーでのみ動作します。

OpenSSH コマンドラインユーティリティを使用して AWS Transfer Family 経由でファイルを転
送するには

1. Linux または Macintosh の場合、コマンドターミナルを開きます。
2. プロンプトで、次のコマンドを入力します: % sftp -i transfer-key 

sftp_user@service_endpoint

前述のコマンドでは、sftp_userがユーザー名、transfer-keyが SSH プライベートキーです。
ここでは、選択したサーバーの service_endpoint コンソールに示されるとおり、AWS Transfer 
Family がサーバーのエンドポイントです。

sftp プロンプトが表示されます。
3. (オプション) ユーザーのホームディレクトリを表示するには、sftp プロンプトで次のコマンドを入

力します: sftp> pwd
4. 次の行で、次のテキストを入力します: sftp> cd /mybucket/home/sftp_user

この「使用開始」演習では、この Amazon S3 バケットがファイル転送先です。
5. 次の行で、次のコマンドを入力します: sftp> put filename.txt

put コマンドはファイルを Amazon S3 バケットに転送します。

次のようなメッセージが表示され、ファイル転送が進行中であるか、または完了したことを示しま
す。

Uploading filename.txt to /my-bucket/home/sftp_user/filename.txt

some-file.txt 100% 127 0.1KB/s 00:00
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サーバーの作成
AWS Transfer Familyこのサービスを使用してファイル転送サーバーを作成できます。次のプロトコルを使
用できます。

• Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) — SSH 経由のファイル転送。詳細については、「the 
section called “SFTP 対応サーバーの作成” (p. 28)」を参照してください。

• File Transfer Protocol Secure (FTPS) — TLS 暗号化によるファイル転送。詳細については、「the 
section called “FTPS 対応サーバーを作成する” (p. 35)」を参照してください。

• File Transfer Protocol (FTP) — 暗号化されていないファイル転送。詳細については、「the section 
called “FTP 対応サーバーの作成” (p. 42)」を参照してください。

• 適用性声明 2 (AS2) — business-to-business 構造化データを転送するためのファイル転送。詳細に
ついては、「AS2 のコンフィギュレーション (p. 66)」を参照してください。AS2 では、AWS 
CloudFormationデモ用のスタックをすばやく作成できます。これについては、テンプレートを使用して
Transfer Family AS2スタックのデモを作成してください (p. 82)で説明しています。

複数のプロトコルを持つサーバーを作成できます。

Note

同じサーバーエンドポイントに対して複数のプロトコルが有効になっており、複数のプロトコル
に対して同じユーザー名を使用してアクセスを提供する場合は、そのプロトコルに固有の認証情
報を使用できます。FTP の場合は、SFTP および FTPS とは別の認証情報を維持することをお勧
めします。SFTP や FTPS と異なり、FTP は認証情報を平文で送信します。FTP の認証情報を 
SFTP または FTPS から隔離することを推奨します。そうすれば、FTP の認証情報が共有または
公開されても、SFTP または FTPS を使用しているワークロードは引き続き安全だからです。

サーバーを作成するときは、AWS リージョン特定のサーバーを選択して、そのサーバーに割り当てられ
ているユーザーのファイル操作要求を実行します。サーバーに 1 つ以上のプロトコルを割り当てるととも
に、次のいずれかの ID プロバイダーのタイプも割り当てます。

• SSH キーを使用して管理されるサービス。詳細については、「サービスマネージドユーザーの使
用 (p. 104)」を参照してください。

• AWS Directory Service for Microsoft Active Directory(AWS Managed Microsoft AD)。 この方法で
は、Microsoft Active Directory グループを統合して Transfer Family サーバーへのアクセスを提供でき
ます。詳細については、「AWSDirectory Service ID プロバイダーの使用 (p. 111)」を参照してくださ
い。

• カスタムメソッド。カスタムメソッドは Amazon API Gateway を使用しAWS Lambda、ディレクトリ
サービスを統合して SFTP ユーザーの認証と許可を実行できるようにします。サービスは、サーバー
を一意に識別する識別子を自動的に割り当てます。詳細については、「カスタム ID プロバイダーの使
用 (p. 123)」を参照してください。

また、デフォルトのサーバーエンドポイントを使用してエンドポイントタイプ (パブリックアクセス可
能または VPC ホスト型) とホスト名、Amazon Route 53 サービスまたは任意のドメインネームシステム 
(DNS) サービスを使用してカスタムホスト名をサーバーに割り当てます。サーバーホスト名は、AWS リー
ジョン作成場所が一意である必要があります。

さらに、イベントをログにプッシュする Amazon CloudWatch CloudWatch ログ記録ロールを割り当てた
り、サーバーでできる暗号化アルゴリズムを含むセキュリティポリシーを選択したり、キーと値のペアで
あるタグの形式でメタデータをサーバーに追加したりできます。
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ID プロバイダー

Important

料金は、インスタンス化された SFTP サーバーとデータ転送について発生します。料金および 
AWS Pricing Calculator を使用して Transfer Family の使用料を見積もる方法については、「AWS 
Transfer Family の料金」を参照してください。

ID プロバイダーオプション
AWS Transfer Family には、ユーザーを認証および管理するための方法がいくつも用意されています。次
の表は、Transfer Family と組み合わせて使用できる ID プロバイダーの比較です。

アクション AWS Transfer 
Familyサービスマ
ネージド

AWS Managed 
Microsoft AD

Amazon API 
Gateway

AWS Lambda

サポートされるプ
ロトコル

SFTP SFTP、FTP、FTP SFTP、FTP、FTP SFTP、FTP、FTP

SAML ベースの認
証

はい いいえ はい はい

パスワード認証 いいえ はい はい はい

AWS Identity 
and Access 
Management(IAM) 
と POSIX

はい はい はい はい

論理ホームディレ
クトリ

はい はい はい はい

パラメータ化され
たアクセス (ユー
ザー名ベース)

はい はい はい はい

アドホックアクセ
ス構造

はい いいえ はい はい

AWS WAF いいえ いいえ はい いいえ

注記:

• IAM は Amazon S3 バッキングストレージへのアクセスを制御するために使用され、POSIX は Amazon 
EFS に使用されます。

• アドホックは、ランタイムにユーザープロファイルを送信する機能を指します。たとえば、ユーザー名
を変数として渡すことで、ユーザーをホームディレクトリに配置できます。

• 詳細についてはAWS WAF、を参照してくださいウェブアプリケーションファイアウォールを追加す
る (p. 263)。

• Microsoft Azure AD と統合された Lambda 関数をTransfer Family アイデンティティプロバイダーと
して使用する方法について説明しているブログ記事があります。詳細については、「Azure Active 
DirectoryAWS Transfer Family による認証」と「」を参照してくださいAWS Lambda。

• カスタム ID プロバイダーを使用する Transfer Family サーバーを迅速にデプロイできるように、AWS 
CloudFormationいくつかのテンプレートが用意されています。詳細については、「Lambda 関数テンプ
レート (p. 125)」を参照してください。
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
AWS Transfer Familyエンドポイントタイプマトリックス

次の手順では、SFTP 対応サーバー、FTP 対応サーバー、または AS2 対応サーバー、または AS2 対応
サーバーを作成できます。

次のステップ

• SFTP 対応サーバーの作成 (p. 28)
• FTPS 対応サーバーを作成する (p. 35)
• FTP 対応サーバーの作成 (p. 42)
• AS2 対応サーバー構成の作成 (p. 66)

AWS Transfer Familyエンドポイントタイプマト
リックス

Transfer Family サーバーを作成するときは、使用するエンドポイントのタイプを選択します。次の表は、
各タイプのエンドポイントの特徴を示しています。

エンドポイントタイプマトリックス

特徴 Public VPC-インターネッ
ト

VPC-インターナル VPC エンドポイン
ト (非推奨)

対応プロトコル SFTP SFTP、FTPS、AS2 SFTP、FTP、FTPS、AS2SFTP

アクセス インターネット
から。このエン
ドポイントタイプ
は、VPC で特別な
設定を必要としま
せん。

インターネット経
由で、また VPC 
や VPC に接続さ
れた環境 (AWS 
Direct Connectオ
ンプレミスデータ
センターや VPN 
経由のオンプレミ
スデータセンター
など) から。

VPC や VPC に
接続された環
境 (AWS Direct 
Connectオンプレ
ミスのデータセン
ターや VPN など) 
内から。

VPC や VPC に
接続された環
境 (AWS Direct 
Connectオンプレ
ミスのデータセン
ターや VPN など) 
内から。

固定 IP アドレス 静的 IP アドレスは
添付できません。 
AWSは、変更され
る可能性がありま
す。

Elastic IP アドレ
スをエンドポイ
ントにアタッチで
きます。これらに
は、AWS所有す
る IP アドレスで
も独自の IP アド
レスでもかまいま
せん (独自の IP ア
ドレスを使用)。エ
ンドポイントにア
タッチされている 
Elastic IP アドレ
スは変更されませ
ん。

サーバーに接続さ
れているプライ
ベート IP アドレ
スも変更されませ
ん。

エンドポイントに
接続されているプ
ライベート IP アド
レスは変更されま
せん。

エンドポイントに
接続されているプ
ライベート IP アド
レスは変更されま
せん。
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AWS Transfer Familyエンドポイントタイプマトリックス

特徴 Public VPC-インターネッ
ト

VPC-インターナル VPC エンドポイン
ト (非推奨)

送信元 IP 許可リス
ト

このエンドポイン
トタイプは、送信
元 IP アドレスによ
る許可リストをサ
ポートしていませ
ん。

エンドポイントは
パブリックにアク
セス可能で、ポー
ト 22 を介してト
ラフィックを受信
します。

送信元 IP アドレ
スによるアクセス
を許可するには、
サーバーエンドポ
イントに接続され
たセキュリティグ
ループと、エンド
ポイントが属する
サブネットに接続
されたネットワー
ク ACL を使用でき
ます。

送信元 IP アドレ
スによるアクセス
を許可するには、
サーバーエンド
ポイントに接続さ
れたセキュリティ
グループと、エン
ドポイントが属す
るサブネットにア
タッチされたネッ
トワークアクセス
制御リスト (ネッ
トワーク ACL) を
使用できます。

送信元 IP アドレ
スによるアクセス
を許可するには、
サーバーエンドポ
イントに接続され
たセキュリティグ
ループと、エンド
ポイントが属する
サブネットに接続
されたネットワー
ク ACL を使用でき
ます。

クライアントファ
イアウォールの許
可リスト

サーバーの DNS 
名を許可する必要
があります。

IP アドレスは変
更される可能性が
あるため、クラ
イアントファイア
ウォールの許可リ
ストに IP アドレス
を使用しないでく
ださい。

サーバーの DNS 
名またはサーバー
にアタッチされて
いる Elastic IP ア
ドレスを許可でき
ます。

エンドポイントの
プライベート IP ア
ドレスまたは DNS 
名を許可できま
す。

エンドポイントの
プライベート IP ア
ドレスまたは DNS 
名を許可できま
す。

Note

VPC_ENDPOINTエンドポイントタイプは廃止され、新しいサーバーの作成には使用できません。
を使用する代わりにEndpointType=VPC_ENDPOINT、前の表で説明したように、新しい VPC 
エンドポイントタイプ (EndpointType=VPC) を使用してください。これは、内部向けまたは
インターネット向けとして使用できます。詳細については、「VPC_ENDPOINT のサポート終
了 (p. 57)」を参照してください。

AWS Transfer Familyサーバーのセキュリティ体制を強化するには、以下のオプションを検討してくださ
い。

• 内部アクセスが可能な VPC エンドポイントを使用して、VPCAWS Direct Connect または VPN 経由の
オンプレミスデータセンターなどの VPC 接続環境内のクライアントのみがサーバーにアクセスできるよ
うにします。

• クライアントがインターネット経由でエンドポイントにアクセスできるようにしてサーバーを保護する
には、インターネットに直接アクセスできる VPC エンドポイントを使用してください。次に、VPC の
セキュリティグループを変更して、ユーザーのクライアントをホストする特定の IP アドレスからのトラ
フィックのみを許可します。

• 内部アクセスが可能な VPC エンドポイントの前にあるNetwork Load Balancer を使用してください。
ロードバランサーのリスナーポートをポート 22 から別のポートに変更します。ポート22は最も一般的
にスキャンに使用されるため、ポートスキャナーやボットがサーバーをプローブするリスクを減らす
ことはできますが、排除することはできません。ただし、Network Load Balancer を使用する場合、セ
キュリティグループを使用してソース IP アドレスからのアクセスを許可することはできません。
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• パスワードベースの認証が必要で、サーバーでカスタム ID プロバイダーを使用している場合は、パス
ワードポリシーでユーザーが弱いパスワードを作成できないようにし、ログインの失敗回数を制限する
のがベストプラクティスです。

• AWS Transfer Familyマネージドサービスなので、シェルアクセスは用意されていません。基盤となる 
SFTP サーバに直接アクセスして、Transfer Family サーバで OS ネイティブコマンドを実行することは
できません。

SFTP 対応サーバーの作成
SFTP は Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol の略称で、インターネット経由の安全なデータ転送に
使用されるネットワークプロトコルです。このプロトコルは、SSH のセキュリティおよび認証機能をすべ
てサポートします。金融サービス、医療、医療、医療、医療、医療、医療、医療、医療、医療、医療、医
療、医療、医療、医療、医療、医療、医療、医療、医療、医医療

Note

Transfer Family 用の SFTP サーバーは、ポート 22 経由で動作します。

SFTP 対応サーバーを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開き、ナビゲーショ
ンペインで、[Servers] (サーバー) を選択してから [Create server] (サーバーの作成) を選択します。

2. [Choose protocols] (プロトコルの選択) で SFTP を選択してから [Next] (次へ) を選択します。

3. [Choose an identity provider] (ID プロバイダーの選択) で、ユーザーアクセスの管理に使用したい ID 
プロバイダーを選択します。次のオプションがあります。

• サービス管理 — ユーザー IDAWS Transfer Family とキーを格納します。
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SFTP 対応サーバーの作成

• AWS Directory Service for Microsoft Active Directory—AWS Directory Service エンドポイントに
アクセスするためのディレクトリを指定します。そうすることで、Active Directory に保存され
ている認証情報を使用してユーザーを認証できるようになります。AWS Managed Microsoft AD 
ID プロバイダーの使用に関する詳細については、「AWSDirectory Service ID プロバイダーの使
用 (p. 111)」を参照してください。

Note

• クロスアカウントディレクトリと共有ディレクトリは AWS Managed Microsoft AD では
サポートされません。

• Directory Service を ID プロバイダとしてサーバをセットアップするには、AWS 
Directory Serviceいくつかの権限を追加する必要があります。詳細については、「使用を
開始する前にAWS Directory Service for Microsoft Active Directory (p. 112)」を参照し
てください。

• カスタムIDプロバイダー — 次のいずれかのオプションを選択します。
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• IDAWS Lambda プロバイダーの接続に使用 — Lambda 関数にバックアップされた既存の ID プロ
バイダーを使用できます。Lambda 関数の名前を指定します。詳細については、「AWS Lambda 
の使用による ID プロバイダーの統合 (p. 123)」を参照してください。

• Amazon API Gateway を使用して ID プロバイダーを接続する — Lambda 関数によってバック
アップされる API Gateway メソッドを作成して ID プロバイダーとして使用する Lambda 関数を
作成できます。Amazon API Gateway URL と呼び出しロールを指定します。詳細については、
「Amazon API Gateway を使用して ID プロバイダーを統合する (p. 129)」を参照してくださ
い。

4. [Next] (次へ) を選択します。
5. [Choose an endpoint] (エンドポイントの選択) で次のように操作します。

a. [Endpoint type] (エンドポイントタイプ) として [Publicly accessible] (パブリックにアクセス可能
な) エンドポイントタイプを選択します。VPC ホステッドエンドポイントについては、「Virtual 
Private Cloud でサーバーを作成する (p. 49)」を参照してください。

b. (オプション) [Custom hostname] (カスタムホスト名) で [None] (なし) を選択します。

AWS Transfer Family によって提供されるサーバーホスト名を取得します。サーバーホスト名の
形式は serverId.server.transfer.regionId.amazonaws.com です。

カスタムホスト名には、サーバーエンドポイントのカスタムエイリアスを指定します。カスタム
ホスト名の使用の詳細については、「カスタムホスト名の使用 (p. 63)」を参照してください。

c. (オプション) [FIPS Enabled] (FIPS 対応) で、[FIPS Enabled endpoint] (FIPS 対応エンドポイン
ト) チェックボックスをオンにして、エンドポイントが連邦情報処理標準 (FIPS) に準拠すること
を確認します。

Note

FIPS 対応エンドポイントは、北米 AWS リージョンでのみ使用できます。使用可能な
リージョンについては、の「AWS Transfer Familyエンドポイントとクォータ」を参照
してくださいAWS 全般のリファレンス。FIPS の詳細については、連邦情報処理規格 
(FIPS) 140-2 を参照してください。

d. [Next] (次へ) を選択します。
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6. [Choose domain] (ドメインを選択) ページで、選択したプロトコル経由でデータの保存とアクセスに
使用したい AWS ストレージサービスを選択します。

• Amazon S3 を選択すると、選択したプロトコル経由でファイルをオブジェクトとして保存してアク
セスできます。

• Amazon EFS を選択すると、選択したプロトコル経由で Amazon EFS ファイルシステム内でファイ
ルを保存してアクセスできます。

[Next] (次へ) を選択します。
7. [Configure additional details] (その他の詳細の構成) で次のように操作します。

a. CloudWatch ロギングの場合は、次のいずれかを選択して Amazon ユーザーアクティビティの 
Amazon CloudWatch ロギングを有効にします。

• 新しいロールを作成するための正しいアクセス許可を受けている場合、[Create a new role] (新
しいロールを作成する) を選択すれば Transfer Family で IAM ロールを自動的に作成できます。
作成される IAM ロールは AWSTransferLoggingAccess と呼ばれます。

• [Choose an existing role] (既存のロールを選択) でアカウントから既存のロール を選択します。
[Logging role] (ログ記録ロール) でロールを選択します。この IAM ロールには [Service] (サービ
ス) を transfer.amazonaws.com に設定した信頼ポリシーを含めてください。

CloudWatch ロギングの詳細については、を参照してくださいでアクティビティをログに記録
する CloudWatch (p. 221)。

Note

• CloudWatch ロギングロールを指定しないと、でエンドユーザーのアクティビティを
表示できません。

• CloudWatch ロギングロールを設定しない場合は、[既存のロールを選択] を選択, しま
すが、ロギングロールは選択しません。
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b. [Cryptographic algorithm options] (暗号化アルゴリズムオプション) で、サーバーで使用できる暗
号化アルゴリズムを含むセキュリティポリシーを選択します。

Note

デフォルトでは、次にようになります。

• [FIPS Enabled endpoint] (FIPS 対応エンドポイント) を選択しない場
合、TransferSecurityPolicy-2020-06 セキュリティポリシーがサーバーにア
タッチされます。

• [FIPS Enabled endpoint] (FIPS 対応エンドポイント) を選択した場
合、TransferSecurityPolicy-FIPS-2020-06 セキュリティポリシーがサーバー
にアタッチされます。

セキュリティポリシーの詳細については、「のセキュリティポリシーAWS Transfer 
Family (p. 229)」を参照してください。

c. (オプション) [Server Host Key] (サーバーホストキー) に、クライアントが SFTP 経由でサーバに
接続するときにサーバを識別するために使用する RSA、ED25519、または ECDSA 秘密キーを入
力します。また、複数のホストキーを区別するためにも説明を追加できます。

サーバーを作成したら、ホストキーを追加できます。複数のホストキーがあると、キーをロー
テーションする場合や、RSA キーと ECDSA キーなど、さまざまなタイプのキーが必要な場合に
便利です。

Note

Server Host Key セクションは、既存の SFTP 対応サーバーからユーザーを移行する場合
のみを対象としています。
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d. (オプション) [Tags] (タグ) の [Key] (キー) と [Value] (値) にキーバリューペアとして 1 つ以上のタ
グを入力して [Add tag] (タグの追加) を選択します。

e. [Next] (次へ) を選択します。

f. (オプション) [Managed Workflow] (マネージドワークフロー) は、ワークフローの実行時に 
Transfer Family が想定するワークフロー ID (および対応するロール) を選択します。アップロー
ドが完了したときに実行するワークフローと、部分的なアップロード時に実行するワークフロー
を選択できます。マネージドワークフローを使用してファイルを処理する方法の詳細について
は、を参照してくださいAWS Transfer Family管理ワークフロー (p. 158)。
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g. （オプション）AWS Transfer Family組織のポリシーや契約条件などのカスタマイズされたメッ
セージをエンドユーザーに表示するようにサーバーを設定できます。[バナーを表示] の [事前認証
表示バナー] テキストボックスに、認証前にユーザーに表示するテキストメッセージを入力しま
す。

h. (オプション) 次の追加オプションを設定できます。

• SetStat オプション:Amazon S3 ETSTAOptionSETSTAT にアップロードしているファイルに
対してクライアントが使用を試みたときに生成されるエラーを無視します。詳細について
は、SetStatOptionのマニュアルを参照してくださいProtocolDetails。

• TLSセッションの再開:このオプションは、このサーバーのプロトコルの1つとしてFTPSを有効
にしている場合にのみ使用できます。

• パッシブIP: このオプションは、このサーバーのプロトコルの1つとしてFTPSまたはFTPを有効
にしている場合にのみ使用できます。

8. [Review and create] (確認と作成) で選択内容を確認します。

• いずれかを編集するには、ステップの隣にある [Edit] (編集) を選択します。

Note

編集の対象として選択したステップの後で各ステップの確認が必要になります。
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• 変更がない場合、[Create server] (サーバーの作成) を選択してサーバーを作成します。[Servers] 
(サーバー) ページに誘導され、次に示すように新しいサーバーの一覧が表示されます。

新しい SFTP サーバーのステータスが [Online] (オンライン) に変わるまでに数分かかる場合があります。
その時点で、サーバーはユーザーのためにファイルオペレーションを実行できます。

FTPS 対応サーバーを作成する
File Transfer Protocol over SSL (FTPS) は FTP の拡張版です。Transport Layer Security (TLS) および 
Secure Sockets Layer (SSL) 暗号化プロトコルを使用して、トラフィックを暗号化します。FTPS を利用
すると、制御チャネルとデータチャネルの接続の両方を同時に、または個別に暗号化できます。

FTPS 対応サーバーを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開き、ナビゲーショ
ンペインで、[Servers] (サーバー) を選択してから [Create server] (サーバーの作成) を選択します。

2. [Choose protocols] (プロトコルの選択) で FTPS を選択してから [Next] (次へ) を選択します。

[Server certificate] (サーバー証明書) で、クライアントが FTPS 経由でサーバーに接続するときにサー
バーを識別するために使用される AWS Certificate Manager (ACM) に保存されている証明書を選択し
てから [Next] (次へ) を選択します。

新しいパブリック証明書をリクエストするには、AWS Certificate Manager ユーザーガイドの「パブ
リック証明書をリクエストする」を参照してください。

既存の証明書を ACM にインポートするには、AWS Certificate Manager ユーザーガイドの「ACM に
証明書をインポートする」を参照してください。

プライベート IP アドレス経由で FTPS を使用できるようにプライベート証明書をリクエストするに
は、AWS Certificate Manager ユーザーガイドの「プライベート証明書のリクエスト」を参照してくだ
さい。

以下の暗号化アルゴリズムとキーサイズの証明書がサポートされています。

• 2048 ビット RSA (RSA_2048)
• 4096 ビット RSA (RSA_4096)
• 楕円素数曲線 256 ビット (EC_Prime256v1)
• 楕円素数曲線 384 ビット (EC_secp384R1)
• 楕円素数曲線 521 ビット (EC_secp521R1)

Note

証明書は、FQDN または IP アドレスが指定され、発行者に関する情報が記載された有効な 
SSL/TLS X.509 バージョン 3 の証明書である必要があります。
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3. [Choose an identity provider] (ID プロバイダーの選択) で、ユーザーアクセスの管理に使用したい ID 
プロバイダーを選択します。次のオプションがあります。

• AWS Directory Service for Microsoft Active Directory—AWS Directory Service エンドポイントに
アクセスするためのディレクトリを指定します。そうすることで、Active Directory に保存され
ている認証情報を使用してユーザーを認証できるようになります。AWS Managed Microsoft AD 
ID プロバイダーの使用に関する詳細については、「AWSDirectory Service ID プロバイダーの使
用 (p. 111)」を参照してください。

Note

• クロスアカウントディレクトリと共有ディレクトリは AWS Managed Microsoft AD では
サポートされません。

• Directory Service を ID プロバイダとしてサーバをセットアップするには、AWS 
Directory Serviceいくつかの権限を追加する必要があります。詳細については、「使用を
開始する前にAWS Directory Service for Microsoft Active Directory (p. 112)」を参照し
てください。
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• カスタムIDプロバイダー — 次のいずれかのオプションを選択します。
• IDAWS Lambda プロバイダーの接続に使用 — Lambda 関数にバックアップされた既存の ID プロ

バイダーを使用できます。Lambda 関数の名前を指定します。詳細については、「AWS Lambda 
の使用による ID プロバイダーの統合 (p. 123)」を参照してください。

• Amazon API Gateway を使用して ID プロバイダーを接続する — Lambda 関数によってバック
アップされる API Gateway メソッドを作成して ID プロバイダーとして使用する Lambda 関数を
作成できます。Amazon API Gateway URL と呼び出しロールを指定します。詳細については、
「Amazon API Gateway を使用して ID プロバイダーを統合する (p. 129)」を参照してくださ
い。

4. [Next] (次へ) を選択します。
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5. [Choose an endpoint] (エンドポイントの選択) で、次のように操作します。

Note

Transfer Family 用の FTPS サーバーは、ポート 21 (コントロールチャネル) およびポート範
囲 8192～8200 (データチャネル) を経由して動作します。

a. [Endpoint type] (エンドポイントタイプ) で、サーバーのエンドポイントのホストになる VPC ホ
ステッドエンドポイントタイプを選択します。VPC ホストエンドポイントの設定については、
「Virtual Private Cloud でサーバーを作成する (p. 49)」を参照してください。

Note

パブリックにアクセス可能なエンドポイントはサポートされません。
b. (オプション) [FIPS Enabled] (FIPS 対応) で、[FIPS Enabled endpoint] (FIPS 対応エンドポイン

ト) チェックボックスをオンにして、エンドポイントが連邦情報処理標準 (FIPS) に準拠すること
を確認します。

Note

FIPS 対応エンドポイントは、北米 AWS リージョンでのみ使用できます。使用可能な
リージョンについては、の「AWS Transfer Familyエンドポイントとクォータ」を参照
してくださいAWS 全般のリファレンス。FIPS の詳細については、連邦情報処理規格 
(FIPS) 140-2 を参照してください。

c. [Next] (次へ) を選択します。
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6. [Choose domain] (ドメインを選択) ページで、選択したプロトコル経由でデータの保存とアクセスに
使用したい AWS ストレージサービスを選択します。

• Amazon S3 を選択すると、選択したプロトコル経由でファイルをオブジェクトとして保存してアク
セスできます。

• Amazon EFS を選択すると、選択したプロトコル経由で Amazon EFS ファイルシステム内でファイ
ルを保存してアクセスできます。

[Next] (次へ) を選択します。
7. [Configure additional details] (その他の詳細の構成) で次のように操作します。

a. CloudWatch ロギングの場合は、次のいずれかを選択して Amazon ユーザーアクティビティの 
Amazon CloudWatch ロギングを有効にします。

• 新しいロールを作成するための正しいアクセス許可を受けている場合、[Create a new role] (新
しいロールを作成する) を選択すれば Transfer Family で自動的に IAM ロールを作成できます。
作成される IAM ロールは AWSTransferLoggingAccess と呼ばれます。

• [Choose an existing role] (既存のロールを選択) でアカウントから既存のロール を選択します。
[Logging role] (ログ記録ロール) でロールを選択します。この IAM ロールには [Service] (サービ
ス) を transfer.amazonaws.com に設定した信頼ポリシーを含めてください。

CloudWatch ロギングの詳細については、を参照してくださいでアクティビティをログに記録
する CloudWatch (p. 221)。

Note

• CloudWatch ロギングロールを指定しないと、でエンドユーザーのアクティビティを
表示できません。

• CloudWatch ロギングロールを設定しない場合は、[既存のロールを選択] を選択, しま
すが、ロギングロールは選択しません。

b. [Cryptographic algorithm options] (暗号化アルゴリズムオプション) で、サーバーで使用できる暗
号化アルゴリズムを含むセキュリティポリシーを選択します。

Note

デフォルトでは、次にようになります。

• [FIPS Enabled endpoint] (FIPS 対応エンドポイント) を選択しない場
合、TransferSecurityPolicy-2020-06 セキュリティポリシーがサーバーにア
タッチされます。
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• [FIPS Enabled endpoint] (FIPS 対応エンドポイント) を選択した場
合、TransferSecurityPolicy-FIPS-2020-06 セキュリティポリシーがサーバー
にアタッチされます。

セキュリティポリシーの詳細については、「のセキュリティポリシーAWS Transfer 
Family (p. 229)」を参照してください。

c. [Server Host Key] (サーバーホストキー) は、空白のままにします。

Note

Server Host Key セクションは、既存の SFTP 対応サーバーからユーザーを移行する場合
のみを対象としています。

d. (オプション) [Tags] (タグ) の [Key] (キー) と [Value] (値) にキーバリューペアとして 1 つ以上のタ
グを入力して [Add tag] (タグの追加) を選択します。

e. [Next] (次へ) を選択します。
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f. (オプション) [Managed Workflow] (マネージドワークフロー) は、ワークフローの実行時に 
Transfer Family が想定するワークフロー ID (および対応するロール) を選択します。アップロー
ドが完了したときに実行するワークフローと、部分的なアップロード時に実行するワークフロー
を選択できます。マネージドワークフローを使用してファイルを処理する方法の詳細について
は、を参照してくださいAWS Transfer Family管理ワークフロー (p. 158)。

g. （オプション）AWS Transfer Family組織のポリシーや契約条件などのカスタマイズされたメッ
セージをエンドユーザーに表示するようにサーバーを設定できます。認証に成功したユーザーに
は、カスタマイズした「今日のメッセージ (MOTD)」を表示することもできます。

表示バナーの場合は、認証前表示バナーのテキストボックスに、認証前にユーザーに表示するテ
キストメッセージを入力し、認証後の表示バナーのテキストボックスに、認証が完了した後に
ユーザーに表示するテキストを入力します。

h. (オプション) 次の追加オプションを設定できます。

• SetStat オプション:Amazon S3 ETSTAOptionSETSTAT にアップロードしているファイルに
対してクライアントが使用を試みたときに生成されるエラーを無視します。詳細について
は、SetStatOptionProtocolDetailsトピックのドキュメントを参照してください。

• TLS セッション再開:FTPS セッションの制御接続とデータ接続の間でネゴシエー
トされた秘密鍵を再開または共有するメカニズムを提供します。詳細について
は、TlsSessionResumptionModeProtocolDetailsトピックのドキュメントを参照してくださ
い。

• パッシブIP: FTP および FTPS プロトコルのパッシブモードを示します。ファイアウォール、
ルーター、ロードバランサーのパブリック IP アドレスなど、単一 IPv4 アドレスを入力しま
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す。詳細については、PassiveIpProtocolDetailsトピックのドキュメントを参照してくださ
い。

8. [Review and create] (確認と作成) で選択内容を確認します。

• いずれかを編集するには、ステップの隣にある [Edit] (編集) を選択します。

Note

編集の対象として選択したステップの後で各ステップの確認が必要になります。
• 変更がない場合、[Create server] (サーバーの作成) を選択してサーバーを作成します。[Servers] 

(サーバー) ページに誘導され、次に示すように新しいサーバーの一覧が表示されます。

新しい SFTP サーバーのステータスが [Online] (オンライン) に変わるまでに数分かかる場合があります。
その時点で、サーバーはユーザーのためにファイルオペレーションを実行できます。

次のステップ:次のステップとして、「」カスタム ID プロバイダーの使用 (p. 123) に進んでユーザーを
設定します。

FTP 対応サーバーの作成
File Transfer Protocol (FTP) は、データの転送に使用されるネットワークプロトコルです。FTP は制御と
データ転送に別のチャネルを使用します。制御チャネルは、終了するか非アクティブでタイムアウトにな
るまで開いています。データチャネルは、転送期間にアクティブになります。FTP は平文を使用し、トラ
フィックの暗号化をサポートしません。

FTP 対応サーバーを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開き、ナビゲーショ
ンペインで、[Servers] (サーバー) を選択してから [Create server] (サーバーの作成) を選択します。
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2. [Choose protocols] (プロトコルの選択) で FTP を選択してから [Next] (次へ) を選択します。

3. [Choose an identity provider] (ID プロバイダーの選択) で、ユーザーアクセスの管理に使用したい ID 
プロバイダーを選択します。次のオプションがあります。

• AWS Directory Service for Microsoft Active Directory—AWS Directory Service エンドポイントに
アクセスするためのディレクトリを指定します。そうすることで、Active Directory に保存され
ている認証情報を使用してユーザーを認証できるようになります。AWS Managed Microsoft AD 
ID プロバイダーの使用に関する詳細については、「AWSDirectory Service ID プロバイダーの使
用 (p. 111)」を参照してください。

Note

• クロスアカウントディレクトリと共有ディレクトリは AWS Managed Microsoft AD では
サポートされません。

• Directory Service を ID プロバイダとしてサーバをセットアップするには、AWS 
Directory Serviceいくつかの権限を追加する必要があります。詳細については、「使用を
開始する前にAWS Directory Service for Microsoft Active Directory (p. 112)」を参照し
てください。

• カスタムIDプロバイダー — 次のいずれかのオプションを選択します。
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• IDAWS Lambda プロバイダーの接続に使用 — Lambda 関数にバックアップされた既存の ID プロ
バイダーを使用できます。Lambda 関数の名前を指定します。詳細については、「AWS Lambda 
の使用による ID プロバイダーの統合 (p. 123)」を参照してください。

• Amazon API Gateway を使用して ID プロバイダーを接続する — Lambda 関数によってバック
アップされる API Gateway メソッドを作成して ID プロバイダーとして使用する Lambda 関数を
作成できます。Amazon API Gateway URL と呼び出しロールを指定します。詳細については、
「Amazon API Gateway を使用して ID プロバイダーを統合する (p. 129)」を参照してくださ
い。

4. [Next] (次へ) を選択します。
5. [Choose an endpoint] (エンドポイントの選択) で、次のように操作します。

Note

Transfer Family 用の FTP サーバーは、ポート 21 (コントロールチャネル) およびポート範囲 
8192～8200 (データチャネル) を経由して動作します。

a. [Endpoint type] (エンドポイントタイプ) で、サーバーのエンドポイントのホストになる VPC ホ
ストテッドエンドポイントタイプを選択します。VPC ホストエンドポイントの設定については、
「Virtual Private Cloud でサーバーを作成する (p. 49)」を参照してください。

Note

パブリックにアクセス可能なエンドポイントはサポートされません。
b. [FIPS Enabled] (FIPS 対応) で [FIPS Enabled endpoint] (FIPS 対応エンドポイント) チェックボッ

クスをオフのままにします。

Note

FIPS 対応エンドポイントは FTP サーバーではサポートされていません。
c. [Next] (次へ) を選択します。
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6. [Choose domain] (ドメインを選択) ページで、選択したプロトコル経由でデータの保存とアクセスに
使用したい AWS ストレージサービスを選択します。

• Amazon S3 を選択すると、選択したプロトコル経由でファイルをオブジェクトとして保存してアク
セスできます。

• Amazon EFS を選択すると、選択したプロトコル経由で Amazon EFS ファイルシステム内でファイ
ルを保存してアクセスできます。

[Next] (次へ) を選択します。
7. [Configure additional details] (その他の詳細の構成) で次のように操作します。

a. CloudWatch ロギングの場合は、次のいずれかを選択して Amazon ユーザーアクティビティの 
Amazon CloudWatch ロギングを有効にします。

• 新しいロールを作成するための正しいアクセス許可を受けている場合、[Create a new role] (新
しいロールを作成する) を選択すれば Transfer Family で自動的に IAM ロールを作成できます。
作成される IAM ロールは AWSTransferLoggingAccess と呼ばれます。

• [Choose an existing role] (既存のロールを選択) でアカウントから既存のロール を選択します。
[Logging role] (ログ記録ロール) でロールを選択します。この IAM ロールには [Service] (サービ
ス) を transfer.amazonaws.com に設定した信頼ポリシーを含めてください。

CloudWatch ロギングの詳細については、を参照してくださいでアクティビティをログに記録
する CloudWatch (p. 221)。

Note

• CloudWatch ロギングロールを指定しないと、でエンドユーザーのアクティビティを
表示できません。

45



AWS Transfer Family ユーザーガイド
FTP 対応サーバーの作成

• CloudWatch ロギングロールを設定しない場合は、[既存のロールを選択] を選択, しま
すが、ロギングロールは選択しません。

b. [Cryptographic algorithm options] (暗号化アルゴリズムオプション) で、サーバーで使用できる暗
号化アルゴリズムを含むセキュリティポリシーを選択します。

Note

デフォルトでは、TransferSecurityPolicy-2020-06 セキュリティポリシーがサー
バーにアタッチされます。

セキュリティポリシーの詳細については、「のセキュリティポリシーAWS Transfer 
Family (p. 229)」を参照してください。

c. [Server Host Key] (サーバーホストキー) は、空白のままにします。

Note

Server Host Key セクションは、既存の SFTP 対応サーバーからユーザーを移行する場合
のみを対象としています。
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d. (オプション) [Tags] (タグ) の [Key] (キー) と [Value] (値) にキーバリューペアとして 1 つ以上のタ
グを入力して [Add tag] (タグの追加) を選択します。

e. [Next] (次へ) を選択します。

f. (オプション) [Managed Workflow] (マネージドワークフロー) は、ワークフローの実行時に 
Transfer Family が想定するワークフロー ID (および対応するロール) を選択します。アップロー
ドが完了したときに実行するワークフローと、部分的なアップロード時に実行するワークフロー
を選択できます。マネージドワークフローを使用してファイルを処理する方法の詳細について
は、を参照してくださいAWS Transfer Family管理ワークフロー (p. 158)。
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g. （オプション）AWS Transfer Family組織のポリシーや契約条件などのカスタマイズされたメッ
セージをエンドユーザーに表示するようにサーバーを設定できます。認証に成功したユーザーに
は、カスタマイズした「今日のメッセージ (MOTD)」を表示することもできます。

表示バナーの場合は、認証前表示バナーのテキストボックスに、認証前にユーザーに表示するテ
キストメッセージを入力し、認証後の表示バナーのテキストボックスに、認証が完了した後に
ユーザーに表示するテキストを入力します。

h. (オプション) 次の追加オプションを設定できます。

• SetStat オプション:Amazon S3 ETSTAOptionSETSTAT にアップロードしているファイルに
対してクライアントが使用を試みたときに生成されるエラーを無視します。詳細について
は、SetStatOptionProtocolDetailsトピックのドキュメントを参照してください。

• TLS セッション再開:FTPS セッションの制御接続とデータ接続の間でネゴシエー
トされた秘密鍵を再開または共有するメカニズムを提供します。詳細について
は、TlsSessionResumptionModeProtocolDetailsトピックのドキュメントを参照してくださ
い。

• パッシブIP: FTP および FTPS プロトコルのパッシブモードを示します。ファイアウォール、
ルーター、ロードバランサーのパブリック IP アドレスなど、単一 IPv4 アドレスを入力しま
す。詳細については、PassiveIpProtocolDetailsトピックのドキュメントを参照してくださ
い。
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8. [Review and create] (確認と作成) で選択内容を確認します。

• いずれかを編集するには、ステップの隣にある [Edit] (編集) を選択します。

Note

編集の対象として選択したステップの後で各ステップの確認が必要になります。
• 変更がない場合、[Create server] (サーバーの作成) を選択してサーバーを作成します。[Servers] 

(サーバー) ページに誘導され、次に示すように新しいサーバーの一覧が表示されます。

新しい SFTP サーバーのステータスが [Online] (オンライン) に変わるまでに数分かかる場合があります。
その時点で、サーバーはユーザーのためにファイルオペレーションを実行できます。

次のステップ — 次のステップとして、「カスタム ID プロバイダーの使用 (p. 123)」に進んでユーザー
を設定します。

Virtual Private Cloud でサーバーを作成する
Virtual Private Cloud (VPC) 内でサーバーのエンドポイントをホストし、それを使用してパブリックイン
ターネットを経由せずに Amazon S3 バケットや Amazon EFS ファイルシステムとの間でデータを転送で
きます。

Note

2021 年 5 月 19 日よりも前に EndpointType=VPC_ENDPOINT アカウント内で AWS を使用
して既にサーバーを作成していない限り、2021 年 5 月 19 日以降にその操作はできなくなりま
す。2021 年 2 月 21 日よりも前に AWS アカウントで既に EndpointType=VPC_ENDPOINT サー
バーを作成している場合には影響を受けません。この日付を過ぎたら EndpointType=VPC を使
用します。詳細については、「the section called “VPC_ENDPOINT のサポート終了” (p. 57)」
を参照してください。
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Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用して AWS リソースをホストする場合、VPC と サー
バーの間のプライベート接続を確立できます。その後、パブリックなIPアドレスを使用したり、インター
ネットゲートウェイを必要とすることなく、このサーバーを使用してクライアント経由で Amazon S3 バ
ケットとの間でデータを転送できます。

Amazon VPC を使用して、カスタム仮想ネットワークで AWS リソースを起動できます。VPCを使用し
て、IP アドレス範囲、サブネット、ルートテーブル、ネットワークゲートウェイなどのネットワーク設
定を制御できます。Amazon VPC の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「Amazon VPC と
は」を参照してください。

以下のセクションでは、VPC をサーバーに接続する手順を示しています。手順の概要は、以下のとおりで
ます。

1. VPC エンドポイントを使用してサーバーを設定します。
2. VPC エンドポイントを通して VPC 内の SFTP クライアントでサーバーに接続します。これによ

り、AWS Transfer Family を使用して Amazon S3 バケットに保存されたデータをクライアント経由で
転送できます。ネットワークがパブリックインターネットから切断されていても、この転送を実行でき
ます。

3. さらに、サーバーのエンドポイントをインターネット向けにしようとする場合、Elastic IP アドレスを
エンドポイントに関連付けることができます。これで VPC の外部のクライアントがサーバーに接続で
きるようになります。VPC セキュリティグループを使用して、許可されたアドレスのみからリクエスト
が送信される認証済みユーザーへのアクセスを制御できます。

トピック
• VPC 内でのみアクセスできるサーバーエンドポイントを作成する (p. 50)
• サーバー用のインターネット向けエンドポイントを作成する (p. 52)
• SFTP サーバーのエンドポイントタイプの変更 (p. 55)
• VPC_ENDPOINT のサポート終了 (p. 57)
• AWS Transfer Family サーバーエンドポイントタイプを VPC_ENDPOINT から VPC に更新す

る (p. 58)

VPC 内でのみアクセスできるサーバーエンドポイント
を作成する
以下の手順に従って、VPC 内のリソースにのみアクセスできるサーバーエンドポイントを作成します。

VPC の内部にエンドポイントを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Servers] (サーバー) を選択してから [Create server] (サーバーの作成) を選

択します。
3. [Choose protocols] (プロトコルの選択) で 1 つ以上のプロトコルを選択してから [Next] (次へ) を選択

します。プロトコルの詳細については、「ステップ 2: SFTP 対応サーバーを作成する (p. 20)」を参照
してください。

4. [Choose an identity provider] (ID プロバイダーの選択) で [Service managed] (マネージドサービス) を
選択してユーザー ID とキーを AWS Transfer Family に保存してから [Next] (次へ) を選択します。

Note

この手順では、サービスマネージドオプションを使用します。[Custom] (カスタム) を選択し
た場合、 Amazon API Gateway エンドポイントにアクセスするために Amazon API Gateway 
エンドポイントと AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを提供します。そうす
ることで、ディレクトリサービスを統合して SFTP ユーザーの認証と許可を実行できます。
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カスタム ID プロバイダーの使用に関する詳細については、「カスタム ID プロバイダーの使
用 (p. 123)」を参照してください。

5. [Choose an endpoint] (エンドポイントの選択) で、次のように操作します。

Note

Transfer Family 用の FTP および FTPS サーバーは、ポート 21 (制御チャネル) およびポート
範囲 8192～8200 (データチャネル) を経由して動作します。

a. [Endpoint type] (エンドポイントタイプ) で、サーバーのエンドポイントをホストする VPC hosted
(VPC ホステッド) エンドポイントタイプを選択します。

b. [Access] (アクセス) で [Internal] (社内) すると、エンドポイントのプライベート IP アドレスを使
用しているクライアントのみがエンドポイントにアクセスできるようになります。

Note

Internet Facing (インターネット向け) オプションの詳細については、「サーバー用のイ
ンターネット向けエンドポイントを作成する (p. 52)」を参照してください。社内アク
セスのみの VPC 内で作成されたサーバーはカスタムホスト名をサポートしません。

c. VPC では、既存の VPC ID を選択するか、[Create a VPC] (VPC を作成する) をクリックして新し
い VPC を作成します。

d. [Availability Zones] (アベイラビリティーゾーン) セクションで、最大 3 つのアベイラビリティー
ゾーンと関連サブネットを選択します。

e. [Security Groups] (セキュリティグループ) セクションで、既存のセキュリティグループ ID を選
択するか、[Create a security group] (セキュリティグループの作成) をクリックして新しいセキュ
リティグループを作成します。VPC セキュリティグループの詳細については、Amazon Virtual 
Private Cloud ユーザーガイドの「VPC のセキュリティグループ」を参照してください。セキュリ
ティグループを作成するには、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「セキュリティグ
ループの作成」を参照してください。

Note

VPC にはデフォルトセキュリティグループが付属していて自動的に設定されます。サー
バーの起動時に別のセキュリティグループを指定しない場合、デフォルトのセキュリ
ティグループがサーバーに関連付けられます。

f. (オプション) [FIPS Enabled] (FIPS 対応) で、[FIPS Enabled endpoint] (FIPS 対応エンドポイン
ト) チェックボックスをオンにして、エンドポイントが連邦情報処理標準 (FIPS) に準拠している
ことを確認します。

Note

FIPS 対応エンドポイントは、北米 AWS リージョンでのみ使用できます。使用可能な
リージョンについては、の「AWS Transfer Familyエンドポイントとクォータ」を参照
してくださいAWS 全般のリファレンス。FIPS の詳細については、連邦情報処理規格 
(FIPS) 140-2 を参照してください。

g. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Configure additional details] (その他の詳細の構成) で次のように操作します。

a. CloudWatch ロギング, の場合は、次のいずれかを選択して、ユーザアクティビティの Amazon 
CloudWatch ロギングを有効にします。

• 新しいロールを作成するための正しいアクセス許可を受けている場合、[Create a new role] (新
しいロールを作成する) を選択すれば Transfer Family で自動的に IAM ロールを作成できます。
作成される IAM ロールは AWSTransferLoggingAccess と呼ばれます。

• [Choose an existing role] (既存のロールを選択) でアカウントから既存のロール を選択します。
[Logging role] (ログ記録ロール) でロールを選択します。この IAM ロールには [Service] (サービ
ス) を transfer.amazonaws.com に設定した信頼ポリシーを含めてください。51
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CloudWatch ロギングの詳細については、を参照してくださいでアクティビティをログに記録
する CloudWatch (p. 221)。

Note

• CloudWatch ロギングロールを指定しないと、でエンドユーザーのアクティビティを
表示できません。

• CloudWatch ロギングロールを設定しない場合は、[既存のロールを選択] を選択, しま
すが、ロギングロールは選択しません。

b. [Cryptographic algorithm options] (暗号化アルゴリズムオプション) で、サーバーで使用できる暗
号化アルゴリズムを含むセキュリティポリシーを選択します。

Note

デフォルトでは、TransferSecurityPolicy-2020-06 セキュリティポリシーは、別
のポリシーを選択しない限り、サーバーに関連付けられます。

セキュリティポリシーの詳細については、「のセキュリティポリシーAWS Transfer 
Family (p. 229)」を参照してください。

c. （オプション）[Server Host Key,] に、クライアントが SFTP 経由でサーバに接続するときにサー
バを識別するために使用する RSA、ED25519、または ECDSA 秘密キーを入力します。

Note

このセクションは、既存の SFTP 対応サーバーからユーザーを移行する場合のみを対象
としています。

d. (オプション) [Tags] (タグ) の [Key] (キー) と [Value] (値) にキーバリューペアとして 1 つ以上のタ
グを入力して [Add tag] (タグの追加) を選択します。

e. [Next] (次へ) を選択します。
7. [Review and create] (確認と作成) で選択内容を見直します。オプション:

• いずれかを編集するには、ステップの隣にある [Edit] (編集) を選択します。
Note

編集の対象として選択したステップの後で各ステップの確認が必要になります。
• 変更の必要がなければ、[Create server] (サーバーの作成) を選択してサーバーを作成します。次に

示すとおり、新しいサーバーが一覧表示されている、[Servers] (サーバー) ページに移動します。

新しい SFTP サーバーのステータスが [Online] (オンライン) に変わるまでに数分かかる場合があります。
その時点で、サーバーはユーザーのためにファイルオペレーションを実行できます。

サーバー用のインターネット向けエンドポイントを作
成する
以下の手順に従って、サーバーエンドポイントを作成します。このエンドポイントは、VPC のデフォルト
セキュリティグループで送信元 IP アドレスが許可されているクライアントに対してのみ、インターネット
経由でアクセスできます。さらに、Elastic IP アドレスを使用してエンドポイントをインターネット向けに
することで、クライアントは Elastic IP アドレスを使用してファイアウォール内のエンドポイントへのア
クセスを許可できます。

Note

インターネット向け VPC でホストされるエンドポイントで使用できるのは SFTP と FTPS のみ
です。
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インターネット向けエンドポイントを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Servers] (サーバー) を選択してから [Create server] (サーバーの作成) を選

択します。
3. [Choose protocols] (プロトコルの選択) で 1 つ以上のプロトコルを選択してから [Next] (次へ) を選択

します。プロトコルの詳細については、「ステップ 2: SFTP 対応サーバーを作成する (p. 20)」を参照
してください。

4. [Choose an identity provider] (ID プロバイダーの選択) で [Service managed] (マネージドサービス) を
選択してユーザー ID とキーを AWS Transfer Family に保存してから [Next] (次へ) を選択します。

Note

この手順では、サービスマネージドオプションを使用します。[Custom] (カスタム) を選択し
た場合、 Amazon API Gateway エンドポイントにアクセスするために Amazon API Gateway 
エンドポイントと AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを提供します。そうす
ることで、ディレクトリサービスを統合して SFTP ユーザーの認証と許可を実行できます。
カスタム ID プロバイダーの使用に関する詳細については、「カスタム ID プロバイダーの使
用 (p. 123)」を参照してください。

5. [Choose an endpoint] (エンドポイントの選択) で、次のように操作します。

a. [Endpoint type] (エンドポイントタイプ) で、サーバーのエンドポイントをホストする VPC hosted
(VPC ホステッド) エンドポイントタイプを選択します。

b. [Access] (アクセス) で [Internet Facing] (インターネット向け) をクリックして、インターネット
経由でクライアントからエンドポイントにアクセスできるようにします。

Note

[Internet Facing] (インターネット向け) を選択すると、各サブネット内の既
存の Elastic IP アドレスを選択できます。または、VPC コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/) に移動して、1 つ以上の新しい Elastic IP アドレスを割
り当てることもできます。これらのアドレスの所有者は、AWS またはユーザーです。
既に使用されている Elastic IP アドレスをエンドポイントに関連付けることはできませ
ん。

c. (オプション) [Custom hostname (カスタムホスト名) で以下のいずれかのオプションを選択しま
す。

• Amazon Route 53 DNS alias (Amazon Route 53 DNS エイリアス) – 使用するホスト名
が、Route 53 に登録されている場合。その後、ホスト名を入力します。

• Other DNS (その他の DNS) – 使用するホスト名が別の DNS プロバイダーに登録されている場
合。その後、ホスト名を入力します。

• None (なし) – サーバーのエンドポイントを使用し、カスタムホスト名は使用しない場合。サー
バーホスト名の形式は server-id.server.transfer.region.amazonaws.com です。

カスタムホスト名の使用に関する詳細については、「カスタムホスト名の使用 (p. 63)」を参
照してください 。

d. VPC では、既存の VPC ID を選択するか、[Create a VPC] (VPC を作成する) をクリックして新し
い VPC を作成します。

e. [Availability Zones] (アベイラビリティーゾーン) セクションで、最大 3 つのアベイラビリティー
ゾーンと関連サブネットを選択します。[IPv4 Addresses] (IPv4 アドレス) でサブネットごとに
Elastic IP アドレスを選択します。これは、クライアントがファイアウォール内のエンドポイント
へのアクセスを許可するために使用できる IP アドレスです。

f. [Security Groups] (セキュリティグループ) セクションで、既存のセキュリティグループ ID を選
択するか、[Create a security group] (セキュリティグループの作成) をクリックして新しいセキュ
リティグループを作成します。VPC セキュリティグループの詳細については、Amazon Virtual 
Private Cloud ユーザーガイドの「VPC のセキュリティグループ」を参照してください。セキュリ
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ティグループを作成するには、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「セキュリティグ
ループの作成」を参照してください。

Note

VPC にはデフォルトセキュリティグループが付属していて自動的に設定されます。サー
バーの起動時に別のセキュリティグループを指定しない場合、デフォルトのセキュリ
ティグループがサーバーに関連付けられます。

g. (オプション) [FIPS Enabled] (FIPS 対応) で、[FIPS Enabled endpoint] (FIPS 対応エンドポイン
ト) チェックボックスをオンにして、エンドポイントが連邦情報処理標準 (FIPS) に準拠している
ことを確認します。

Note

FIPS 対応エンドポイントは、北米 AWS リージョンでのみ使用できます。使用可能な
リージョンについては、の「AWS Transfer Familyエンドポイントとクォータ」を参照
してくださいAWS 全般のリファレンス。FIPS の詳細については、連邦情報処理規格 
(FIPS) 140-2 を参照してください。

h. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Configure additional details] (その他の詳細の構成) で次のように操作します。

a. CloudWatch ロギング, の場合は、次のいずれかを選択して、ユーザアクティビティの Amazon 
CloudWatch ロギングを有効にします。

• 新しいロールを作成するための正しいアクセス許可を受けている場合、[Create a new role] (新
しいロールを作成する) を選択すれば Transfer Family で自動的に IAM ロールを作成できます。
作成される IAM ロールは AWSTransferLoggingAccess と呼ばれます。

• [Choose an existing role] (既存のロールを選択) でアカウントから既存のロール を選択します。
[Logging role] (ログ記録ロール) でロールを選択します。この IAM ロールには [Service] (サービ
ス) を transfer.amazonaws.com に設定した信頼ポリシーを含めてください。

CloudWatch ロギングの詳細については、を参照してくださいでアクティビティをログに記録
する CloudWatch (p. 221)。

Note

• CloudWatch ロギングロールを指定しないと、でエンドユーザーのアクティビティを
表示できません。

• CloudWatch ロギングロールを設定しない場合は、[既存のロールを選択] を選択, しま
すが、ロギングロールは選択しません。

b. [Cryptographic algorithm options] (暗号化アルゴリズムオプション) で、サーバーで使用できる暗
号化アルゴリズムを含むセキュリティポリシーを選択します。

Note

デフォルトでは、TransferSecurityPolicy-2020-06 セキュリティポリシーは、別
のポリシーを選択しない限り、サーバーに関連付けられます。

セキュリティポリシーの詳細については、「のセキュリティポリシーAWS Transfer 
Family (p. 229)」を参照してください。

c. （オプション）[Server Host Key,] に、クライアントが SFTP 経由でサーバに接続するときにサー
バを識別するために使用する RSA、ED25519、または ECDSA 秘密キーを入力します。

Note

このセクションは、既存の SFTP 対応サーバーからユーザーを移行する場合のみを対象
としています。 54
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d. (オプション) [Tags] (タグ) の [Key] (キー) と [Value] (値) にキーバリューペアとして 1 つ以上のタ
グを入力して [Add tag] (タグの追加) を選択します。

e. [Next] (次へ) を選択します。
f. （オプション）[Managed Workflow,] に、ワークフローの実行時に、Transfer Family が想定する

ワークフロー ID（および対応するロール）を選択します。アップロードが完了したときに実行す
るワークフローと、部分的なアップロード時に実行するワークフローを選択できます。マネージ
ドワークフローを使用してファイルを処理する方法の詳細については、を参照してくださいAWS 
Transfer Family管理ワークフロー (p. 158)。

7. [Review and create] (確認と作成) で選択内容を見直します。オプション:

• いずれかを編集するには、ステップの隣にある [Edit] (編集) を選択します。

Note

編集の対象として選択したステップの後で各ステップの確認が必要になります。
• 変更の必要がなければ、[Create server] (サーバーの作成) を選択してサーバーを作成します。次に

示すとおり、新しいサーバーが一覧表示されている、[Servers] (サーバー) ページに移動します。

サーバー ID を選択して、作成したサーバーのデフォルト設定を確認できます。[Public IPv4 address] (パブ
リック IPv4 アドレス) 列にアドレスが入力された後、指定した Elastic IP アドレスがサーバーのエンドポ
イントに正常に関連付けられます。

Note

VPC 内のサーバーがオンラインになると、UpdateServerAPI を通してサブネットのみを変更でき
ます。サーバーエンドポイントの Elastic IP アドレスを追加または変更するには、サーバーを停
止 (p. 210)する必要があります。

SFTP サーバーのエンドポイントタイプの変更
インターネット経由でアクセス可能な既存のサーバー (パブリックエンドポイントタイプを持つサーバー) 
がある場合 、そのエンドポイントを VPC エンドポイントに変更できます。

Note

VPC_ENDPOINT として表示される VPC 内に既存のサーバーがある場合、新しい VPC エンドポ
イントタイプに変更することをお勧めします。この新しいエンドポイントタイプでは、Network 
Load Balancer (NLB) を使用して Elastic IP アドレスをサーバーのエンドポイントに関連付ける必
要がなくなりました。また、VPC セキュリティグループを使用して、サーバーのエンドポイント
へのアクセスを制限できます。ただし、必要に応じて VPC_ENDPOINT エンドポイントタイプを
引き続き使用できます。
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次の手順では、現在のパブリックエンドポイントタイプまたは古い VPC_ENDPOINT エンドポイントタイ
プのいずれかを使用するサーバーがあることを前提にしています。

サーバーのエンドポイントタイプを変更するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Servers] (サーバー) を選択します。
3. エンドポイントタイプを変更したいサーバーのチェックボックスをオンにします。

Important

エンドポイントを変更するには、その前にサーバーを停止する必要があります。
4. [Actions] (アクション) で [Stop] (停止) を選択します。
5. 表示される確認ダイアログボックスで [Stop] (停止) を選択して、サーバーを停止したいことを確認し

ます。

Note

次のステップに進む前に、[Endpoint details] (エンドポイントの詳細) でサーバーの [Status] 
(ステータス) が [Offline] (オフライン) に変わるのを待ちますが、これには数分かかる場合が
あります。ステータスの変更を見るには、[Servers] (サーバー) ページで [Refresh] (更新) の
選択が必要になる場合があります。
サーバーが [Offline] (オフライン) になるまで編集はできません。

6. [Endpoint details] (エンドポイントの詳細) で [Edit] (編集) を選択します。
7. [Edit endpoint configuration] (エンドポイント設定の編集) で次のように操作します。

a. [Edit endpoint type] (エンドポイントタイプ) で [VPC hosted] (VPC ホステッド) を選択します。
b. [Access] (アクセス) について以下のいずれかを選択します。

• [Internal] (社内) を選択すると、エンドポイントのプライベート IP アドレスを使用しているクラ
イアントのみがエンドポイントにアクセスできるようになります。

• [Internet Facing] (インターネット向け) を選択すると、パブリックインターネット経由でクライ
アントがエンドポイントにアクセスできるようになります。

Note

[Internet Facing] (インターネット向け) を選択すると、各サブネット内の既
存の Elastic IP アドレスを選択できます。または、VPC コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/) に移動して、1 つ以上の新しい Elastic IP アドレスを
割り当てることもできます。これらのアドレスの所有者は、AWS またはユーザーで
す。既に使用されている Elastic IP アドレスをエンドポイントに関連付けることはで
きません。

c. (インターネット向けアクセスの場合のみのオプション) [Custom hostname] (カスタムホスト名) 
で、以下のいずれかのオプションを選択します。

• Amazon Route 53 DNS alias (Amazon Route 53 DNS エイリアス) – 使用するホスト名
が、Route 53 に登録されている場合。その後、ホスト名を入力します。

• Other DNS (その他の DNS) – 使用するホスト名が別の DNS プロバイダーに登録されている場
合。その後、ホスト名を入力します。

• None (なし) – サーバーのエンドポイントを使用し、カスタムホスト名は使用しない場合。サー
バーホスト名の形式は serverId.server.transfer.regionId.amazonaws.com です。

カスタムホスト名の使用に関する詳細については、「カスタムホスト名の使用 (p. 63)」を参
照してください 。

d. VPC では、既存の VPC ID を選択するか、[Create a VPC] (VPC を作成する) をクリックして新し
い VPC を作成します。
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e. [Availability Zones] (アベイラビリティーゾーン) セクションで、最大 3 つのアベイラビリティー
ゾーンと関連サブネットを選択します。[Internet Facing] (インターネット向け) が選択されている
場合、サブネットごとに Elastic IP アドレスを選択します。

Note

アベイラビリティーゾーンは最大 3 つまで使用でき、足りない場合には VPC コンソー
ル (https://console.aws.amazon.com/vpc/) で作成します。
サブネットまたは Elastic IP アドレスを変更した場合、サーバーの更新に数分かかりま
す。サーバーの更新が完了するまで、変更内容を保存することはできません。

f. [Save] (保存) を選択します。
8. [Actions] (アクション) で [Start] (開始) を選択してサーバーのステータスが [Online] (オンライン) にな

るのを待ちますが、これには数分かかる場合があります。

Note

パブリックエンドポイントタイプを VPC エンドポイントタイプに変更した場合、サーバーの 
[Endpoint type] (エンドポイントタイプ) が VPC に変わることに着目してください。

デフォルトのセキュリティグループがエンドポイントにアタッチされます。セキュリティグループを変更
または新しく追加するには、「セキュリティグループの作成」を参照してください。

VPC_ENDPOINT のサポート終了
AWS Transfer Family は、新しい AWS アカウントについて EndpointType=VPC_ENDPOINT
でサーバーを作成する機能のサポートを終了します。2021 年 5 月 19 日付けで、エンドポイ
ントタイプが VPC_ENDPOINT で AWS Transfer Family を所有していない AWS アカウント
では、EndpointType=VPC_ENDPOINT で新しいサーバーを作成することはできなくなりま
す。VPC_ENDPOINT エンドポイントタイプを使用するサーバーを既に所有している場合、できる限り
早急に EndpointType=VPC の使用を開始することをお勧めします。詳細については、「AWS Transfer 
Family サーバーエンドポイントタイプを VPC_ENDPOINT から VPC に更新する」を参照してください。

2020 年に新しい VPC エンドポイントタイプを発表いたしました。詳細については、「AWS Transfer 
Family for SFTP で VPC セキュリティグループと Elastic IP アドレスが利用可能に」を参照してくださ
い。この新しいエンドポイントは、多機能で費用対効果が高く、 PrivateLink 料金は発生しません。AWS 
PrivateLink

このエンドポイントタイプは、以前のエンドポイントタイプ (VPC_ENDPOINT) と機能的に同等で
す。Elastic IP アドレスをエンドポイントに直接アタッチして、インターネット向けにし、送信元 IP フィ
ルタリングにセキュリティグループを使用できます。詳細については、「IP 許可リストを使用して AWS 
Transfer Family for SFTP サーバーを保護する」を参照してください。

共有 VPC 環境でこのエンドポイントをホストすることもできます。詳細については、「共有サービス 
VPCAWS Transfer Family 環境をサポートするようになりました」を参照してください。

SFTP に加えて VPC EndpointType を使用して FTPS と FTP を有効にすることもできます。これらの機
能と FTPS/FTP サポートを EndpointType=VPC_ENDPOINT に追加する予定はありません。また、この
エンドポイントタイプのオプションは AWS Transfer Family コンソールから削除されました。

Transfer Family コンソール、AWS CLI、API、SDK、または AWS CloudFormation を使用して、サーバー
のエンドポイントタイプを変更できます。サーバーのエンドポイントタイプを変更するには、「AWS 
Transfer Family サーバーエンドポイントタイプを VPC_ENDPOINT から VPC に更新する (p. 58)」を
参照してください。

ご不明な点については、AWS Support または AWS アカウントチームにお問い合わせください。
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Note

これらの機能と FTPS または FTP のサポートを EndpointType =VPC_ENDPOINT に追加する予
定はありません。今後は AWS Transfer Family コンソールにオプションとして表示されません。

ご不明点については、AWS Support またはアカウントチームにお問い合わせください。

AWS Transfer Family サーバーエンドポイントタイプ
を VPC_ENDPOINT から VPC に更新する
AWS Management Console、AWS CloudFormation、または Transfer Family API を使用してサーバーの
EndpointType を VPC_ENDPOINT から VPC に更新できます。以下のセクションでは、これらの各メソッ
ドを使用してサーバーエンドポイントタイプを更新するための詳細な手順と例について説明します。複数
の AWS リージョンや 複数の AWS アカウントにサーバーがある場合、次のセクションで提供されるスク
リプト例を使用して、修正を加えると、更新が必要となる VPC_ENDPOINT タイプを使用してサーバーを
識別できます。

トピック
• VPC_ENDPOINT エンドポイントタイプを使用したサーバーの識別 (p. 58)
• AWS Management Console を使用してサーバーエンドポイントタイプを更新する (p. 59)
• AWS CloudFormation を使用してサーバーエンドポイントタイプを更新する (p. 59)
• API EndpointType を使用したサーバーの更新 (p. 62)

VPC_ENDPOINT エンドポイントタイプを使用したサーバーの識
別
AWS Management Console を使用することで、どのサーバーで VPC_ENDPOINT を使用しているかを特定
できます。

VPC_ENDPOINT エンドポイントタイプを使用するサーバーをコンソールで識別するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Servers] (サーバー) で、そのリージョンのアカウント内のサーバーの一覧を

表示します。
3. [Endpoint type] (エンドポイントタイプ) を使用してサーバーのリストを並べ替える

と、VPC_ENDPOINT を使用してすべてのサーバーを見ることができます。

VPC_ENDPOINT を使用して複数の AWS リージョンやアカウントにわたるサーバーを識別するに
は

複数の AWS リージョンや 複数の AWS アカウントにサーバーがある場合、次のスクリプト例を使用し
て、修正を加えると、VPC_ENDPOINT エンドポイントタイプを使用してサーバーを識別できます。スク
リプト例では Amazon EC2 DescribeRegionsと Transfer FamilyListServers (p. 408) APIコールを使用
しVPC_ENDPOINT、多数の AWS アカウントがある場合、ID プロバイダーのセッションプロファイルを使
用して認証すれば、読み取り専用監査アクセス権を持つ IAM ロールを使用してアカウントをループ処理で
きます。

1. 以下に単純な例を示します。

import boto3

profile = input("Enter the name of the AWS account you'll be working in: ")
session = boto3.Session(profile_name=profile)
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ec2 = session.client("ec2")

regions = ec2.describe_regions()

for region in regions['Regions']: 
    region_name = region['RegionName'] 
    if region_name=='ap-northeast-3': #https://github.com/boto/boto3/issues/1943 
        continue 
    transfer = session.client("transfer", region_name=region_name) 
    servers = transfer.list_servers() 
    for server in servers['Servers']: 
       if server['EndpointType']=='VPC_ENDPOINT': 
           print(server['ServerId'], region_name)

2. 更新の対象となるサーバーのリストを取得したらEndpointType、VPC

AWS Management Console を使用してサーバーエンドポイント
タイプを更新する
1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Servers] (サーバー) を選択します。
3. エンドポイントタイプを変更したいサーバーのチェックボックスをオンにします。

Important

エンドポイントを変更するには、その前にサーバーを停止する必要があります。
4. [Actions] (アクション) で [Stop] (停止) を選択します。
5. 表示される確認ダイアログボックスで [Stop] (停止) を選択して、サーバーを停止したいことを確認し

ます。
Note

次のステップに進む前に、サーバーの [Status] (ステータス) が [Offline] (オフライン) に変
わるのを待ちますが、これには数分かかる場合があります。ステータスの変更を見るに
は、[Servers] (サーバー) ページで [Refresh] (更新) の選択が必要になる場合があります。

6. ステータスが「オフライン」に変わったら、サーバーを選択してサーバーの詳細ページを表示しま
す。

7. 「エンドポイントの詳細」セクションで、「編集」 を選択します。
8. [Edit endpoint type] (エンドポイントタイプ) で [VPC hosted] (VPC ホステッド) を選択します。
9. [Save] (保存) を選択します。
10. [Actions] (アクション) で [Start] (開始) を選択してサーバーのステータスが [Online] (オンライン) にな

るのを待ちますが、これには数分かかる場合があります。

AWS CloudFormation を使用してサーバーエンドポイントタイプ
を更新する
このセクションでは、AWS CloudFormation を使用してサーバーの EndpointType を VPC に更新す
る方法を説明します。AWS CloudFormation を使用してデプロイしたTransfer Family サーバーの場合
には、この手順に従います。この例では、Transfer Family サーバーのデプロイに使用される元の AWS 
CloudFormation テンプレートは次のとおりです。

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: 'Create AWS Transfer Server with VPC_ENDPOINT endpoint type'
Parameters: 
  SecurityGroupId: 
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    Type: AWS::EC2::SecurityGroup::Id 
  SubnetIds: 
    Type: List<AWS::EC2::Subnet::Id> 
  VpcId: 
    Type: AWS::EC2::VPC::Id
Resources: 
  TransferServer: 
    Type: AWS::Transfer::Server 
    Properties: 
      Domain: S3 
      EndpointDetails: 
        VpcEndpointId: !Ref VPCEndpoint 
      EndpointType: VPC_ENDPOINT 
      IdentityProviderType: SERVICE_MANAGED 
      Protocols: 
        - SFTP 
  VPCEndpoint: 
    Type: AWS::EC2::VPCEndpoint 
    Properties: 
      ServiceName: com.amazonaws.us-east-1.transfer.server 
      SecurityGroupIds: 
        - !Ref SecurityGroupId 
      SubnetIds: 
        - !Select [0, !Ref SubnetIds] 
        - !Select [1, !Ref SubnetIds] 
        - !Select [2, !Ref SubnetIds] 
      VpcEndpointType: Interface 
      VpcId: !Ref VpcId

テンプレートは以下の変更によって更新されます。

• EndpointType は VPC に変更されました。
• AWS::EC2::VPCEndpoint リソースは削除されます。
• SecurityGroupId、SubnetIds、および VpcId を AWS::Transfer::Server リソースの
EndpointDetails セクションに移動しました。

• EndpointDetails の VpcEndpointId プロパティは削除されました。

更新されたテンプレートは次のようになります。

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: 'Create AWS Transfer Server with VPC endpoint type'
Parameters: 
  SecurityGroupId: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup::Id 
  SubnetIds: 
    Type: List<AWS::EC2::Subnet::Id> 
  VpcId: 
    Type: AWS::EC2::VPC::Id
Resources: 
  TransferServer: 
    Type: AWS::Transfer::Server 
    Properties: 
      Domain: S3 
      EndpointDetails: 
        SecurityGroupIds: 
          - !Ref SecurityGroupId 
        SubnetIds: 
          - !Select [0, !Ref SubnetIds] 
          - !Select [1, !Ref SubnetIds] 
          - !Select [2, !Ref SubnetIds] 
        VpcId: !Ref VpcId 
      EndpointType: VPC 
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      IdentityProviderType: SERVICE_MANAGED 
      Protocols: 
        - SFTP

AWS CloudFormation を使用してデプロイされた Transfer Family サーバーのエンドポイントタイ
プを更新するには

1. 次の手順に従って、更新したいサーバーを停止します。

a. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
b. ナビゲーションペインで [Servers] (サーバー) を選択します。
c. エンドポイントタイプを変更したいサーバーのチェックボックスをオンにします。

Important

エンドポイントを変更するには、その前にサーバーを停止する必要があります。
d. [Actions] (アクション) で [Stop] (停止) を選択します。
e. 表示される確認ダイアログボックスで [Stop] (停止) を選択して、サーバーを停止したいことを確

認します。

Note

次のステップに進む前に、サーバーの [Status] (ステータス) が [Offline] (オフライン) に
変わるのを待ちますが、これには数分かかる場合があります。ステータスの変更を見る
には、[Servers] (サーバー) ページで [Refresh] (更新) の選択が必要になる場合がありま
す。

2. CloudFormation スタックの更新

a. https://console.aws.amazon.com/cloudformation で AWS CloudFormation コンソール を開きま
す。

b. Transfer Family サーバーの作成に使用するスタックを選択します。
c. [Update] (更新) を選択します。
d. [Replace current template] (現在のテンプレートを置換) を選択します。
e. 新しいテンプレートをアップロードします。 CloudFormation 変更セットは、テンプレートの

変更を実装する前に、実行中のリソースに与える影響を理解するうえで役立ちます。この例
では、Transfer サーバーリソースが変更され、vpcendPoint リソースが削除されます。VPC 
エンドポイントタイプサーバーはユーザーに代わって VPC エンドポイントを作成し、元の
VPCEndpoint リソースを置き換えます。

新しいテンプレートをアップロードすると、変更セットは以下のようになります。
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f. スタックを更新します。
3. スタックの更新が完了したら、Transfer Family 管理コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 

transfer/) に移動します。
4. サーバーを再起動します。AWS CloudFormation で更新したサーバを選択してから、[Actions] (アク

ション) メニューで [Start] (開始) を選択します。

API EndpointType を使用したサーバーの更新
describe-server AWS CLI コマンドまたは UpdateServer (p. 463) API コマンドを使用できます。次のス
クリプト例では、「」「」「」「」「」「」「 EndpointType」「」「」「」「」「」「」「」「」「」
「」「」「」「」を参照してください。

import boto3
import time

profile = input("Enter the name of the AWS account you'll be working in: ")
region_name = input("Enter the AWS Region you're working in: ")
server_id = input("Enter the AWS Transfer Server Id: ")

session = boto3.Session(profile_name=profile)

ec2 = session.client("ec2", region_name=region_name)
transfer = session.client("transfer", region_name=region_name)

group_ids=[]

transfer_description = transfer.describe_server(ServerId=server_id)
if transfer_description['Server']['EndpointType']=='VPC_ENDPOINT': 
    transfer_vpc_endpoint = transfer_description['Server']['EndpointDetails']
['VpcEndpointId'] 
    transfer_vpc_endpoint_descriptions = 
 ec2.describe_vpc_endpoints(VpcEndpointIds=[transfer_vpc_endpoint]) 
    for transfer_vpc_endpoint_description in 
 transfer_vpc_endpoint_descriptions['VpcEndpoints']: 
        subnet_ids=transfer_vpc_endpoint_description['SubnetIds'] 
        group_id_list=transfer_vpc_endpoint_description['Groups'] 
        vpc_id=transfer_vpc_endpoint_description['VpcId'] 
        for group_id in group_id_list: 
             group_ids.append(group_id['GroupId']) 
    if transfer_description['Server']['State']=='ONLINE': 

62

https://console.aws.amazon.com/transfer/
https://console.aws.amazon.com/transfer/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/transfer/update-server.html


AWS Transfer Family ユーザーガイド
カスタムホスト名の使用

        transfer_stop = transfer.stop_server(ServerId=server_id) 
        print(transfer_stop) 
        time.sleep(300) #safe 
        transfer_update = 
 transfer.update_server(ServerId=server_id,EndpointType='VPC',EndpointDetails={'SecurityGroupIds':group_ids,'SubnetIds':subnet_ids,'VpcId':vpc_id}) 
        print(transfer_update) 
        time.sleep(10)  
        transfer_start = transfer.start_server(ServerId=server_id) 
        print(transfer_start) 
        delete_vpc_endpoint = 
 ec2.delete_vpc_endpoints(VpcEndpointIds=[transfer_vpc_endpoint])

カスタムホスト名の使用
サーバーホスト名は、ユーザーがサーバーに接続するときにクライアントに入力するホスト名です。AWS 
Transfer Family を使用する際、サーバーホスト名として登録したカスタムのドメインを使用することがで
きます。たとえば、mysftpserver.mysubdomain.domain.com といったカスタムのホスト名を使用し
ます。

登録したカスタムドメインからトラフィックをサーバーエンドポイントにリダイレクトするに
は、Amazon Route 53 または任意のドメインネームシステム (DNS) プロバイダーを使用します。Route 
53 は AWS Transfer Family がネイティブにサポートする DNS サービスです。

トピック
• Amazon Route 53 を DNS プロバイダーとして使用します。 (p. 63)
• 他の DNS プロバイダーを使用する (p. 64)
• コンソール以外で作成したサーバーのカスタムホスト名 (p. 64)

コンソールで、次のいずれかのオプションを選択し、カスタムホスト名を設定します。

• Amazon Route 53 DNS alias (Amazon Route 53 DNS エイリアス) – 使用するホスト名が、Route 53 に
登録されている場合。その後、ホスト名を入力します。

• Other DNS (その他の DNS) – 使用するホスト名が別の DNS プロバイダーに登録されている場合。その
後、ホスト名を入力します。

• None (なし) – サーバーのエンドポイントを使用し、カスタムホスト名は使用しない場合。

このオプションは、新しいサーバーを作成する際または既存のサーバーの設定を編集する際に設定しま
す。新しいサーバーの作成方法の詳細については、「ステップ 2: SFTP 対応サーバーを作成する (p. 20)」
を参照してください。既存のサーバー設定の編集方法の詳細については、「サーバーの詳細を編集す
る (p. 198)」を参照してください。

サーバーホスト名として独自のドメインを使用する方法と AWS Transfer Family による Route 53 の使用
の詳細については、以下のセクションを参照してください。

Amazon Route 53 を DNS プロバイダーとして使用し
ます。
サーバーを作成する際には、Amazon Route 53 を DNS プロバイダーとして使用できます。Route 53でド
メインを使用する前に、ドメインを登録します。詳細については、Amazon Route 53 デベロッパーガイ
ドの「ドメイン登録の仕組み」を参照してください。

Route 53 を使用してサーバーに DNS ルーティングを提供した場合、AWS Transfer Family は、入力され
たカスタムホスト名を使用してホストゾーンを抽出します。AWS Transfer Family がホストゾーンを抽出
する際、3 つの状況が発生する可能性があります。
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1. Route 53 を初めて使用する場合にホストゾーンがないと、AWS Transfer Family は新しいホストゾーン
と CNAME レコードを追加します。この CNAME レコードの値は、サーバーのエンドポイントホスト名で
す。CNAME は、代替ドメイン名です。

2. Route 53 にホストゾーンがあって CNAME レコードがない場合、AWS Transfer Family は、ホストゾー
ンに CNAME レコードを追加します。

3. ホストゾーンに CNAME レコードがあることがサービスによって検出された場合、CNAME レコードがす
でに存在していることを示すエラーが表示されます。その場合、CNAME レコードの値をサーバーのホス
ト名に変更します。

Note

このステップを、サーバーを作成するワークフローの中で実行した場合、サーバーが正常に作
成され、カスタムホスト名が [None] (なし) に設定されます。

Route 53 のホストゾーンの詳細については、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの「ホストゾーンの
使用」を参照してください。

他の DNS プロバイダーを使用する
サーバーを作成する際には、Amazon Route 53 以外の DNS プロバイダーも使用できます。代替 DNS プロ
バイダーを使用する場合は、ドメインからのトラフィックが サーバーエンドポイントに向けられている必
要があります。

そのためには、ドメインをサーバーのエンドポイントホスト名に設定します。コンソールには、以下のよ
うなエンドポイントホスト名が表示されます。

serverid.server.transfer.region.amazonaws.com

Note

サーバーに VPC エンドポイントがある場合、ホスト名の形式は上記の形式とは異なります。VPC 
エンドポイントを見つけるには、サーバーの詳細ページで VPC を選択し、VPC ダッシュボード
で VPC エンドポイント ID を選択します。エンドポイントは、リスト内の最初の DNS 名です。

コンソール以外で作成したサーバーのカスタムホスト
名
AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)を使用するか CLI を通してサーバーを作成する際に、サーバーに
カスタムホスト名を付けたい場合にはタグを追加する必要があります。AWS CloudFormationコンソール
を使用してTransfer Family サーバーを作成すると、タグ付けが自動的に完了します。

Note

また、ドメインからサーバーエンドポイントにトラフィックをリダイレクトするための DNS レ
コードも作成する必要があります。

カスタムホスト名には次のキーを使用してください。

• 追加するとtransfer:customHostname、カスタムホスト名がコンソールに表示されます。
• DNS プロバイダーとして Route 53transfer:route53HostedZoneId を使っている場合には追加し

ます。このタグは、カスタムホスト名を Route 53 ホストゾーン ID にリンクします。

カスタムホスト名を追加するには、次の CLI コマンドを実行します。

aws transfer tag-resource --arn arn:aws:transfer:region:AWS #####:server/server-ID --tags 
 Key=transfer:customHostname,Value="custom-host-name"
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例:

aws transfer tag-resource --arn arn:aws:transfer:us-east-1:111122223333:server/
s-1234567890abcdef0 --tags Key=transfer:customHostname,Value="abc.example.com"

Route 53 を使用している場合は、次のコマンドを実行してカスタムホスト名を Route 53 ホストゾーン ID 
にリンクします。

aws transfer tag-resource --arn server-ARN:server/server-ID --tags 
 Key=transfer:route53HostedZoneId,Value=HOSTED-ZONE-ID

例:

aws transfer tag-resource --arn arn:aws:transfer:us-east-1:111122223333:server/
s-1234567890abcdef0 --tags Key=transfer:route53HostedZoneId,Value=ABCDE1111222233334444

前のコマンドのサンプル値を前提として、次のコマンドを実行してタグを表示します。

aws transfer list-tags-for-resource --arn arn:aws:transfer:us-east-1:111122223333:server/
s-1234567890abcdef0

"Tags": [ 
   { 
      "Key": "transfer:route53HostedZoneId", 
      "Value": "/hostedzone/ABCDE1111222233334444" 
   }, 
   { 
      "Key": "transfer:customHostname", 
      "Value": "abc.example.com" 
   } 
 ]

Note

パブリックホストゾーンとその ID を Amazon Route 53 で利用できます。
AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。
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AS2 対応サーバー構成の作成
適用性ステートメント 2 (AS2) は、強力なメッセージ保護および検証メカニズムを含む RFC 定義のファイ
ル転送仕様です。AS2 プロトコルは、データ保護とセキュリティ機能をプロトコルに組み込むことに依存
するコンプライアンス要件のあるワークフローにとって重要です。

小売、ライフサイエンス、製造、金融サービス、公益事業など、サプライチェーン、物流、支払いのワー
クフローをAS2に依存している業界のお客様は、AWS Transfer Family AS2エンドポイントを使用してビ
ジネスパートナーと安全に取引を行うことができます。処理されたデータには、処理、分析、AWS機械学
習のためにネイティブにアクセスできます。このデータは、上で稼働するエンタープライズリソースプラ
ンニング（ERP）および顧客関係管理（CRM）システムとの統合にも利用できますAWS。AS2を使用する
と、AWSお客様は既存のビジネスパートナーとの統合とコンプライアンスを維持しながら、 business-to-
business （B2B）トランザクションを大規模に実行できます。

TTransfer Family ilyのお客様で、AS2対応サーバーが設定されているパートナーとファイルを交換したい
場合、セットアップには、暗号化用の公開鍵と秘密key pair を1つ生成し、署名してパートナーとの公開鍵
を交換するためのペアをもう1つ生成する必要があります。

送信中の AS2 ペイロードを保護するには、通常、暗号化メッセージ構文 (CMS) を使用する必要があり、
暗号化とデジタル署名を使用してデータ保護とピア認証を行うのが一般的です。署名されたメッセージ処
理通知 (MDN) レスポンスペイロードは、メッセージが受信され、正常に復号されたことの検証 (否認防止) 
を行います。

これらの CMS ペイロードと MDN 応答の転送は HTTP 経由で行われます。

Note

HTTPS AS2 サーバーエンドポイントは現在サポートされていません。TLS の終了は、現在のと
ころお客様の責任です。

AS2 対応サーバーを作成するには、次のコンポーネントも指定する必要があります。

• 合意 — 二国間取引相手契約、またはパートナーシップは、メッセージ（ファイル）を交換する両当事者
間の関係を定義します。Transfer Family は、サーバー、ローカルプロファイル、証明書の情報を組み合
わせて、契約を定義します。Transfer Family AS2-インバウンドプロセス利用規約

• 証明書 — 公開鍵 (X.509) 証明書は、AS2 通信でメッセージの暗号化と検証に使用されます。証明書はコ
ネクタエンドポイントにも使用されます。

• ローカルプロファイルとパートナープロファイル — ローカルプロファイルは、ローカル (AS2 対応の 
Transfer Family サーバー) 組織または「パーティ」を定義します。同様に、パートナープロファイル
は、TTransfer Family ilyの外部にあるリモートパートナー組織を定義します。

すべての AS2 対応サーバーには必要ありませんが、アウトバウンド転送にはコネクタが必要です。コネク
タは、アウトバウンド接続のパラメータをキャプチャします。コネクタは、AWSサーバー以外の顧客の外
部にファイルを送信するのに必要です。

次の図表は、インバウンドプロセスに関係する AS2 オブジェクト間の関係性を示しています。
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AS2 ユースケース

AS2 end-to-end の設定例については、を参照してくださいAS2 のサーバーエンドポイントを有効にす
る (p. 82)。

トピック
• AS2 ユースケース (p. 67)
• AS2 インバウンドプロセス (p. 70)
• AS2 アウトバウンドプロセス (p. 71)
• ファイル名と場所 (p. 72)
• サンプルの  (p. 74)
• AS2 対応サーバーの作成 (p. 75)
• AS2 証明書のインポート (p. 78)
• AS2 証明書の (p. 79)
• AS2 プロファイルの作成 (p. 80)
• AS2 コネクタの作成 (p. 80)
• AS2 契約の作成 (p. 81)
• AS2 のサーバーエンドポイントを有効にする (p. 82)
• AS2 の設定、制限、エラーメッセージ (p. 93)
• コネクタの詳細を表示する (p. 102)
• AS2 の使用状況のモニタリング (p. 102)

AS2 ユースケース
AWS Transfer Familyお客様が AS2 サーバーを設定しているパートナーとファイルを交換したい場合、
セットアップで最も複雑な作業は、暗号化用に公開鍵と秘密鍵のペアを 1 つ生成し、パートナーとの公開
鍵に署名して交換するための公開鍵ペアを生成することです。
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AS2 ユースケース

AS2 で使用する場合はAWS Transfer Family、以下のバリエーションを検討してください。

Note

次の表の MDN に関する記述はすべて、署名付き mDN を前提としています。

AS2 ユースケース

インバウンド専用ユースケース

• 暗号化された AS2 メッセージをパートナーから Transfer Family サーバーに転送します。

この場合、次の操作を行います。
1. パートナーと自分用のプロファイルを作成する.
2. AS2 プロトコルを使用するTransfer Family サーバーを作成します。
3. 契約書を作成してサーバーに追加します。
4. 秘密鍵を含む証明書をインポートしてプロファイルに追加し、公開鍵をパートナーに送信して暗号

化します。
5. これらのアイテムを入手したら、証明書の公開鍵を取引相手に送信します。

これで、パートナーから暗号化されたメッセージが送信され、そのメッセージを復号化して Amazon 
S3 バケットに保存できるようになりました。

• 暗号化された AS2 メッセージをパートナーから Transfer Family サーバーに転送し、署名を追加しま
す。

このシナリオでは、まだ受信転送のみを行っていますが、今度はパートナーが送信するメッセージに
署名してもらう必要があります。この場合は、パートナーの署名公開鍵を (パートナーのプロファイル
に追加された署名証明書として) インポートします。

• 暗号化された AS2 メッセージをパートナーから Transfer Family サーバーに転送し、署名と MDN 応
答の送信を追加します。

このシナリオでは、まだインバウンド転送のみを行っていますが、取引相手は署名済みのペイロード
を受け取るだけでなく、署名された MDN レスポンスを受け取りたいと考えています。

1. 公開署名鍵と非公開署名鍵を (署名証明書としてプロフィールに) インポートします。
2. 公開署名鍵をパートナーに送信します。

アウトバウンドのみのユースケース
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• 暗号化された AS2 メッセージを Transfer Family サーバーからパートナーに転送します。

このケースは受信専用転送のユースケースと似ていますが、AS2 サーバーに契約を追加する代わりに
コネクタを作成する点が異なります。この場合、パートナーの公開鍵をプロフィールにインポートし
ます。

• 暗号化された AS2 メッセージを Transfer Family サーバーからパートナーに転送し、署名を追加しま
す。

まだ送信転送のみを行っていますが、送信するメッセージに署名してほしいとパートナーから求めら
れています。
1. 署名用プライベートキーを (プロファイルに追加された署名証明書として) インポートします。
2. パートナーに公開鍵を送ってください。

• 暗号化された AS2 メッセージを Transfer Family サーバーからパートナーに転送し、署名を追加して 
MDN 応答を送信します。

まだ送信転送のみを行っていますが、署名済みのペイロードを送信することに加えて、パートナーか
ら署名された MDN レスポンスを受け取りたいと考えています。

1. パートナーから公開署名キーが送信されます。
2. パートナーの公開鍵をインポートします (パートナーのプロフィールに追加された署名証明書とし

て)。

69



AWS Transfer Family ユーザーガイド
AS2 インバウンドプロセス

インバウンドとアウトバウンドユースケース

• 暗号化された AS2 メッセージを Transfer Family サーバーとパートナー間で双方向に転送します。

この場合、次の操作を行います。
1. パートナーと自分用のプロファイルを作成する.
2. AS2 プロトコルを使用するTransfer Family サーバーを作成します。
3. 契約書を作成してサーバーに追加します。
4. コネクタを作成します。
5. 秘密鍵を含む証明書をインポートしてプロファイルに追加し、公開鍵をパートナーに送信して暗号

化します。
6. パートナーから公開鍵を受け取り、それをパートナーのプロフィールに追加して暗号化します。
7. これらのアイテムを入手したら、証明書の公開鍵を取引相手に送信します。

これで、あなたと取引相手は暗号化されたメッセージを交換でき、両方とも復号化できます。受信し
たメッセージは Amazon S3 バケットに保存でき、パートナーは送信したメッセージを復号化して保
存できます。

• 暗号化された AS2 メッセージを Transfer Family サーバーとパートナー間で双方向に転送し、署名を
追加します。

今、あなたとあなたのパートナーは署名されたメッセージを求めています。
1. 署名用プライベートキーを (プロファイルに追加された署名証明書として) インポートします。
2. パートナーに公開鍵を送ってください。
3. パートナーの署名公開鍵をインポートして、そのパートナーのプロフィールに追加します。

• 暗号化された AS2 メッセージを Transfer Family サーバーとパートナーの間で双方向に転送し、署名
を追加して MDN 応答を送信します。

さて、署名されたペイロードを交換したいのに、あなたとあなたのパートナーの両方が MDN の応答
を求めています。

1. パートナーから公開署名キーが送信されます。
2. パートナーの公開鍵をインポートします (パートナーのプロフィールへの署名証明書として)。
3. 公開キーをパートナーに送信します。

AS2 インバウンドプロセス
受信プロセスは、AWS Transfer Familyサーバーに転送されるメッセージまたはファイルとして定義されま
す。受信メッセージの順序は次のとおりです。

1. 管理者または自動プロセスにより、パートナーのリモート AS2 サーバーで AS2 ファイル転送が開始
されます。

2. パートナーのリモート AS2 サーバーがファイルコンテンツを署名して暗号化し、Transfer Family で
ホストされている AS2 インバウンドエンドポイントに HTTP POST リクエストを送信します。

3. Transfer Family は、サーバ、パートナー、証明書、および契約に設定された値を使用して、AS2 ペイ
ロードを復号化し、検証します。ファイルの内容は、設定された Amazon S3 ファイルストアに保存
されます。

4. 署名された MDN レスポンスは、HTTP レスポンスと一緒にインラインで返されるか、別の HTTP 
POST リクエストを通じて元のサーバーに非同期で返されます。

5. 取引の詳細が記載された監査証跡が Amazon CloudWatch に書き込まれます。
6. 復号化されたファイルは、という名前のフォルダーにありますinbox/processed。
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AS2 アウトバウンドプロセス
送信プロセスは、AWS外部クライアントまたはサービスに送信されるメッセージまたはファイルとして定
義されます。送信メッセージの順序は次のとおりです。

1. 管理者がstart-file-transferAWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドまた
はStartFileTransfer API オペレーションを呼び出します。connectorこの操作は構成を参照し
ます。

2. Transfer Family は、新しいファイルリクエストを検出してファイルを検索します。ファイルは圧縮、
署名、暗号化されます。

3. 転送 HTTP クライアントは HTTP POST リクエストを実行して、ペイロードをパートナーの AS2 
サーバーに送信します。

4. このプロセスは、HTTP レスポンス (同期 MDN) に沿って、署名された MDN レスポンスを返します。
5. ファイルが転送のさまざまな段階に移動すると、プロセスが MDN の応答受信と処理の詳細を顧客に

配信します。
6. リモート AS2 サーバーは、復号され検証されたファイルをパートナー管理者が利用できるようにしま

す。
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AS2処理は、一般的なユースケースと既存のAS2対応サーバー実装との統合に重点を置いて、RFC 4130
プロトコルの多くをサポートしています。サポートされている構成の詳細については、を参照してくださ
いAS2 がサポートする構成 (p. 93)。

ファイル名と場所
このセクションでは、AS2 転送におけるファイルの命名規則について説明します。

インバウンドファイル転送については、次の点に注意してください。

• 基本ディレクトリは契約書で指定します。ベースディレクトリは、Amazon S3 バケット名にプレフィッ
クス (存在する場合) を組み合わせたものです。例えば、DOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-folder。

• 受信ファイルが正常に処理されると、ファイル (および対応する JSON ファイル)/processed がフォル
ダーに保存されます。例えば、DOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-folder/processed。

The JSON file contains the following fields:
• agreement-id
• as2-from
• as2-to
• as2-message-id
• transfer-id
• client-ip
• connector-id
• failure-message
• file-path
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• message-subject

• mdn-message-id

• mdn-subject

• requester-file-name

• requester-content-type

• server-id

• status-code

• failure-code

• transfer-size

• 受信ファイルを正常に処理できない場合、ファイル (および対応する JSON ファイル)/failed がフォ
ルダーに保存されます。例えば、DOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-folder/failed。

• 転送されたファイルは、processedというフォルダーに保存されま
すoriginal_filename.messageId.original_extension。つまり、転送用のメッセージ ID は、
ファイル名の元の拡張子の前に追加されます。

• JSON ファイルが作成され、として保存されま
すoriginal_filename.messageId.original_extension.json。メッセージ ID が追加されるこ
とに加えて、.json文字列が転送されたファイルの名前に追加されます。

• メッセージ処理通知 (MDN) ファイルが作成され、として保存されま
すoriginal_filename.messageId.original_extension.mdn。メッセージ ID が追加されること
に加えて、.mdn文字列が転送されたファイルの名前に追加されます。

• という名前の受信ファイルがある場合ExampleFileInS3Payload.dat、次のファイルが作成されま
す。
• ファイル

—ExampleFileInS3Payload.c4d6b6c7-23ea-4b8c-9ada-0cb811dc8b35@44313c54b0a46a36.dat

• JSON
—ExampleFileInS3Payload.c4d6b6c7-23ea-4b8c-9ada-0cb811dc8b35@44313c54b0a46a36.dat.json

• MDN
—ExampleFileInS3Payload.c4d6b6c7-23ea-4b8c-9ada-0cb811dc8b35@44313c54b0a46a36.dat.mdn

アウトバウンド転送の場合、名前は似ていますが、受信メッセージファイルがないことと、転送された
メッセージの転送 ID がファイル名に追加される点が異なります。転送 ID はStartFileTransfer API オ
ペレーション (または他のプロセスまたはスクリプトがこのオペレーションを呼び出すとき) によって返さ
れます。

• transfer-idは、ファイル転送に関連する識別子です。StartFileTransfer通話に含まれるすべて
のリクエストは、transfer-idを共有します。

• ベースディレクトリは、ソースファイルに使用するパスと同じです。つまり、ベースディレクトリ
はStartFileTransfer APIstart-file-transferAWS CLI 操作またはコマンドで指定するパスで
す。例:

aws transfer start-file-transfer --send-file-paths DOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-folder/file-to-
send.txt

このコマンドを実行すると、MDN ファイルと JSON ファイルはDOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-
folder/processed (転送が成功した場合) またはDOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-folder/failed (転
送に失敗した場合) に保存されます。

• JSON ファイルが作成され、として保存されま
すoriginal_filename.transferId.messageId.original_extension.json。

• MDN ファイルが作成され、として保存されま
すoriginal_filename.transferId.messageId.original_extension.mdn。
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• という名前のアウトバウンドファイルがある場合ExampleFileOutTestOutboundSyncMdn.dat、次
のファイルが作成されます。
• JSON —ExampleFileOutTestOutboundSyncMdn.dedf4601-4e90-4043-
b16b-579af35e0d83.fbe18db8-7361-42ff-8ab6-49ec1e435f34@c9c705f0baaaabaa.dat.json

• MDN —ExampleFileOutTestOutboundSyncMdn.dedf4601-4e90-4043-
b16b-579af35e0d83.fbe18db8-7361-42ff-8ab6-49ec1e435f34@c9c705f0baaaabaa.dat.mdn

また、 CloudWatch ログを確認して、失敗した転送を含む転送の詳細を確認することもできます。

サンプルの
このセクションでは、転送が成功した場合と失敗した場合のサンプルファイルなど、受信転送と送信転送
の両方のサンプル JSON ファイルを示します。

正常に転送された送信ファイルの例:

{ 
  "requester-content-type": "application/octet-stream", 
  "mesage-subject": "File xyzTest from MyCompany_OID to partner YourCompany", 
  "requester-file-name": "TestOutboundSyncMdn-9lmCr79hV.dat", 
  "as2-from": "MyCompany_OID", 
  "connector-id": "c-c21c63ceaaf34d99b", 
  "status-code": "COMPLETED", 
  "disposition": "automatic-action/MDN-sent-automatically; processed", 
  "transfer-size": 3198, 
  "mdn-message-id": "OPENAS2-11072022063009+0000-df865189-1450-435b-9b8d-
d8bc0cee97fd@PartnerA_OID_MyCompany_OID", 
  "mdn-subject": "Message be18db8-7361-42ff-8ab6-49ec1e435f34@c9c705f0baaaabaa has been 
 accepted", 
  "as2-to": "PartnerA_OID", 
  "transfer-id": "dedf4601-4e90-4043-b16b-579af35e0d83", 
  "file-path": "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/as2testcell0000/openAs2/
TestOutboundSyncMdn-9lmCr79hV.dat", 
  "as2-message-id": "fbe18db8-7361-42ff-8ab6-49ec1e435f34@c9c705f0baaaabaa", 
  "timestamp": "2022-07-11T06:30:10.791274Z"
}

転送に失敗した送信ファイルの例:

{ 
  "failure-code": "HTTP_ERROR_RESPONSE_FROM_PARTNER", 
  "status-code": "FAILED", 
  "requester-content-type": "application/octet-stream", 
  "subject": "Test run from Id da86e74d6e57464aae1a55b8596bad0a to partner 
 9f8474d7714e476e8a46ce8c93a48c6c", 
  "transfer-size": 3198, 
  "requester-file-name": "openAs2TestOutboundWrongAs2Ids-necco-3VYn5n8wE.dat", 
  "as2-message-id": "9a9cc9ab-7893-4cb6-992a-5ed8b90775ff@718de4cec1374598", 
  "failure-message": "http://Test123456789.us-east-1.elb.amazonaws.com:10080 returned 
 status 500 for message with ID 9a9cc9ab-7893-4cb6-992a-5ed8b90775ff@718de4cec1374598", 
  "transfer-id": "07bd3e07-a652-4cc6-9412-73ffdb97ab92", 
  "connector-id": "c-056e15cc851f4b2e9", 
  "file-path": "/testbucket-4c1tq6ohjt9y/as2IntegCell0002/openAs2/
openAs2TestOutboundWrongAs2Ids-necco-3VYn5n8wE.dat", 
  "timestamp": "2022-07-11T21:17:24.802378Z"
}

正常に転送された受信ファイルの例:
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{ 
  "requester-content-type": "application/EDI-X12", 
  "subject": "File openAs2TestInboundAsyncMdn-necco-5Ab6bTfCO.dat sent from MyCompany to 
 PartnerA", 
  "client-ip": "10.0.109.105", 
  "requester-file-name": "openAs2TestInboundAsyncMdn-necco-5Ab6bTfCO.dat", 
  "as2-from": "MyCompany_OID", 
  "status-code": "COMPLETED", 
  "disposition": "automatic-action/MDN-sent-automatically; processed", 
  "transfer-size": 1050, 
  "mdn-subject": "Message Disposition Notification", 
  "as2-message-id": "OPENAS2-11072022233606+0000-5dab0452-0ca1-4f9b-b622-
fba84effff3c@MyCompany_OID_PartnerA_OID", 
  "as2-to": "PartnerA_OID", 
  "agreement-id": "a-f5c5cbea5f7741988", 
  "file-path": "processed/openAs2TestInboundAsyncMdn-
necco-5Ab6bTfCO.OPENAS2-11072022233606+0000-5dab0452-0ca1-4f9b-b622-
fba84effff3c@MyCompany_OID_PartnerA_OID.dat", 
  "server-id": "s-5f7422b04c2447ef9", 
  "timestamp": "2022-07-11T23:36:36.105030Z"
}

転送に失敗した受信ファイルの例:

{ 
  "failure-code": "INVALID_REQUEST", 
  "status-code": "FAILED", 
  "subject": "Sending a request from InboundHttpClientTests", 
  "client-ip": "10.0.117.27", 
  "as2-message-id": "testFailedLogs-TestRunConfig-Default-inbound-direct-integ-0c97ee55-
af56-4988-b7b4-a3e0576f8f9c@necco", 
  "as2-to": "0beff6af56c548f28b0e78841dce44f9", 
  "failure-message": "Unsupported date format: 2022/123/456T", 
  "agreement-id": "a-0ceec8ca0a3348d6a", 
  "as2-from": "ab91a398aed0422d9dd1362710213880", 
  "file-path": "failed/01187f15-523c-43ac-9fd6-51b5ad2b08f3.testFailedLogs-TestRunConfig-
Default-inbound-direct-integ-0c97ee55-af56-4988-b7b4-a3e0576f8f9c@necco", 
  "server-id": "s-0582af12e44540b9b", 
  "timestamp": "2022-07-11T06:30:03.662939Z"
}

AS2 対応サーバーの作成
ここでは、Transfer Family コンソールを使用して AS2 対応サーバーを作成する方法を説明します。AWS 
CLI代わりにを使用したい場合は、を参照してくださいthe section called “ステップ 2: AS2 プロトコルを使
用するTransfer Family サーバーを作成する” (p. 87)。

AS2 対応サーバーを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[サーバー] を選択し、[サーバーの作成] を選択します。
3. [プロトコルの選択] ページで [AS2 (適用性声明 2)] を選択し、[次へ] を選択します。
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4. [ID プロバイダーの選択] ページで、[次へ] を選択します。

Note

AS2 では、AS2 プロトコルでは基本認証がサポートされていないため、ID プロバイダーを選
択できません。代わりに、Virtual Private Cloud (VPC) セキュリティグループを通じてアクセ
スを制御します。

5. [エンドポイントの選択
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a. [Endpoint type] (エンドポイントタイプ) で、サーバーのエンドポイントのホストになる VPC ホス
トテッドエンドポイントタイプを選択します。VPC ホストエンドポイントの設定Virtual Private 
Cloud でサーバーを作成する (p. 49)

Note

パブリックにアクセス可能なエンドポイントは、AS2 プロトコルではサポートされませ
ん。VPC エンドポイントにインターネット経由でアクセスできるようにするには、[アク
セス] で [インターネット接続] を選択し、Elastic IP アドレスを入力します。

b. Access では、次のいずれかのオプションを選択します。

• 内部 — このオプションを選択すると、オンプレミスデータセンターや VPNAWS Direct 
Connect 経由の VPC 接続環境や VPC 接続環境内からのアクセスを提供できます。

• インターネット接続 — このオプションを選択すると、インターネット経由で、また VPC や 
VPC に接続された環境 (AWS Direct Connectオンプレミスデータセンターや VPN 経由のオン
プレミスデータセンターなど) 内からのアクセスを提供できます。

[インターネット向け] を選択した場合は、プロンプトが表示されたら Elastic IP アドレスを入力
します。

c. VPC の場合は、既存の VPC を選択するか、[Create VPC] を選択して新しい VPC を作成しま
す。

d. [FIPS Enabled] (FIPS 対応) で [FIPS Enabled endpoint] (FIPS 対応エンドポイント) チェックボッ
クスをオフのままにします。

Note

FIPS 対応エンドポイントは
e. [Next] (次へ) を選択します。

6. [ドメインの選択] ページで Amazon S3 を選択し、選択したプロトコルを使用してファイルをオブジェ
クトとして保存およびアクセスします。

[Next] (次へ) を選択します。
7. 「追加情報の設定」ページで、必要な設定を選択します。

Note

AS2 と一緒に他のプロトコルを設定する場合は、追加の詳細設定がすべて適用されます。た
だし、AS2 プロトコルの場合、適用される設定は CloudWatch logging セクションと Tags セ
クションの設定だけです。
CloudWatch ロギングロールの設定はオプションですが、メッセージのステータスを確認し
て設定上の問題をトラブルシューティングできるように設定することを強くお勧めします。

8. 「確認と作成」ページで、選択内容が正しいことを確認します。

• 設定を編集する場合は、変更するステップの横にある [編集] を選択します。

Note

ステップを編集する場合は、編集の対象として選択したステップの後で各ステップの確認
• 変更がない場合、[Create server] (サーバーの作成) を選択してサーバーを作成します。[Servers] 

(サーバー) ページに誘導され、次に示すように新しいサーバーの一覧が表示されます。
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新しいサーバーのステータスが「オンライン」に変わるまでに数分かかることがあります。その時
点で、サーバーはユーザーのためにファイルオペレーションを実行できます。

AS2 証明書のインポート
Transfer Family AS2 プロセスでは、転送された情報の暗号化と署名の両方に証明書キーを使用します。
パートナーは、同じキーを両方の目的に使用することも、それぞれに個別のキーを使用することもできま
す。災害やセキュリティ違反が発生した場合にデータを復号化できるように、信頼できる第三者が共通の
暗号化キーをエスクローに保管している場合は、別の署名キーを用意することをおすすめします。個別の
署名キー（エスクローしない）を使用することで、デジタル署名の否認防止機能を損なうことはありませ
ん。

次の点では、プロセス中に AS2 証明書がどのように使用されるかを詳しく説明します。

• インバウンド
• 取引相手は署名証明書の公開鍵を送信し、この鍵はパートナープロファイルにインポートされます。
• ローカルパーティは、暗号化用の公開鍵と署名証明書を送信します。次に、パートナーは 1 つまたは

複数の秘密鍵をインポートします。ローカルパーティは、署名用と暗号化用に別々の証明書キーを送
信することも、両方の目的で同じキーを使用することもできます。

• アウトバウンド
• パートナーは暗号化証明書の公開鍵を送信し、この鍵はパートナープロファイルにインポートされま

す。
• ローカルパーティは署名用の証明書の公開鍵を送信し、署名用に証明書の秘密鍵をインポートしま

す。

証明書を作成する方法については、「the section called “ステップ 1: AS2 の証明書を作成す
る” (p. 85)「「「「「「「「「「「「「「「

この手順では、Transfer Family コンソールを使用して証明書をインポートする方法について説明しま
す。AWS CLI代わりにを使用したい場合は、を参照してくださいthe section called “ステップ 3: 証明書を
Transfer Family 証明書リソースとしてインポートする” (p. 89)。

AS2 対応の証明書を指定するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインの「AS2 取引パートナー」で、「証明書」を選択します。
3. [証明書のインポート] を選択します。
4. 証明書の説明セクションに、簡単に識別できる証明書の名前を入力します。証明書の説明で証明書の

目的を特定できることを確認します。さらに、証明書のロールを選択します。
5. 証明書の内容セクションで、取引先からの公開証明書、またはローカル証明書の公開鍵と秘密鍵を入

力します。
6. 証明書の使用セクションで、この証明書の目的を選択します。暗号化、署名、またはその両方に使用

できます。

Note

使用方法として [暗号化と署名] を選択した場合、Transfer Family は 2 つの同一の証明書 (そ
れぞれ固有の ID を持つ) を作成します。1 つは使用値がで、もう 1SIGNING つは使用値がで
す。ENCRYPTION

7. 「証明書の内容」セクションに適切な詳細を入力します。

• 自己署名証明書を選択した場合、証明書チェーンは提供されません。
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• 証明書の内容を貼り付けます。
• 証明書が自己署名証明書でない場合は、証明書チェーンを提供してください。
• この証明書がローカル証明書の場合は、その秘密鍵を貼り付けます。

8. [証明書のインポート] を選択してプロセスを完了し、インポートした証明書の詳細を保存します。

AS2 証明書の
多くの場合、証明書の有効期間は 6 か月から 1 年です。長期間保持したいプロファイルを設定したことが
あるかもしれません。これを容易にするために、Transfer Familyでは証明書ローテーションを提供してい
ます。プロファイルには複数の証明書を指定できるため、そのプロファイルを複数年間使用し続けること
ができます。Transfer Familyは、署名（オプション）と暗号化（必須）に証明書を使用します。必要に応
じて、両方の目的で 1 つの証明書を指定できます。

証明書のローテーションは、有効期限が近づいている古い証明書を新しい証明書に置き換えるプロセスで
す。移行は、契約のパートナーが送信用の新しい証明書をまだ設定していない場合や、新しい証明書が使
用されている期間中に古い証明書で署名または暗号化されたペイロードを送信している場合に、転送の中
断を避けるために段階的に行われます。古い証明書と新しい証明書の両方が有効である中間期間は、猶予
期間と呼ばれます。

X.509Not BeforeNot After 証明書には日付と日付があります。ただし、これらのパラメータでは管理
者が十分に制御できない場合があります。Transfer Familyには、Inactive Date送信ペイロードに使用
する証明書と受信ペイロードに受け入れられる証明書を制御するための設定が用意されていますActive 
Date。

アウトバウンド証明書の選択では、Inactive Date転送日より前の最大値がとして使用されます。イン
バウンドプロセスでは、Not Beforeおよびの範囲内の証明書と、Not AfterActive Dateおよびの範
囲内の証明書を受け付けますInactive Date。

次の表は、1 つのプロファイルに 2 つの証明書を設定する方法の 1 つを示しています。

2 つの証明書が交代で発行されます

名前 NOT BEFORE(認
証局による管理)

ACTIVE 
DATE(Transfer 
Family による設定)

INACTIVE 
DATE(Transfer 
Family による設定)

NOT AFTER(認証
局による設定)

証明書 1 (古い証明
書)

2019-11-01 2020-01-01 2020-12-31 2024

証明書 2 (新しい証
明書)

2020 年 11 月 1 日 2020-06-01 2021-06-01 2025-01-01

次の点に注意してください。

• 証明書にActive Date andInactive Date を指定する場合、Not Before範囲はからまでの範囲で
なければなりませんNot After。

• プロファイルごとに複数の証明書を設定して、すべての証明書の有効な日付範囲がプロファイルの使用
期間に収まるようにすることをお勧めします。

• 古い証明書が非アクティブになってから新しい証明書がアクティブになるまでの猶予時間を指定する
ことをお勧めします。前の例では、最初の証明書は 2020-12-31 まで非アクティブになりませんが、2 
番目の証明書は 2020-06-01 にアクティブになり、6 か月の猶予期間があります。2020-06-01 から 
2020-12-31 までの期間は、両方の証明書が有効です。
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AS2 プロファイルの作成
この手順を使用して、ローカルプロファイルとパートナープロファイルの両方を作成します。ここで
は、Transfer Family コンソールを使用して AS2 プロファイルを作成する方法を説明します。AWS CLI
代わりにを使用したい場合は、を参照してくださいthe section called “ステップ 4: 自分と取引相手のプロ
フィールを作成する” (p. 90)。

AS2 プロファイルを作成

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインの「AS2 Trading Partners」で、「プロフィール」を選択し、次に「プロ

フィールを作成」を選択します。
3. プロファイル設定セクションで、プロファイルの AS2 ID を入力します。この値は AS2 プロトコル固

有の HTTPas2-from ヘッダーに使用されas2-to、使用する証明書を決定する取引パートナーシップ
の識別などに使用されます。

4. 「プロファイルタイプ」セクションで、「ローカルプロファイル」または「パートナープロファイ
ル」を選択します。

5. 証明書セクションで、ドロップダウンメニューから 1 つ以上の証明書を選択します。

Note

ドロップダウンメニューに表示されていない証明書をインポートする場合は、[新しい証明書
をインポート] を選択します。これにより、「証明書のインポート」画面に新しいブラウザ
ウィンドウが開きます。証明書をインポートする手順については、を参照してくださいAS2 
証明書のインポート (p. 78)。

6. (オプション) [Tags (タグ)] セクションで、このプロファイルを識別するためにキーと値のペアを 1 つ
以上指定します。

7. [プロファイルの作成] を選択してプロセスを完了し、新しいプロファイルを保存します。

AS2 コネクタの作成
コネクタの目的は、アウトバウンド転送に関する取引先間の関係を確立することです。つまり、AS2 ファ
イルを Transfer Family サーバーから外部のパートナーが所有する宛先に送信することです。コネクタに
は、ローカルパーティ、リモートパートナー、およびその証明書を (ローカルプロファイルとパートナー
プロファイルを作成して) 指定します。コネクタを設置したら、取引先間で情報を転送できます。

Note

取引先が受信するメッセージサイズは Amazon S3 のオブジェクトサイズと一致しません。この
不一致は、AS2 メッセージでは送信前にファイルがエンベロープに包まれているために発生しま
す。そのため、ファイルが圧縮されて送信された場合でも、ファイルサイズが大きくなる可能性
があります。そのため、取引相手の最大ファイルサイズが、送信するファイルのサイズよりも大
きいことを確認してください。

ここでは、Transfer Family コンソールを使用して AS2 コネクタを作成する方法を説明します。AWS CLI
代わりにを使用したい場合は、を参照してくださいthe section called “ステップ 6: 自分とパートナーとの
コネクターを作成する” (p. 91)。

AS2 コネクタを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[コネクタ] を選択し、[コネクタの作成] を選択します。
3. 一番上のセクションで、以下の情報を指定します。
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• URL — アウトバウンド接続の URL を入力します。
• アクセスロール — 使用する (IAM) ロールの Amazon リソースネームAWS Identity and Access 

Management (ARN) を選択します。このロールが、StartFileTransferリクエストで使用される
ファイルの場所の親ディレクトリに対する読み取り/書き込みアクセスを提供していることを確認し
ます。さらに、ロールが、送信するファイルの親ディレクトリに対する読み取り/書き込みアクセス
を提供していることを確認しますStartFileTransfer。

• ロギングロール (オプション) — CloudWatch イベントをログにプッシュするコネクターの IAM ロー
ルを選択します。

4. AS2 設定セクションで、ローカルプロファイルとパートナープロファイル、暗号化アルゴリズムと署
名アルゴリズム、転送された情報を圧縮するかどうかを選択します。

Note

件名は、コネクタで送信される AS2subject メッセージの HTTP ヘッダー属性として使用
されます。
さらに、暗号化アルゴリズムなしでコネクタを作成する場合は、プロトコルとして HTTPS 
を指定する必要があります。

5. MDN 設定セクションで、次の情報を指定します。

• MDN をリクエスト — 取引相手が AS2 経由でメッセージを正常に受信した後に MDN を送信するよ
う要求することができます。

• 署名付き MDN — mDN への署名を要求するオプションがあります。このオプションは、[Request 
MDN] を選択した場合のみ使用できます。

6. すべての設定を確認したら、[コネクタの作成] を選択してコネクタを作成します。

コネクタページが開き、新しいコネクタの ID がリストに追加されます。コネクタの詳細を表示するには、
「「「「「「「」」」」」」」」」コネクタの詳細を表示する (p. 102)」

AS2 契約の作成
契約はTransfer Family サーバーに関連付けられています。AS2 プロトコルを使用して Transfer Family を
使用してメッセージやファイルを交換する取引先や、インバウンド転送 (パートナーが所有する外部の
ソースから Transfer Family サーバーに AS2 ファイルを送信する) の詳細を指定します。

ここでは、Transfer Family コンソールを使用して AS2 契約を作成する方法を説明します。AWS CLI代
わりにを使用したい場合は、を参照してくださいthe section called “ステップ 5: あなたとあなたのパート
ナーとの契約を作成します。” (p. 90)。

Transfer Family サーバーの契約を作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Servers] を選択後、
3. サーバーの詳細ページで、[Agrees] セクションまで下にスクロールします。

4. 「契約を追加」を選択します。
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5. 契約パラメータを次のように入力します。

a. [契約設定] セクションで、分かりやすい名前を入力します。その名前で契約の目的を特定できる
ことを確認します。また、契約のステータスを [有効] (デフォルトで選択されている) または [非ア
クティブ] に設定します。

b. 通信設定セクションで、ローカルプロファイルとパートナープロファイルを選択します。
c. Inbox フォルダ設定セクションで、受信ファイルを保存する Amazon S3 バケットと、そのバケッ

トにアクセスできる IAM ロールを選択します。オプションで、バケットにファイルを保存するた
めに使用するプレフィックス (フォルダ) を入力できます。

たとえば、DOC-EXAMPLE-BUCKETincomingバケットとプレフィックスにを入力すると、/DOC-
EXAMPLE-BUCKET/incoming受信ファイルはそのフォルダーに保存されます。

d. (オプション) [Tags (タグ)] セクションにタグを追加します。
e. 契約書の情報をすべて入力したら、「契約を作成」を選択します。

新しい契約は、サーバー詳細ページの「契約」セクションに表示されます。

AS2 のサーバーエンドポイントを有効にする
このトピックでは、AWS Transfer Family AS2 サーバーを作成および設定するための 2 つの方法を紹介し
ます。

• AWS CloudFormationデモ用にスタックをすばやく作成できます。これについては、テンプレートを使
用してTransfer Family AS2スタックのデモを作成してください (p. 82)で説明しています。

• step-by-step 詳細な例に従ってください。これについては、AS2 step-by-step セットアップ
例 (p. 84)で説明しています。

テンプレートを使用してTransfer Family AS2スタック
のデモを作成してください
AS2 対応の Transfer Family サーバーをすばやく作成できるように、AWS CloudFormation自己完結型のテ
ンプレートが用意されています。このテンプレートは、パブリック Amazon VPC エンドポイント、証明
書、ローカルおよびパートナープロファイル、契約、およびコネクタを使用してサーバーを設定します。

このテンプレートを使用する前に、次の点に注意してください。

• このテンプレートからスタックを作成した場合、AWSリソースに対する料金が発生します。
• テンプレートは複数の証明書を作成し、AWS Secrets Managerそれらを安全に保管するためにそれら

を配置します。このサービスの使用には料金がかかるため、これらの証明書は必要に応じてSecrets 
Manager から削除できます。Secrets Manager でこれらの証明書を削除しても、Transfer Family サー
バーからは削除されません。したがって、デモスタックの機能は影響を受けません。ただし、本番環境
の AS2 サーバーで使用する証明書については、Secrets Manager を使用して保存されている証明書を管
理し、定期的に更新することをお勧めします。

• このテンプレートは、あくまでベースとして、主にデモンストレーション目的で、あくまで使用するこ
とをお勧めします。このデモスタックを本番環境で使用する場合は、テンプレートの YAML コードを変
更してより堅牢なスタックを作成することをお勧めします。たとえば、プロダクションレベルの証明書
を作成したり、AWS Lambdaプロダクションで使用できる機能を作成したりします。

AS2 対応のTransfer Family CloudFormation サーバーをテンプレートから作成するには

1. AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。
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2. 左のナビゲーションペインで [Stacks] (スタック) をクリックします。
3. [スタックの作成] を選択し、[With new resources (standard) 新しいリソースを使用 (標準)] を選択しま

す。
4. 「前提条件-テンプレートの準備」セクションで、「テンプレート準備完了」を選択します。
5. このリンク、AS2 デモテンプレートをコピーして、Amazon S3 URL フィールドに貼り付けます。
6. [Next] (次へ) を選択します。
7. 「スタックの詳細を指定」ページで、スタックに名前を付け、次のパラメータを指定します。

• [AS2] で、[ローカル AS2 ID] と [パートナー AS2 ID] の値を入力するか、localデフォルトをそのま
ま使用しpartner、をそれぞれ入力します。

• [ネットワーク] で、セキュリティグループの入力 CIDR IP の値を入力するか、デフォルトのままに
します0.0.0.0/0。

Note

この値は CIDR 形式で、AS2 サーバーへの受信トラフィックに許可される IP アドレスを指
定します。デフォルト値では0.0.0.0/0、すべての IP アドレスが許可されます。

• 「一般」で、「プレフィックス」に値を入力するか、デフォルトのままにしますtransfer-
as2。このプレフィックスは、スタックによって作成されたリソース名の前に置かれま
す。たとえば、デフォルトのプレフィックスを使用する場合、Amazon S3transfer-
as2-TransferS3BucketName バケットには名前が付けられます。

8. [Next] (次へ) を選択します。「スタックオプションの設定」ページで、もう一度「次へ」を選択しま
す。

9. 作成するスタックの詳細を確認して、[Create stack] を選択します。

Note

ページ下部の [機能] で、リソースが作成されるAWS Identity and Access Management 
(IAM)AWS CloudFormation 可能性があることを確認する必要があります。

スタックを作成したら、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、パートナーサーバから
ローカルの Transfer Family サーバにテスト AS2 メッセージを送信できます。AWS CLIテストメッセージ
を送信するためのサンプルコマンドは、スタック内の他のすべてのリソースとともに作成されます。

このサンプルコマンドを使用するには、スタックの「出力」タブに移動
し、TransferExampleAs2Command をコピーします。その後、を使用してコマンドを実行できますAWS 
CLI。をまだインストールしていない場合はAWS CLI、『AWS Command Line Interfaceユーザガイド』の
「最新バージョンのインストールまたは更新」を参照してください。AWS CLI

サンプルコマンドの形式は次のとおりです。

aws s3api put-object --bucket TransferS3BucketName --key test.txt && aws transfer 
 start-file-transfer --region aws-region --connector-id TransferConnectorId --send-file-
paths /TransferS3BucketName/test.txt

Note

このコマンドのバージョンには、TransferS3BucketNameTransferConnectorIdスタック内
のおよびリソースの実際の値が含まれています。

このサンプルコマンドは、&&文字列を使用して連結された 2 つの別々のコマンドで構成されています。

最初のコマンドは、バケットに新しい空のテキストファイルを作成します。

aws s3api put-object --bucket TransferS3BucketName --key test.txt
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次に、2 番目のコマンドは、コネクタを使用してパートナープロファイルからローカルプロファイルに
ファイルを送信します。Transfer Family サーバーには、ローカルプロファイルがパートナープロファイル
からのメッセージを受け入れることを許可する契約が設定されています。

aws transfer start-file-transfer --region aws-region --connector-id TransferConnectorId --
send-file-paths /TransferS3BucketName/test.txt

コマンドを実行すると、Amazon S3 バケット (TransferS3BucketName) に移動して内容を表示できま
す。コマンドが成功すると、バケットには次のオブジェクトが表示されます。

• processed/— このフォルダーには、転送されたファイルと MDN 応答を記述する JSON ファイルが含
まれています。

• processing/— このフォルダーには処理中のファイルが一時的に保存されますが、転送が完了する
と、このフォルダーは空になります。

• server-id/— このフォルダには、TTransfer Family ilyのサーバIDに基づいて名前が付けられていま
す。このフォルダーにはfrom-partner (このフォルダーには、パートナーの AS2 ID に基づいて動的に
名前が付けられます)、フォルダー自体にはfailed/、、processed/、processing/フォルダーが含
まれます。server-id/from-partner/processed/このフォルダーには、転送されたテキストファ
イルのコピーと、対応する JSON ファイルと MDN ファイルが含まれています。

• test.txt— このオブジェクトは、転送された (空の) ファイルです。

AS2 step-by-step セットアップ例
このトピックでは、を使用して適用性ステートメント 2 (AS2) の設定を設定する方法について説明します
AWS Transfer Family。ここで説明する手順を完了すると、サンプルの取引相手からの AS2 メッセージを
受け入れる準備が整った AS2 対応サーバーが完成します。また、サンプル取引相手に AS2 メッセージを
送信するために使用できるコネクタもあります。

Note

設定例の一部ではAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用しています。をまだインス
トールしていない場合はAWS CLI、『AWS Command Line Interfaceユーザガイド』の「最新バー
ジョンのインストールまたは更新」を参照してください。AWS CLI

1. 自分と取引相手のために証明書を作成しましょう。使用できる既存の証明書がある場合は、このセク
ションをスキップできます。

このプロセスは、「ステップ 1: AS2 の証明書を作成する (p. 85)」で説明されています。
2. AS2AWS Transfer Family プロトコルを使用するサーバーを作成します。オプションで、サーバーに 

Elastic IP アドレスを追加してインターネットに接続できます。

このプロセスは、「ステップ 2: AS2 プロトコルを使用するTransfer Family サーバーを作成す
る (p. 87)」で説明されています。

3. ステップ 1 で作成した証明書をインポートします。

このプロセスは、「ステップ 3: 証明書をTransfer Family 証明書リソースとしてインポートす
る (p. 89)」で説明されています。

4. ローカルプロファイルとパートナープロファイルを作成して、取引先を設定します。

このプロセスは、「ステップ 4: 自分と取引相手のプロフィールを作成する (p. 90)」で説明されて
います。

5. あなたと取引相手との間で契約を結んでください。

このプロセスは、「ステップ 5: あなたとあなたのパートナーとの契約を作成します。 (p. 90)」で
説明されています。
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6. 自分と取引相手をつなぐコネクターを作りましょう。

このプロセスは、「ステップ 6: 自分とパートナーとのコネクターを作成する (p. 91)」で説明され
ています。

7. AS2 ファイル交換をテストします。

このプロセスは、「ステップ 7: Transfer Family を使用して AS2 経由でのファイル交換をテストす
る (p. 92)」で説明されています。

これらのステップを完了したら、次の手順を実行できます。

• Transfer Familystart-file-transferAWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを使用し
て、AS2 対応のリモートパートナーサーバーにファイルを送信します。

• AS2 対応のリモートパートナーサーバーからポート 5080 で、仮想プライベートクラウド (VPC) エンド
ポイント経由でファイルを受信します。

ステップ 1: AS2 の証明書を作成する
AS2 取引所の両当事者には X.509 証明書が必要です。これらの証明書は好きな方法で作成できます。この
トピックでは、コマンドラインから OpenSSL を使用してルート証明書を作成し、下位証明書に署名する
方法について説明します。両方の当事者が独自の証明書を作成する必要があります。

パートナーとファイルを転送する場合は、次の点に注意してください。

• 証明書をプロファイルに添付できます。証明書には公開鍵または秘密鍵が含まれています。
• 取引相手は公開鍵をあなたに送り、あなたは彼らにあなたの公開鍵を送ります。
• 取引相手は、公開鍵でメッセージを暗号化し、秘密鍵で署名します。逆に、パートナーの公開鍵でメッ

セージを暗号化し、秘密鍵で署名します。

Note

GUI でキーを管理したい場合は、Portecle が選択肢の 1 つです。

サンプル証明書を生成するには

Important

パートナーに秘密鍵を送らないでください。この例では、一方の当事者に対して自己署名の公開
鍵と秘密鍵のセットを生成します。テスト目的で両方の取引先を務める場合は、これらの手順を
繰り返して、取引先ごとに 1 つずつ、合計 2 つのキーセットを生成できます。この場合、2 つの
ルート認証局 (CA) を生成する必要はありません。

1. 次のコマンドを実行して、2048 ビットのモジュラスを持つ RSA プライベートキーを生成します。

/usr/bin/openssl genrsa -out root-ca-key.pem 2048

2. 次のコマンドを実行して、root-ca-key.pemファイルを使用して自己署名証明書を作成します。

/usr/bin/openssl req \
-x509 -new -nodes -sha256 \
-days 1825 \
-subj "/C=US/ST=MA/L=Boston/O=TransferFamilyCustomer/OU=IT-dept/CN=ROOTCA" \
-key root-ca-key.pem \
-out root-ca.pem
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-subj引数は以下の値で構成されます。

  名前 説明

C 国コード 組織が所在する国を表す 2 文字
のコード。

ST 州、地域、または都道府県 あなたが所属組織の組織の所
在地の州または県。(この場
合、地域はあなたのものではあ
りませんAWS リージョン。)

L 市区町村 あなたが所属組織の組織の組織
の所在地の市。

O [Organization name] (組織名) LLC、Corp などのサフィックス
を含む、組織の正式な正式名称
です。

OU 部門名 この証明書を扱う組織内の部
門。

CN コモンネームまたは完全修飾ド
メイン名 (FQDN)

このケースでルート証明書
を作成しているので、値は
ですROOTCA。これらの例で
は、CN証明書の目的を説明する
ために使用しています。

3. ローカルプロファイル用の署名キーと暗号化キーを作成します。

/usr/bin/openssl genrsa -out signing-key.pem 2048
/usr/bin/openssl genrsa -out encryption-key.pem 2048

Note

OpenAS2 などの一部の AS2 対応サーバーでは、署名と暗号化の両方に同じ証明書を使用す
る必要があります。この場合、両方の目的で同じプライベートキーと証明書をインポートで
きます。そのためには、前述の 2 つのコマンドの代わりに次のコマンドを実行します。

/usr/bin/openssl genrsa -out signing-and-encryption-key.pem 2048

4. 次のコマンドを実行して、ルートキーが署名するための証明書署名リクエスト (CSR) を作成します。

/usr/bin/openssl req -new -key signing-key.pem -subj \
"/C=US/ST=MA/L=Boston/O=TransferFamilyCustomer/OU=IT-dept/CN=Signer" -out signing-key-
csr.pem

/usr/bin/openssl req -new -key encryption-key.pem -subj \
"/C=US/ST=MA/L=Boston/O=TransferFamilyCustomer/OU=IT-dept/CN=Encrypter" -out 
 encryption-key-csr.pem

5. 次に、signing-cert.confファイルとファイルを作成する必要があります。encryption-
cert.conf

• テキストエディタを使用し、signing-cert.conf次の内容でファイルを作成します。
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authorityKeyIdentifier=keyid,issuer
keyUsage = digitalSignature, nonRepudiation

• テキストエディタを使用し、encryption-cert.conf次の内容でファイルを作成します。

authorityKeyIdentifier=keyid,issuer
keyUsage = dataEncipherment

6. 最後に、次のコマンドを実行して署名付き証明書を作成します。

/usr/bin/openssl x509 -req -sha256 -CAcreateserial -days 1825 -in signing-key-csr.pem -
out signing-cert.pem -CA \
root-ca.pem -CAkey root-ca-key.pem -extfile signing-cert.conf

/usr/bin/openssl x509 -req -sha256 -CAcreateserial -days 1825 -in encryption-key-
csr.pem -out encryption-cert.pem \
-CA root-ca.pem -CAkey root-ca-key.pem -extfile encryption-cert.conf

ステップ 2: AS2 プロトコルを使用するTransfer Family サーバー
を作成する
この手順では、Transfer Family を使用して AS2 対応サーバーを作成する方法について説明しますAWS 
CLI。

Note

サンプルステップの多くは、ファイルからパラメーターをロードするコマンドを使用していま
す。ファイルを使用してパラメータをロードする方法の詳細については、「ファイルからパラ
メータをロードする方法」を参照してください。

代わりにコンソールを使用する場合は、『を参照してくださいthe section called “AS2 対応サーバーの作
成” (p. 75)。

SFTP または FTPSAWS Transfer Family サーバを作成する方法と同様に、--protocols AS2create-
serverAWS CLIコマンドのパラメータを使用して AS2 対応サーバを作成します。現在、Transfer Family 
は VPC エンドポイントタイプと AS2 プロトコルの Amazon S3 ストレージのみをサポートしています。

create-serverコマンドを使用して Transfer Family 用の AS2 対応サーバーを作成すると、VPC エンド
ポイントが自動的に作成されます。このエンドポイントは、AS2 メッセージを受け入れることができるよ
うに TCP ポート 5080 を公開します。

VPC エンドポイントをインターネットに公開する場合は、Eassic IP アドレスを VPC エンドポイントに関
連付けることができます。

これらの指示を使用するには、次のものが必要です。

• VPC の ID (たとえば、vpc-abcdef01)。
• VPC サブネットの ID (たとえば、サブネット-abcdef01、subnet-subnet-abcdef01、サブネッ

ト-021345ab)。
• 取引相手からの TCP ポート 5080 への受信トラフィックを許可するセキュリティグループの 1 つ以上の 

ID (たとえば、sg-1234567890abcdef0 や sg-abcdef01234567890)。
• (オプション) VPC エンドポイントに関連付けたい Elastic IP アドレス。
• 取引先が VPN 経由で VPC に接続していない場合は、インターネットゲートウェイが必要です。詳細

については、Amazon VPC ユーザーガイドのインターネットゲートウェイを使用してインターネット
Connect するを参照してください。
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AS2 対応サーバーを作成するには

1. 以下のコマンドを実行します。user input placeholder を、ユーザー自身の情報に置き換えま
す。

aws transfer create-server --endpoint-type VPC \
--endpoint-details VpcId=vpc-abcdef01,SubnetIds=subnet-abcdef01,subnet-abcdef01,subnet-
021345ab,SecurityGroupIds=sg-abcdef01234567890,sg-1234567890abcdef0 --protocols AS2 \
--protocol-details As2Transports=HTTP

2. (オプション) VPC エンドポイントをパブリックにすることができます。Elastic IP アドレスを 
Transfer Family サーバーにアタッチするには、update-serverオペレーションが必要です。次のコ
マンドはサーバーを停止し、Elastic IP アドレスで更新してから再起動します。

aws transfer stop-server --server-id your-server-id

aws transfer update-server --server-id your-server-id --endpoint-details \
AddressAllocationIds=eipalloc-abcdef01234567890,eipalloc-1234567890abcdef0,eipalloc-
abcd012345ccccccc                

aws transfer start-server --server-id your-server-id

start-serverこのコマンドは、サーバーのパブリック IP アドレスを含む DNS レコードを自動的
に作成します。取引相手にサーバーへのアクセスを許可するには、次の情報を提供します。この場合
は、your-regionお客様のことを指しますAWS リージョン。

s-your-server-id.server.transfer.your-region.amazonaws.com

取引先に提供する完全な URL は次のとおりです。

http://s-your-server-id.server.transfer.your-region.amazonaws.com:5080

3. 次のコマンドを使用して、VPC エンドポイントのプライベート DNS アドレスまたはパブリックエン
ドポイント（エンドポイントに Elastic IP アドレスを関連付けている場合）のいずれかから AS2 対応
サーバーにアクセスできるかどうかをテストします。

サーバーが正しく構成されていれば接続は成功しますが、有効な AS2 メッセージを送信していないた
め、HTTP ステータスコード 400 (Bad Request) 応答が返されます。

• パブリックエンドポイントの場合（前のステップで Elastic IP アドレスを関連付けた場合）、サー
バー ID とリージョンを置き換えて次のコマンドを実行します。

curl -vv -X POST http://s-your-server-id.transfer.your-region.amazonaws.com:5080

• VPC 内で接続している場合は、次のコマンドを実行して VPC エンドポイントのプライベート DNS 
名を検索します。

aws transfer describe-server --server-id s-your-server-id

describe-serverこのコマンドは、VPC エンドポイント IDVpcEndpointId をパラメータで返
します。この値を使用して次のコマンドを実行します。

aws ec2 describe-vpc-endpoints --vpc-endpoint-ids vpce-your-vpc-endpoint-id
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describe-vpc-endpointsこのコマンドは、DNSEntriesDnsNameいくつかのパラメータを含む
配列を返します。次のコマンドでは、リージョン DNS 名 (アベイラビリティーゾーンを含まない名
前) を使用します。

curl -vv -X POST http://vpce-your-vpce.vpce-svc-your-vpce-svc.your-
region.vpce.amazonaws.com:5080

たとえば、次のコマンドは、前のコマンドのプレースホルダーのサンプル値を表示します。

curl -vv -X POST http://vpce-0123456789abcdefg-fghij123.vpce-
svc-11111aaaa2222bbbb.us-east-1.vpce.amazonaws.com:5080

4. （オプション）ロギングロールを設定します。Transfer Family は、送受信されたメッセージのス
テータスを構造化された JSON フォーマットで Amazon CloudWatch ログに記録します。Transfer 
CloudWatch Familyがアカウントのログにアクセスできるようにするには、サーバーにロギングロー
ルを設定する必要があります。

信頼するAWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成
しtransfer.amazonaws.com、AWSTransferLoggingAccess管理ポリシーをアタッチします。
詳細については、「IAM ポリシーとロールを作成する (p. 11)」を参照してください。先ほど作成した 
IAM ロールのの Amazon リソースネーム (ARN) をメモし、update-server次のコマンドを実行して
サーバーに関連付けます。

aws transfer update-server --server-id your-server-id --logging-role arn:aws:iam::your-
account-id:role/logging-role-name

Note

ロギングロールはオプションですが、メッセージのステータスを確認して設定上の問題をト
ラブルシューティングできるように設定することを強くお勧めします。

ステップ 3: 証明書をTransfer Family 証明書リソースとしてイン
ポートする
この手順では、を使用して証明書をインポートする方法について説明しますAWS CLI。代わりにTrassic 
FTransfer Family コンソールを使用する場合は、『を参照してくださいthe section called “AS2 証明書のイ
ンポート” (p. 78)。

ステップ 1 で作成した署名証明書と暗号化証明書をインポートするには、import-certificate次のコ
マンドを実行します。暗号化と署名に同じ証明書を使用している場合は、同じ証明書を 2 回インポートし
ます (1SIGNING 回は使用法で、もう 1ENCRYPTION 回は使用法で)。

aws transfer import-certificate --usage SIGNING --certificate file://signing-cert.pem \ 
            --private-key file://signing-key.pem --certificate-chain file://root-ca.pem

このコマンドは署名を返しますCertificateId。次のセクションでは、この証明書 ID をと呼びますmy-
signing-cert-id。

aws transfer import-certificate --usage ENCRYPTION --certificate file://encryption-cert.pem 
 \ 
            --private-key file://encryption-key.pem --certificate-chain file://root-ca.pem

このコマンドは暗号化を返しますCertificateId。次のセクションでは、この証明書 ID をと呼びま
すmy-encrypt-cert-id。
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次に、次のコマンドを実行して、パートナーの暗号化証明書と署名証明書をインポートします。

aws transfer import-certificate --usage ENCRYPTION --certificate file://partner-encryption-
cert.pem \
--certificate-chain file://partner-root-ca.pem

このコマンドは、パートナーの暗号化を返しますCertificateId。次のセクションでは、この証明書 ID 
をと呼びますpartner-encrypt-cert-id。

aws transfer import-certificate --usage SIGNING --certificate file://partner-signing-
cert.pem \
--certificate-chain file://partner-root-ca.pem

このコマンドは、パートナーの署名を返しますCertificateId。次のセクションでは、この証明書 ID を
と呼びますpartner-signing-cert-id。

ステップ 4: 自分と取引相手のプロフィールを作成する
ここでは、を使用して AS2AWS CLI プロファイルを作成する方法を説明する手順です。代わりにTrassic 
FTransfer Family コンソールを使用する場合は、『を参照してくださいthe section called “AS2 プロファイ
ルの作成” (p. 80)。

次のコマンドを実行して、ローカル AS2 プロファイルを作成します。このコマンドは、公開鍵と秘密鍵を
含む証明書を参照します。

aws transfer create-profile --as2-id MYCORP --profile-type LOCAL --certificate-ids \
my-signing-cert-id my-encrypt-cert-id

このコマンドは、プロファイル ID を返します。次のセクションでは、この ID をと呼びますmy-
profile-id。

次に、次のコマンドを実行してパートナープロファイルを作成します。このコマンドは、パートナーの公
開鍵証明書のみを使用します。このコマンドを使用するには、を自分の情報（パートナーの AS2 名や証明
書 ID など）に置き換えてください。user input placeholders

aws transfer create-profile --as2-id PARTNER-COMPANY --profile-type PARTNER --certificate-
ids \
partner-signing-cert-id partner-encrypt-cert-id

このコマンドは、パートナーのプロフィール ID を返します。次のセクションでは、この ID をと呼びま
すpartner-profile-id。

Note

前述のコマンドでは、MYCORP を自分の組織の名前に置き換え、PARTNER-COMPANY を取引相手
の組織の名前に置き換えます。

ステップ 5: あなたとあなたのパートナーとの契約を作成しま
す。
ここでは、『』を参照してくださいAWS CLI。代わりにTrassic FTransfer Family コンソールを使用する場
合は、『を参照してくださいthe section called “AS2 契約の作成” (p. 81)。

契約により、2 つのプロファイル (ローカルとパートナー)、その証明書、および 2 者間でのインバウンド 
AS2 転送を可能にするサーバー構成がまとめられます。次のコマンドを実行することでアイテムを一覧表
示できます。
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aws transfer list-profiles --profile-type LOCAL
aws transfer list-profiles --profile-type PARTNER
aws transfer list-servers

このステップで、Amazon S3 バケットと、バケットへの読み取り/書き込みアクセス許可を持つ IAM ロー
ルが必要です。このロールの作成手順は、Transfer Family SFTP、FTP、FTPS プロトコルの場合と同じ
で、を参照してくださいIAM ポリシーとロールを作成する (p. 11)。

契約を作成するには、次のものが必要です。

• Amazon S3 バケット名 (指定されている場合はオブジェクトプレフィックス)
• バケットへのアクセス許可を持つ IAM ロールののののの
• Transfer Family サーバーID
• 自分のプロフィール ID とパートナーのプロフィール ID

次のコマンドを実行して契約を作成します。

aws transfer create-agreement --description "ExampleAgreementName" --server-id your-server-
id \
--local-profile-id your-profile-id --partner-profile-id your-partner-profile-id --base-
directory /DOC-EXAMPLE-DESTINATION-BUCKET/AS2-inbox \
--access-role arn:aws:iam::111111111111:role/TransferAS2AccessRole         

コマンドが成功すると、このコマンから契約書の ID が返されます。その後、次のコマンドを使用して契約
の詳細を表示できます。

aws transfer describe-agreement --agreement-id agreement-id --server-id your-server-id

ステップ 6: 自分とパートナーとのコネクターを作成する
ここでは、『』を参照してくださいAWS CLI。代わりにTrassic FTransfer Family コンソールを使用する場
合は、『を参照してくださいthe section called “AS2 コネクタの作成” (p. 80)。

StartFileTransferAPI オペレーションを使用して、Amazon S3 に保存されているファイルをコネクタ
を使用して取引相手の AS2 エンドポイントに送信できます。次のコマンドを実行すると、先ほど作成した
プロファイルを見つけることができます。

aws transfer list-profiles

コネクタを作成するときは、パートナーの AS2 サーバー URL を指定する必要がありま
す。testAS2Config.json次のテキストをという名前のファイルにコピーします。

{
"LocalProfileId": "your-profile-id",
"PartnerProfileId": "partner-profile-id",
"MdnResponse": "SYNC",
"Compression": "ZLIB",
"EncryptionAlgorithm": "AES256_CBC",
"SigningAlgorithm": "SHA256",
"MdnSigningAlgorithm": "DEFAULT",
"MessageSubject": "Your Message Subject"
}

次に、次のコマンドを実行してコネクタを作成します。
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aws transfer create-connector --url "http://partner-as2-server-url" \
--access-role your-IAM-role-for-bucket-access \
--logging-role arn:aws:iam::your-account-id:role/service-role/AWSTransferLoggingAccess \
--as2-config file:///path/to/testAS2Config.json

ステップ 7: Transfer Family を使用して AS2 経由でのファイル交
換をテストする
取引先からファイルを受け取る
パブリック Elastic IP アドレスを VPC エンドポイントに関連付けると、Transfer Family はパブリック IP 
アドレスを含む DNS 名を自動的に作成しました。サブドメインは (形式のs-1234567890abcdef0)AWS 
Transfer Family サーバー ID です。次の形式で、サーバーの URL を取引相手に提供します。

http://s-1234567890abcdef0.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com:5080

パブリック Elastic IP アドレスを VPC エンドポイントに関連付けていない場合は、ポート 5080 で取引相
手からの HTTP POST 経由の AS2 メッセージを受け入れる VPC エンドポイントのホスト名を調べてくだ
さい。VPC エンドポイントの詳細を取得するには、次のコマンドを使用します。

aws transfer describe-server --server-id s-1234567890abcdef0

たとえば、前述のコマンドが VPC エンドポイント ID を返すとしますvpce-1234abcd5678efghi。次
に、次のコマンドを使用して DNS 名を取得します。

aws ec2 describe-vpc-endpoints --vpc-endpoint-ids vpce-1234abcd5678efghi

このコマンドは、次のコマンドを実行するために必要な VPC エンドポイントのすべての詳細を返します。

DNSDnsEntries 名は配列にリストされています。VPC エンドポイントにアクセスするには、取引相手
が VPC 内にいる必要があります (たとえば、AWS PrivateLinkまたは VPN 経由)。次の形式で VPC エンド
ポイント URL をパートナーに提供します。

http://vpce-your-vpce-id.vpce-svc-your-vpce-svc-id.your-region.vpce.amazonaws.com:5080

たとえば、次の URL は、前のコマンドのプレースホルダーのサンプル値を示しています。

http://vpce-0123456789abcdefg-fghij123.vpce-svc-11111aaaa2222bbbb.us-
east-1.vpce.amazonaws.com:5080 

取引相手にファイルを送信する
Transfer Family を使用してファイルを送信するには、次のコマンドでコネクタ ID とファイルへのパスを
参照します。

aws transfer start-file-transfer --connector-id c-1234567890abcdef0 \
--send-file-paths "/DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/myfile1.txt" "/DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/
myfile2.txt"

Note

コネクタの詳細を確認するには、コマンドを実行しますaws transfer list-connectors。
このコマンドは、コネクタのコネクタ ID、URL、および ARN を返します。次に、使用する 
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IDaws transfer describe-connector --connector-id your-connector-id を指定し
てコマンドを実行できます。このコマンドは、の情報をすべて返しますyour-connector-id。

成功した転送は、base-directory指定したパラメータで指定された場所に保存されま
すステップ 5: あなたとあなたのパートナーとの契約を作成します。 (p. 90)。転送が正
常に完了すると、ファイルはとして保存されます/path-defined-in-the-agreement/
processed/original_filename.messageId.original_extension。

この例では、DOC-EXAMPLE-DESTINATION-BUCKET/AS2-inbox/processed/
myfile1.messageId.txtファイルはととして格納されますDOC-EXAMPLE-DESTINATION-BUCKET/
AS2-inbox/processed/myfile2.messageId.txt。

コネクタの作成時にロギングロールを設定した場合は、AS2 CloudWatch メッセージのステータスをログ
で確認することもできます。

AS2 の設定、制限、エラーメッセージ
このトピックでは、Applicability Statement 2 (AS2) プロトコルを使用する転送でサポートされる構成、
機能、および機能を、受け入れられている暗号やダイジェストを含めて説明します。このセクションで
は、AS2 転送の制限と既知の問題についても説明します。AS2 ファイル転送で発生する可能性があるさま
ざまなエラーコードも提供されています。

トピック
• AS2 がサポートする構成 (p. 93)
• AS2 の機能と機能 (p. 94)
• HTTPS 経由の AS2 メッセージの送受信 (p. 95)
• AS2 の制限と制限事項 (p. 98)
• AS2 エラーコード (p. 99)

AS2 がサポートする構成
署名、暗号化、圧縮、MDN

インバウンド転送とアウトバウンド転送の両方で、次の項目は必須またはオプションです。

• 暗号化 — 必須 (現在サポートされている唯一の転送方法である HTTP トランスポート用)。暗号化さ
れていないメッセージは、Application Load Balancer (ALB) などの TLS 終端プロキシによって転送さ
れ、X-Forwarded-Proto: httpsヘッダーが存在する場合にのみ受け入れられます。

• 署名 — オプション
• 圧縮 — オプション (現在サポートされている圧縮アルゴリズムは ZLIB のみです)
• メッセージ処理通知 (MDN) — オプション

暗号

次の暗号がサポートされています。

• インバウンド転送 — AES128_CBC、AES192_CBC、AES256_CBC、3DES (下位互換性のみ)
• アウトバウンド転送 — AES128_CBC、AES192_CBC、AES256_CBC

ダイジェスト
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以下のダイジェストがサポートされています。

• インバウンド署名および MDN – SHA1、SHA256、SHA384、SHA512
• アウトバウンド署名および MDN – SHA1、SHA256、SHA384、SHA512

MDN

MDN のレスポンスでは、以下の特定のタイプがサポートされています。

• インバウンド転送 — 同期と非同期
• アウトバウンド転送 — 同期のみ
• Simple メール転送プロトコル (Simple メール転送プロトコル)))-サポートされていません

輸送

• インバウンド転送 — 現在サポートされているトランスポートは HTTP のみで、明示的に指定する必要
があります。

Note

インバウンド転送に HTTPS を使用する必要がある場合は、Application Load Balancer また
は Network Load Balancer にある TLAC Load Balancer または Network Load Balancer にある 
TLAC Load Balancer を終了できます。これについては、ASA222222 メッセージを HTTPS で
受信する (p. 95)で説明しています。

• アウトバウンド転送 — HTTP URL を指定する場合は、暗号化アルゴリズムも指定する必要がありま
す。HTTPS URL を指定する場合、暗号化アルゴリズムに NONE を指定することもできます。

AS2 の機能と機能
次の表は、AS2 を使用する Transfer Family リソースで利用できる機能の一覧です。

ASA22 2 の機能
Transfer Family は AS2 向けに次の機能を提供します。

Feature Supported by AWS Transfer Family

ドラモンド事前認定 Yes

AWS CloudFormation サポート Yes

CloudWatchアマゾンメトリックス Yes

SHA-2 暗号化アルゴリズム Yes

Support for Amazon S3 Yes

Support for Amazon EFS No

Scheduled Messages Yes 1

AWS Transfer Family Managed Workflows No

Certificate Exchange Messaging (CEM) No

Mutual TLS (mTLS) No
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1. AmazonAWS Lambda を使用して関数をスケジュールすることで送信スケジュールされたメッセージを
利用できる EventBridge

AS2 の送受信機能
次の表は、AWS Transfer Family ASA22222 の送受信機能の一覧です。

Capability Inbound: Receiving with Server Outbound: Sending with 
Connector

TLS 暗号化トランスポート 
(HTTPS) (p. 95)

はい [1] Yes

Non-TLS Transport (HTTP) Yes はい [2]

Synchronous MDN Yes Yes

Message Compression Yes Yes

Asynchronous MDN No Yes

Static IP Address Yes No

Bring Your Own IP Address Yes No

Multiple File Attachments Yes No

Basic Authentication No No

AS2 Restart N/A No

Custom Subject per Message N/A No

1. ネットワークLoad Balancer (NLLAC Load Balancer) で利用可能なインバウンド TLAC 暗号化トランス
ポート

2. TLS 以外のアウトバウンド転送は、暗号化が有効になっている場合にのみ使用可能

HTTPS 経由の AS2 メッセージの送受信
このセクションでは、AS2 プロトコルを使用して HTTPS 経由でメッセージを送受信する Transfer Family 
サーバーを設定する方法について説明します。

ASA222222 メッセージを HTTPS 経由で送信する
HTTPS を使用して AS2 メッセージを送信するには、次の情報を含むコネクタを作成します。

• URL には、HTTPS URL を指定してください
• 暗号化アルゴリズムには、NONE
• の説明に従って、コネクタの残りの値を指定します。AS2 コネクタの作成 (p. 80)

ASA222222 メッセージを HTTPS で受信する
AWS Transfer FamilyAS2 サーバーは現在、ポート 5080 経由の HTTP トランスポートのみを提供していま
す。ただし、選択したポートと証明書を使用して、Transfer Family サーバーの VPC エンドポイントの前
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にあるロードバランサーの TLS を終了できます。これにより、着信 AS2 メッセージに HTTPS を使用さ
せることができます。

前提条件

• VPC は、TransferAWS リージョン Familyサーバーと同じサーバー内に存在する必要があります。
• VPC のサブネットは、サーバーを使用するアベイラビリティーゾーン内にある必要があります。

Note

Transfer Family ilyサーバーごとに最大3つのアベイラビリティーゾーンをサポートできます。
• サーバーと同じリージョンに最大 3 つの Elastic IP アドレスを割り当てます。または、独自の IP 

AYOOYOOOOOOIP アドレス範囲を持参することもできます。

Note

Elastic IP アドレスの数は、サーバーエンドポイントで使用するアベイラビリティーゾーンの数
と一致する必要があります。

Network Load Balancer の設定

VPC に、インターネットに直接接続するネットワークLoad Balancer LBalancer を設定します。

Network Load Balancer を作成し、サーバーの VPC エンドポイントをロードバランサーのター
ゲットとして定義します。

1. https://console.aws.amazon.com/ec2/ で Amazon Elastic Compute Cloud コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインから [Load Balancer] を選択し、[ロードバランサーの作成] を選択します。
3. [Network Load Balancer] で、[Create] (作成) を選択します。
4. 「基本設定」セクションで、次の情報を入力します。

• [Name] (名前) に、対象のロードバランサーを表現した説明的な名前を入力します。
• [Scheme] (スキーム) で、[internet-facing] (インターネット向け) を選択します。
• 各サブネットの IPv4 アドレスには、割り当てた Elastic IP アドレスのいずれかを選択します。

5. [ネットワークマッピング] セクションで、次の情報を入力します。

• VPC では、作成した Amazon VPC を選択します。
• 「マッピング」で、サーバーエンドポイントで使用しているのと同じ VPC で使用できるパブリック

サブネットに関連付けられているアベイラビリティーゾーンを選択します。
• 各サブネットの IPv4 アドレスには、割り当てた Elastic IP アドレスのいずれかを選択します。

6. 「リスナーとルーティング」セクションで、次の情報を入力します。

• [プロトコル] で [TLS] を選択します。
• [Port (ポート)] に「5080」と入力します。
• [デフォルトアクション] で、[ターゲットグループの作成] を選択します。新しいターゲットグルー

プを作成する方法の詳細については、を参照してくださいターゲットグループの作成 (p. 97)。

ターゲットグループを作成したら、デフォルトアクションフィールドにその名前を入力します。
7. 「セキュアリスナー設定」セクションで、「デフォルト SSL/TLS 証明書」領域で証明書を選択しま

す。
8. [ロードバランサーの作成] を選択して NLB を作成します。
9. オプションで、「Network Load Balancer のアクセスログ」で説明されているように、ネットワーク

ロードバランサーのアクセスログを有効にして、完全な監査証跡を維持することもできます。
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TLS 接続は NLB で終了するため、Transfer Family AS2 CloudWatch ロググループに反映されるソー
ス IP アドレスは、取引相手の外部 IP アドレスではなく NLB のプライベート IP アドレスになるた
め、このステップをお勧めします。

ロードバランサーを設定すると、クライアントはカスタムポートリスナーを介してロードバランサーと通
信します。次に、ロードバランサーはポート 5080 を介してサーバーと通信します。

ターゲットグループの作成

1. 前の手順で [ターゲットグループの作成] を選択すると、[新しいターゲットグループのグループ詳細を
指定] に移動します。

2. 「基本設定」セクションで、次の情報を入力します。

• [ターゲットの種類を選択] で [IP アドレス] を選択します。
• [ターゲットグループ名] に、ターゲットグループの名前を入力します。
• [Protocol] で、[TCP] を選択します。
• [Port (ポート)] に「5080」と入力します。
• [IP アドレスの種類] に [IPv4] を選択します。
• VPC の場合は、Transfer Family AS2 サーバー用に作成した Amazon VPC を選択します。

3. Health チェックセクションで、Health チェックプロトコルに TCP を選択します。
4. [Next] (次へ) を選択します。
5. 「ターゲットの登録」ページで、次の情報を入力します。

• [ネットワーク] で、Transfer Family AS2 サーバー用に作成した Amazon VPC が選択されているこ
とを確認します。

• IPv4 アドレスには、Transfer Family AS2 サーバのエンドポイントのプライベート IPv4 アドレスを
入力します。

サーバーに複数のエンドポイントがある場合は、[IPv4 アドレスの追加] を選択し、別の IPv4 アド
レスを入力するための行をもう1つ追加します。サーバーのすべてのエンドポイントのプライベート 
IP アドレスを入力するまで、このプロセスを繰り返します。

• Ports がに設定されていることを確認します5080。
• 下の [保留中として含める] を選択して、エントリを [審査対象] セクションに追加します。

6. 「ターゲットの確認」セクションで、IPターゲットを確認します。
7. [ターゲットグループを作成] を選択し、NLB の作成手順に戻り、指示された場所に新しいターゲット

グループを入力します。

Elastic IP アドレスからのサーバーへのアクセスをテストする

Elastic IP アドレスまたはNetwork Load Balancer の DNS 名を使用して、カスタムポート経由でサーバー
Connect。

Important

ロードバランサーに設定されたサブネットのネットワークアクセス制御リスト (ネットワーク 
ACL) を使用して、クライアント IP アドレスからサーバーへのアクセスを管理します。ネット
ワーク ACL 権限はサブネットレベルで設定されるため、ルールはサブネットを使用するすべて
のリソースに適用されます。ロードバランサーのターゲットタイプはインスタンスではなく IP に
設定されているため、セキュリティグループを使用してクライアント IP アドレスからのアクセ
スを制御することはできません。つまり、ロードバランサーは送信元 IP アドレスを保存しませ
ん。ネットワークロードバランサーのヘルスチェックが失敗した場合、ロードバランサーはサー
バーエンドポイントに接続できないことを意味します。この問題を解決するには、以下を確認し
ます。
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• サーバーエンドポイントの関連するセキュリティグループが、ロードバランサーに設定され
たサブネットからのインバウンド接続を許可していることを確認します。Load Balancer は、
ポート 50A508508180を介してサーバーエンドポイントに接続できる必要があります。

• サーバーの状態がオンラインであることを確認します。

AS2 の制限と制限事項
制限

AS2 ファイル転送には次の制限があります。

ASA2 2 2 の制限

名前 デフォルト 調整可能

サーバーあたりのインバウンド 
AS2 リクエスト

1 秒あたり 25 いいえ

サーバーごとに進行中のインバ
ウンド AS2 リクエスト

100 いいえ

コネクタごとの 1 秒ごとのファ
イル転送リクエストの最大数

3 はい

ファイル転送リクエストごとの
最大ファイル数

10 いいえ

コネクタごとに進行中のアウト
バウンド AS2 リクエスト

100 いいえ

最大ファイルサイズ (圧縮または
非圧縮)

50 MiB はい

非アクティブタイムアウト 350 秒 いいえ

アカウントごとのパートナープ
ロファイルの最大数

1000 (パートナープロファイルあ
たり最大 10 個の証明書:調整不
可)

はい

アカウントあたりの証明書の最
大数

1,000 はい

アカウントあたりのコネクタの
最大数

100 はい

サーバーあたりの契約の最大数 100 はい

既知の制限事項

• サーバー側の TCP キープアライブはサポートされていません。接続は、クライアントがキープアライブ
パケットを送信しない限り、350 秒間操作がないとタイムアウトします。

• 有効な契約がサービスによって承認され、Amazon CloudWatch ログに表示されるには、メッセージに
有効な AS2 ヘッダーが含まれている必要があります。

• AS2AWS Transfer Family のメッセージを受信するサーバーは、RFC 6211 で定義されているように、
メッセージ署名を検証するための暗号化メッセージ構文 (CMS) アルゴリズム保護属性をサポートしてい
る必要があります。この属性は、一部の古い IBM Sterling 製品ではサポートされていません。
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AS2 エラーコード

• メッセージ ID が重複していると、「処理済み/警告:ドキュメントが重複しています」というメッセージ
が表示されます。

• AS2 メッセージまたは非同期 mDNS を取引先の HTTPS エンドポイントに送信する場合、メッセージま
たは mDN は、公的に信頼されている認証局 (CA) によって署名された有効な SSL 証明書を使用する必
要があります。自己署名証明書は現在サポートされていません。

• エンドポイントは TLS バージョン 1.2 プロトコルと、セキュリティポリシー (を参照のセキュリティポ
リシーAWS Transfer Family (p. 229)) で許可されている暗号化アルゴリズムをサポートしている必要
があります。

• 相互 TLS (mTLS) は現在サポートされていません。
• AS2 バージョン 1.2 の複数の添付ファイルおよび証明書交換メッセージング (CEM) は、現在サポートさ

れていません。
• 基本認証は現在サポートされていません。

AS2 エラーコード
AS2 エラーコード

コード エラー 説明

DECRYPT_FAILED ########## ID を復号化でき
ませんでした。パートナーが正
しい公開暗号化キーを持ってい
ることを確認してください。

復号化が失敗しました。パート
ナーが有効な証明書を使用して
ペイロードを送信したこと、お
よび暗号化が有効な暗号化アル
ゴリズムを使用して実行された
ことを確認します。

ERROR_DECRYPT_UNSUPPORTED_ENCRYPTION_ALGSMIME ペイロードの復号化
が、ID: Encryption-ID でサ
ポートされていないアルゴリズ
ムを使用してリクエストされま
した。

リモート送信者が、サポートさ
れていない暗号化アルゴリズム
で AS2 ペイロードを送信しま
した。送信者は、でサポートさ
れている暗号化アルゴリズムを
選択する必要がありますAWS 
Transfer Family。

DECRYPT_FAILED_INVALID_SMIME_FORMATエンベロープされた MimePart を
解析できません。

MIME ペイロードが壊れてい
るか、サポートされていない 
SMIME 形式です。送信者は、使
用している形式がサポートされ
ていることを確認してから、ペ
イロードを再送信する必要があ
ります。

DECRYPT_FAILED_NO_DECRYPTION_KEY_FOUND一致する復号化キーが見つかり
ませんでした。

パートナープロファイルには、
メッセージと一致する証明書が
割り当てられていないか、メッ
セージと一致した証明書の有
効期限が切れているか、無効に
なっています。パートナープロ
ファイルを更新し、有効な証明
書が含まれていることを確認す
る必要があります。

ENCRYPTION_FAILED #####################。 送信するファイルは暗号化でき
ません。ファイルが適切な AS2 
の場所にあり、AWS Transfer 
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AS2 エラーコード

コード エラー 説明
Familyファイルを読み取る権限が
あることを確認します。

VERIFICATION_FAILED AS2 ########## ID の署名検
証が失敗したか、MIC コードが
一致しませんでした。

送信者の署名証明書がリモート
プロファイルの署名証明書と
一致することを確認します。ま
た、MIC アルゴリズムがと互換
性があることも確認してくださ
いAWS Transfer Family。

SIGNING_FAILED ファイルに署名できませんでし
た。

送信するファイルに署名できな
いか、署名を実行できませんで
した。ファイルが適切な AS2 
の場所にあり、AWS Transfer 
Familyファイルを読み取る権限が
あることを確認します。

DECOMPRESSION_FAILED メッセージを解凍できませんで
した。

送信されたファイルが破損して
いるか、圧縮アルゴリズムが無
効です。メッセージを再送信し
て ZLIB 圧縮が使用されているこ
とを確認するか、圧縮を有効に
せずにメッセージを再送信しま
す。

AGREEMENT_NOT_FOUND 契約が見つかりませんでした。 契約書が見つからなかったか、
契約が非アクティブなプロ
ファイルに関連付けられていま
す。Transfer Family サーバー内
の契約を更新して、アクティブ
なプロフィールを含めてくださ
い。

CONNECTOR_NOT_FOUND コネクタまたは関連する構成が
見つかりませんでした。

コネクタが見つからなかった
か、コネクタが非アクティブな
プロファイルに関連付けられて
います。アクティブなプロファ
イルを含むようにコネクタを更
新します。

メッセージ_セキュリティ_不十
分_暗号化されていません

暗号化が必要です。 パートナーがTTransfer Family ily
に暗号化されていないメッセー
ジを送信しましたが、これはサ
ポートされていません。送信者
は暗号化されたペイロードを使
用する必要があります。

DUPLICATE_MESSAGE ステップが重複または二重に処
理されました。

ペイロードには重複した処理ス
テップがあります。たとえば、
暗号化には 2 つのステップが
あります。署名、圧縮、暗号化
をワンステップで実行してメッ
セージを再送信します。
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AS2 エラーコード

コード エラー 説明

INVALID_REQUEST メッセージヘッダーに問題があ
ります。

as2-fromas2-toおよびフィー
ルドを確認してください。元の
メッセージ ID が MDN 形式に正
確であることを確認してくださ
い。また、メッセージ ID 形式に 
AS2 ヘッダーがないことも確認
してください。

UNABLE_TO_RESOLVE_HOSTNAME #################。 Transfer Family サーバーは、
パブリック DNS サーバーを使
用してパートナーのホスト名を
解決できませんでした。設定し
たホストが登録されていること
と、DNS レコードが公開される
までの時間があることを確認し
ます。

HTTP_ERROR_RESPONSE_FROM_PARTNER##### URL は、ID= message-
id のメッセージのステータス 
400 を返しました。

パートナーの AS2 サーバーとの
通信で、予期しない HTTP 応答
コードが返されました。パート
ナーは、AS2 サーバーログから
さらに多くの診断を提供できる
場合があります。

INVALID_ENDPOINT_PROTOCOL HTTP と HTTPS のみがサポート
されています。

AS2 コネクタ設定のプロトコル
として HTTP または HTTPS を
指定する必要があります。

UNABLE_RESOLVE_HOST_TO_IP_ADDRESSホスト名を IP アドレスに変換で
きません。

Transfer Family は、AS2 コネク
タで構成されているパブリック 
DNS サーバーで DNS から IP ア
ドレスへの解決を実行できませ
ん。有効なパートナー URL を
指すようにコネクタを更新しま
す。

UNABLE_TO_CONNECT_TO_REMOTE_HOST_OR_IPエンドポイントへの接続がタイ
ムアウトしました。

Transfer Family は、設定された
パートナーの AS2 サーバーへ
のソケット接続を確立できませ
ん。パートナーの AS2 サーバー
が設定された IP アドレスで使用
できることを確認します。

SEND_FILE_NOT_FOUND ####################。 Transfer Family は、ファイル送
信操作でファイルを見つけるこ
とができません。設定したホー
ムディレクトリとパスが有効
で、Transfer Family にファイル
の読み取り権限があることを確
認してください。
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コネクタの詳細を表示する

コネクタの詳細を表示する
個々のAWS Transfer Familyコネクタの詳細やプロパティのリストも確認できます。コネクタのプロパティ
には、URL、ロール、プロファイル、mDN、タグ、監視メトリックが含まれます。

コネクタの詳細を表示するには。

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Connectors] (コネクタ) を選択します。
3. [コネクタ ID] 列で識別子を選択すると、次に示すコネクタの詳細ページが表示されます。

このページで [Edit] (編集) を選択して、コネクタのプロパティを変更できます。

Note

これらの情報の多くは、形式は異なりますが、AWS CLI次のコマンドを実行することで取得
できます。

aws transfer describe-connector --connector-id your-connector-id

AS2 の使用状況のモニタリング
Amazon CloudWatch と AS2 のアクティビティをモニタリングできますAWS CloudTrail。TTransfer 
Family サーバーのその他のメトリックを確認するには、Transfer Family の使用状況の (p. 220)
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AS2 のモニタリング

AS2 メトリクス

メトリクス 説明

InboundMessage 取引先から正常に受信された AS2 メッセージの総
数。

単位はカウント

期間: 5 分

InboundFailedMessage 取引先から正常に受信されなかった AS2 メッセー
ジの総数。つまり、取引相手がメッセージを送信
したが、Transfer Familyサーバーがメッセージを
正常に処理できなかったということです。

単位はカウント

期間: 5 分

OutboundMessage Transfer Family サーバーから取引先に正常に送信
された AS2 メッセージの総数。

単位はカウント

期間:5 分

OutboundFailedMessage 取引先への送信に失敗した AS2 メッセージの総
数。つまり、Transfer Familyサーバーから送信さ
れたものの、取引相手は正常に受信しませんでし
た。

単位はカウント

期間: 5 分
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サービスマネージドユーザー

ユーザーの管理
以下のセクションでは、AWS Transfer Family、AWS Directory Service for Microsoft Active Directory、ま
たはカスタム ID プロバイダーを使用してユーザーを追加する方法について説明します。

サービス管理型 ID タイプを使用する場合は、ファイル転送プロトコル対応のサーバーにユーザーを追加し
ます。その場合、各ユーザー名はサーバーで一意である必要があります。

各ユーザーのプロパティの一部として、そのユーザーの Secure Shell (SSH) パブリックキーも保存しま
す。この手順で使用する、キーベースの認証では、そうする必要があります。プライベートキーは、ユー
ザーのコンピュータにローカルに保存されます。ユーザーがクライアントを使用してサーバーに認証要求
を送信すると、サーバーはまず、ユーザーが関連付けられた SSH 秘密キーにアクセスできることを確認し
ます。その後、サーバーはユーザーを正常に認証します。

さらに、ユーザーのホームディレクトリ、またはランディングディレクトリを指定して、ユーザーに AWS 
Identity and Access Management (IAM) ロールを割り当てます。必要に応じて、セッションポリシーを提
供してユーザーアクセスを Amazon S3 バケットのホームディレクトリのみに限定できます。

Amazon EFS と Amazon S3 の比較

各ストレージオプションの特性:

• アクセスを制限するために、Amazon S3 はセッションポリシーをサポートし、Amazon EFS は POSIX 
ユーザー、グループ、およびセカンダリグループ ID をサポートします。

• いずれもパブリックキー/プライベートキーをサポートする
• いずれもホームディレクトリをサポートする
• いずれも論理ディレクトリをサポートする

Note

Amazon S3 では、論理ディレクトリのサポートの大部分は API/CLI 経由です。コンソールの 
[Restricted] (制限) チェックボックスを使用すると、ユーザーをホームディレクトリにロックダ
ウンできますが、仮想ディレクトリ構造は指定できません。

トピック
• サービスマネージドユーザーの使用 (p. 104)
• AWSDirectory Service ID プロバイダーの使用 (p. 111)
• カスタム ID プロバイダーの使用 (p. 123)
• チュートリアル: カスタム ID プロバイダーとして Amazon API Gateway メソッドを設定する

 (p. 138)

サービスマネージドユーザーの使用
サーバーのドメイン設定に応じて、Amazon S3 または Amazon EFS いずれかのサービスマネージドユー
ザーをサーバーに追加できます。詳細については、「サーバーの作成 (p. 24)」を参照してください。

トピック
• Amazon S3 サービスマネージドユーザーの追加 (p. 105)
• Amazon EFS サービスマネージドユーザーの追加 (p. 106)
• サービスマネージドユーザーの管理 (p. 108)

104



AWS Transfer Family ユーザーガイド
Amazon S3 サービスマネージドユーザーの追加

Amazon S3 サービスマネージドユーザーの追加
Note

クロスアカウントの Amazon S3 バケットを設定する場合は、このナレッジセンターの記事
に記載されている手順に従ってください。AWS別のアカウントの Amazon Simple Storage 
ServiceAWS Transfer Family バケットを使用するようにサーバーを設定する方法を教えてくださ
い。 。

Amazon S3 サービスマネージドユーザーをサーバーに追加するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer で AWS Transfer Family コンソールを開いてからナビゲー
ションペインで [Servers] (サーバー) を選択します。

2. [Servers] (サーバー) ページで、ユーザーの追加先になるサーバーのチェックボックスをオンにしま
す。

3. [Add user] (ユーザーを追加) を選択します。
4. [ユーザー設定] セクションの [ユーザー名] に、ユーザー名を入力します。このユーザー名は、最小 3 3 

3 3 3 3、最大 100 文字にする必要があります。ユーザー名に使用できる文字は、z、A～Z、0～9、下
線文字「_」、ハイフン「-」、A～Z、0～9、下線文字「_」、ハイフン「-」、A～Z、0～9、下線文字
「_」、ハイフン「-」、 。 '、およびアットマーク「@」。ユーザーハイフン「-」、ピリオド「ピリ
オド」、ピリオド「ピリオド」、ピリオド「ピリオド 。 '、またはアットマーク「@」。

5. [Access] (アクセス) で、以前に作成した Amazon S3 バケットへのアクセスを提供する IAM ロールを
選択します。

この IAM ロールは、「IAM ポリシーとロールを作成する (p. 11)」の手順に従って作成されました。そ
の IAM ロールには、Amazon S3 バケットへのアクセスを提供する IAM ポリシーが含まれます。別の 
IAM ポリシーで定義された AWS Transfer Family サービスとの信頼関係も含まれます。ユーザーのア
クセス制御をきめ細かくする必要がある場合は、Amazon S3AWS Transfer Family によるデータアク
セス制御の強化に関するブログ投稿を参照してください。

6. (オプション)「ポリシー」で、次のいずれかを選択します。

• None (なし)
• Existing policy (既存のポリシー)
• IAM からポリシーを選択 [View] (表示) を選択すると、ポリシーの詳細を含む JSON オブジェクトが

表示されます。
• ホームフォルダに基づいてポリシーを自動生成:自動的にセッションポリシーを生成します。[View] 

(表示) を選択すると、ポリシーの詳細を含む JSON オブジェクトが表示されます。

セッションポリシーの詳細については、「IAM ポリシーとロールを作成する (p. 11)」を参照してくだ
さい。セッションポリシーの作成方法の詳細については、「Amazon S3 バケットのセッションポリ
シーの作成 (p. 215)」を参照してください 。

7. [Home Directory] (ホームディレクトリ) で AWS Transfer Family を使用して転送するデータを保存す
る Amazon S3 バケットを選択します。ユーザーが SFTP クライアントを使用してログインしたとき
にアクセスする home ディレクトリのパスを入力します。

このパラメータを空白のままにした場合、Amazon S3 バケットの root ディレクトリが使用されま
す。この場合、IAM ロールが root ディレクトリへのアクセスを提供することを確認します。

Note

セッションポリシーを効果的に使用できるように、ユーザーのユーザー名が含まれるディレ
クトリパスを選択することをお勧めします。セッションポリシーは、Amazon S3 バケットで
のユーザーアクセスを home ディレクトリに制限します。

8. (オプション) [Restricted] (制限) チェックボックスをオンにすると、ユーザーはそのフォルダの外部に
あるものにアクセスしたり、Amazon S3 バケット名やフォルダ名を表示したりできなくなります。
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Note

ユーザーにホームディレクトリを割り当て、そのホームディレクトリへのアクセスを制限す
れば、指定されたフォルダへのアクセスをロックダウンするのに十分なはずです。さらにコ
ントロールの適用が必要な場合、セッションポリシーを使用します。

9. [SSH public key] (SSH 公開キー) に SSH キーペアの SSH 公開キー部分を入力します。

新しいユーザーを追加する前に、サービスによってキーが検証されます。

Note

SSH キーペアを生成する手順については、「SSH キーを生成する (p. 237)」を参照してく
ださい。

10. (オプション) [Key] (キー) と [Value] (値) にキーバリューペアとして 1 つ以上のタグを入力して [Add 
tag] (タグの追加) を選択します。

11. [Add] (追加) を選択して、選択したサーバーに新しいユーザーを追加します。

[Server details] (サーバーの詳細) ページの [Users] (ユーザー) セクションに新しいユーザーが表示され
ます。

次のステップ— 次のステップについては、「クライアントを使用してファイルを転送する (p. 149)」に
進みます。

Amazon EFS サービスマネージドユーザーの追加
Amazon EFS は、Portable Operating System Interface (POSIX) ファイルアクセス許可モデルを使用して、
ファイルの所有権を表します。

• Amazon EFS ファイルの所有権の詳細については、「Amazon EFS ファイルの所有権 (p. 9)」を参照し
てください。

• EFS ユーザー用のディレクトリ設定の詳細については、を参照してくださいTransfer Family 用の 
Amazon EFS ユーザーをセットアップする (p. 9)。

Amazon EFS サービスマネージドユーザーをサーバーに追加するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer で AWS Transfer Family コンソールを開いてからナビゲー
ションペインで [Servers] (サーバー) を選択します。

2. [Servers] (サーバー) ページで、ユーザーの追加先になる Amazon EFS サーバーのチェックボックス
をオンにします。

3. [Add user] (ユーザーの追加) を選択して [Add user] (ユーザーの追加) ページを表示します。
4. [User configuration] (ユーザー設定) セクションで、次のように設定します。

a. ユーザー名は、最小 3 3 3 3 3、最大 100 文字にする必要があります。ユーザー名に使用できる文
字は、z、A～Z、0～9、下線文字「_」、ハイフン「-」、A～Z、0～9、下線文字「_」、ハイフ
ン「-」、A～Z、0～9、下線文字「_」、ハイフン「-」、 。 '、およびアットマーク「@」。ユー
ザーハイフン「-」、ピリオド「ピリオド」、ピリオド「ピリオド」、ピリオド「ピリオド 。 '、
またはアットマーク「@」。

b. ユーザー ID およびグループ ID については、以下の点に注意してください。

• 最初に作成するユーザーには、グループ ID とユーザー ID の両方に 0 の値を入力することをお
勧めします。これにより、Amazon EFS のユーザー管理者権限が付与されます。

• 追加のユーザーについて、ユーザーの POSIX ユーザー ID とグループ ID を入力します。これ
らの ID は、ユーザーが実行するすべての Amazon Elastic File System オペレーションに使用さ
れます。
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• [User ID] (ユーザー ID) と [Group ID] (グループ ID) には、先頭にゼロを使用しないでくださ
い。たとえば、12345 は許容されますが 012345 は許容されません。

c. (オプション) [Secondary Group IDs] (セカンダリグループ ID) には、ユーザーごとに 1 つ以上の
追加の POSIX グループ ID をカンマで区切って入力します。

d. [Access] (アクセス) で、以下のような IAM ロールを選択します。

• アクセスしたい Amazon EFS リソース (ファイルシステム) にのみアクセス権を付与します。
• ユーザーが実行できるファイルシステム操作と実行できないファイルシステムシステムオペ

レーションを定義します。

Amazon EFS ファイルシステムの選択にあたっては、マウントアクセスと読み書きアクセス許可
を持つ IAM ロールを使用することをお勧めします。たとえば、次の 2 つの AWS マネージドポリ
シーの組み合わせは、かなり寛容でありながら、ユーザーに必要なアクセス許可を付与します。

• AmazonElasticFileSystemClientFullAccess
• AWSTransferConsoleFullAccess

詳細については、Amazon Elastic File System, そして記号AWS Transfer Family「Amazon Elastic 
File System」を参照してください。

e. [Home directory] (ホームディレクトリ) について、次のように操作します。

• AWS Transfer Family で転送するデータの保存に使用したい Amazon EFS ファイルシステムを
選択します。

• ホームディレクトリを制限するかどうかを決めます。ホームディレクトリを [Restricted] (制限) 
に設定すると次の効果があります。
• Amazon EFS ユーザーは、そのフォルダ外のファイルやディレクトリにアクセスできませ

ん。
• Amazon EFS ユーザーは Amazon EFS ファイルシステム名 (fs-xxxxxxx) を表示できません。

Note

[Restricted] (制限) オプションを使用すると、Amazon EFS ユーザーのシンボリック
リンクは解決されません。

• (オプション) ユーザーがクライアントとしてログインしたときのホームディレクトリのパスを
入力します。

ホームディレクトリを指定しない場合、Amazon EFS ファイルシステムのルートディレクトリ
が使用されます。この場合、IAM ロールがルートディレクトリへのアクセスを提供することを
確認します。

5. [SSH public key] (SSH パブリックキー) に SSH キーペアの SSH パブリックキー部分を入力します。

新しいユーザーを追加する前に、サービスによってキーが検証されます。

Note

SSH キーペアを生成する手順については、「SSH キーを生成する (p. 237)」を参照してく
ださい。

6. (オプション) ユーザーに任意のタグを入力します。[Key] (キー) と [Value] (値) にキーバリューペアと
して 1 つ以上のタグを入力して [Add tag] (タグの追加) を選択します。

7. [Add] (追加) を選択して、選択したサーバーに新しいユーザーを追加します。

[Server details] (サーバーの詳細) ページの [Users] (ユーザー) セクションに新しいユーザーが表示され
ます。
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初めて SFTP で Transfer Family サーバーに接続する際に発生する可能性がある問題:

• sftp コマンドを実行した場合にプロンプトが表示されず、次のメッセージが表示されることがありま
す。

Couldn't canonicalize: Permission denied

Need cwd

この場合、ユーザーのロールのポリシー許可を増やす必要があります。AWS などの 
AmazonElasticFileSystemClientFullAccess マネージドポリシーを追加できます。

• pwdsftpプロンプトでユーザーのホームディレクトリを表示すると、次のメッセージが表示される場
合があります。ここで SFTP user-home-directoryユーザーのホームディレクトリはここにありま
す。 :

remote readdir("/user-home-directory"): No such file or directory

この場合、親ディレクトリ (cd ..) をクリックし、ユーザーのホームディレクトリ (mkdir username) 
を作成します。

次のステップ— 次のステップについては、「クライアントを使用してファイルを転送する (p. 149)」に
進みます。

サービスマネージドユーザーの管理
このセクションでは、ユーザーのリストを表示する方法、ユーザーの詳細を編集する方法、および SSH パ
ブリックキーを追加する方法について説明します。

• ユーザーリストを表示する (p. 108)
• ユーザーの詳細を表示または編集する (p. 108)
• ユーザーを削除する (p. 110)
• SSH パブリックキーを編集する (p. 110)

ユーザーのリストを検索するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Servers] (サーバー) を選択して [Servers] (サーバー) ページを表示します。
3. [Server ID] (サーバー ID) 列で ID を選択すると、[Server Configuration] (サーバーの構成) ページが表

示されます。
4. [Users] (ユーザー) の下にユーザーのリストが表示されます。

ユーザーの詳細を表示または編集するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Servers] (サーバー) を選択して [Servers] (サーバー) ページを表示します。
3. [Server ID] (サーバー ID) 列で ID を選択すると、[Server Configuration] (サーバーの構成) ページが表

示されます。
4. 「ユーザー」でユーザー名を選択すると、「ユーザーの詳細」ページが表示されます。

このページで [Edit] (編集) を選択すると、ユーザーのプロパティを変更できます。
5. [User details] (ユーザーの詳細) ページで [User configuration] (ユーザー設定) の隣にある [Edit] (編集) 

を選択します。
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6. [Edit onfigu] (設定の編集) ページで [Access] (アクセス) について、以前に作成した Amazon S3 バケッ
トへのアクセスを提供する IAM ロールを選択します。

この IAM ロールは、「IAM ポリシーとロールを作成する (p. 11)」の手順に従って作成されました。そ
の IAM ロールには、Amazon S3 バケットへのアクセスを提供する IAM ポリシーが含まれます。別の 
IAM ポリシーで定義された AWS Transfer Family サービスとの信頼関係も含まれます。

7. (オプション) [Policy] (ポリシー) で、次のいずれかを選択します。

• None (なし)
• Existing policy (既存のポリシー)
• 既存のポリシーを選択するには、IAM からから ポリシーを選択します。[View] (表示) を選択する

と、ポリシーの詳細を含む JSON オブジェクトが表示されます。

セッションポリシーの詳細については、「IAM ポリシーとロールを作成する (p. 11)」を参照してくだ
さい。セッションポリシーの作成方法の詳細については、「Amazon S3 バケットのセッションポリ
シーの作成 (p. 215)」を参照してください 。

8. [Home Directory] (ホームディレクトリ) で AWS Transfer Family を使用して転送するデータを保存す
る Amazon S3 バケットを選択します。ユーザーが SFTP クライアントを使用してログインしたとき
にアクセスする home ディレクトリのパスを入力します。

このパラメータを空白のままにした場合、Amazon S3 バケットの root ディレクトリが使用されま
す。この場合、IAM ロールが root ディレクトリへのアクセスを提供することを確認します。
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Note

セッションポリシーを効果的に使用できるように、ユーザーのユーザー名が含まれるディレ
クトリパスを選択することをお勧めします。セッションポリシーは、Amazon S3 バケットで
のユーザーアクセスを home ディレクトリに制限します。

9. (オプション) [Restricted] (制限) チェックボックスをオンにすると、ユーザーはそのフォルダの外部に
あるものにアクセスしたり、Amazon S3 バケット名やフォルダ名を表示したりできなくなります。

Note

ユーザーにホームディレクトリを割り当てて、ユーザーをそのホームディレクトリに制限す
る場合、指定したフォルダへのユーザーのアクセスをロックダウンするにはこれで十分なは
ずです。さらなるコントロールの適用が必要な場合、セッションポリシーを使用します。

10. [Save] (保存) を選択して変更内容を保存します。

ユーザーを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Servers] (サーバー) を選択して [Servers] (サーバー) ページを表示します。
3. [Server ID] (サーバー ID) 列で ID を選択すると、[Server Configuration] (サーバーの構成) ページが表

示されます。
4. 「ユーザー」でユーザー名を選択すると、「ユーザーの詳細」ページが表示されます。
5. 「ユーザーの詳細」ページで、ユーザー名の右にある「削除」を選択します。
6. 表示される確認ダイアログボックスで、「delete」という語を入力してから [Delete] (削除) を選択し

てユーザーを削除してよいことを確認します。

[Users] (ユーザー) リストからユーザーが削除されます。

ユーザーの SSH パブリックキーを編集するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Servers] (サーバー) を選択します。
3. [Server ID] (サーバー ID) 列で ID を選択すると、[Server Configuration] (サーバーの構成) ページが表

示されます。
4. 「ユーザー」でユーザー名を選択すると、「ユーザーの詳細」ページが表示されます。
5. [SSH public key] (SSH パブリックキー) の下で SSH (Secure Shell) パブリックキーを追加または削除

できます。

• パブリックキーを追加するには

1. [Add SSH public key] (SSH パブリックキーの追加) を選択して、新しい SSH パブリックキーを
ユーザーに追加します。

Note

SSH キーは、SSecure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) が有効になってい
るサーバーについてのみ使用されます。SSH キーペアを生成する方法については、
「SSH キーを生成する (p. 237)」を参照してください。

2. [SSH public key] (SSH パブリックキー) に SSH キーペアの SSH パブリックキー部分を入力し
ます。

新しいユーザーを追加する前に、サービスによってキーが検証されます。SSH キーの形式は
ssh-rsa string です。SSH キーペアを生成するには、「SSH キーを生成する (p. 237)」
を参照してください。
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3. [Add key] (キーの追加) を選択します。
• パブリックキーを削除するには、[SSH key] (SSH キー) チェックボックスをオンにして [Delete] (削

除) を選択します。

AWSDirectory Service ID プロバイダーの使用
このトピックでは、AWSのDirectory Service ID プロバイダを使用する方法について説明しますAWS 
Transfer Family。

トピック
• AWS Directory Service for Microsoft Active Directory を使用する (p. 111)
• Azure ActiveAWS Directory ドメインサービスのためのディレクトリサービスの使用 (p. 118)

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 
を使用する
AWS Transfer Family を使用して、AWS Directory Service for Microsoft Active Directory でファイル転送を
実行するエンドユーザーを認証します。そうすることで、エンドユーザーの認証情報を変更したり、カス
タムオーソライザーを必要とせずに、Active Directory 認証に依存するファイル転送ワークフローをシーム
レスに移行できます。

AWS Managed Microsoft AD を使用すると、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) or Amazon 
Elastic File System (Amazon EFS) に保存したデータへのアクセスを SFTP、FTPS、および FTP を介して 
AWS Directory Service ユーザーおよびグループに安全に提供できます。Active Directory を使用してユー
ザーの認証情報を保存する場合、これらのユーザーがこれまでよりも簡単にファイル転送できるようにな
りました。

オンプレミス環境の AWS Managed Microsoft AD または Active Directory コネクタを使用する AWS クラ
ウド内の Active Directory グループへのアクセスを提供できます。Microsoft Windows 環境で既に設定され
ているユーザーに、AWS クラウドまたはオンプレミスネットワークで ID に AWS Managed Microsoft AD 
を使用する AWS Transfer Family サーバーへのアクセス権を付与できます。

Note

• AWS Transfer FamilySimple AD をサポートしていません。
• TTransfer Family ilyはクロスリージョンのActive Directory構成をサポートしていませ

ん。Transfer Family サーバーと同じリージョンにあるActive Directory統合のみをサポートしま
す。

• Transfer Family は、既存の RAD Connector Iベースの MFA インフラストラクチャでの MFA イ
ンフラストラクチャを有効にすることをサポートしていません。

AWS Managed Microsoft AD を使用するには、以下のステップを実行する必要があります。

1. AWS Directory Service コンソールで 1 つ以上の AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを作成し
ます。

2. Transfer Family コンソールを使用して、AWS Managed Microsoft AD を ID プロバイダーとして使用
するサーバーを作成します。

3. 1 つ以上のAWS Directory Serviceグループからアクセス権を追加します。
4. 必須ではありませんが、ユーザーアクセスのテストと検証をお勧めします。

トピック
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• 使用を開始する前にAWS Directory Service for Microsoft Active Directory (p. 112)
• Active Directory レルムの使用 (p. 112)
• AWS Managed Microsoft AD を ID プロバイダーとして選択する (p. 113)
• グループへのアクセス権の付与 (p. 114)
• ユーザーのテスト (p. 116)
• グループのサーバーアクセスの削除 (p. 117)
• SSH (Secure Shell) を使用してサーバーに接続する (p. 117)
• フォレストとトラストを使用して自己管理型アクティブディレクトリに接続しますAWS Transfer 

Family (p. 118)

使用を開始する前にAWS Directory Service for Microsoft Active 
Directory
AD グループの一意の ID を指定します

AWS Managed Microsoft AD を使用する前に、Microsoft AD ディレクトリ内のグループごとに一意の識
別子を指定する必要があります。そのためには、各グループごとのセキュリティ識別子 (SID) を使用し
ます。関連付けするグループのユーザーは、AWS Transfer Family を使用して、有効なプロトコル経由で 
Amazon S3 または Amazon EFS リソースにアクセスできます。

次の Windows PowerShell コマンドを使用して、グループの SID を取得し、YourGroupNameグループ名
に置き換えることもできます。

Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties * | Select 
 SamAccountName,ObjectSid

Note

を IDAWS Directory Service プロバイダとして使用していて、値が異な
る場合はuserPrincipalName、AWS Transfer Familyの値を受け入れま
すSamAccountName。SamAccountNameTransfer Family は、で指定された値を受け入れませ
んuserPrincipalName。

AWS Directory Serviceロールに権限を追加

IDAWS Directory Service プロバイダーとして使用するにはAWS Directory Service API 権限も必要です。
以下のアクセス許可が必須または推奨されます。

• ds:DescribeDirectoriesTransfer Familyがディレクトリを検索するには必要です
• ds:AuthorizeApplicationTransfer Family には承認を追加する必要があります
• ds:UnauthorizeApplicationサーバーの作成プロセス中に何か問題が発生した場合に備えて、暫定

的に作成されたリソースをすべて削除することをお勧めします

Transfer Familyサーバーの作成に使用しているロールにこれらの権限を追加してください。これらのアク
セス許可の詳細については、AWS Directory ServiceAPI の許可:アクション、リソース、条件リファレンス
を参照してください。

Active Directory レルムの使用
Active DirectoryAWS Transfer Family ユーザーにサーバーにアクセスさせる方法を検討するときは、ユー
ザーのレルムとグループのレルムを念頭に置いてください。理想的には、ユーザーのレルムとグループ
のレルムは一致している必要があります。つまり、ユーザーとグループの両方がデフォルトレルムにある
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か、両方が信頼できるレルムにあります。そうでない場合、ユーザーはTransfer Familyによる認証を受け
ることができません。

ユーザーをテストして、構成が正しいことを確認できます。詳細については、「ユーザーのテス
ト (p. 116)」を参照してください。ユーザー/グループのレルムに問題があると、「ユーザーのグループ
に関連するアクセスが見つかりません」というエラーが表示されます。

AWS Managed Microsoft AD を ID プロバイダーとして選択する
このセクションでは、サーバーで AWS Directory Service for Microsoft Active Directory を使用する方法を
説明します。

Transfer Family で AWS Managed Microsoft AD を使用するには

1. AWS Management Console にサインインして AWS Directory Service コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/directoryservicev2/)を開きます。

AWS Directory Service を使用して 1 つ以上のマネージドディレクトリを設定します。詳細について
は、AWS Directory Service 管理者ガイドの「AWS Managed Microsoft AD」を参照してください。

2. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールでを開き、[Create 
server] (サーバーの作成) を選択します。

3. [Choose protocols] ( プロトコルの選択) ページのリストから 1 つ以上のプロトコルを選択します。

Note

FTPS を選択した場合、AWS Certificate Manager 証明書を提供する必要があります。
4. [Choose an identity provider] (ID プロバイダーを選択する) で[AWS Directory Service] を選択します。
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5. [Directory] (ディレクトリ) リストには、設定したすべてのマネージドディレクトリが含まれます。リ
ストからディレクトリを選択し、[Next] (次へ) を選択します。

Note

• AWS Managed Microsoft AD の場合、クロスアカウントディレクトリと共有ディレクトリ
はサポートされていません。

• Directory Service を ID プロバイダとしてサーバをセットアップするには、AWS Directory 
Serviceいくつかの権限を追加する必要があります。詳細については、「使用を開始する前
にAWS Directory Service for Microsoft Active Directory (p. 112)」を参照してください。

6. サーバーの作成を終了するには、以下のいずれかの手順に従います。

• SFTP 対応サーバーの作成 (p. 28)
• FTPS 対応サーバーを作成する (p. 35)
• FTP 対応サーバーの作成 (p. 42)

これらの手順では、ID プロバイダーを選択するステップに進みます。

Important

Transfer Family サーバーで使用している場合、AWS Directory Service で Microsoft AD ディレク
トリを削除することはできません。まずサーバーを削除してから、ディレクトリを削除する必要
があります。

グループへのアクセス権の付与
サーバーの作成後に、AWS Transfer Family を使用して有効なプロトコル経由でファイルをアップロード
やダウンロードするためのアクセス権をディレクトリ内のどのグループに与えるかを選択する必要があり
ます。そのためには、アクセス権を作成します。

Note

ユーザーはアクセスを付与されたグループに直接属していなければなりません。たとえば、Bob 
というユーザーが GroupA に属し、GroupA 自体が GroupB に含まれているとします。
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• GroupA へのアクセス権を付与すると、Bob にはアクセス権が付与されます。
• GroupB にアクセス権を付与する (そして GroupA しない) と、Bob にはアクセス権がありませ

ん。

グループへのアクセス権を付与するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. サーバーの詳細ページに移動します。
3. 「アクセス」セクションで、「アクセスを追加」を選択します。
4. このサーバーへのアクセスを許可したい AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの SID を入力しま

す。

Note

グループの SID を検索する方法については、「the section called “使用を開始する前にAWS 
Directory Service for Microsoft Active Directory” (p. 112)」を参照してください。

5. [Access] (アクセス) で、グループの AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを選択しま
す。

6. [Policy] (ポリシー) セクションでポリシーを選択します。デフォルト設定は [None] (なし) です。
7. [Home directory] (ホームディレクトリ) で、グループのホームディレクトリに対応する S3 バケットを

選択します。

Note

セッションポリシーを作成して、ユーザーに表示されるバケットの部分を限定できます。
たとえば、ユーザーを /filetest ディレクトリの下位にある各自のフォルダに限定するに
は、フィールドに次のテキストを入力します。

/filetest/${transfer:UserName}

セッションポリシーの作成方法の詳細については、「Amazon S3 バケットのセッションポリ
シーの作成 (p. 215)」を参照してください 。

8. [Add] (追加) をクリックして関連付けを作成します。
9. サーバーを選択します。
10. [アクセスを追加] を選択します。

• グループの SID を入力します。

Note

DID を見つける方法については、「the section called “使用を開始する前にAWS 
Directory Service for Microsoft Active Directory” (p. 112)」を参照してください。

11. [アクセスを追加] を選択します。

[Accesses] (アクセス) セクションにサーバアクセス権が一覧表示されます。

115

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


AWS Transfer Family ユーザーガイド
AWS Directory Service for Microsoft 

Active Directory を使用する

ユーザーのテスト
ユーザーが AWS Managed Microsoft AD サーバーのディレクトリにアクセスできるかどうかをテストでき
ます。

Note

ユーザーは、[Endpoint configuration] (エンドポイント設定) ページの [Access] (アクセス) セク
ションのリストにあるいずれかのグループ (外部 ID) に属している必要があります。ユーザーがグ
ループに属していない場合、または複数のグループに属している場合、そのユーザーにはアクセ
ス権が付与されません。

特定のユーザーがアクセス権を持っているかどうかをテストするには

1. サーバーの詳細ページで [Actions] (アクション) を選択してから [Test] (テスト) を選択します。
2. ID プロバイダーのテストでは、アクセス権のあるグループのいずれかに属するユーザーのサインイン

認証情報を入力します。
3. [Test] (テスト) を選択します。

選択したユーザーにサーバーへのアクセスが許可されていることを示す、ID プロバイダーのテストが成功
しました。
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ユーザーがアクセス権のある複数のグループに属している場合、次のレスポンスが表示されます。

"Response":"",
"StatusCode":200,
"Message":"More than one associated access found for user's groups."

グループのサーバーアクセスの削除
グループのサーバーアクセスを削除するには

1. サーバーの詳細ページで [Actions] (アクション) を選択してから [Delete Access] (アクセスの削除) を
選択します。

2. ダイアログボックスで、このグループのアクセスを削除したいことを確認します。

サーバーの詳細ページに戻ると、このグループのアクセス権がリストから消えたことがわかります。

SSH (Secure Shell) を使用してサーバーに接続する
サーバーとユーザーを設定した後で、SSH を使用してサーバーに接続し、アクセス権を持つユーザーの完
全修飾ユーザー名を使用できます。

sftp user@active-directory-domain@vpc-endpoint

例: transferuserexample@mycompany.com@vpce-0123456abcdef-789xyz.vpc-
svc-987654zyxabc.us-east-1.vpce.amazonaws.com。

この形式は、潜在的に大規模な Active Directory の検索を限定し、フェデレーションの検索を対象としま
す。
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Note

単純なユーザー名を指定できます。ただし、この場合、Active Directory コードはフェデレーショ
ン内のすべてのディレクトリを検索する必要があります。そうすると検索が限定され、ユーザー
にアクセス権があっても認証が失敗する可能性があります。

認証後、ユーザーは、ユーザーの設定時に指定されたホームディレクトリ内にいます。

フォレストとトラストを使用して自己管理型アクティブディレク
トリに接続しますAWS Transfer Family
セルフマネージドのアクティブディレクトリ (AD) のユーザーも、Transfer FamilyAWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) サーバーへのシングルサインオンアクセスが可能です。AWS 
アカウントそのために、AWS Directory Serviceでは以下のオプションが利用できます。

• 一方向のフォレスト信頼 (オンプレミスの Active DirectoryAWS Managed Microsoft AD からの送信と受
信) は、ルートドメインでのみ機能します。

• 子ドメインの場合、次のいずれかを使用できます。
• オンプレミスの Active DirectoryAWS Managed Microsoft AD との間で双方向の信頼関係を使用する
• 各子ドメインには一方向の外部信頼を使用してください。

たとえば、信頼されたドメインを使用してサーバーに接続する場合、ユーザーは信頼されたドメインを指
定する必要がありますtransferuserexample@mycompany.com。

Azure ActiveAWS Directory ドメインサービスのため
のディレクトリサービスの使用
• SFTP 転送のニーズに合わせて既存の Active Directory フォレストを活用するには、Active Directory コ

ネクタを使用できます。
• Active Directoryのメリットと高可用性をフルマネージドサービスで利用したい場合は、を使用できます

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory。詳細については、「AWSDirectory Service ID プ
ロバイダーの使用 (p. 111)」を参照してください。

このトピックでは、Active Directory コネクタと Azure Active Directory ドメインサービス (Azure ADS) を
使用して Azure Active Directory で SFTP 転送ユーザーを認証する方法について説明します。

トピック
• Azure ActiveAWS Directory ドメインサービスのディレクトリサービスの使用を開始する前

に (p. 118)
• ステップ 1: Azure Active Directory ドメインサービスの追加 (p. 119)
• ステップ 2: サービスアカウントを作成する (p. 120)
• ステップ 3: AD ConnectorAWS を使用してディレクトリを設定する (p. 120)
• ステップ 4:AWS Transfer Family サーバーのセットアップ (p. 121)
• ステップ 5: グループへのアクセス権の付与 (p. 121)
• ステップ 6: ユーザーをテストする (p. 122)

Azure ActiveAWS Directory ドメインサービスのディレクトリ
サービスの使用を開始する前に
にはAWS、次のものが必要です。
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• Transfer FamilyAWS サーバーを使用しているリージョンの Virtual Private Cloud (VPC)
• VPC 内に 2 つ以上の Private サブネット
• VPC にはインターネット接続が必要です
• Microsoft Azure site-to-site との VPN 接続用のカスタマーゲートウェイおよび仮想プライベートゲート

ウェイ

Microsoft Azure には、次のものが必要です。

• Azure アクティブディレクトリとアクティブディレクトリドメインサービス (Azure ADS)
• Azure リソースグループ
• Azure 仮想ネットワーク
• Amazon VPC と Azure リソースグループ間の VPN 接続

Note

これは、ネイティブ IPSEC トンネル経由でも VPN アプライアンスでも可能です。このトピッ
クでは、Azure Virtual ネットワークゲートウェイとローカルネットワークゲートウェイの間の 
IPSEC トンネルを使用します。トンネルは、Azure ADDS エンドポイントとAWS VPC を収容
するサブネット間のトラフィックを許可するように構成する必要があります。

• Microsoft Azure site-to-site との VPN 接続用のカスタマーゲートウェイおよび仮想プライベートゲート
ウェイ

次の図は、開始する前に必要な設定を示しています。

ステップ 1: Azure Active Directory ドメインサービスの追加
Azure AD は、デフォルトではドメイン結合インスタンスをサポートしていません。ドメイン参加などの
アクションを実行したり、グループポリシーなどのツールを使用したりするには、管理者が Azure Active 
Directory ドメインサービスを有効にする必要があります。Azure AD DS をまだ追加していない場合、また
は既存の実装が SFTP 転送サーバーに使用させたいドメインに関連付けられていない場合は、新しいイン
スタンスを追加する必要があります。

Azure Active Directory ドメインサービス (Azure ADDS) を有効にする方法については、「チュートリア
ル:Azure Active Directory ドメインサービスの管理対象ドメインを作成して構成する」を参照してくださ
い。
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Note

Azure ADDS を有効にするときは、SFTP 転送サーバーに接続しているリソースグループと Azure 
AD ドメイン用に設定されていることを確認してください。

ステップ 2: サービスアカウントを作成する
Azure AD には、Azure ADDS の管理者グループに属するサービスアカウントが 1 つ必要です。このアカウ
ントはAWS Active Directory コネクタで使用されます。このアカウントが Azure ADDS と同期しているこ
とを確認してください。

ステップ 3: AD ConnectorAWS を使用してディレクトリを設定
する
Azure ADDS を設定し、AWS VPC と Azure 仮想ネットワーク間の IPSEC VPN トンネルを使用してサー
ビスアカウントを作成したら、任意のAWS EC2 インスタンスから Azure ADDS DNS の IP アドレスに 
ping を送信して接続をテストできます。

接続がアクティブであることを確認した後で、以下に進むことができます。
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AD ConnectorAWS を使用してディレクトリを設定するには

1. Directory Service コンソールを開き、[ディレクトリ] を選択します。
2. [Set up directory] (ディレクトリをセットアップする) を選択します。
3. ディレクトリタイプには、AD Connector を選択します。
4. ディレクトリサイズを選択し、[次へ] を選択し、VPC とサブネットを選択します。
5. [次へ] を選択し、次のようにフィールドに入力します。

• ディレクトリ DNS 名:Azure ADS に使用しているドメイン名を入力します。
• DNS IP アドレス:Azure ADS の IP アドレスを入力します。
• サーバーアカウントのユーザー名とパスワード:「ステップ 2: サービスアカウントを作成する」で

作成したサービスアカウントの詳細を入力します。
6. 画面を完成させてディレクトリサービスを作成します。

これで、ディレクトリのステータスが Active になり、SFTP Transfer サーバで使用できるようになりまし
た。

ステップ 4:AWS Transfer Family サーバーのセットアップ
SFTP プロトコルと ID AWSプロバイダータイプのDirectory Service を使用して Transfer Family サーバー
を作成します。「ディレクトリ」ドロップダウンリストから、「ステップ 3: AD ConnectorAWS を使用し
てディレクトリをセットアップする」で追加したディレクトリを選択します。

Note

Transfer Family サーバーで使用している場合、Transfer Family サーバーで使用している場
合、AWS Directory Service から削除することはできません。まずサーバーを削除してから、ディ
レクトリを削除する必要があります。

ステップ 5: グループへのアクセス権の付与
サーバーの作成後に、AWS Transfer Family を使用して有効なプロトコル経由でファイルをアップロード
やダウンロードするためのアクセス権をディレクトリ内のどのグループに与えるかを選択する必要があり
ます。そのためには、アクセス権を作成します。

Note

ユーザーはアクセスを付与されたグループに直接属していなければなりません。たとえば、Bob 
というユーザーが GroupA に属し、GroupA 自体が GroupB に含まれているとします。

• GroupA へのアクセス権を付与すると、Bob にはアクセス権が付与されます。
• GroupB にアクセス権を付与する (そして GroupA しない) と、Bob にはアクセス権がありませ

ん。
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アクセスを許可するには、グループの SID を取得する必要があります。

次の Windows PowerShell コマンドを使用して、グループの SID を取得し、YourGroupNameグループ名
に置き換えることもできます。

Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties * | Select 
 SamAccountName,ObjectSid

グループへのアクセス権の付与

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ を開きます。
2. サーバーの詳細ページに移動し、「アクセス」セクションで「アクセスを追加」を選択します。
3. 前の手順の出力から受け取った SID を入力します。
4. 「アクセス」で、AWS Identity and Access Managementグループのロールを選択します。
5. [Policy] (ポリシー) セクションでポリシーを選択します。デフォルト値は [なし] です。
6. [Home directory] (ホームディレクトリ) で、グループのホームディレクトリに対応する S3 バケットを

選択します。
7. [Add] (追加) をクリックして関連付けを作成します。

Transfer サーバーの詳細は、次のようになります。

ステップ 6: ユーザーをテストする
ユーザーがAWS Managed Microsoft ADサーバーのディレクトリにアクセスできるかどうかをテストでき
ます (ユーザーのテスト (p. 116))。ユーザーは、[Endpoint configuration] (エンドポイント設定) ページの 
[Access] (アクセス) セクションのリストにあるいずれかのグループ (外部 ID) に属している必要がありま
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す。ユーザーがグループに属していない場合、または複数のグループに属している場合、そのユーザーに
はアクセス権が付与されません。

カスタム ID プロバイダーの使用
ユーザーを認証するには、AWS Transfer Family で既存の ID プロバイダーを使用します。ID プロバイ
ダーを統合するには、AWS Lambda 関数を使用して、Amazon S3 または Amazon Elastic File System 
(Amazon EFS) へのアクセス権を認証および承認します。詳細については、「AWS Lambda の使用によ
る ID プロバイダーの統合 (p. 123)」を参照してください。また、AWS Transfer Family Management 
Console では、 CloudWatch ファイル数や転送バイト数などの指標のグラフにアクセスできるため、一元
化されたダッシュボードを使用してファイル転送を一元的に監視できます。

または、単一の Amazon API Gateway メソッドで RESTful インターフェイスを提供することもでき
ます。Transfer Family は、このメソッドを呼び出して ID プロバイダーに接続し、ID プロバイダーは 
Amazon S3 または Amazon EFS へのアクセスを認証および承認します。このオプションを使用するの
は、ID プロバイダーの統合に RESTful API が必要な場合、または AWS WAF を使用して geo-blocking 
もしくは rate-limiting リクエストにその機能を利用したい場合です。詳細については、「Amazon API 
Gateway を使用して ID プロバイダーを統合する (p. 129)」を参照してください。

いずれの場合も、AWS Transfer Familyコンソールまたは CreateServer (p. 302)API 操作を使用して新し
いサーバーを作成できます。

トピック
• AWS Lambda の使用による ID プロバイダーの統合 (p. 123)
• Lambda リソースベースのポリシー (p. 124)
• イベントメッセージの構造 (p. 125)
• 認証用の Lambda 関数 (p. 125)
• Amazon API Gateway を使用して ID プロバイダーを統合する (p. 129)

AWS Lambda の使用による ID プロバイダーの統合
カスタム ID プロバイダーに接続する AWS Lambda 関数を作成します。Okta、Secrets Manager、または
認証ロジックを含むカスタムデータストアなど OneLogin、任意のカスタム ID プロバイダーを使用できま
す。

Note

Lambda を ID プロバイダーとして使用する Transfer Family サーバーを作成する前に、関数を
作成する必要があります。サンプルの Lambda 関数については、「デフォルトの Lambda 関
数 (p. 136)」を参照してください。または、 CloudFormation を使用するスタックをデプロイす
ることもできますLambda 関数テンプレート (p. 125)。また、Lambda 関数が Transfer Family 
と信頼関係にあるリソースベースのポリシーを使用していることを確認してください。ポリシー
の例については、Lambda リソースベースのポリシー (p. 124)を参照してください。

1. AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. [Create server] (サーバーの作成) を選択すると [Create server] (サーバーの作成) ページが開きます。

[Choose an identity provider] (ID プロバイダーの選択) で [Custom Identity Provider] (カスタム ID プロ
バイダー) を選択します (次の画面例を参照)。
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3. デフォルト値である [Use AWS Lambda to connect your identity provider] (を使用して ID プロバイ
ダーに接続する) が選択されていることを確認します。

4. [AWS Lambda function] (関数) に Lambda 関数の名前を入力します。
5. 残りのフィールドに値を入力してから [Create server] (サーバーの作成) を選択します。サーバーを作

成するための残りの手順の詳細については、「サーバーの作成 (p. 24)」を参照してください。

Lambda リソースベースのポリシー
Transfer Family サーバーと Lambda ARN を参照するポリシーが必要です。たとえば、ID プロバイダーに
接続する Lambda 関数で次のポリシーを使用できます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Id": "default", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AllowTransferInvocation", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "transfer.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "lambda:InvokeFunction", 
      "Resource": "$lambda_arn", 
      "Condition": { 
        "ArnLike": { 
          "AWS:SourceArn": "$server_arn" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}
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イベントメッセージの構造
SFTP サーバーからカスタム IDP のオーソライザー Lambda 関数に送信されるイベントメッセージ構造は
次のとおりです。

{ 
    'username': 'value', 
    'password': 'value', 
    'protocol': 'SFTP', 
    'serverId': 's-abcd123456', 
    'sourceIp': '192.168.0.100'
}

usernamepasswordサーバーに送信されるサインイン認証情報の値の場所と値です。

例えば、以下のコマンドを入力して接続します。

sftp bobusa@server_hostname

次に、パスワードの入力を求められます。

Enter password: 
    mysecretpassword

これを Lambda 関数から確認するには、渡されたイベントを Lambda 関数内から出力します。これは次の
テキストブロックのように表示されます。

{ 
    'username': 'bobusa', 
    'password': 'mysecretpassword', 
    'protocol': 'SFTP', 
    'serverId': 's-abcd123456', 
    'sourceIp': '192.168.0.100'
}

イベント構造は FTP と FTPS で似ています。唯一の違いは、SFTPprotocol ではなくこれらの値がパラ
メータに使用されることです。

認証用の Lambda 関数
さまざまな認証戦略を実装するには、Lambda 関数を編集します。アプリケーションのニーズを満たすた
めに、 CloudFormation スタックをデプロイできます。Lambda の詳細については、AWS Lambda デベ
ロッパーガイドまたは「Node.js による Lambda 関数の構築」を参照してください。

Lambda 関数テンプレート
Lambda 関数を認証に使用する AWS CloudFormation スタックをデプロイできます。サインイン認証情
報を使用してユーザーを認証および承認するテンプレートがいくつか用意されています。これらのテンプ
レートまたはAWS Lambdaコードを変更することでさらにユーザーアクセスをカスタマイズできます。

Note

テンプレートに FIPSAWS CloudFormation 対応のセキュリティポリシーを指定すること
で、FIPSAWS Transfer Family 対応サーバーを作成できます。使用可能なセキュリティポリシー
については、を参照してください。のセキュリティポリシーAWS Transfer Family (p. 229)
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認証に使用する AWS CloudFormation スタックを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/cloudformation で AWS CloudFormation コンソール を開きます。
2. AWS CloudFormation ユーザーガイドの「スタックテンプレートの選択」に従って既存のテンプレー

トから AWS CloudFormation スタックをデプロイしてください。
3. 次のテンプレートのいずれかを使用して、Transfer Family の認証に使用する Lambda 関数を作成しま

す。
Important

デフォルトのユーザーとパスワード認証情報を編集することをお勧めします。

• クラシック (Cognito) スタックテンプレート

でカスタム IDAWS LambdaAWS Transfer Family プロバイダとして使用するための基本テンプレー
トです。パスワードベースの認証では Cognitoに対して認証され、パブリックキーベースの認証
が使用されている場合、パブリックキーは Amazon S3 バケットから返されます。デプロイ後に 
Lambda 関数コードを変更すれば異なる処理を実行できます。

• AWS Secrets Manager スタックテンプレート

Secrets ManagerAWS LambdaAWS Transfer Family をIDプロバイダーとして統合するためにサー
バーで使用する基本的なテンプレートです。AWS Secrets Managerこの形式のエントリに対して認
証を行いますaws/transfer/server-id/username。さらに、シークレットは、Transfer Family 
に返されるすべてのユーザープロパティのキーバリューペアを保持する必要があります。デプロイ
後に Lambda 関数コードを変更すれば異なる処理を実行できます。

• Okta スタックテンプレート:AWS Transfer Familyサーバーで使用して OktaAWS Lambda をカスタ
ム ID プロバイダーとして統合する基本的なテンプレートです。

• Okta-MFA スタックテンプレート:AWS LambdaAWS Transfer Familyサーバーで使用して、カスタ
ム ID プロバイダーとして Okta と MultiFactor Authentication を統合する基本的なテンプレートで
す。

• Azure Active Directory テンプレート:このスタックの詳細については、ブログ記事「Azure Active 
DirectoryAWS Transfer Family による認証」および「」で説明されていますAWS Lambda。

スタックがデプロイされると、 CloudFormation コンソールの [Outputs] タブでスタックの詳細を表示
できます。

これらのスタックのいずれかをデプロイすることが、カスタム ID プロバイダーをTransfer Family 
ワークフローに統合するうえで最も簡単な方法です。デフォルトでは、Lambda 関数は、myuser と
いう単一のユーザーを MySuperSecretPassword のパスワードで認証します。デプロイ後に、これ
らの認証情報を編集するか Lambda 関数コードを更新すれば異なる処理を実行できます。

有効な Lambda 値
次の表は、カスタム ID プロバイダーに使用される Lambda 関数について Transfer Family が受け入れる値
の詳細についての説明です。

値 説明 必須

Role Amazon S3 バケットまたは 
Amazon EFS ファイルシステ
ムへのユーザーのアクセスを制
御する IAM ロールの Amazon 
Resource Name (ARN) を指定し
ます。このロールにアタッチさ
れたポリシーにより、ファイル

必須
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値 説明 必須
を Amazon S3 または Amazon 
EFS ファイルシステム間で転
送する際のユーザーに付与する
アクセスのレベルが決定されま
す。IAM ロールには、ユーザー
の転送リクエストを処理する際
に、サーバーによるリソースへ
のアクセスを許可する信頼関係
も含まれる必要があります。

信頼関係の確立の詳細について
は、を参照してください信頼関
係を確立するには (p. 12)。

PosixProfile ユーザーの Amazon EFS ファ
イルシステムへのアクセス
を制御する、ユーザー ID 
(Uid)、グループ ID (Gid)、
およびセカンダリグループ ID 
(SecondaryGids) を含む完全な 
POSIX ID。ファイルシステム内
のファイルとディレクトリに設
定される POSIX アクセス許可に
よって、Amazon EFS ファイル
システムとの間でファイルを転
送するときにユーザーが得るア
クセスのレベルが決まります。

Amazon EFS バッキングスト
レージに必須

PublicKeys このユーザーに有効な SSH パ
ブリックキー値のリスト。空の
リストはこれが有効なログイン
ではないことを示します。パス
ワード認証中に返してはなりま
せん。

任意

Policy 複数のユーザーに同じ IAM ロー
ルの使用を可能にするユーザー
のセッションポリシー。このポ
リシーは、ユーザーアクセスの
スコープを Amazon S3 バケット
の一部に絞り込みます。

任意
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値 説明 必須

HomeDirectoryType ユーザーがサーバーにログイ
ンするときにホームディレク
トリにするランディングディ
レクトリ (フォルダ) のタイ
プ。PATH に設定した場合、
ユーザーにはファイル転送プ
ロトコルクライアント内の 
Amazon S3 バケットまたは 
Amazon EFS の絶対パスが表
示されます。これを LOGICAL
に設定した場合、Amazon S3 
または Amazon EFS パスを
ユーザーに表示する方法につい
て、HomeDirectoryMappings
パラメータでマッピングを指定
する必要があります。

任意

HomeDirectoryDetails ユーザーに表示する Amazon 
S3 または Amazon EFS のパ
スとキー、およびそれらをど
のように表示するかを指定す
る論理ディレクトリマッピン
グ。「Entry」と「Target」
のペアを指定する必要があ
り、Entry はパスの表示方法を
示し、Target は実際の Amazon 
S3 または Amazon EFS のパスで
す。

HomeDirectoryType に
LOGICAL の値がある場合に必須

HomeDirectory ユーザーがクライアントを使用
してサーバーにログインすると
きの、ユーザーのランディング
ディレクトリ。

任意

設定をテストする
カスタム ID プロバイダーを作成したら、設定をテストする必要があります。

Console

AWS Transfer Family コンソールを使用して設定をテストするには

1. AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. [Servers] (サーバー) ページで新しいサーバーを選択し、[Actions] (アクション) を選択してから 

[Test] (テスト) を選択します。
3. AWS CloudFormation スタックをデプロイする際に設定した [Username] (ユーザー名) と 

[Password] (パスワード) のテキストを入力します。デフォルトのオプションを受け入れた場合、
ユーザー名はmyuser、パスワードはですMySuperSecretPassword。

4. [Server protocol] (サーバープロトコル) を選択し、AWS CloudFormation スタックのデプロイ時に
送信元 IP アドレスを設定した場合には [Source IP] にアドレスを入力します。
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CLI

AWS CLI を使用して設定をテストするには

1. test-identity-provider コマンドを実行します。以降のステップで説明するように、それぞれの
user input placeholder を独自の情報に置き換えます。

aws transfer test-identity-provider --server-id s-1234abcd5678efgh --user-
name myuser --user-password MySuperSecretPassword --server-protocol FTP --source-
ip 127.0.0.1

2. サーバー ID を入力します。
3. AWS CloudFormationスタックをデプロイする際に設定したユーザー名とパスワードを入力

します。デフォルトのオプションを受け入れた場合、ユーザー名はmyuser、パスワードはで
すMySuperSecretPassword。

4. サーバープロトコルを指定し、AWS CloudFormation スタックのデプロイ時に送信元 IP アドレス
を設定した場合にはそれを入力します。

ユーザー認証が成功すると、次の例に示すように、テストはStatusCode: 200 HTTP レスポンスと、
ユーザーのロールと権限の詳細を含む JSON オブジェクトを返します。

{ 
    "Response": "{\"Policy\": \"{\n \"Version\": \"2012-10-17\",\n \"Statement\": [\n{\n 
 \"Sid\": \"ReadAndListAllBuckets\",\n  
    \"Effect\": \"Allow\",\n \"Action\": [\n \"s3:ListAllMybuckets\",\n 
 \"s3:GetBucketLocation\",\n \"s3:ListBucket\",\n  
    \"s3:GetObjectVersion\",\n \"s3:GetObjectVersion\"\n],\n \"Resource\":\"*\"\n}\n]\n}\",
\"Role\":  
    \"arn:aws:iam::000000000000:role/MyUserS3AccessRole\",\"HomeDirectory\": \"/\"}", 
    "StatusCode": 200, 
    "Message": ""
}

Amazon API Gateway を使用して ID プロバイダーを
統合する
このセクションでは、API Gateway メソッドを支える AWS Lambda 関数の使用方法を説明します。この
オプションを使用するのは、ID プロバイダーの統合に RESTful API が必要な場合、または AWS WAF を
使用して geo-blocking もしくは rate-limiting リクエストにその機能を利用したい場合です。

API Gateway を使用して ID プロバイダーを統合する場合の制限事項

• この構成はカスタムドメインをサポートしません。
• この構成は、プライベート API Gateway URL をサポートしていません。

これらのいずれかが必要な場合は、API Gateway なしで Lambda を ID プロバイダーとして使用できま
す。詳細については、「AWS Lambda の使用による ID プロバイダーの統合 (p. 123)」を参照してくださ
い。

API Gateway メソッドを使用した認証
Transfer Family の ID プロバイダーとして使用する API Gateway メソッドを作成できます。このアプロー
チは、API を作成して提供するための非常に安全な方法です。API Gateway では、HTTPS エンドポイント
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を作成して、すべての着信 API コールをより高いセキュリティで送信できます。API Gateway サービスの
詳細については、API Gateway デベロッパーガイドを参照してください。

API Gateway はという認証方法を提供しAWS_IAM、内部的にAWSを利用するAWS Identity and Access 
Management (IAM) に基づくものと同じ認証が可能になります。AWS_IAM で認証を有効にした場合、API 
を呼び出す明示的なアクセス権限を持つ呼び出し側のみがその API Gateway メソッドに到達できます。

API Gateway メソッドをTransfer Family カスタム ID プロバイダーとして使用するには、API Gateway メ
ソッドの IAM を有効にします。このプロセスの一環として、Transfer Family についてゲートウェイを使用
するためのアクセス許可を持つ IAM ロールを提供します。

Note

セキュリティを強化するために、ウェブアプリケーションのファイアウォールを設定でき
ます。AWS WAF はウェブアプリケーションファイアウォールで、これにより Amazon API 
Gateway に転送される HTTP および HTTPS リクエストのモニタリングが可能です。詳細につい
ては、「ウェブアプリケーションファイアウォールを追加する (p. 263)」を参照してください

Transfer Family でカスタム認証に API Gateway メソッドを使用するには

1. AWS CloudFormation スタックを作成します。そのためには、以下の操作をします。

a. https://console.aws.amazon.com/cloudformation で AWS CloudFormation コンソール を開きま
す。

b. AWS CloudFormation ユーザーガイドの「スタックテンプレートの選択」に従って既存のテンプ
レートから AWS CloudFormation スタックをデプロイしてください。

c. 次の基本テンプレートのいずれかを使用して、Transfer Family でカスタム ID プロバイダーとし
て使用する AWS Lambda Backed API Gateway メソッドを作成します。

• 基本スタックテンプレート

デフォルトでは、API Gateway メソッドは、ハードコードされた SSH (Secure Shell) キーまた
はパスワードを使用して、単一のサーバー内の単一のユーザーを認証するためのカスタム ID プ
ロバイダーとして使用されます。デプロイ後に Lambda 関数コードを変更すれば異なる処理を
実行できます。

• AWS Secrets Manager スタックテンプレート

デフォルトでは、API Gateway メソッドは、Secrets Manager 内の aws/transfer/server-
id/username 形式のエントリに対して認証します。さらに、シークレットは、Transfer 
Family に返されるすべてのユーザープロパティのキーバリューペアを保持する必要がありま
す。デプロイ後に Lambda 関数コードを変更すれば異なる処理を実行できます。詳細について
は、「AWS Secrets Manager を使用した AWS Transfer Family のパスワード認証の有効化」を
参照してください。

• Okta スタックテンプレート

API Gateway メソッドは、Transfer Family のカスタム ID プロバイダーとして Okta と統合され
ます。詳細については、「AWS Transfer Family で Okta を ID プロバイダーとして使用する」
を参照してください。

これらのスタックのいずれかをデプロイすることが、カスタム ID プロバイダーをTransfer Family 
ワークフローに統合するうえで最も簡単な方法です。各スタックは Lambda 関数を使用して、API 
Gateway に基づく API メソッドをサポートします。その後、Transfer Family でカスタム ID プロバイ
ダーとして API メソッドを使用できます。デフォルトでは、Lambda 関数は、myuser という単一の
ユーザーを MySuperSecretPassword のパスワードで認証します。デプロイ後に、これらの認証情
報を編集するか Lambda 関数コードを更新すれば異なる処理を実行できます。

Important

デフォルトのユーザーとパスワード認証情報を編集することをお勧めします。
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スタックがデプロイされると、 CloudFormation コンソールの [Outputs] タブでスタックの詳細を表示
できます。具体的には、スタックの Amazon リソースネーム (ARN)、スタックが作成した IAM ロール
の ARN、および新しいゲートウェイの URL が含まれます。

Note

カスタム ID プロバイダーオプションを使用してユーザーのパスワードベースの認証を有効に
した場合、API Gateway によって提供されるリクエストとレスポンスのログを有効にした場
合、API Gateway はユーザーのパスワードを Amazon CloudWatch Logs に記録します。本稼
働環境でこのログを使用することは推奨されません。詳細については、API Gateway 開発者
ガイドの「 CloudWatch API Gateway に API ログ記録を設定する」を参照してください。

2. サーバーの API Gateway メソッドの設定を確認します。これを実行するには:

a. API Gateway コンソール (https://console.aws.amazon.com/apigateway) を開きます。
b. AWS CloudFormation で生成された [Transfer Custom Identity Provider basic template API] (カス

タム ID プロバイダーの基本テンプレート API を転送する) を選択します。

次の画面例は、完全な API 設定を示しています。この例では、メソッドは Lambda 関数に支えら
れますが、他の数多くの統合タイプも可能です。

c. [Resource] (リソース) ペインで GET を選択してから [Method Request] (メソッドの作成) を選択
します。次の画面例は、正しいメソッド設定を示しています。

この時点で、API Gateway をデプロイする準備が整いました。
3. [Actions] (アクション) で [Deploy API] (API のデプロイ) を選択します。[Deplyment stage] (デプロイ

ステージ) で prod を選択してから [Deploy] (デプロイ) を選択します。

131

https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/set-up-logging.html
https://console.aws.amazon.com/apigateway/


AWS Transfer Family ユーザーガイド
Amazon API Gateway を使用し
て ID プロバイダーを統合する

API Gateway メソッドが正常にデプロイされると、[Stage Editor] (ステージエディタ) セクションにそ
のパフォーマンスが表示されます (次の画面例を参照)。

Note

画面の最上部に表示される [Invoke URL] (呼び出し URL) アドレスをコピーします。次のス
テップで必要になります。

4. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
5. [Create server] (サーバーの作成) を選択すると [Create server] (サーバーの作成) ページが開きます。

[Choose an identity provider] (ID プロバイダーの選択) で [Custom] (カスタム) を選択してから、[Use 
Amazon API Gateway to connect to your identity provider] (Amazon API Gateway を使用してアイデン
ティティプロバイダーに接続する) を選択します (次の画面例を参照)。
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6. [Provide an Amazon API Gateway URL] (Amazon API Gateway URL を指定) テキストボックスに、ス
テップ 3 で作成した API Gateway エンドポイントの [Invoke URL] (呼び出し URL) アドレスを貼り付
けます。

7. [Role] (ロール) について、AWS CloudFormation テンプレートで作成した IAM ロールを選択します。
このロールにより、Transfer Family が API Gateway メソッドを呼び出せるようになります。

呼び出しロールには、ステップ 1 で作成したスタックに付けた AWS CloudFormation ス
タック名が含まれています。次のような形式です: CloudFormation-stack-name-
TransferIdentityProviderRole-ABC123DEF456GHI

8. 残りのフィールドに値を入力してから [Create server] (サーバーの作成) を選択します。サーバーを作
成するための残りの手順の詳細については、「サーバーの作成 (p. 24)」を参照してください。

API Gateway メソッドを実装する
Transfer Family のカスタム ID プロバイダーを作成するには、API Gateway メソッドで/
servers/serverId/users/username/config のリソースパスを持つ単一のメソッドを実装す
る必要があります。serverId と username の値は RESTful リソースパスから取得されます。ま
た、protocol次の図に示すように、をメソッドリクエストに URLsourceIp クエリ文字列パラメータと
して追加します。
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Note

ユーザー名は、最小 3 文字、最大 100 文字の長さにする必要があります。ユーザー名に使用でき
る文字は、z、0～9、下線文字 (_)、ハイフン (-)、ピリオド (.)、およびアットマーク (@) です。
ただし、ユーザー名をハイフン (-)、ピリオド (@)、またはアットマーク (@) で始めることはでき
ません。

Transfer Family がユーザーに代わってパスワード認証を試みると、サービスが Password: ヘッダー
フィールドを提供します。Password: ヘッダーが存在しない場合、Transfer Family はパブリックキー認
証でユーザーを認証しようと試みます。

エンドユーザーの認証と承認に ID プロバイダーを使用する場合、エンドユーザーが使用するクライアント
の IP アドレスに基づいてアクセスリクエストを許可または拒否できます。この機能を使用すると、S3 バ
ケットまたは Amazon EFS ファイルシステムに保存されたデータに、信頼済みとして指定した IP アドレ
スからのみ、サポートされているプロトコル経由でアクセスできるようになります。この機能を有効にす
るには、sourceIpクエリ文字列に含める必要があります。

サーバーに対して複数のプロトコルが有効になっており、複数のプロトコルに対して同じユーザー名を使
用してアクセスを提供する場合は、各プロトコルに固有の認証情報が ID プロバイダーで設定されている限
り、各プロトコルに固有の認証情報を使用できます。この機能を有効にするには、RESTful リソースパス
に protocol 値を含める必要があります。

API Gateway メソッドは常に HTTP ステータスコード 200 を返す必要があります。その他の HTTP ス
テータスコードは、API へのアクセスエラーがあったことを示します。

Amazon S3 のレスポンスの例

この例のレスポンス本文は、Amazon S3 では次の形式の JSON ドキュメントになります。

{ 
 "Role": "IAM role with configured S3 permissions", 
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 "PublicKeys": [ 
     "ssh-rsa public-key1", 
     "ssh-rsa public-key2" 
  ], 
 "Policy": "STS Assume role session policy", 
 "HomeDirectory": "/bucketName/path/to/home/directory"
}

Note

ポリシーは、JSON で文字列としてエスケープされます。例:

"Policy":
"{ 
  \"Version\": \"2012-10-17\", 
  \"Statement\": 
     [ 
     {\"Condition\": 
        {\"StringLike\": 
            {\"s3:prefix\": 
               [\"user/*\", \"user/\"]}}, 
     \"Resource\": \"arn:aws:s3:::bucket\", 
     \"Action\": \"s3:ListBucket\", 
     \"Effect\": \"Allow\", 
     \"Sid\": \"ListHomeDir\"}, 
     {\"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\", 
        \"Action\": [\"s3:PutObject\", 
        \"s3:GetObject\", 
        \"s3:DeleteObjectVersion\", 
        \"s3:DeleteObject\", 
        \"s3:GetObjectVersion\", 
        \"s3:GetObjectACL\", 
        \"s3:PutObjectACL\"], 
     \"Effect\": \"Allow\", 
     \"Sid\": \"HomeDirObjectAccess\"}]
}"

次のレスポンスの例は、論理ホームディレクトリタイプを有するユーザーを示しています。

{ 
   \"Role\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/role-api-gateway-s3\", 
   \"HomeDirectoryType\":\"LOGICAL\", 
   \"HomeDirectoryDetails\":\"[{\\\"Entry\\\":\\\"/\\\",\\\"Target\\\":\\\"/my-home-bucket\
\\"}]\", 
   \"PublicKeys\":[\"\"]
}

Amazon EFS のレスポンスの例

この例のレスポンス本文は、Amazon EFS では次の形式の JSON ドキュメントになります。

{ 
 "Role": "IAM role with configured EFS permissions", 
 "PublicKeys": [ 
     "ssh-rsa public-key1", 
     "ssh-rsa public-key2" 
  ], 
 "PosixProfile": { 
   "Uid": "POSIX user ID", 
   "Gid": "POSIX group ID", 
   "SecondaryGids": [Optional list of secondary Group IDs], 
 }, 
 "HomeDirectory": "/fs-id/path/to/home/directory"
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}

Role フィールドは認証に成功したことを示します。パスワード認証を実行する場合 (Password: ヘッ
ダーの提供時) には、SSH パブリックキーを提供する必要はありません。ユーザーが認証できない場合 (た
とえば、パスワードが正しくない場合)、メソッドは Role を設定せずにレスポンスを返す必要がありま
す。このようなレスポンスの例として、空の JSON オブジェクトがあります。

次のレスポンスの例は、論理ホームディレクトリタイプを持つユーザーを示しています。

{ 
    \"Role\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/role-api-gateway-efs\", 
    \"HomeDirectoryType\": \"LOGICAL\", 
    \"HomeDirectoryDetails\":\"[{\\\"Entry\\\":\\\"/\\\",\\\"Target\\\":\\\"/faa1a123\\
\"}]\", 
    \"PublicKeys\":[\"\"], 
    \"PosixProfile\":{\"Uid\":65534,\"Gid\":65534}
}

Lambda 関数にユーザーポリシーを JSON 形式で含めることができます。Transfer Family でのユーザーポ
リシーの設定の詳細については、「アクセスコントロールの管理 (p. 214)」を参照してください。

デフォルトの Lambda 関数
異なる認証戦略を実装するには、ゲートウェイで使用する Lambda 関数を編集します。アプリケーション
のニーズを満たすために、Node.js 内で次の Lambda 関数の例を使用できます。Lambda の詳細について
は、AWS Lambda デベロッパーガイドまたは「Node.js による Lambda 関数の構築」を参照してくださ
い。

次の Lambda 関数の例では、ユーザー名、パスワード (パスワード認証を実行している場合)、サーバー 
ID、プロトコル、クライアント IP アドレスを取得します。

Note

サーバーに対して複数のプロトコルが有効になっており、複数のプロトコルに対して同じユー
ザー名を使用してアクセスを提供する場合は、そのプロトコルに固有の認証情報が ID プロバイ
ダーで設定されている限り、そのプロトコルに固有の認証情報を使用できます。
File Transfer Protocol (FTP) については、Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) 
and File Transfer Protocol over SSL (FTPS) とは異なる認証情報を維持することをお勧めしま
す。SFTP や FTPS と異なり、FTP は認証情報を平文で送信します。FTP の認証情報を SFTP ま
たは FTPS から隔離することを推奨します。そうすれば、FTP の認証情報が共有または公開され
ても、SFTP または FTPS を使用しているワークロードは引き続き安全だからです。

このサンプル関数は Amazon S3 でのみ機能します。この関数の例は、ロールと論理ホームディレクトリ
の詳細、ならびに (公開鍵認証を実行する場合には) パブリックキーを返します。

サービス管理対象ユーザーを作成するときは、そのホームディレクトリを論理的または物理的に設定しま
す。同様に、目的のユーザーの物理的または論理的なディレクトリ構造を伝えるには、Lambda 関数の結
果が必要です。設定するパラメータは、HomeDirectoryTypeフィールドの値によって異なります。

• HomeDirectoryTypeに設定PATH —HomeDirectory このフィールドは、Amazon S3 バケットの絶対
プレフィックスか、ユーザーに表示される Amazon EFS 絶対パスでなければなりません。

• HomeDirectoryTypeset toLOGICAL — HomeDirectoryフィールドを設定しないでください。代わ
りに、HomeDirectoryMappingsサービス管理対象ユーザーのパラメーターに記載されている値と同様
に、HomeDirectoryDetails必要なエントリ/ターゲットマッピングを提供するフィールドを設定しま
す。

PATH home directory

この関数は、HomeDirectoryType に PATH を使用しているユーザー向けです。
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// GetUserConfig Lambda

exports.handler = (event, context, callback) => { 
  console.log("Username:", event.username, "ServerId: ", event.serverId); 

  var response; 
  // Check if the username presented for authentication is correct. This doesn't check 
 the value of the serverId, only that it is provided. 
  // There is also event.protocol (one of "FTP", "FTPS", "SFTP") and event.sourceIp 
 (e.g., "127.0.0.1") to further restrict logins. 
  if (event.serverId !== "" && event.username == '${UserName}') { 
    response = { 
      Role: '${UserRoleArn}', // The user will be authenticated if and only if the Role 
 field is not blank 
      Policy: '', // Optional JSON blob to further restrict this user's permissions 
      HomeDirectory: '${UserHomeDirectory}' // Not required, defaults to '/' 
    }; 
     
    // Check if password is provided 
    if (!event.password) { 
      // If no password provided, return the user's SSH public key 
     response['PublicKeys'] = [ "${UserPublicKey1}" ]; 
    // Check if password is correct 
    } else if (event.password !== '${UserPassword}') { 
      // Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate 
 authentication failure 
      response = {}; 
    }  
  } else { 
    // Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate 
 authentication failure 
    response = {}; 
  } 
  callback(null, response);
};

LOGICAL home directory

次の Lambda 関数は、論理ホームディレクトリ (p. 144)を持つユーザーの詳細を提供します。この
関数のユーザー、ロール、POSIX プロファイル、パスワード、およびホームディレクトリの詳細はす
べて例であり、実際の値に置き換える必要があります。

// GetUserConfig Lambda

exports.handler = (event, context, callback) => { 
  console.log("Username:", event.username, "ServerId: ", event.serverId); 

  var response; 
  // Check if the username presented for authentication is correct. This doesn't check 
 the value of the serverId, only that it is provided. 
  if (event.serverId !== "" && event.username == 'example-user') { 
    response = { 
      Role: 'arn:aws:iam::123456789012:role/role-api-gateway', // The user will be 
 authenticated if and only if the Role field is not blank 
      PosixProfile: {"Gid": 65534, "Uid": 65534}, 
      HomeDirectoryDetails: "[{\"Entry\": \"/\", \"Target\": \"/fs-faa1a123\"}]", 
      HomeDirectoryType: "LOGICAL", 
      //HomeDirectory: '/fs-faa1a123' // Not required, defaults to '/' 
    }; 

    // Check if password is provided 
    if (!event.password) { 
      // If no password provided, return the user's SSH public key 
      response['PublicKeys'] = [ "" ]; 
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    // Check if password is correct 
    } else if (event.password !== 'Password1234') { 
      // Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate 
 authentication failure 
      response = {}; 
    } 
  } else { 
    // Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate 
 authentication failure 
    response = {}; 
  } 
  callback(null, response);
};

Note

Python を使用して Lambda コードを実行している場合は、if (!event.password)コードを次
のコードに置き換えます。

if event.get('password', '') != ''

AWS Secrets Manager で使用するための Lambda 関数
AWS Secrets Manager を ID プロバイダーとして使用するには、サンプルの Lambda 関数を AWS 
CloudFormation テンプレートとして使用します。Lambda 関数は、認証情報を使用して Secrets Manager 
サービスにクエリを実行し、成功すると指定されたシークレットを返します。Secrets Manager の詳細に
ついては、AWS Secrets Manager ユーザーガイドを参照してください。

この Lambda 関数を使用するサンプル AWS CloudFormation テンプレートをダウンロードするに
は、AWS Transfer Family よって提供される Amazon S3 バケットに移動します。

チュートリアル: カスタム ID プロバイダーとして 
Amazon API Gateway メソッドを設定する

このチュートリアルでは、Amazon API Gateway メソッドを設定し、それをカスタム ID プロバイダとして
使用し、AWS Transfer Family サーバーにファイルをアップロードする方法を説明します。このチュート
リアルでは、基本スタックテンプレートやその他の基本的な機能のみを例として取り上げます。

目次

• ステップ 1: CloudFormation スタックを作成する (p. 138)
• ステップ 2: サーバーの API Gateway メソッドの設定を確認してそれを作成する (p. 139)
• ステップ 3: Transfer Family サーバーを作成する (p. 140)
• ステップ 4: ユーザーがサーバーに接続できることを確認する (p. 140)
• ステップ 5: SFTP 接続とファイル転送をテストする (p. 141)
• ステップ 6: バケットへのアクセスを制限する (p. 141)

ステップ 1: CloudFormation スタックを作成する
1. https://console.aws.amazon.com/cloudformation で AWS CloudFormation コンソール を開きます。
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2. [Create stack] (スタックの作成) を選択し、[With new resources (standard)] (新しいリソースを使用 
(標準)) を選択します。

3. [Prerequisite - Prepare template] (前提条件 - テンプレートを準備する) ペインで [Template is ready] 
(テンプレートの準備完了) を選択します。

4. このリンクで基本スタックテンプレートをコピーして [Amazon S3 URL] フィールドに貼り付けます。
5. [Next] (次へ) をクリックします。
6. スタックの名前を含めてパラメータを指定します。必ず以下のことをしてください。

• UserNameおよびのデフォルト値を置き換えますUserPassword。
• UserRoleArnデフォルトを適切なアクセス許可を持つ実際のAWS Identity and Access Management 

(IAM) ロールに置き換えます。IAM ロールとバケットポリシーの例については、「ステップ 6: バ
ケットへのアクセスを制限する (p. 141)」を参照してください。

• パスワードではなくパブリックキーを使用して認証する場合、[UserPublicKey1] フィールドにパブ
リックキーを入力します。SFTP を使用してサーバーに初めて接続する場合、パスワードの代わり
にプライベートキーを指定します。

7. [Next] (次へ) を選択してから [Configure stack options] (スタックオプションの設定) ページでもう一度 
[Next] (次へ) をクリックします。

8. 作成しようとするスタックの詳細を確認してから [Create stack] (スタックの作成) を選択します。

Note

ページ下部の [Capabilities] (機能) の下で、AWS CloudFormation で IAM リソースが作成され
る可能性があることを承認する必要があります。

ステップ 2: サーバーの API Gateway メソッドの設定
を確認してそれを作成する

Note

セキュリティを強化するために、ウェブアプリケーションのファイアウォールを設定でき
ます。AWS WAF はウェブアプリケーションファイアウォールで、これにより Amazon API 
Gateway に転送される HTTP および HTTPS リクエストのモニタリングが可能です。詳細につい
ては、「ウェブアプリケーションファイアウォールを追加する (p. 263)」を参照してください

サーバーの API Gateway メソッドの設定を確認してそれを作成するには

1.
API Gateway コンソール (https://console.aws.amazon.com/apigateway) を開きます。

2. AWS CloudFormation で生成された [Transfer Custom Identity Provider basic template API] (カスタム 
ID プロバイダーの基本テンプレート API を転送する) を選択します。

3. [Resource] (リソース) ペインで GET を選択してから [Method Request] (メソッドの作成) を選択しま
す。

4. [Actions] (アクション) で [Deploy API] (API のデプロイ) を選択します。[Deplyment stage] (デプロイ
ステージ) で prod を選択してから [Deploy] (デプロイ) を選択します。

API Gateway メソッドが正常にデプロイされると、[Stage Editor] (ステージエディタ) セクションにそ
のパフォーマンスが表示されます。

Note

ページの最上部に表示される [Invoke URL] (呼び出し URL) アドレスをコピーします。次のス
テップで必要になります。
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ステップ 3: Transfer Family サーバーを作成する
Transfer Family サーバーを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. [Create server] (サーバーの作成) を選択すると [Create server] (サーバーの作成) ページが開きます。
3. [Choose protocols] (プロトコルの選択) で SFTP (SSH File Transfer Protocol) を選択してから [Next] 

(次へ) を選択します。
4. [Choose an identity provider] (ID プロバイダーを選択) で [Custom] (カスタム) を選択します。
5. [Custom provider] (カスタムプロバイダー) について、ステップ 2 (p. 139) で作成した API Gateway 

エンドポイントの [Invoke URL] (呼び出し URL) アドレスを貼り付けます。
6. [Invocation role] (呼び出しロール) について、AWS CloudFormation テンプレートで作成した IAM ロー

ルを選択します。このロールにより、Transfer Family が API Gateway メソッドを呼び出せるようにな
ります。

呼び出しロールには、先ほど作成したスタックに付けた AWS CloudFormation ス
タック名が含まれています。次のような形式です: CloudFormation-stack-name-
TransferIdentityProviderRole-ABC123DEF456GHI

7. 正しい CloudWatch Lo記録ロールを追加していることを確認します。次のような形式です。

CloudFormation-stack-name-CloudWatchLoggingRole-ABC123DEF45

Note

サーバーのログ記録ロールと Transfer Family の間に信頼関係があることを確認します。詳細
については、「信頼関係を確立するには (p. 12)」を参照してください。

8. 残りのオプションを入力してから [Create server] (サーバーの作成) を選択します。

Note

ストレージオプションに Amazon EFS を選択した場合、Lambda 関数に Posix プロファイル設定
を追加する必要があります。詳細については、「Amazon EFS を使用する場合に Lambda を更新
する (p. 143)」を参照してください。

ステップ 4: ユーザーがサーバーに接続できることを
確認する
Transfer Family コンソールを使用して、ユーザーがサーバーに接続できるかどうかをテストする
には

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. [Servers] (サーバー) ページで新しいサーバーを選択し、[Actions] (アクション) を選択してから [Test] 

(テスト) を選択します。
3. ログイン認証情報のテキストを [ユーザー名] フィールドと [パスワード] フィールドに入力しま

す。AWS CloudFormationこれらはスタックをデプロイする際に設定した値です。
4. [Server Protocol] (サーバープロトコル) について、SFTP を選択し、[Source IP] (送信元 IP) に

127.0.0.1 を入力します。
5. [Test] (テスト) を選択します。

ユーザー認証が成功すると、テストの結果として StatusCode: 200 HTML レスポンスおよびユー
ザーのロールとパーミッションの詳細を含む JSON オブジェクトが返されます。例:

{ 
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    "Response": "{\"Role\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/my-user-role\",
\"HomeDirectory\": \"/${transfer:HomeBucket}/\"}", 
    "StatusCode": 200, 
    "Message": "", 
    "Url": "https://1a2b3c4d5e.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/prod/servers/
s-1234abcd5678efgh0/users/myuser/config"
}

テストが失敗した場合、API Gateway AWS マネージドポリシーのいずれかを API に使用するロール
に追加します。

ステップ 5: SFTP 接続とファイル転送をテストする
SFTP 接続をテストするには

1. Linux または macOS の場合、コマンドターミナルを開きます。
2. 認証にパスワードまたはキーペアのどちらを使用すかに応じて、次のいずれかのコマンドを入力しま

す。

• パスワードを使用する場合、このコマンドを入力します。

sftp myuser@server-ID.server.transfer.region-code.amazonaws.com

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。
• キーペアを使用する場合、このコマンドを入力します。

sftp -i private-key-file myuser@server-ID.server.transfer.region-
code.amazonaws.com

Note

sftpこれらのコマンドの場合、Transfer FamilyAWS リージョン サーバーが存在する場
所のコードを挿入します。たとえば、サーバーが米国東部 (オハイオ) にあるならば「us-
east-2」を入力します。

3. sftp> プロンプトで、ディレクトリとファイル (pwd と ls) をアップロード (put)、ダウンロード 
(get)、および表示できることを確認します。

ステップ 6: バケットへのアクセスを制限する
特定の Amazon S3 バケットにアクセスできるユーザーを制限できます。次の例は、 CloudFormation ス
タック内およびユーザーについて選択したポリシー内で使用する設定を示しています。

この例では、AWS CloudFormation スタックに次のパラメータを設定します。

• CreateServer: true
• UserHomeDirectory: /myuser-bucket
• UserName: myuser
• UserPassword: MySuperSecretPassword

Important

これはパスワードの例です。API Gateway メソッドを設定する際には、必ず強力なパスワード
を入力してください。

• UserPublicKey1:your-public-key
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• UserRoleArn: arn:aws:iam::role-id:role/myuser-api-gateway-role

UserPublicKey1 は、パブリックキーとプライベートキーのペアの一部として生成されたパブリックキーで
す。

role-id は、作成するユーザーロールに固有です。myuser-api-gateway-role にアタッチされるポリ
シーは次のとおりです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myuser-bucket" 
        }, 
        { 
            "Sid": "VisualEditor1", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObjectAcl", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:DeleteObjectVersion", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:PutObjectAcl", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myuser-bucket/*" 
        } 
    ]
}

SFTP を使用してサーバに接続するには、プロンプトで次のいずれかのコマンドを入力します。

• パスワードで認証する場合、次のコマンドを実行します。

sftp myuser@transfer-server-ID.server.transfer.region-id.amazonaws.com

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。
• キーペアで認証する場合、次のコマンドを実行します。

sftp -i private-key-file myuser@transfer-server-ID.server.transfer.region-
id.amazonaws.com

Note

これらの sftp コマンドの場合、Transfer Family サーバーが存在する場所である AWS リージョ
ン の ID を使用します。たとえば、サーバーが米国東部 (オハイオ) にあるならば「us-east-2」
を使用します。

sftp プロンプトで、ホームディレクトリに誘導され、pwd コマンドを実行することによってそれを表示
できます。例:

sftp> pwd
Remote working directory: /myuser-bucket

ユーザーは、ホームディレクトリよりも上位のディレクトリを表示できません。例:
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sftp> pwd
Remote working directory: /myuser-bucket
sftp> cd ..
sftp> ls
Couldn't read directory: Permission denied

Amazon EFS を使用する場合に Lambda を更新する
Transfer Family サーバーのストレージオプションとして Amazon EFS を選択した場合、スタックの 
lambda 関数を編集する必要があります。

Lambda 関数に Posix プロファイルを追加するには

1. Lambda コンソール (https://console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。
2. 先ほど作成した Lambda 関数を選択します。Lambda 関数の形式は stack-name-

GetUserConfigLambda-lambda-identifier です。ここで、stack-name CloudFormation はス
タック名、lambda-identifier は関数の識別子です。

3. [Code] (コード) タブで index.js を選択して関数のコードを表示します。
4. response で Policy と HomeDirectory の間に次の行を追加します。

PosixProfile: {"Uid": uid-value, "Gid": gid-value},

uid-value と gid-value はそれぞれユーザー ID とグルー ID を表す 0 以上の整数です。

たとえば、Posix プロファイルを追加すると、レスポンスフィールドは次のようになります。

 response = { 
      Role: 'arn:aws:iam::123456789012:role/api-gateway-transfer-efs-role', // The user 
 will be authenticated if and only if the Role field is not blank 
      Policy: '', // Optional JSON blob to further restrict this user's permissions 
      PosixProfile: {"Gid": 65534, "Uid": 65534}, 
      HomeDirectory: '/fs-fab2c234' // Not required, defaults to '/' 
    };
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論理ディレクトリを使用して 
Transfer Family ディレクトリ構造を
簡素化する

AWS Transfer Family サーバーディレクトリ構造を簡素化するには、論理ディレクトリを活用します。論
理ディレクトリを使用すると、ユーザーが Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファイルシステム
に接続するときにナビゲートしやすいユーザーフレンドリーな名前で仮想ディレクトリ構造を構築できま
す。論理ディレクトリを使用する場合、絶対ディレクトリパス、Amazon S3 バケット名、EFS ファイル
システム名をエンドユーザーに開示しないようにできます。

論理ディレクトリを使用すると、chroot オペレーションと呼ばれるものを実行することで、ストレージ階
層内の目的の場所にユーザーのルートディレクトリを設定できます。このモードでは、ユーザーが構成し
たホームディレクトリまたはルートディレクトリの外部にあるディレクトリには移動できません。

たとえば、Amazon S3 ユーザーはアクセス専用 /mybucket/home/${transfer:UserName} にスコー
プダウンされていますが、一部のクライアントでは、ユーザーがフォルダを /mybucket/home にトラ
バースアップできます。この場合、ユーザーは、Transfer Family サーバーからログアウトして再びログイ
ンした後でのみ、本来のホームディレクトリに戻ります。chroot オペレーションを実行すると、この状況
が発生するのを防止できます。

バケットとプレフィックスで独自のディレクトリ構造を作成できます。この機能は、バケットプレフィ
クスを介してレプリケートできない特定のディレクトリ構造を想定したワークフローがある場合に便利で
す。また、Amazon S3 内の複数の非連続な場所にリンクすることもでき、これはディレクトリパスがファ
イルシステム内の別の場所を参照する Linux ファイルシステム内にシンボリックリンクを作成するのと似
ています。

論理ディレクトリを使用する際のルール
論理ディレクトリマッピングを構築する前に、以下のルールを理解する必要があります。

• Entry が "/" の場合、重複パスは許可されないので、設定できるマッピングは 1 つのみです。
• バケットまたはファイルシステムのパスがユーザー名に基づいてパラメータ化されている場

合、${transfer:UserName}ターゲットはこの変数を使用します。
• ターゲットは異なるバケットまたはファイルシステム内のパスにもできますが、マップされた IAM ロー

ル (Role レスポンス内のパラメータ) がこれらのバケットまたはファイルシステムへのアクセスを提供
することを確認してください。

• HomeDirectory パラメータを指定しないでください。この値は、HomeDirectoryType パラメータに
LOGICAL 値を使用する際に Entry Target ペアによって含意されるためです。

• ターゲットはスラッシュ (/) 文字で始める必要がありますが、を指定するときは末尾にスラッシュ (/) を
使用しないでくださいTarget。たとえば、/DOC-EXAMPLE-BUCKET/imagesは許容されますがDOC-
EXAMPLE-BUCKET/images、/DOC-EXAMPLE-BUCKET/images/は許容されません。

• Amazon S3 はオブジェクトストアであることに注意してください。つまり、フォルダは仮想概念であ
り、実際のディレクトリ階層はありません。statアプリケーションがクライアントからオペレーション
を発行する場合、Amazon S3 をストレージに使用すると、すべてがファイルとして分類されます。この
動作については、「フォルダを使用して Amazon S3 コンソールでオブジェクトを整理する」で説明さ
れています。アプリケーションで、stat何かがファイルかフォルダかを正確に表示する必要がある場合
は、Transfer Family サーバーのストレージオプションとして Amazon EFS を使用できます。
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Important

ルートディレクトリは起動時に存在している必要があります。Amazon S3 の場合、ルートフォル
ダを作成するには、/末尾がで終わる空バイトのオブジェクトをすでに作成しておく必要がありま
す。

論理ディレクトリと chroot の実装
論理ディレクトリと chroot 機能を使用するには、以下のことをする必要があります。

ユーザーごとの論理ディレクトリをオンにします。そのためには、ユーザーを作成または更新するときに
HomeDirectoryType パラメータを LOGICAL に設定します。

"HomeDirectoryType": "LOGICAL"

Chroot
chroot の場合、ユーザーごとに単一の Entry と Target のペア構成されるディレクトリ構造を作成しま
す。ルートフォルダは Entry ポイントであり、Target はマップ先になるバケットまたはファイルシステ
ム内の場所です。

Example for Amazon S3

[{"Entry": "/", "Target": "/mybucket/jane"}]

Example for Amazon EFS

[{"Entry": "/", "Target": "/fs-faa1a123/jane"}]

前の例のように絶対パスを使用することも、次の例のように${transfer:UserName}でユーザー名の動
的置換を使用することもできます。

[{"Entry": "/", "Target":
"/mybucket/${transfer:UserName}"}]

前の例では、ユーザーはルートディレクトリにロックされ、階層の上位には移動できません。

仮想ディレクトリ構造
仮想ディレクトリ構造の場合、S3 バケットまたは EFS ファイルシステム内の任意の場所にあるターゲッ
トと組み合わせて複数の Entry Target ペアを作成でき、ユーザーの IAM ロールマッピングがそれらに
アクセスする権限を持つ限り、複数のバケットまたはファイルシステムにわたっても可能です。

次の仮想構造の例では、ユーザーがAWS SFTP にログインすると、、、/picsおよびのサブディレクトリ
があるルートディレクトリに移動します/anotherpath/subpath/financials。/doc/reporting

Note

ディレクトリが存在しない場合は、ユーザーまたは管理者が作成する必要があります。

[
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{"Entry": "/pics", "Target": "/bucket1/pics"},  
{"Entry": "/doc", "Target": "/bucket1/anotherpath/docs"},
{"Entry": "/reporting", "Target": "/reportingbucket/Q1"},
{"Entry": "/anotherpath/subpath/financials", "Target": "/reportingbucket/financials"}]

Note

ファイルは、マップした特定のフォルダにのみアップロードできます。つまり、前の例で
は、/anotherpath または anotherpath/subpath ディレクトリにはアップロードでき
ず、anotherpath/subpath/financials のみが可能です。また、重複するパスは許可されな
いため、これらのパスに直接マップすることはできません。
たとえば、次のマッピングを作成するとします。

{ 
   "Entry": "/pics",  
   "Target": "/mybucket/pics"
},  
{ 
   "Entry": "/doc",  
   "Target": "/mybucket/mydocs"
},  
{ 
   "Entry": "/temp",  
   "Target": "/mybucket"
}

ファイルは、それらのバケットのみにアップロードできます。sftp を通して初めて接続すると、
ルートディレクトリ (/) の階層まで落ちます。そのディレクトリにファイルをアップロードしよ
うとすると、アップロードは失敗します。次のコマンドは、シーケンスの例を示しています。

sftp> pwd
Remote working directory: /
sftp> put file
Uploading file to /file
remote open("/file"): No such file or directory

任意の directory/sub-directory にアップロードするには、パスを sub-directory に明
示的にマップする必要があります。

ダウンロードして使用できる AWS CloudFormation テンプレートを含め、ユーザー向けの論理ディレク
トリと chroot の構成について詳しくは、AWS Storage ブログの「Chroot と論理ディレクトリを使用して 
AWS SFTP 構造を簡素化する」を参照してください。

論理ディレクトリの構成例
この例では、ユーザーを作成し、2 つの論理ディレクトリを割り当てます。次のコマンドは、pics論理
ディレクトリとを使用して新しいユーザー (既存の Transfer Family サーバー用) を作成しますdoc。

aws transfer create-user --user-name marymajor-logical --server-id s-11112222333344445 --
role arn:aws:iam::1234abcd5678:role/marymajor-role --home-directory-type LOGICAL \ 
 --home-directory-mappings "[{\"Entry\":\"/pics\", \"Target\":\"/DOC-EXAMPLE-BUCKET1/pics
\"}, {\"Entry\":\"/doc\", \"Target\":\"/DOC-EXAMPLE-BUCKET2/test/mydocs\"}]" \ 
 --ssh-public-key-body file://~/.ssh/id_rsa.pub

marymajorが既存のユーザーで、そのユーザーのホームディレクトリタイプがの場合
はPATH、LOGICAL前のユーザーと同様のコマンドで変更できます。

146

http://aws.amazon.com/blogs/storage/simplify-your-aws-sftp-structure-with-chroot-and-logical-directories/
http://aws.amazon.com/blogs/storage/simplify-your-aws-sftp-structure-with-chroot-and-logical-directories/


AWS Transfer Family ユーザーガイド
Amazon EFS の論理ディレクトリを設定する

aws transfer update-user --user-name marymajor-logical \ 
 --server-id s-11112222333344445 --role arn:aws:iam::1234abcd5678:role/marymajor-role \ 
 --home-directory-type LOGICAL --home-directory-mappings "[{\"Entry\":\"/pics\", \"Target
\":\"/DOC-EXAMPLE-BUCKET1/pics\"}, \ 
 {\"Entry\":\"/doc\", \"Target\":\"/DOC-EXAMPLE-BUCKET2/test/mydocs\"}]"

次の点に注意してください。

• /DOC-EXAMPLE-BUCKET1/picsディレクトリがまだ存在しない場合は、ユーザ (または管理者) が作成
する必要があります。/DOC-EXAMPLE-BUCKET2/test/mydocs

• marymajorls -lサーバーに接続してコマンドを実行すると、次の内容が表示されます。

drwxr--r--   1        -        -        0 Mar 17 15:42 doc
drwxr--r--   1        -        -        0 Mar 17 16:04 pics

• marymajorこのレベルではファイルまたはディレクトリを作成できません。ただし、picsおよびに
はdoc、サブディレクトリを追加できます。

• 彼女が追加したファイルはpics、/DOC-EXAMPLE-BUCKET2/test/mydocsそれぞれ Amazon 
S3/DOC-EXAMPLE-BUCKET1/pics パスに追加され、doc追加されます。

• この例では、その可能性を示すために 2 つの異なるバケットを指定します。ただし、ユーザーに指定す
る論理ディレクトリの複数またはすべてで同じバケットを使用できます。

Amazon EFS の論理ディレクトリを設定する
Transfer Family サーバーが Amazon EFS を使用している場合、ユーザーが論理的なホームディレクトリ
で作業する前に、読み取りと書き込みのアクセス権を持つユーザーのホームディレクトリを作成する必
要があります。ユーザーがこのディレクトリを自分で作成することはできません。mkdir論理的なホーム
ディレクトリに対する権限がないためです。

ユーザーのホームディレクトリが存在せず、lsユーザーがコマンドを実行すると、システムは次のように
応答します。

sftp> ls
remote readdir ("/"): No such file or directory

親ディレクトリへの管理者アクセス権を持つユーザーは、ユーザーの論理ホームディレクトリを作成する
必要があります。

AWS Lambdaカスタムレスポンス
論理ディレクトリは、カスタム ID プロバイダーに接続する Lambda 関数で論理ディレ
クトリを使用できます。そのためには、Lambda 関数でHomeDirectoryType as を指定
しLOGICAL、EntryTargetHomeDirectoryDetailsパラメータにおよび値を追加します。例:

HomeDirectoryType: "LOGICAL"
HomeDirectoryDetails: "[{\"Entry\": \"/\", \"Target\": \"/DOC-EXAMPLE-BUCKET/
theRealFolder"}]"

次のコードは、カスタム Lambda 認証呼び出しからの正常な応答の例です。

aws transfer test-identity-provider --server-id s-1234567890abcdef0 --user-name myuser
{ 
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    "Url": "https://a1b2c3d4e5.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/prod/servers/
s-1234567890abcdef0/users/myuser/config",  
    "Message": "",  
    "Response": "{\"Role\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/bob-usa-role\",
\"HomeDirectoryType\": \"LOGICAL\",\"HomeDirectoryDetails\": \"[{\\\"Entry\\\":\\\"/myhome\
\\",\\\"Target\\\":\\\"/DOC-EXAMPLE-BUCKET/theRealFolder\\\"}]\",\"PublicKeys\": \"[ssh-rsa 
 myrsapubkey]\"}",  
    "StatusCode": 200
}

Note

"Url": の行は、カスタム ID プロバイダーとして API Gateway メソッドを使用している場合に
のみ返されます。
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クライアントを使用してファイルを
転送する

クライアント内で転送オペレーションを指定して AWS Transfer Family サービス経由でファイルを転送し
ます。AWS Transfer Family は次のクライアントをサポートします。

• SFTP プロトコルのバージョン 3 をサポートしています。
• OpenSSH (macOS および Linux)

Note

このクライアントは、Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) が有効なサーバーとの
組み合わせでのみ機能します。

• WinSCP (Microsoft Windows のみ)
• Cyberduck (Windows、macOS、および Linux)
• FileZilla (Windows、macOS、および Linux)

どのクライアントにも以下の制限が適用されます。

• Amazon S3 と Amazon EFS (NFS V4 プロトコルのため) では、ファイル名を UTF-8 エンコーディング
にする必要があります。異なるエンコーディングを使用すると、予期しない結果になる可能性がありま
す。Amazon S3 については、「オブジェクトキー命名ガイドライン」を参照してください。

• File Transfer Protocol over SSL (FTPS) については、明示モードのみがサポートされます。暗黙モード
はサポートされません。

• FTP および FTPS では、パッシブモードのみがサポートされます。
• FTP および FTPS では、STREAM モードのみがサポートされます。
• FTP および FTPS では、イメージ/バイナリモードのみがサポートされます。
• FTP および FTPS の場合、データ接続の TLS-PROT C (非保護) TLS がデフォルトですが、PROT C は 

AWS Transfer Family プロトコルでサポートされません。したがって、FTPS の場合、データオペレー
ションを受け入れるには PROT P を発行する必要があります。

• サーバーのストレージに Amazon S3 を使用していて、クライアントに 1 回の転送に複数の接続を使用
するオプションがある場合は、必ずそのオプションを無効にしてください。そうしないと、大容量ファ
イルのアップロードが失敗して予測外の状況になる可能性があります。Amazon EFS をストレージバッ
クエンドとして使用している場合、EFS は 1 回の転送で複数の接続をサポートすることに注意してくだ
さい。

以下に示すのは、FTP および FTPS で使用できるコマンドの一覧です。

使用できるコマンド

ABOR FEAT MLST PASS RETR STOR

AUTH LANG MKD PASV RMD STOU

CDUP LIST MODE PBSZ RNFR STRU
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Amazon VPC エンドポイントを検索します

使用できるコマンド

CWD MDTM NLST PROT RNTO SYST

DELE MFMT NOOP PWD SIZE TYPE

EPSV MLSD OPTS QUIT STAT USER

Note

APPE はサポートされません。

SFTP については、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) を使用しているサーバーで論理ホームディ
レクトリを使用するユーザーの場合、現時点で以下のオペレーションはサポートされていません。

サポートされない SFTP コマンド

SSH_FXP_READLINK SSH_FXP_SYMLINK リクエストされた
ファイルがシンボ
リックリンクの場
合、SSH_FXP_STAT

リクエストされたパ
スにシンボリックリ
ンクコンポーネント
が含まれている場
合、SSH_FXP_REALPATH

パブリックキーとプライベートキーのペアを生成する

ファイルを転送する前に、パブリックキーとプライベートキーのキーペアを用意する必要があります。以
前にキーペアを生成していない場合、「SSH キーを生成する (p. 237)」を参照してください。

トピック
• Amazon VPC エンドポイントを検索します (p. 150)
• setstatエラーを回避 (p. 151)
• OpenSSH を使用する (p. 22)
• WinSCP を使用する (p. 152)
• Cyberduck を使用する (p. 22)
• 使用 FileZilla (p. 155)
• Perl クライアントを使用する (p. 156)
• アップロード後の処理 (p. 156)

Amazon VPC エンドポイントを検索します
Transfer Family サーバーのエンドポイントタイプが VPC の場合、ファイル転送に使用するエンドポイン
トを特定するのは簡単ではありません。この場合、次の手順を使用して Amazon VPC エンドポイントを検
索します。

Amazon VPC エンドポイントを検索します

1. サーバーの詳細ページに移動します。
2. エンドポイントの詳細ペインで、VPC を選択します。
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setstatエラーを回避

3. Amazon VPC ダッシュボードで、VPC エンドポイント ID を選択します。
4. DNS 名のリストでは、サーバーエンドポイントが最初に表示されます。

setstatエラーを回避
一部の SFTP ファイル転送クライアントは、ファイルをアップロードするときに、SETSTAT などのコマ
ンドを使用して、タイムスタンプやアクセス権限などのリモートファイルの属性を変更を試みたときに
生成されるリモートファイルの属性を変更します。ただし、これらのコマンドは Amazon S3 などのオブ
ジェクトストレージシステムと互換性がありません。この非互換性が原因で、これらのクライアントから
ファイルをアップロードする際に、ファイルが正常にアップロードされた場合でもエラーが発生する可能
性があります。

• CreateServerまたはUpdateServer API を呼び出すときは、S3SetStatOption バケットにアップ
ロードするファイルで SETSTAT をクライアントが使用を試みたときに生成されるエラーを無視しま
す。ProtocolDetails
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OpenSSH を使用する

• Transfer Family サーバーが SETSTAT コマンドを無視するように値を ENABLE_NO_OP に設定し、SFTP 
クライアントに変更を加えることなくファイルをアップロードできます。

• SetStatOptionENABLE_NO_OP設定はエラーを無視して、 CloudWatch Logs にログエントリを生成す
るため、クライアントがいつ SETSTAT 呼び出しをしているのかを判断できます。

このオプションの API の詳細については、を参照してくださいProtocolDetails。

OpenSSH を使用する
次の手順に従って、OpenSSH を使用してコマンドラインからファイルを転送します。

Note

このクライアントは SFTP 対応サーバーでのみ動作します。

OpenSSH コマンドラインユーティリティを使用して AWS Transfer Family 経由でファイルを転
送するには

1. Linux、macOS、または Windows の場合、コマンドターミナルを開きます。
2. プロンプトで、次のコマンドを入力します。

sftp -i transfer-key sftp_user@service_endpoint

前述のコマンドでは、sftp_userがユーザー名、transfer-keyが SSH プライベートキーです。
ここでは、選択したサーバーの service_endpoint コンソールに示されるとおり、AWS Transfer 
Family がサーバーのエンドポイントです。

sftp プロンプトが表示されます。
3. (オプション) ユーザーのホームディレクトリを表示するには、sftp プロンプトで次のコマントを入

力します。

pwd
4. ご使用のファイルシステムから Transfer Family サーバーにファイルをアップロードするには、put コ

マンドを使用します。たとえば、hello.txt をアップロードするには (ファイルがファイルシステム
上のカレントディレクトリにあると仮定して)、sftp プロンプトで次のコマンドを実行します。

put hello.txt

ファイル転送が進行中か完了したことを示す次のようなメッセージが表示されます。

Uploading hello.txt to /my-bucket/home/sftp_user/hello.txt

hello.txt 100% 127 0.1KB/s 00:00

Note

サーバーの作成後、お使いの環境の DNS サービスによってサーバーエンドポイントのホスト名が
解決可能になるまでに数分かかることがあります。

WinSCP を使用する
次の手順に従って、WinSCP を使用してコマンドラインからファイルを転送します。

152

https://docs.aws.amazon.com/transfer/latest/userguide/API_ProtocolDetails.html


AWS Transfer Family ユーザーガイド
WinSCP を使用する

Note

WinSCP 5.19 を使用する場合、AWS 認証情報で Amazon S3 に直接接続してファイルのアップ
ロード/ダウンロードが可能です。詳細については、「Amazon S3 サービスに接続する」を参照
してください。

WinSCP を使用して AWS Transfer Family でファイルを転送するには

1. WinSCP クライアントを開きます。
2. [Login] (ログイン) ダイアログボックスで [File protocol] (ファイルプロトコル) として SFTP または

FTP を選択します。

[FTP] を選択した場合、[Encryption] (暗号化) で次のいずれかを選択します。

• FTP の場合、暗号化なし
• FTPS の場合、TLS/SSL 明示的な暗号化

3. [Host name] (ホスト名) にサーバーエンドポイントを入力します。サーバーエンドポイントは、
[Server details] (サーバーの詳細) ページにあります 。詳細については、「サーバーの詳細を表示す
る (p. 197)」を参照してください。

Note

サーバーが VPC エンドポイントを使用している場合は、を参照してくださいAmazon VPC 
エンドポイントを検索します (p. 150)。

4. [Port number] (ポート番号) に次の値を入力します。

• SFTP の場合、22
• FTP/FTPS の場合、21

5. [Username (ユーザー名)] に、特定の ID プロバイダー用に作成したユーザーの名前を入力します。

Note

ユーザー名は、ID プロバイダー用に作成または設定したユーザーの 1 人でなければなりませ
ん。 AWS Transfer Familyには、以下の ID プロバイダーがあります。

• サービスマネージドユーザーの使用 (p. 104)
• AWSDirectory Service ID プロバイダーの使用 (p. 111)
• カスタム ID プロバイダーの使用 (p. 123)

6. [Advanced] (アドバンスト) を選択して、[Advanced Site Settings] (サイトのアドバンスト設定) ダイア
ログボックスを開きます。[SSH] セクションで [Authentication] (認証) を選択します。

7. [Private key file] (プライベートキーファイル) でファイルシステムから SSH プライベートキーを参照
して選択します。

Note

WinSCP から SSH プライベートキーを PPK 形式に変換するオプションが表示されたら [OK] 
を選択します。

8. [OK] を選択して [Login] (ログイン) ダイアログボックスに戻り、[Save] (保存) を選択します。
9. [Save session as site] (セッションをサイトとして保存) ダイアログボックスで [OK] を選択して接続

セットアップを完了します。
10. [Login] (ログイン) ダイアログボックスで [Tools] (ツール) を選択してから[Preferences] (設定) を選択

します。
11. [Preferences] (設定) ダイアログボックスの [Transfer] (転送) で [Endurance] (耐久性) を選択します。

[Enable transfer resume/transfer to temporary filename for] オプションについて [Disable] (無効にする) 
を選択します。
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Cyberduck を使用する

Note

このオプションを有効にしたままにすると、アップロードコストが増加し、アップロードの
パフォーマンスが大幅に低下します。大容量ファイルのアップロードが失敗する可能性もあ
ります。

12. [Transfer] (転送) で [Background] (バックグラウンド) を選択し、[Use multiple connections for single 
transfer] (単一の転送に複数の接続を使用する) チェックボックスをオフにします。

Note

このオプションを選択したままにすると、大容量ファイルのアップロードが失敗して予測外
の状況になる可能性があります。たとえば、孤立マルチパートアップロードが生成されて 
Amazon S3 の料金が発生する可能性があります。サイレントデータ破損が発生することもあ
ります。

13. ファイル転送を実行します。

drag-and-drop メソッドを使用して、コピー先とコピー元のウィンドウ間でファイルをコピーできま
す。ツールバーアイコンを使用して、WinSCP にあるファイルのプロパティをアップロード/ダウン
ロード、削除、編集、または変更できます。

Note

Amazon EFS をストレージに使用している場合、この注意事項は適用されません。
タイムスタンプを含むリモートファイルの属性を変更するコマンドは、Amazon S3 etname など
のオブジェクトストレージシステムと互換性がありません。したがって、Amazon S3 をストレー
ジに使用している場合には、ファイル転送を実行する前に、WinSCP タイムスタンプ設定を必
ず無効にしてください (または、SetStatOptionで説明されている方法を使用してsetstatエ
ラーを回避 (p. 151))、WinSCP タイムスタンプ設定を必ず無効にしてください。そのために
は、WinSCP Transfer settings (WinSCP 転送設定) ダイアログボックスで [Set permissions] (パー
ミッションの設定) オプションと [Preserve timestamp] (タイムスタンプを保持) オプションを無効
にします。

Cyberduck を使用する
次の手順に従って、Cyberduck を使用してコマンドラインからファイルを転送します。

Cyberduck を使用して AWS Transfer Family でファイルを転送するには

1. Cyberduck クライアントを開きます。
2. [Open connection] (接続を開く) を選択します。
3. [Open Connection] (接続を開く) ダイアログボックスでプロトコルとして SFTP (SSH File Transfer 

Protocol)、FTP-SSL (Explicit AUTH TLS)、または FTP (File Transfer Protocol) を選択します。
4. [Servers] (サーバー) にサーバーのエンドポイントを入力します。サーバーエンドポイントは、

[Server details] (サーバーの詳細) ページにあります 。詳細については、「サーバーの詳細を表示す
る (p. 197)」を参照してください。

Note

サーバーが VPC エンドポイントを使用している場合は、を参照してくださいAmazon VPC 
エンドポイントを検索します (p. 150)。

5. [Port number] (ポート番号) に次の値を入力します。

• SFTP の場合、22
• FTP/FTPS の場合、21
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使用 FileZilla

6. [Username] (ユーザー名) に ユーザーの管理 (p. 104) で作成したユーザーの名前を入力します。
7. SFTP を選択した場合、[SSH Private Key] (SSH プライベートキー) で SSH プライベートキー] を選択

するか入力します。
8. [Connect] (接続) を選択します。
9. ファイル転送を実行します。

ファイルの場所に応じて、次のいずれかの操作をします。

• ローカルディレクトリ (転送元) で転送したいファイルを選択して Amazon S3 ディレクトリ (転送
先) にドラッグアンドドロップします。

• Amazon S3 ディレクトリ (転送元) で転送したいファイルを選択してローカルディレクトリ (転送先) 
にドラッグアンドドロップします。

使用 FileZilla
次の手順に従って、 FileZillaを使用してファイルを転送します。

FileZilla ファイル転送を設定するには

1. FileZilla クライアントを開きます。
2. [File] (ファイル) を選択してから [Site Manager] を選択します。
3. [Site Manager] ダイアログボックスで [New site] (新しいサイト) を選択します。
4. [General] (全般) タブの [Protocol] (プロトコル) で SFTP または FTP のプロトコルを選択します。

[FTP] を選択した場合、[Encryption] (暗号化) で次のいずれかを選択します。

• 平文 FTP のみを使用する (安全でない) — FTP の場合
• TLS 経由の明示的な FTP を (可能であれば) 使用する — FTPS の場合

5. [Host name] (ホスト名) には、使用するプロトコルを入力し、その後にサーバーエンドポイントを続け
ます。サーバーエンドポイントは、[Server details] (サーバーの詳細) ページにあります 。詳細につい
ては、「サーバーの詳細を表示する (p. 197)」を参照してください。

Note

サーバーが VPC エンドポイントを使用している場合は、を参照してくださいAmazon VPC 
エンドポイントを検索します (p. 150)。

• SFTP を使用する場合、sftp://hostname を入力します。
• FTPS を使用する場合、ftps://hostname を入力します。

hostname を実際のサーバーエンドポイントに確実に置き換えてください。
6. [Port number] (ポート番号) に次の値を入力します。

• SFTP の場合、22
• FTP/FTPS の場合、21

7. [SFTP] を選択した場合、[Logon type] (ログオンの種類) で [Key file] (キーファイル) を選択します。

[Key file] (キーファイル) で SSH プライベートキーを選択するか入力します。
8. [Username] (ユーザー名) に、ユーザーの管理 (p. 104) で作成したユーザーの名前を入力します。
9. [Connect] (接続) を選択します。
10. ファイル転送を実行します。
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Perl クライアントを使用する

Note

進行中のファイル転送を中断した場合、AWS Transfer Family が Amazon S3 バケットにオ
ブジェクトの一部を書き込む場合があります。アップロードを中断する場合、続行する前に 
Amazon S3 バケットのファイルサイズがソースオブジェクトのファイルサイズと一致するこ
とを確認してください。

Perl クライアントを使用する
NET::SFTP::ForeignPerl クライアントを使用する場合は、queue_sizeをに設定する必要があります1。
例:

my $sftp = Net::SFTP::Foreign->new('user@s-12345.server.transfer.us-
east-2.amazonaws.com', queue_size => 1);

Note

この回避策は、1.92.02 以前の Net::SFTP::Foreign のリビジョンに必要です。

アップロード後の処理
Amazon S3 オブジェクトのメタデータやイベント通知など、アップロード後の処理情報を表示できます。

トピック
• Amazon S3 オブジェクトメタデータ (p. 156)
• Amazon S3 イベント通知 (p. 156)

Amazon S3 オブジェクトメタデータ
オブジェクトのメタデータの一部として、「の値は」、「x-amz-meta-user-agent値はで
すAWSTransfer」というキーが表示されますusername@server-id。x-amz-meta-user-agent-
idusername はファイルをアップロードしたTransfer Family ユーザー、server-id はアップロードに使
用したサーバーです。この情報には、Lambda 関数内の S3 オブジェクトで OP を使用してアクセスでき
ます。HeadObject

Amazon S3 イベント通知
Transfer Family を使用してオブジェクトを S3 バケットにアップロードすると、S3 イベント通知構造で
RoleSessionName が [Requester] (リクエスタ) フィールドに [AWS:Role Unique Identifier]/
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S3 イベント通知

username.sessionid@server-id として含まれます。たとえば、次に示すのは S3 バケットにコピー
されたファイルの S3 アクセスログから得たサンプル [Requester] (リクエスタ) フィールドのコンテンツで
す。

arn:aws:sts::AWS-Account-ID:assumed-role/IamRoleName/username.sessionid@server-
id

上記の [Requester] (リクエスタ) フィールドには、IamRoleName と呼ばれる IAM ロールが表示されま
す。S3 イベント通知を設定する方法の詳細については、Amazon Simple Storage Service デベロッパーガ
イドの「Amazon S3 イベント通知の設定」を参照してください。AWS Identity and Access Management 
(IAM) ロールの一意の識別子の詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの
「一意の識別子」を参照してください。
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AWS Transfer Family管理ワークフ
ロー

AWS Transfer Familyファイル処理のマネージドワークフローをサポートします。マネージドワークフロー
では、SFTP、FTPS、または FTP 経由でファイルを転送した後にワークフローを開始できます。この機
能を使用すると、ファイル処理に必要なすべてのステップを調整することで、 business-to-business (B2B) 
ファイル交換のコンプライアンス要件を安全かつコスト効率よく満たすことができます。さらに、 end-to-
end 監査と可視性にもメリットがあります。

マネージドワークフローは、ファイル処理タスクをオーケストレーションすることで、ダウンストリーム
のアプリケーションで消費される前にデータを前処理するのに役立ちます。このようなファイル処理タス
クには次のものが含まれます。

• ファイルをユーザー固有のフォルダーに移動する。
• ワークフローの一部としてファイルを復号化する。
• ファイルにタグを付ける。
• AWS Lambda関数を作成してワークフローにアタッチすることにより、カスタム処理を実行します。
• ファイルが正常に転送されたときに通知を送信します。(このユースケースを詳しく説明したブログ記事

については、「AWS Transfer Familyマネージドワークフローを使用したファイル配信通知のカスタマイ
ズ」を参照してください)。

組織内の複数の事業部門にまたがる一般的なアップロード後のファイル処理タスクをすばやく複製して標
準化するには、コードとしてのインフラストラクチャ (IaC) を使用してワークフローを展開できます。完
全にアップロードされたファイルに対して開始される管理ワークフローを指定できます。セッションが途
中で切断されたために部分的にしかアップロードされていないファイルに対して、別の管理ワークフロー
を開始するように指定することもできます。組み込みの例外処理機能により、ファイル処理の結果に迅速
に対応できると同時に、障害の処理方法を制御できます。さらに、ワークフローの各ステップで詳細なロ
グが生成され、これを監査してデータリネージを追跡できます。

はじめに、次のタスクを実行します。

1. 要件に基づいてコピー、タグ付け、その他のステップなど、前処理アクションを含めるようにワーク
フローを設定します。詳細については、「ワークフローを作成する (p. 159)」を参照してください。

2. TTransfer Family ilyがワークフローを実行するために使用する実行ロールを設定します。詳細につい
ては、「ワークフローの IAM ポリシー (p. 180)」を参照してください。

3. ワークフローをサーバーにマップすると、ファイルの到着時に、このワークフローで指定されたアク
ションがリアルタイムで評価され、開始されます。詳細については、「 ワークフローの設定と実行を
行う (p. 160)」を参照してください。
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ワークフローの実行を監視するには、を参照してくださいTransfer Family CloudWatch に関する指標の使
用 (p. 226)。詳細な実行ログとトラブルシューティング情報については、を参照してくださいAmazon を
利用してワークフロー関連のエラーをトラブルシューティングする CloudWatch (p. 277)。

トピック
• ワークフローを作成する (p. 159)
• 事前定義されたステップを使用する (p. 163)
• カスタムのファイル処理ステップを使用する (p. 176)
• ワークフローの IAM ポリシー (p. 180)
• ワークフローの例外処理 (p. 184)
• ワークフロー実行のモニタリング (p. 184)
• テンプレートからのワークフローの作成 (p. 186)
• マネージドワークフローの制限事項と機能制限 (p. 189)
• チュートリアル:ファイルを復号するためのマネージドワークフローの設定 (p. 190)

マネージドワークフローを使い始める際に役立つ情報については、以下のリソースをご覧ください。

• AWS Transfer Family管理ワークフローのデモビデオ
• 「AWS Transfer Familyワークフローを利用したクラウドネイティブなファイル転送プラットフォームの

構築」ブログ記事

ワークフローを作成する
このトピックで説明しているようにAWS Management Console、を使用してマネージドワークフローを作
成できます。ワークフローの作成プロセスをできるだけ簡単にするために、コンソールのほとんどのセク
ションでコンテキストヘルプパネルを使用できます。

ワークフローには次の 2 種類のステップがあります。

• ノミナルステップ — ノミナルステップは、受信ファイルに適用したいファイル処理ステップです。複数
の公称ステップを選択すると、各ステップが直線的に処理されます。

• 例外処理ステップ — 例外ハンドラーは、わずかなステップが失敗したり、AWS Transfer Family検証エ
ラーが発生したりした場合に実行されるファイル処理ステップです。

ワークフローを作成する

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Workflows] (ワークフロー) を選択します。
3. [Workflows] (ワークフロー) ページで [Create workflow] (ワークフローの作成) を選択します。
4. [ワークフローの作成] ページで、説明を入力します。この説明は [Workflows] (ワークフロー) ページに

表示されます。
5. 「ノミナルステップ」セクションで、「ステップを追加」を選択します。1 つ以上のステップを追加

します。

a. 利用可能なオプションからステップタイプを選択します。さまざまなステップタイプの詳細
については、「」を参照してくださいthe section called “事前定義されたステップを使用す
る” (p. 163)。

b. [Next] (次へ) を選択してからステップのパラメータを設定します。
c. [Next] (次へ) を選択してからステップの詳細を見直します。
d. [ステップの作成] を選択して、次のステップに進みます。
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e. 必要に応じて、ステップを追加し続けます。ワークフローの最大ステップ数は 8 です。
f. 必要なステップをすべて追加したら、「例外ハンドラー — オプション」セクションまでスクロー

ルして、「ステップを追加」を選択します。

Note

失敗をリアルタイムで通知するために、ワークフローが失敗したときに実行する例外ハ
ンドラとステップを設定することをお勧めします。

6. 例外ハンドラを設定するには、前述の手順と同じ要領でステップを追加します。いずれかのステップ
でファイルに起因する例外が発生すると、例外ハンドラが 1 つずつ呼び出されます。

7. (オプション) [Tags] (タグ) セクションまでスクロールダウンし、ワークフローのタグを追加します。
8. 設定を見直して [Create workflow] (ワークフローの作成) を選択します。

Important

ワークフローを作成した後は編集できないため、設定を注意深く確認してください。

ワークフローの設定と実行を行う
アップロードされたファイルについてワークフローを実行するように Transfer Family を設定する
には

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで [Servers] (サーバー) を選択します。

• 既存のサーバーにワークフローを追加するには、ワークフローで使用するサーバーを選択します。
• または、新しいサーバーを作成して、そのサーバーにワークフローを追加します。詳細について

は、「サーバーの作成 (p. 24)」を参照してください。
3. サーバーの詳細ページで下にスクロールして [Additional details] (その他の詳細) セクションで [Edit] 

(編集) を選択します。

Note

デフォルトでは、サーバーに関連付けられたワークフローはありません。[Additional details] 
(その他の詳細) セクションを使用して、選択したサーバーにワークフローを関連付けます。

4. 「追加詳細の編集」ページの「管理ワークフロー」セクションで、すべてのアップロードで実行する
ワークフローを選択します。

Note

まだワークフローがない場合は、[Create a new Workflow] を選択して作成します。

a. 使用するワークフロー ID を選択します。
b. 実行ロールを選択します。これは、ワークフローのステップの実行時にTransfer Family が果た

すロールです。詳細については、ワークフローの IAM ポリシー (p. 180) を参照してください。
[Save] を選択します。
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ワークフローを実行するには

ワークフローを実行するには、関連付けられたワークフローで設定した Transfer Family サーバーにファイ
ルをアップロードします。

Note

サーバーからワークフローを削除して新しいワークフローに置き換えたり、(ワークフローの実行
ロールに影響する) サーバー構成を更新したりするたびに、新しいワークフローを実行する前に約 
10 分待つ必要があります。Transfer Family サーバーはワークフローの詳細をキャッシュし、サー
バーがキャッシュを更新するには 10 分かかります。

Example

# Execute a workflow
> sftp bob@s-1234567890abcdef0.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com

Connected to s-1234567890abcdef0.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com.
sftp> put doc1.pdf
Uploading doc1.pdf to /DOC-EXAMPLE-BUCKET/home/users/bob/doc1.pdf
doc1.pdf                                                                    100% 5013KB 
 601.0KB/s   00:08     
sftp> exit
>

ファイルがアップロードされると、定義されたアクションがファイルに対して実行されます。たとえば、
ワークフローにコピーステップが含まれている場合、そのステップで定義した場所にファイルがコピーさ
れます。Amazon CloudWatch Logs を使用して、実行されたステップとその実行ステータスを追跡できま
す。

ワークフロー詳細の表示
以前に作成したワークフローまたはワークフローの実行に関する詳細を表示できます。アセットの詳細を
表示するには、コンソールまたは AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用します。

Console

ワークフロー詳細の表示

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
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2. ナビゲーションペインで [Workflows] (ワークフロー) を選択します。
3. [Workflows] (ワークフロー) ページでワークフローを選択します。

ワークフローの詳細ページが開きます。

CLI

ワークフローの詳細を表示するには、次の例に示すように CLI で describe-workflow コマンドを
使用します。ワークフロー IDw-1234567890abcdef0 を独自の値に置き換えます。詳細について
は、AWS CLIコマンドリファレンスの describe-workflow を参照してください。

# View Workflow details
> aws transfer describe-workflow --workflow-id w-1234567890abcdef0
{ 
    "Workflow": { 
        "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:111122223333:workflow/w-1234567890abcdef0", 
        "WorkflowId": "w-1234567890abcdef0", 
        "Name": "Copy file to shared_files", 
        "Steps": [ 
            { 
                "Type": "COPY", 
                "CopyStepDetails": { 
                "Name": "Copy to shared", 
                "FileLocation": { 
                    "S3FileLocation": { 
                        "Bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
                        "Key": "home/shared_files/" 
                    } 
                } 
                } 
            } 
        ], 
        "OnException": {} 
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    }
}

AWS CloudFormationワークフローがスタックの一部として作成された場合は、AWS CloudFormationコン
ソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を使用してワークフローを管理できます。

事前定義されたステップを使用する
ワークフローを作成するときに、このトピックで説明する以下の定義済みステップのいずれかを追加する
ことを選択できます。また、独自のカスタムファイル処理ステップを追加することもできます。詳細につ
いては、「the section called “カスタムのファイル処理ステップを使用する” (p. 176)」を参照してくださ
い。

トピック
• [ファイルをコピー] (p. 163)
• ファイルを復号化 (p. 167)
• タグファイル (p. 170)
• [ファイルを削除] (p. 171)
• タグ付けと削除のワークフローの例 (p. 172)

[ファイルをコピー]
ファイルをコピーするステップでは、アップロードされたファイルのコピーが新しい Amazon S3 の場所
に作成されます。現在、ファイルのコピーステップは Amazon S3 でのみ使用できます。

次のファイルコピーステップでは、testfile-testファイルを宛先バケットのフォルダーにコピーしま
す。

ファイルをコピーするステップがワークフローの最初のステップではない場合は、ファイルの場所を指定
できます。ファイルの場所を指定することで、前のステップで使用したファイルまたはアップロードされ
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た元のファイルのいずれかをコピーできます。この機能を使用すると、元のファイルの複数のコピーを作
成し、ソースファイルをそのままにして、ファイルのアーカイブや記録の保存を行うことができます。例
については、「タグ付けと削除のワークフローの例 (p. 172)」を参照してください。

バケットとキーの詳細を入力します
ファイルのコピー先のバケット名とキーを指定する必要があります。キーには、パス名またはファイル名
を指定できます。キーがパス名またはファイル名のどちらとして扱われるかは、キーの末尾にスラッシュ 
(/) を付けるかどうかで決まります。

最後の文字が「/」の場合、ファイルはフォルダにコピーされ、その名前は変わりません。最後の文字が英
数字の場合、アップロードしたファイルの名前が path 値に変更されます。その名前のファイルがすでに存
在する場合、動作は、[既存のファイルを上書き] フィールドの設定によって異なります。

• 「既存のファイルを上書き」を選択すると、既存のファイルが処理中のファイルに置き換えられます。
• 「既存を上書き」が選択されていない場合は何も起こらず、ワークフロー処理は停止します。
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Tip

同じファイルパスで同時に書き込みを実行すると、ファイルの上書き時に予期しない動作が発
生する可能性があります。

たとえば、キー値がの場合test/、testアップロードしたファイルはそのフォルダにコピーされま
す。キー値がtest/today、(かつ既存のファイルを上書き) の場合、アップロードするどのファイル
も、todaytestそのフォルダ内のファイルにコピーされ、後続の各ファイルで以前のファイルが上書きさ
れます。

Note

Amazon S3 ではバケットとオブジェクトをサポートしており、階層はありません。ただし、オブ
ジェクトキー名にプレフィックスと区切り文字を使用して階層を示し、フォルダーと同様にデー
タを整理することができます。

ファイルコピーステップで名前付き変数を使用する
ファイルをコピーするステップでは、変数を使用してファイルをユーザー固有のフォルダーに動的にコ
ピーできます。現在、${transfer:UserName}${transfer:UploadDate}またはを変数として使用し
て、ファイルをアップロードしている特定のユーザーの宛先の場所にファイルをコピーしたり、現在の日
付に基づいてファイルをコピーしたりできます。

次の例では、richard-roeユーザーがファイルをアップロードすると、file-test2/richard-roe/
processed/そのファイルはフォルダーにコピーされます。mary-majorユーザーがファイルをアップ
ロードすると、file-test2/mary-major/processed/そのファイルはフォルダーにコピーされます。
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同様に、${transfer:UploadDate}変数として使用して、現在の日付にちなんだ宛先の場所にファイル
をコピーできます。次の例では、宛先を 2022 年 2 月 1${transfer:UploadDate}/processed 日に設
定すると、file-test2/2022-02-01/processed/アップロードされたファイルはそのフォルダーにコ
ピーされます。

これらの変数を両方とも一緒に使用して、それぞれの機能を組み合わせて使用することもできます。例:

• たとえば、宛先key prefix に設定するとfolder/${transfer:UserName}/
${transfer:UploadDate}/、ネストされたフォルダーが作成されますfolder/
marymajor/2023-01-05/。

• たとえば、Destination key prefix に設定してfolder/${transfer:UserName}-
${transfer:UploadDate}/、2folder/marymajor-2023-01-05/ つの変数を連結できます。

コピーステップの IAM 許可
コピーステップを成功させるには、ワークフローの実行ロールに次の権限が含まれていることを確認して
ください。

{ 
            "Sid": "ListBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::destination-bucket-name" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "HomeDirObjectAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 

166



AWS Transfer Family ユーザーガイド
ファイルを復号化

                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:DeleteObjectVersion", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::destination-bucket-name/*" 
        }

Note

s3:ListBucketこの権限は、「既存を上書き」を選択しない場合にのみ必要です。このアクセ
ス許可は、バケットをチェックして、同じ名前のファイルがすでに存在するかどうかを確認しま
す。「既存のファイルを上書き」を選択した場合、ワークフローはファイルをチェックする必要
がなく、ファイルを書き込むだけで済みます。

ファイルを復号化
ワークフローで PGP 復号化を使用する
Transfer Family には、プリティ・グッド・プライバシー（PGP）復号化のサポートが組み込まれてい
ます。PGP 復号化は、SFTPS、または FTP を介して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) or 
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) にアップロードしたファイルで使用できます。

PGP 復号化を使用するには、ファイルの復号化に使用する PGP 秘密鍵を作成して保存する必要があり
ます。ユーザーは、Transfer Family サーバーにファイルをアップロードする前に、対応する PGP 暗号化
キーを使用してファイルを暗号化できます。暗号化されたファイルを受け取ったら、ワークフローでそれ
らのファイルを復号化できます。

ワークフローで PGP 復号化を使用するには

1. ワークフローをホストするTTransfer Family ilyサーバーを指定するか、新しいサーバーを作成しま
す。PGPAWS Secrets Manager キーを正しいシークレット名で保存するには、サーバー ID が必要で
す。

2. PGPAWS Secrets Manager キーを必要なシークレット名で保存します。詳細については、「PGP 
キーを管理 (p. 243)」を参照してください。ワークフローでは、Secrets Manager のシークレット名
に基づいて、復号化に使用する正しい PGP キーを自動的に見つけることができます。

3. PGP key pair を使用してファイルを暗号化します。(サポートされるクライアントのリストにつ
いては、「」を参照してくださいサポートされる PGP クライアント (p. 245)。コマンドライン
を使用している場合は、以下のコマンドを実行します。このコマンドを使用するには、PGP key 
pairusername@example.com 作成に使用したメールアドレスに置き換えます。testfile.txtを暗
号化するファイル名に置き換えます。

gpg -e -r username@example.com testfile.txt

4. 暗号化されたファイルを Transfer Family サーバーにアップロードします。
5. ワークフローで復号ステップを設定します。詳細については、「復号化ステップを追加す

る (p. 167)」を参照してください。

復号化ステップを追加する
復号化ステップでは、ワークフローの一部として Amazon S3 または Amazon EFS にアップロードされた
暗号化されたファイルを復号化します。復号化の設定の詳細については、「」を参照してくださいワーク
フローで PGP 復号化を使用する (p. 167)。
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ワークフローの復号化ステップを作成するときは、復号化されたファイルの宛先を指定する必要がありま
す。宛先の場所にファイルがすでに存在する場合は、既存のファイルを上書きするかどうかも選択する必
要があります。Amazon Logs を使用すると、復号ワークフローの結果を監視し、 CloudWatch 各ファイル
の監査ログをリアルタイムで取得できます。

ステップの [復号化] ファイルタイプを選択すると、[パラメータの設定] ページが表示されます。「PGP 復
号化パラメータの設定」セクションに値を入力します。

使用できるオプションは次のとおりです。

• ステップ名 — ステップのわかりやすい名前を入力します。
• ファイルの場所 — ファイルの場所を指定することで、前のステップで使用したファイルまたはアップ

ロードされた元のファイルのいずれかを復号化できます。

Note

このステップがワークフローの最初のステップである場合、このパラメーターは使用できませ
ん。

• 復号化されたファイルの宛先 — 復号化されたファイルの宛先として Amazon S3 バケットまたは 
Amazon EFS ファイルシステムを選択します。
• Amazon S3 を選択した場合、宛先バケット名と宛先key prefix 指定する必要があります。宛先キープ

レフィックスをユーザ名でパラメータ化するには、宛先key prefix${transfer:UserName} にを入力
します。同様に、宛先キープレフィックスをアップロード日ごとにパラメータ化するには、[宛先key 
prefix] にを入力します${Transfer:UploadDate}。

• Amazon EFS を選択した場合は、宛先ファイルシステムとパスを指定する必要があります。

Note

ここで選択するストレージオプションは、このワークフローが関連付けられているTTransfer 
Family ilyサーバが使用するストレージシステムと一致している必要があります。作成されてい
ない場合は、このワークフローを実行しようとするとエラーが発生します。

• 既存のファイルを上書き — ファイルをアップロードし、同じファイル名のファイルが宛先にすでに存在
する場合、動作はこのパラメータの設定によって異なります。
• 「既存のファイルを上書き」を選択すると、既存のファイルが処理中のファイルに置き換えられま

す。
• 「既存を上書き」が選択されていない場合は何も起こらず、ワークフロー処理は停止します。

Tip

同じファイルパスで同時に書き込みを実行すると、ファイルの上書き時に予期しない動作が
発生する可能性があります。

次のスクリーンショットは、ファイルの復号化ステップで選択できるオプションの例を示しています。
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復号化ステップの IAM 権限
復号化ステップを成功させるには、ワークフローの実行ロールに次の権限が含まれていることを確認して
ください。

{ 
            "Sid": "ListBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::destination-bucket-name" 
            ] 
        }, 
        { 
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            "Sid": "HomeDirObjectAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:DeleteObjectVersion", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::destination-bucket-name/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Decrypt", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:GetSecretValue", 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-ID:secret:aws/transfer/*" 
        }

Note

s3:ListBucketこの権限は、「既存を上書き」を選択しない場合にのみ必要です。このアクセ
ス許可は、バケットをチェックして、同じ名前のファイルがすでに存在するかどうかを確認しま
す。「既存のファイルを上書き」を選択した場合、ワークフローはファイルをチェックする必要
がなく、ファイルを書き込むだけで済みます。

タグファイル
後続の処理のために受信ファイルにタグを付けるには、タグステップを使用します。受信ファイルに割り
当てるタグの値を入力します。現在、タグ操作は Transfer Family サーバーのストレージに Amazon S3 を
使用している場合にのみサポートされています。

次のタグステップ例では、scan_outcomecleanとをそれぞれタグキーと値として割り当てます。
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タグステップを成功させるには、ワークフローの実行ロールに次の権限が含まれていることを確認してく
ださい。

{ 
            "Sid": "Tag", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObjectTagging", 
                "s3:PutObjectVersionTagging" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*" 
            ]
}

[ファイルを削除]
前のワークフローステップから処理済みファイルを削除したり、最初にアップロードしたファイルを削除
したりするには、ファイル削除ステップを使用します。
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削除ステップを成功させるには、ワークフローの実行ロールに次の権限が含まれていることを確認してく
ださい。

{ 
            "Sid": "Delete", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:DeleteObjectVersion", 
                "s3:DeleteObject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-ID:secret:aws/transfer/*" 
        }

タグ付けと削除のワークフローの例
次の例は、データ分析プラットフォームなどのダウンストリームアプリケーションで処理する必要があ
る受信ファイルにタグを付けるワークフローを示しています。受信ファイルにタグを付けた後、ワークフ
ローは最初にアップロードされたファイルを削除してストレージコストを節約します。

Console

タグ付けと移動のワークフローの例

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Workflows] (ワークフロー) を選択します。
3. [Workflows] (ワークフロー) ページで [Create workflow] (ワークフローの作成) を選択します。
4. [ワークフローの作成] ページで、説明を入力します。この説明は [Workflows] (ワークフロー) ペー

ジに表示されます。
5. 最初のステップ (コピー) を追加します。

a. 「ノミナルステップ」セクションで、「ステップを追加」を選択します。
b. [ファイルをコピー] を選択し、[次へ] を選択します。
c. ステップ名を入力し、宛先バケットとkey prefix スを選択します。
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d. [Next] (次へ) を選択してからステップの詳細を見直します。
e. [ステップの作成] を選択して、次のステップに進みます。

6. 2 番目のステップ (タグ) を追加します。

a. 「ノミナルステップ」セクションで、「ステップを追加」を選択します。
b. [ファイルをタグ付け] を選択し、[次へ] を選択します。
c. ステップ名を入力します。
d. [ファイルの場所] で、[前の手順で作成したファイルにタグを付ける] を選択します。
e. [Key] (キー) と [Value] (値) を入力します。
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f. [Next] (次へ) を選択してからステップの詳細を見直します。
g. [ステップの作成] を選択して、次のステップに進みます。

7. 3 番目のステップを追加します (削除)。

a. 「ノミナルステップ」セクションで、「ステップを追加」を選択します。
b. [ファイルを削除] を選択し、[次へ] を選択します。

c. ステップ名を入力します。
d. [ファイルの場所] で、[元のソースファイルを削除] を選択します。
e. [Next] (次へ) を選択してからステップの詳細を見直します。
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f. [ステップの作成] を選択して、次のステップに進みます。
8. ワークフローの設定を確認して、[ワークフローの作成] を選択します。

CLI

タグ付けと移動のワークフローの例

1. 次のコードをファイルに保存します (例:)tagAndMoveWorkflow.json。user input 
placeholder を、ユーザー自身の情報に置き換えます。

[ 
      { 
          "Type": "COPY", 
          "CopyStepDetails": { 
              "Name": "CopyStep", 
              "DestinationFileLocation": { 
                  "S3FileLocation": { 
                      "Bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
                      "Key": "test/" 
                  } 
              } 
          } 
      }, 
      { 
          "Type": "TAG", 
          "TagStepDetails": { 
              "Name": "TagStep", 
              "Tags": [ 
                  { 
                      "Key": "name", 
                      "Value": "demo" 
                  } 
              ], 
              "SourceFileLocation": "${previous.file}" 
          } 
      },
{ 
        "Type": "DELETE", 
        "DeleteStepDetails":{ 
          "Name":"DeleteStep", 
          "SourceFileLocation": "${original.file}" 
        } 
  }

]

最初のステップでは、アップロードされたファイルを新しい Amazon S3 の場所にコピーしま
す。2 番目のステップでは、新しい場所にコピーされたファイル (previous.file) にタグ (キー
と値のペア) を追加します。最後に、3 番目のステップで元のファイル (original.file) を削除
します。

2. 保存したファイルからワークフローを作成します。user input placeholder を、ユーザー自
身の情報に置き換えます。

aws transfer create-workflow --description "short-description" --steps file://path-
to-file --region region-ID

例:
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aws transfer create-workflow --description "copy-tag-delete workflow" --steps 
 file://tagAndMoveWorkflow.json --region us-east-1

Note

ファイルを使用してパラメータをロードする方法の詳細については、「ファイルからパ
ラメータをロードする方法」を参照してください。

3. 既存のサーバーを更新します。

Note

このステップでは、TTransfer Family サーバーが既に存在していて、それにワーク
フローを関連付けることを前提としています。そうでない場合は、「サーバーの作
成 (p. 24)」を参照してください。user input placeholder を、ユーザー自身の情報
に置き換えます。

aws transfer update-server --server-id server-ID --region region-ID 
  --workflow-details '{"OnUpload":[{ "WorkflowId": "workflow-ID","ExecutionRole": 
 "execution-role-ARN"}]}'

例:

aws transfer update-server --server-id s-1234567890abcdef0 --region us-east-2  
  --workflow-details '{"OnUpload":[{ "WorkflowId": "w-
abcdef01234567890","ExecutionRole": "arn:aws:iam::111111111111:role/nikki-wolf-
execution-role"}]}'

カスタムのファイル処理ステップを使用する
カスタムのファイル処理ステップを使用すると、を使用して独自のファイル処理ロジックを作成できます
AWS Lambda。ファイルが到着すると、Transfer Family サーバーは、ファイルの暗号化、マルウェアのス
キャン、間違ったファイルタイプのチェックなどのカスタムファイル処理ロジックを含む Lambda 関数を
呼び出します。次の例では、AWS Lambdaターゲット関数を使用して前のステップの出力ファイルを処理
します。
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Note

サンプルの Lambda 関数については、「カスタムワークフローステップの Lambda 関数の
例 (p. 179)」を参照してください。

カスタムワークフローステップでは、SendWorkflowStepStateAPI オペレーションを呼び出すように設定
する必要があります。 SendWorkflowStepStateステップが成功または失敗のステータスで完了したこ
とをワークフロー実行に通知します。SendWorkflowStepStateAPI オペレーションのステータスによ
り、Lambda 関数の結果に基づいて、例外ハンドラーステップまたは線形シーケンスのノミナルステップ
が呼び出されます。

Lambda 関数が失敗するかタイムアウトするかタイムアウトになると、ステップが失敗し、StepErrored
CloudWatch ログに表示されます。Lambda 関数が公称ステップの一部であり、関数が公称ステップの一
部であり、関数が公称ステップの一部であり、関数が公称ステップの一部であり、Status="FAILURE"タ
イムアウトするかタイムアウトするかタイムアウトするかタイムアウトするかタイムアウトするかタ
イムアウトするかタイムアウトするかタイムアウトするかタイムアウトになるかタイムアウトになりま
す。SendWorkflowStepStateこの場合、ワークフローは残りの (もしあれば) わずかなステップを実行
し続けません。詳細については、「ワークフローの例外処理 (p. 184)」を参照してください。

SendWorkflowStepStateAPI オペレーションを呼び出す際には、以下のパラメータを送信する必要があ
ります。

{ 
    "ExecutionId": "string", 
    "Status": "string", 
    "Token": "string", 
    "WorkflowId": "string"
}

LambdaWorkflowId 関数の実行時に渡される入力イベントから、、およびを抽出できます (以下のセク
ションで例を示します)。ExecutionIdTokenStatusSUCCESSFAILURE値はまたはのいずれかです。
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Lambda 関数からSendWorkflowStepState API オペレーションを呼び出せるようにするには、マネー
ジドワークフローが導入された後に公開したバージョンのAWS (p. 570) SDK を使用する必要がありま
す。

複数の Lambda 関数を連続して使用する
複数のカスタムステップを次々に使用する場合、[ファイルの場所] オプションの動作は、カスタムステッ
プを 1 つだけ使用する場合とは異なります。TTransfer Family ilyは、Lambda 処理されたファイルを次の
ステップの入力として返すことをサポートしていません。そのため、previous.file複数のカスタムス
テップがすべてオプションを使用するように構成されている場合、それらはすべて同じファイル場所 (最
初のカスタムステップの入力ファイルの場所) を使用します。

Note

また、カスタムステップの後に定義済みのステップ (タグ付け、コピー、復号化、削除) がある場
合も、previous.file設定の動作が異なります。previous.file定義済みのステップがその設
定を使用するように構成されている場合、定義済みのステップはカスタムステップで使用されて
いるのと同じ入力ファイルを使用します。カスタムステップで処理されたファイルは、定義済み
のステップには渡されません。

カスタム処理後のファイルへのアクセス
Amazon S3 をストレージとして使用していて、ワークフローに最初にアップロードされたファイルに対し
てアクションを実行するカスタムステップが含まれている場合、後続のステップはその処理済みファイル
にアクセスできません。つまり、カスタムステップの後のステップは、カスタムステップ出力から更新さ
れたファイルを参照できません。

たとえば、ワークフローに次の 3 つがあるとします。

• ステップ 1 —example-file.txt という名前のファイルをアップロードします。
• ステップ 2 —example-file.txt 何らかの形で変化する Lambda 関数を呼び出します。
• ステップ 3 —example-file.txt の更新バージョンでさらに処理を実行してみます。

ステップ 3sourceFileLocation のをに設定した場合${original.file}、ステップ 3 では、ステッ
プ 1 でサーバがファイルをストレージにアップロードしたときからの元のファイルの場所を使用します。
ステップ 3 でを使用する場合${previous.file}、ステップ 3 はステップ 2 で入力として使用したファ
イルの場所を再利用します。

そのため、ステップ 3 ではエラーが発生します。たとえば、手順 3 で更新したものをコピーしようとする
とexample-file.txt、次のエラーが表示されます。

{ 
    "type": "StepErrored", 
    "details": { 
        "errorType": "NOT_FOUND", 
        "errorMessage": "ETag constraint not met (Service: null; Status Code: 412; Error 
 Code: null; Request ID: null; S3 Extended Request ID: null; Proxy: null)", 
        "stepType": "COPY", 
        "stepName": "CopyFile" 
    },

このエラーは、カスタムステップがのエンティティタグ (ETag)example-file.txt を変更して元のファ
イルと一致しないことが原因で発生します。

Note

Amazon EFS を使用している場合、Amazon EFS ではエンティティタグを使用してファイルを識
別しないため、この動作は発生しません。
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AWS Lambdaファイルのアップロード時に送信される
イベントの例
次の例は、AWS Lambdaファイルのアップロードが完了したときに送信されるイベントを示していま
す。1 つは Transfer Family サーバーでドメインを Amazon S3 で設定した例。1 つは Transfer Family サー
バーでドメインで Amazon EFS を使用する例です。

Custom step that uses an Amazon S3 domain

{ 
    "token": "MzI0Nzc4ZDktMGRmMi00MjFhLTgxMjUtYWZmZmRmODNkYjc0", 
    "serviceMetadata": { 
        "executionDetails": { 
            "workflowId": "w-1234567890example", 
            "executionId": "abcd1234-aa11-bb22-cc33-abcdef123456" 
        }, 
        "transferDetails": { 
            "sessionId": "36688ff5d2deda8c", 
            "userName": "myuser", 
            "serverId": "s-example1234567890" 
        } 
    }, 
    "fileLocation": { 
        "domain": "S3", 
        "bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
        "key": "path/to/mykey", 
        "eTag": "d8e8fca2dc0f896fd7cb4cb0031ba249", 
        "versionId": null 
    }
}

Custom step that uses an Amazon EFS domain

{ 
    "token": "MTg0N2Y3N2UtNWI5Ny00ZmZlLTk5YTgtZTU3YzViYjllNmZm", 
    "serviceMetadata": { 
        "executionDetails": { 
            "workflowId": "w-1234567890example", 
            "executionId": "abcd1234-aa11-bb22-cc33-abcdef123456" 
        }, 
        "transferDetails": { 
            "sessionId": "36688ff5d2deda8c", 
            "userName": "myuser", 
            "serverId": "s-example1234567890" 
        } 
    }, 
    "fileLocation": { 
        "domain": "EFS", 
        "fileSystemId": "fs-1234567", 
        "path": "/path/to/myfile" 
    }
}

カスタムワークフローステップの Lambda 関数の例
次の Lambda 関数は、実行ステータスに関する情報を抽出し、SendWorkflowStepStateAPI オペレーショ
ンを呼び出して、そのステータスをステップのワークフローに返します (SUCCESSまたは)FAILURE。関数
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でSendWorkflowStepState API オペレーションを呼び出す前に、ワークフローのロジックに基づいて
アクションを実行するように Lambda を設定できます。

import json
import boto3

transfer = boto3.client('transfer')

def lambda_handler(event, context): 
    print(json.dumps(event)) 

    # call the SendWorkflowStepState API to notify the workflow about the step's SUCCESS or 
 FAILURE status 
    response = transfer.send_workflow_step_state( 
        WorkflowId=event['serviceMetadata']['executionDetails']['workflowId'], 
        ExecutionId=event['serviceMetadata']['executionDetails']['executionId'], 
        Token=event['token'], 
        Status='SUCCESS|FAILURE' 
    ) 

    print(json.dumps(response)) 

    return { 
      'statusCode': 200, 
      'body': json.dumps(response) 
    }

カスタムステップの IAM 権限
Lambda を呼び出すステップを成功させるには、ワークフローの実行ロールに次の権限が含まれているこ
とを確認してください。

{ 
            "Sid": "Custom", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lambda:InvokeFunction" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name" 
            ] 
        }

ワークフローの IAM ポリシー
サーバーにワークフローを追加する際には、実行ロールを選択する必要があります。サーバーは、ワー
クフローの実行時にこのロールを使用します。ロールに適切なアクセス許可がない場合、AWS Transfer 
Familyワークフローを実行できません。

このセクションでは、AWS Identity and Access Managementワークフローの実行に使用できる一連の 
(IAM) アクセス許可セットの 1 つについて説明します。このトピックの後半で、他の例を紹介していま
す。

ワークフローの実行ロールを作成するには

1. 新しい IAM ロールを作成し、AWSAWSTransferFullAccessマネージドポリシーをロールに追加
します。新しい IAM ロールを作成する方法の詳細については、「」を参照してくださいthe section 
called “IAM ポリシーとロールを作成する” (p. 11)。
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2. 次のアクセス許可を持つポリシーを作成してロールにアタッチします。user input placeholder
を、ユーザー自身の情報に置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ConsoleAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:GetBucketLocation", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListObjectsInBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllObjectActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:*Object", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "GetObjectVersion", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:GetObjectVersion", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "Custom", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lambda:InvokeFunction" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "Tag", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObjectTagging", 
                "s3:PutObjectVersionTagging" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

3. このロールを保存し、ワークフローをサーバーに追加する際に実行ロールとして指定します。
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Note

IAM ロールを構築する際には、AWSワークフローに合わせてリソースへのアクセスをできる
限り制限することを推奨します。

ワークフローの信頼関係
ワークフロー実行ロールには、との信頼関係も必要ですtransfer.amazonaws.com。の信頼関係を確立
するにはAWS Transfer Family、「」を参照してください信頼関係を確立するには (p. 12)。

信頼関係を築きながら、混乱する代理人の問題を避けるための対策を講じることもできます。この問題の
説明と回避方法の例については、を参照してくださいthe section called “サービス間の混乱した代理の防
止” (p. 264)。

実行ロールの例:復号化、コピー、タグ付け
タグ付け、コピー、復号化のステップを含むワークフローがある場合は、次の IAM ポリシーを使用できま
す。user input placeholder を、ユーザー自身の情報に置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CopyRead", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectTagging" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::source-bucket-name/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CopyWrite", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectTagging" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::destination-bucket-name/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CopyList", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::source-bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::destination-bucket-name" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "Tag", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObjectTagging", 
                "s3:PutObjectVersionTagging" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::destination-bucket-name/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:RequestObjectTag/Archive": "yes" 
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                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::destination-bucket-name" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "HomeDirObjectAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:DeleteObjectVersion", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::destination-bucket-name/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Decrypt", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:GetSecretValue" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-ID:secret:aws/transfer/*" 
        } 
    ]
}

実行ロールの例:関数の実行と削除
この例では、AWS Lambda関数を呼び出すワークフローがあります。ワークフローがアップロードされた
ファイルを削除し、前のステップでワークフローの実行が失敗したときに処理する例外ハンドラーステッ
プがある場合は、次の IAM ポリシーを使用してください。user input placeholder を、ユーザー自
身の情報に置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Delete", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:DeleteObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Custom", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lambda:InvokeFunction" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name" 
            ] 
        } 
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    ]
}

ワークフローの例外処理
ワークフローの実行中にエラーが発生した場合、指定した例外処理ステップが実行されます。ワークフ
ローのエラー処理ステップは、ワークフローの公称ステップを指定するのと同じ要領で指定します。たと
えば、受信ファイルを検証するためのカスタム処理をわずかなステップで設定したとします。ファイルの
検証に失敗した場合、例外処理ステップで管理者にメールを送信できます。

次のワークフロー例には 2 つのステップが含まれています。

• アップロードされたファイルが CSV 形式かどうかをチェックする簡単な手順
• アップロードされたファイルが CSV 形式でない場合にメールを送信する例外処理ステップで、通常のス

テップが失敗した場合に備えて E メールを送信します。

例外処理ステップを開始するには、AWS Lambdaノミナルステップの関数がで応答しなければなりま
せんStatus="FAILURE"。ワークフローのエラー処理の詳細については、「」を参照してくださいthe 
section called “カスタムのファイル処理ステップを使用する” (p. 176)。

ワークフロー実行のモニタリング
Amazon は、 CloudWatch AWSAWS クラウドのリソースおよびで実行するアプリケーションをリアルタ
イムでモニタリングします。Amazon CloudWatch を使用して、ワークフローで測定できる変数であるメ
トリクスを収集し、追跡できます。Amazon を使用して、ワークフローメトリックスと統合ログを表示で
きます CloudWatch。

CloudWatch ワークフローのログ記録
CloudWatch ワークフローの進行状況と結果に関する統合監査とログ記録を提供します。

ワークフローの Amazon CloudWatch ログを表示する

1. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ で Amazon CloudWatch コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[ログ]、[ロググループ] の順に選択します。
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3. ロググループページのナビゲーションバーで、AWS Transfer Familyサーバーの正しい地域を選択しま
す。

4. サーバーに対応するロググループを選択します。

たとえば、サーバー ID がの場合s-1234567890abcdef0、ロググループはです/aws/transfer/
s-1234567890abcdef0。

5. サーバーのロググループ詳細ページに最新のログストリームが表示されます。調査対象のユーザーの
ログストリームは 2 つあります。

• 1 つは Secure Shell のファイル転送プロトコル、Secure Shell File のファイル転送プロトコル、1 
つは Secure Shell File

• 1 つはサーバーで実行されているワークフロー用です。ワークフローのログストリームの形式は
username.workflowID.uniqueStreamSuffix です。

たとえば、ユーザーがの場合mary-major、次のようなログストリームになります。

mary-major-east.1234567890abcdef0
mary.w-abcdef01234567890.021345abcdef6789

Note

この例に挙げた 16 桁の英数字の識別子は架空のものです。Amazon CloudWatch に表示され
る値は異なります。

mary-major-usa-east.1234567890abcdef0のログイベントページには各ユーザーセッションの詳細
が表示され、mary.w-abcdef01234567890.021345abcdef6789ログストリームにはワークフローの詳
細が含まれます。

以下は、コピーステップを含むワークフロー (w-abcdef01234567890) に基づくサンプルログストリー
ムの例です。mary.w-abcdef01234567890.021345abcdef6789

{ 
    "type": "ExecutionStarted", 
    "details": { 
        "input": { 
            "initialFileLocation": { 
                "bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
                "key": "mary/workflowSteps2.json", 
                "versionId": "version-id", 
                "etag": "etag-id" 
            } 
        } 
    }, 
    "workflowId":"w-abcdef01234567890", 
    "executionId":"execution-id", 
    "transferDetails": { 
        "serverId":"s-server-id", 
        "username":"mary", 
        "sessionId":"session-id" 
    }
},
{ 
    "type":"StepStarted", 
    "details": { 
        "input": { 
            "fileLocation": { 
                "backingStore":"S3", 
                "bucket":"DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
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                "key":"mary/workflowSteps2.json", 
                "versionId":"version-id", 
                "etag":"etag-id" 
            } 
        }, 
        "stepType":"COPY", 
        "stepName":"copyToShared" 
    }, 
    "workflowId":"w-abcdef01234567890", 
    "executionId":"execution-id", 
    "transferDetails": { 
        "serverId":"s-server-id", 
        "username":"mary", 
        "sessionId":"session-id" 
    }
},
{ 
    "type":"StepCompleted", 
    "details":{ 
        "output":{}, 
        "stepType":"COPY", 
        "stepName":"copyToShared" 
    }, 
    "workflowId":"w-abcdef01234567890", 
    "executionId":"execution-id", 
    "transferDetails":{ 
        "serverId":"server-id", 
        "username":"mary", 
        "sessionId":"session-id" 
    }
},
{ 
    "type":"ExecutionCompleted", 
    "details": {}, 
    "workflowId":"w-abcdef01234567890", 
    "executionId":"execution-id", 
    "transferDetails":{ 
        "serverId":"s-server-id", 
        "username":"mary", 
        "sessionId":"session-id" 
    }
}

CloudWatch ワークフローの指標
AWS Transfer Familyには、ワークフローに関するいくつかの指標が用意されています。直前の 1 分間
に開始された、正常に完了した、および失敗したワークフローの実行数に関するメトリックを表示でき
ます。TTransfer Family CloudWatch ilyのすべての指標については、で説明していますTransfer Family 
CloudWatch に関する指標の使用 (p. 226)。

テンプレートからのワークフローの作成
AWS CloudFormationテンプレートからワークフローとサーバーを作成するスタックをデプロイできま
す。この手順には、ワークフローをすばやく展開するために使用できる例が含まれています。

AWS CloudFormationAWS Transfer Familyワークフローとサーバーを作成するスタックを作成す
るには

1. AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。
2. 次のコードをファイルに保存します。
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YAML

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources: 
  SFTPServer: 
    Type: 'AWS::Transfer::Server' 
    Properties: 
      WorkflowDetails: 
        OnUpload: 
          - ExecutionRole: workflow-execution-role-arn
            WorkflowId: !GetAtt 
              - TransferWorkflow 
              - WorkflowId 
  TransferWorkflow: 
    Type: AWS::Transfer::Workflow 
    Properties: 
      Description: Transfer Family Workflows Blog 
      Steps: 
        - Type: COPY 
          CopyStepDetails: 
            Name: copyToUserKey 
            DestinationFileLocation: 
              S3FileLocation: 
                Bucket: archived-records 
                Key: ${transfer:UserName}/ 
            OverwriteExisting: 'TRUE' 
        - Type: TAG 
          TagStepDetails: 
            Name: tagFileForArchive 
            Tags: 
              - Key: Archive 
                Value: yes 
        - Type: CUSTOM 
          CustomStepDetails: 
            Name: transferExtract 
            Target: arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name
            TimeoutSeconds: 60 
        - Type: DELETE 
          DeleteStepDetails: 
            Name: DeleteInputFile 
            SourceFileLocation: '${original.file}' 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: TransferFamilyWorkflows

JSON

{ 
    "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", 
    "Resources": { 
        "SFTPServer": { 
            "Type": "AWS::Transfer::Server", 
            "Properties": { 
                "WorkflowDetails": { 
                    "OnUpload": [ 
                        { 
                            "ExecutionRole": "workflow-execution-role-arn", 
                            "WorkflowId": { 
                                "Fn::GetAtt": [ 
                                    "TransferWorkflow", 
                                    "WorkflowId" 
                                ] 
                            } 
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                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        "TransferWorkflow": { 
            "Type": "AWS::Transfer::Workflow", 
            "Properties": { 
                "Description": "Transfer Family Workflows Blog", 
                "Steps": [ 
                    { 
                        "Type": "COPY", 
                        "CopyStepDetails": { 
                            "Name": "copyToUserKey", 
                            "DestinationFileLocation": { 
                                "S3FileLocation": { 
                                    "Bucket": "archived-records", 
                                    "Key": "${transfer:UserName}/" 
                                } 
                            }, 
                            "OverwriteExisting": "TRUE" 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "TAG", 
                        "TagStepDetails": { 
                            "Name": "tagFileForArchive", 
                            "Tags": [ 
                                { 
                                    "Key": "Archive", 
                                    "Value": "yes" 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "CUSTOM", 
                        "CustomStepDetails": { 
                            "Name": "transferExtract", 
                            "Target": "arn:aws:lambda:region:account-
id:function:function-name", 
                            "TimeoutSeconds": 60 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "Type": "DELETE", 
                        "DeleteStepDetails": { 
                            "Name": "DeleteInputFile", 
                            "SourceFileLocation": "${original.file}" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "Tags": [ 
                    { 
                        "Key": "Name", 
                        "Value": "TransferFamilyWorkflows" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

3. 次の項目を実際の値に置き換えます。
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• workflow-execution-role-arn を実際のワークフロー実行ロールの ARN に置き換えます。例
えば、arn:aws:transfer:us-east-2:111122223333:workflow/w-1234567890abcdef0
です。

• を Lambda 関数の ARNarn:aws:lambda:region:account-
id:function:function-name に置き換えます。例えば、arn:aws:lambda:us-
east-2:123456789012:function:example-lambda-idp。

4. AWS CloudFormation ユーザーガイドの「スタックテンプレートの選択」に従って既存のテンプレー
トから AWS CloudFormation スタックをデプロイしてください。

スタックがデプロイされると、 CloudFormation コンソールの「Outputs」タブでスタックの詳細を表示で
きます。このテンプレートは、サービス管理対象ユーザーを使用する新しいAWS Transfer Family SFTP 
サーバーと新しいワークフローを作成し、ワークフローを新しいサーバーに関連付けます。

マネージドワークフローの制限事項と機能制限
制限事項

現時点では AWS Transfer Family のアップロード後処理ワークフローに以下の制限事項が適用されます。

• AWS Lambdaクロスアカウントおよびクロスリージョン機能はサポートされていません。ただし、AWS 
Identity and Access Management (IAM) ポリシーが正しく設定されていれば、アカウント間でコピーす
ることはできます。

• すべてのワークフローステップで、ワークフローがアクセスするすべての Amazon S3 バケットは、
ワークフロー自体と同じリージョンにある必要があります。

• 復号ステップでは、復号先がリージョンとバッキングストアのソースと一致する必要があります (たと
えば、復号するファイルが Amazon S3 に保存されている場合、指定された宛先も Amazon S3 にある必
要があります)。

• 非同期カスタムステップのみがサポートされます。
• カスタムステップタイムアウトは概算です。つまり、指定したもタイムアウトに少し時間がかかること

があります。さらに、ワークフローは Lambda 関数に依存します。したがって、実行中に関数が遅延し
た場合、ワークフローは遅延を認識しません。

• スロットリング制限を超えた場合、Transfer Family はワークフローオペレーションをキューに追加しま
せん。

• サイズが 0 のファイルでは、ワークフローは開始されません。サイズが 0 より大きいファイルは、関連
付けられたワークフローを開始します。

機能制限

さらに、Transfer Family のワークフローには、次の機能制限が適用されます。

• 1 つはとリージョン、アカウントあたりのワークフローの数は 10 に制限されています。
• カスタムステップの最大タイムアウト値は 30 分です。
• ワークフローの最大ステップ数は 8 です。
• ワークグループあたりのタグの最大数は 50 です。
• 復号ステップを含む同時実行の最大数は、1 つのワークフローで 250 です。
• Transfer Family サーバーあたり、ユーザー 1 人につき、最大 3 つの PGP プライベートキーを保存でき

ます。
• 復号化ファイルの最大サイズは 10 GB です。
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• バースト容量が 100、リフィル率が 1 のトークンバケットシステムを使用して、新しい実行率を調整し
ます。

• サーバーからワークフローを削除して新しいワークフローに置き換えたり、(ワークフローの実行ロール
に影響する) サーバー構成を更新したりするたびに、新しいワークフローを実行する前に約 10 分待つ必
要があります。Transfer Family サーバーはワークフローの詳細をキャッシュし、サーバーがキャッシュ
を更新するには 10 分かかります。

チュートリアル:ファイルを復号するためのマネー
ジドワークフローの設定

このチュートリアルでは、復号ステップを含むマネージドワークフローをセットアップし、暗号化された
ファイルを Amazon S3 バケットにアップロードし、復号化されたファイルを別の Amazon S3 バケットで
表示する方法を示します。

目次

• ステップ 1: 実行ロールを設定する (p. 190)
• ステップ 2: マネージドワークフローを作成する (p. 192)
• ステップ 4: PGP key pair を作成する (p. 193)
• ステップ 5: PGP プライベートキーを次の場所に保存するAWS Secrets Manager (p. 194)
• ステップ 6: ファイルを暗号化する (p. 194)
• ステップ 7: ワークフローを実行し、結果を表示する (p. 195)

ステップ 1: 実行ロールを設定する
Transfer Family がワークフローを起動するために使用できる IAM ロールを作成する必要があります ロー
ルを作成するプロセスについては、ユーザーロールの作成 (p. 11)で説明しています。

Note

実行ロールを作成する際には、で説明されているように、必ず実行ロールとTTransfer Family信頼
関係を確立するには (p. 12) ilyの間に信頼関係を確立してください。

次のロールには、このチュートリアルで作成するワークフローを正常に実行するために必要なすべての権
限が含まれています。

Note

すべてのワークフローがこの例に記載されているすべての権限を必要とするわけではありま
せん。特定のワークフローのステップの種類に基づいて権限を制限できます。定義済みの各
ステップタイプに必要な権限については、で説明しています事前定義されたステップを使用す
る (p. 163)。カスタムステップに必要な権限については、で説明していますカスタムステップの 
IAM 権限 (p. 180)。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CopyRead", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 

190

https://en.wikipedia.org/wiki/Token_bucket


AWS Transfer Family ユーザーガイド
ステップ 1: 実行ロールを設定する

                "s3:GetObjectTagging" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::SOURCE-BUCKET-NAME/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CopyWrite", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectTagging" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::DECRYPTED-FILES-BUCKET/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CopyList", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::SOURCE-BUCKET-NAME", 
                "arn:aws:s3:::DECRYPTED-FILES-BUCKET" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "Tag", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObjectTagging", 
                "s3:PutObjectVersionTagging" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::DECRYPTED-FILES-BUCKET/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:RequestObjectTag/Archive": "yes" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "HomeDirObjectAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:DeleteObjectVersion", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::DECRYPTED-FILES-BUCKET/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Delete", 
            "Effect": "Allow", 
             "Action": [ 
                "s3:DeleteObjectVersion", 
                "s3:DeleteObject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::DECRYPTED-FILES-BUCKET/*" 
        },    
        { 
            "Sid": "Decrypt", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:GetSecretValue" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-ID:secret:aws/transfer/*" 
        } 
    ]
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}

ステップ 2: マネージドワークフローを作成する
次に、復号ステップを含むワークフローを作成する必要があります。

復号化ステップを含むワークフローを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. [ワークフロー] を選択し、[ワークフローの作成] を選択します。
3. 次の情報を入力します。

• たとえば、説明を入力しますDecrypt workflow example。
• 「ノミナルステップ」で、「ステップを追加」を選択し、「次へ」を選択します。

4. ステップタイプには、「ファイルを復号化」を選択します。
5. 「パラメータの設定」画面で、次の項目を指定します。

• たとえば、わかりやすいステップ名を入力します (スペースは使用できません)decrypt-step。
• 復号化されたファイルの宛先として、Amazon S3 を選択します。
• 宛先バケット名には、ステップ 1 で作成した IAM ポリシーで DESTINATION-BUCKET-NAME とし

て指定したものと同じ Amazon S3 バケットを選択します。
• 宛先key prefix には、復号化されたファイルを保存するフォルダの名前を入力します 

(例:)DECRYPTED-FILES-BUCKET/。

Note

必ず末尾にスラッシュ (/) を追加してください。
• このチュートリアルでは、[既存を上書き] はオフのままにします。つまり、既存のファイルと同じ

名前のファイルを復号化しようとしても、ワークフロー処理は停止し、新しいファイルは処理され
ません。

[次へ] を選択してレビュー画面に移動します。
6. ステップの詳細を書き留め、準備ができたら、[ステップの作成] を選択します。
7. このワークフローには、復号化のステップが 1 つしかありません。[ワークフローの作成] を選択して

新しいワークフローを作成します。

新しいワークフローのワークフロー ID を書き留めます。チュートリアルで
は、w-1234abcd5678efghiサンプルIDとして使用しています。次に、ワークフローをサーバーに接続す
る必要があります。このチュートリアルでは、ワークフローを既存の Transfer Family サーバーにアタッチ
します。または、ワークフローで使用する新しいサーバーを作成することもできます。

ステップ 3: サーバーにワークフローを追加してユー
ザーを作成する
復号ステップを含むワークフローができたので、それをTTransfer Family ilyサーバーに関連付ける必要が
あります。また、サーバーに SFTP 接続してワークフローを実行できるユーザーを作成する必要がありま
す。

Transfer Family サーバーを設定してワークフローを実行するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
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2. 左ナビゲーションペインで [Servers] を選択し、リストからサーバーを選択します。
3. サーバーの詳細ページで下にスクロールして [Additional details] (その他の詳細) セクションで [Edit] 

(編集) を選択します。
4. 「追加詳細の編集」ページの「管理ワークフロー」セクションで、ワークフローを選択し、対応する

実行ロールを選択します。

• 「完全ファイルアップロードのワークフロー」でステップ 2: マネージドワークフローを作成す
る (p. 192)、で作成したワークフローを選択しますw-1234abcd5678efghi。

• 管理ワークフロー実行ロールフィールドで、作成した IAM ロールを選択しますステップ 1: 実行
ロールを設定する (p. 190)。

5. ページの最下部までスクロールし、[保存] を選択して変更を保存します

使用しているサーバーの ID をメモしておきます。PGPAWS Secrets Manager キーを保存するために使用
するシークレットの名前は、サーバー ID に基づいています。

ワークフローをトリガーできるユーザーを追加するには

1. 前の手順を続行すると、復号ワークフローに使用しているサーバーのサーバー詳細ページが表示され
ます。

2. 「ユーザー」セクションまでスクロールし、「ユーザーを追加」を選択します。
3. 新規ユーザーの場合は、次の情報を入力します。

• [Username] (ユーザーネーム) に、decrypt-user と入力します。
• 「ロール」で、サーバーにアクセスできるユーザーロールを選択します。
• ホームディレクトリには、ユーザーがアクセスできるバケットを選択します。チュートリアルでは
SOURCE-BUCKET-NAME を使用していますが、これをアクセス可能な実際の Amazon S3 バケット
に置き換える必要があります。

• SSH 公開鍵の場合は、所有している秘密鍵に対応する公開鍵を貼り付けます。詳細については、
「SSH キーを生成する (p. 237)」を参照してください。

4. [追加] を選択して新しいユーザーを保存します。

このサーバーのTransfer Familyユーザーの名前を書き留めておきます。シークレットはユーザーの名前に
も基づいています。ただし、わかりやすくするために、チュートリアルでは、サーバーのどのユーザーで
も使用できるデフォルトのシークレットを使用していることに注意してください。

ステップ 4: PGP key pair を作成する
サポートされている PGP クライアントのいずれかを使用して (p. 245) PGP key pair を生成します。こ
のプロセスについては、PGP キーを生成する (p. 242)で詳しく説明しています。

PGP key pair を生成するには

1. チュートリアルでは、gpg (GnuPG) 2.0.22を使用しました。このクライアントでは、次のコマン
ドを実行し、メールアドレスとパスフレーズを指定します。好きな名前やメールアドレスを使用でき
ます。チュートリアルの後半で入力する必要があるため、使用する値を覚えておいてください。

gpg --gen-key

2. 次に、次のコマンドを実行してプライベートキーをエクスポートします。user@example.com は、
キーを生成したときに使用したメールアドレスに置き換えます。

gpg --output workflow-tutorial-key.pgp --armor --export-secret-key user@example.com
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これにより、workflow-tutorial-key.pgp秘密鍵がファイルにエクスポートされます。出力ファ
イルには好きな名前を付けることができます。プライベートキーファイルをに追加した後で削除する
こともできますAWS Secrets Manager。

ステップ 5: PGP プライベートキーを次の場所に保存
するAWS Secrets Manager
プライベートキーを Secrets Manager に特定の方法で保存する必要があります。これにより、アップロー
ドされたファイルに対して復号化ステップを実行するときに、ワークフローがプライベートキーを見つけ
ることができるようになります。

PGP プライベートキーをSecrets Manager に保存するには

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

2. 左ナビゲーションペインで [Secrets] を選択します。
3. シークレットページで、「新しいシークレットを保存」を選択します。
4. [シークレットタイプの選択] ページの [シークレットタイプ] で、[その他のタイプのシークレット] を

選択します。
5. 「キー/値のペア」セクションで、「キー/値」タブを選択します。

• キー — 入力PGPPrivateKey。
• value — プライベートキーのテキストを値フィールドに貼り付けます。

6. [行を追加] を選択し、[キー/値のペア] セクションで [キー/値] タブを選択します。

• キー — 入力PGPPassphrase。
• value — PGP key pair を生成したときに使用したパスフレーズを入力しますステップ 4: PGP key 

pair を作成する (p. 193)。
7. [Next] (次へ) を選択します。
8. [Secret Configure Secret] ページで、Secret の名前と説明を追加します。チュートリア

ルでは、デフォルトのシークレットを作成しています。サーバー ID がであると仮定し
てs-11112222333344445、aws/transfer/s-11112222333344445/@pgp-defaultシークレッ
トに名前を付けます。説明には好きなテキストを入力できます。

Note

先ほど作成したユーザーのシークレットを作成するには、aws/transfer/
s-11112222333344445/decrypt-userシークレットに名前を付けます。

9. [次へ] を選択し、[ローテーションの設定] ページのデフォルトをそのまま使用します。続いて、[Next]
(次へ) を選択します。

10. レビューページで、「Store」を選択してシークレットを作成して保存します。

Secrets Manager に PGP プライベートキーを追加する方法の詳細については、「PGPAWS Secrets 
Manager キーの保存に使用する (p. 243)」を参照してください。

ステップ 6: ファイルを暗号化する
gpgこのプログラムを使用して、ワークフローで使用するファイルを暗号化します。ファイルを暗号化す
るには、以下のコマンドを実行します。

gpg -e -r marymajor@example.com --openpgp testfile.txt
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次の点に注意してください。

• -r引数には、PGP key pair を作成時に使用した E メールアドレスを指定します。
• 暗号化されたファイルが OpenPGP RFC4880 標準に準拠するように、--openpgpフラグはオプション

です。
• このコマンドは、testfile.txt.gpgと同じ場所にという名前のファイルを作成しま

すtestfile.txt。

ステップ 7: ワークフローを実行し、結果を表示する
ワークフローを実行するには、手順 3 で作成したユーザーで Transfer Family サーバーに接続します。次
に、ステップ 2.5 で指定した Amazon S3 バケットを調べて、宛先パラメータを設定して (p. 192)、復号
化されたファイルを確認します。

復号ワークフローを実行するには

1. Linux または macOS の場合、コマンドターミナルを開きます。
2. 次のコマンドを実行して、transfer-key実際のエンドポイントとユーザーの 

SSHs-11112222333344445.server.transfer.us-east-2.amazonaws.com 秘密鍵に置き換
えます。

sftp -i transfer-key decrypt-user@your-endpoint

たとえば、秘密鍵がに保存されていて~/.ssh/decrypt-user、エンドポイントがに保存されている
場合s-11112222333344445.server.transfer.us-east-2.amazonaws.com、コマンドは次の
ようになります。

sftp -i  ~/.ssh/decrypt-user decrypt-user@s-11112222333344445.server.transfer.us-
east-2.amazonaws.com

3. 実行するとpwd、以下が返されます。

Remote working directory: /SOURCE-BUCKET-NAME/decrypt-user

ディレクトリには、Amazon S3 バケットの名前が反映されます。
4. 次のコマンドを実行してファイルをアップロードし、ワークフローを実行させます。

put testfile.txt.gpg

5. 復号化されたファイルの宛先として、ワークフローを作成したときに DECRYPTED-FILES-BUCKET/
を指定したことを思い出してください。これで、そのフォルダーに移動して内容を一覧表示できま
す。

cd ../DECRYPTED-FILES-BUCKET
ls

lsコマンドには、がリストされているはずですtestfile.txt。このファイルをダウンロードして、
以前に暗号化した元のファイルと同じであることを確認できます。
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サーバーの管理
このセクションでは、サーバーのリストを表示する方法、サーバーの詳細を表示する方法、サーバーの詳
細を編集する方法、および SFTP 対応サーバーのホストキーを変更する方法について説明します。

トピック
• サーバーのリストを表示する (p. 196)
• サーバーを削除する (p. 196)
• サーバーの詳細を表示する (p. 197)
• サーバーの詳細を編集する (p. 198)
• コンソールでの使用状況をモニタリングする  (p. 211)

サーバーのリストを表示する
AWS Transfer Family コンソールには、選択した AWS リージョンにあるすべてのサーバーのリストが表示
されます。

AWS リージョンにあるサーバーのリストを確認するには

• https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。

現在の AWS リージョンに複数の AWS サーバーがある場合、コンソールが開いてサーバーのリスト
が表示されます。サーバーのリストが表示されない場合は、正しいリージョンにいることを確認して
ください。ナビゲーションペインで [Servers] (サーバー) を選択することもできます。

サーバーの詳細を表示する方法の詳細については、「サーバーの詳細を表示する (p. 197)」を参照し
てください。

サーバーを削除する
AWS Transfer Family コンソールでサーバーを削除できます。

Important

サーバーを削除するまでは、エンドポイントへのアクセスが有効なプロトコルごとに課金が発生
します。

Warning

サーバーを削除すると、そのサーバーのすべてのユーザーが削除されます。サーバーを使用して
アクセスしたバケット内のデータは削除されず、それらの Amazon S3 バケットのアクセス許可
を受けたAWSユーザーはアクセス可能なままです。

サーバーを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで [Servers] (サーバー) を選択します。
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3. 削除したいプリセットのチェックボックスを選択します。
4. [Actions] (アクション) について [Delete] (削除) を選択します。
5. 表示される確認ダイアログボックスで、「delete」という語を入力してから [Delete] (削除) を選択し

てサーバーを削除してよいことを確認します。

[Servers] (サーバー) ページからサーバーが削除されれば、その料金は請求されなくなります。

サーバーの詳細を表示する
個々の AWS Transfer Family サーバーの詳細やプロパティのリストも確認できます。サーバーのプロパ
ティには、プロトコル、ID プロバイダー、ステータス、エンドポイントタイプ、カスタムホスト名、エン
ドポイント、ユーザー、ログ記録ロール、サーバーホストキー、およびタグが含まれます。

サーバーの詳細を表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Servers] (サーバー) を選択します。
3. [Server ID] (サーバー ID) 列で ID を選択すると、次のように [Server Configuration] (サーバーの構成) 

ページが開きます。

このページで [Edit] (編集) を選択して、サーバーのプロパティを変更できます。サーバーの詳細を編
集する方法の詳細については、「サーバーの詳細を編集する (p. 198)」を参照してください。

Note

サーバーホストキーの [説明] と [インポート日] の値は、2022年9月現在の新しいものです。
これらの値は、複数のホストキー機能をサポートするために導入されました。この機能で
は、複数のホストキーが導入される前に使用されていた単一のホストキーをすべて移行する
必要がありました。
移行されたサーバーホストキーの [インポート日] の値は、サーバーの最終更新日に設定され
ます。つまり、移行されたホストキーに表示される日付は、サーバーホストキーを移行する
前に、何らかの方法でサーバーを最後に変更した日付に対応しています。
移行された唯一のキーは、最も古い、または唯一のサーバーホストキーです。その他のキー
には、インポートした時点からの実際の日付が割り当てられます。さらに、移行されたキー
には、移行されたことを簡単に識別できるように説明が付いています。
移行は9月2日から9月13日の間に行われました。この範囲内の実際の移行日は、サーバーの
リージョンによって異なります。
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サーバーの詳細を編集する
AWS Transfer Family サーバーの作成後にサーバー構成を編集できます。

トピック
• ファイル転送プロトコルを編集する (p. 200)
• カスタム ID プロバイダーパラメーターの編集 (p. 201)
• サーバーエンドポイントを編集する (p. 203)
• Amazon CloudWatch ログ記録の編集 (p. 204)
• セキュリティポリシーを編集する (p. 205)
• SFTP 対応サーバーのホストキーを管理 (p. 206)
• SFTP サーバーのマネージドワークフローを変更する (p. 209)
• SFTP サーバーの表示バナーの変更 (p. 210)
• サーバーのオンラインとオフラインを切り替える (p. 210)

サーバーの設定を編集するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで [Servers] (サーバー) を選択します。
3. [Server ID] (サーバー ID) 列で ID を選択すると、次のように [Server Configuration] (サーバーの構成) 

ページが開きます。

このページで [Edit] (編集) を選択して、サーバーのプロパティを変更できます。

• プロトコルを変更するには、「ファイル転送プロトコルを編集する (p. 200)」を参照してくださ
い。

• ID プロバイダについては、サーバの作成後にサーバの ID プロバイダタイプを変更できないことに
注意してください。ID プロバイダーを変更するには、サーバーを削除し、希望の ID プロバイダー
で新しいサーバーを作成する必要があります。

Note

サーバーがカスタム ID プロバイダーを使用している場合は、一部のプロパティを編集でき
ます。詳細については、「カスタム ID プロバイダーパラメーターの編集 (p. 201)」を参
照してください。

• エンドポイントタイプまたはカスタムホスト名を変更するには、「サーバーエンドポイントを編集
する (p. 203)」を参照してください。

• 契約を追加するには、まず AS2 をプロトコルとしてサーバーに追加する必要があります。詳細につ
いては、「ファイル転送プロトコルを編集する (p. 200)」を参照してください。

• サーバーのホストキーを管理するには、を参照してくださいSFTP 対応サーバーのホストキーを管
理 (p. 206)。

• 「その他の詳細」では、次の情報を編集できます。
• ログ記録ロールを変更する手順についてには、「Amazon CloudWatch ログ記録の編

集 (p. 204)」を参照してください。
• セキュリティポリシーを変更するには、「セキュリティポリシーを編集する (p. 205)」を参照し

てください。
• サーバーのホストキーを変更するには、「SFTP 対応サーバーのホストキーを管理 (p. 206)」を

参照してください。
• サーバーの管理ワークフローを変更するには、を参照してくださいSFTP サーバーのマネージド

ワークフローを変更する (p. 209)。
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• サーバーの表示バナーを編集するには、を参照してくださいSFTP サーバーの表示バナーの変
更 (p. 210)。

• [その他の設定] で、以下の情報を編集できます。
• SetStat オプション:このオプションを有効にすると、Amazon S3SETSTAT バケットにアップロー

ドするファイルをクライアントが使用を試みたときに生成されるエラーを無視します。詳細につ
いては、SetStatOptionProtocolDetailsトピックのドキュメントを参照してください。

• TLS セッション再開は、FTPS セッションの制御接続とデータ接続の間でネゴシ
エートされた秘密鍵を再開または共有するメカニズムを提供します。詳細について
は、TlsSessionResumptionModeProtocolDetailsトピックのドキュメントを参照してくださ
い。

• パッシブIP: FTP および FTPS プロトコルのパッシブモードを示します。ファイアウォール、
ルーター、ロードバランサーのパブリック IP アドレスなど、単一 IPv4 アドレスを入力します。
詳細については、PassiveIpProtocolDetailsトピックのドキュメントを参照してください。

• サーバを起動または停止するには、「サーバーのオンラインとオフラインを切り替える (p. 210)」
を参照してください。

• サーバーを削除するには、「サーバーを削除する (p. 196)」を参照してください。
• ユーザーのプロパティを編集するには、「アクセスコントロールの管理 (p. 214)」を参照してくだ

さい。

Note

サーバーホストキーの [説明] と [インポート日] の値は、2022年9月現在の新しいものです。
これらの値は、複数のホストキー機能をサポートするために導入されました。この機能で
は、複数のホストキーが導入される前に使用されていた単一のホストキーをすべて移行する
必要がありました。
移行されたサーバーホストキーの [インポート日] の値は、サーバーの最終更新日に設定され
ます。つまり、移行されたホストキーに表示される日付は、サーバーホストキーを移行する
前に、何らかの方法でサーバーを最後に変更した日付に対応しています。
移行された唯一のキーは、最も古い、または唯一のサーバーホストキーです。その他のキー
には、インポートした時点からの実際の日付が割り当てられます。さらに、移行されたキー
には、移行されたことを簡単に識別できるように説明が付いています。
移行は9月2日から9月13日の間に行われました。この範囲内の実際の移行日は、サーバーの
リージョンによって異なります。
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ファイル転送プロトコルを編集する
AWS Transfer Family コンソールでファイル転送プロトコルを編集できます。ファイル転送プロトコル
は、クライアントをサーバーのエンドポイントに接続します。

プロトコルを編集するには

1. [Server details] (サーバーの詳細) ページで [Protocols] (プロトコル) の隣にある [Edit] (編集) を選択し
ます。

2. [Edit protocols] (プロトコルの編集) ページで、1 つ以上のプロトコルチェックボックスをオンまたは
オフにして、以下のファイル転送プロトコルを追加または削除します。

• Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) – SSH 経由のファイル転送

SFTP の詳細については、「SFTP 対応サーバーの作成 (p. 28)」を参照してください。
• File Transfer Protocol Secure (FTPS) – TLS 暗号化によるファイル転送

FTP の詳細については、「FTPS 対応サーバーを作成する (p. 35)」を参照してください。
• File Transfer Protocol (FTP) - 暗号化されていないファイル転送

FTPS の詳細については、「FTP 対応サーバーの作成 (p. 42)」を参照してください。

Note

既存のサーバーが SFTP についてのみ有効で FTPS と FTP を追加したい場合、FTPS および 
FTP と互換性のある適切な ID プロバイダーとエンドポイントタイプの設定ができているこ
とを確認する必要があります。

FTPS を選択する場合、AWS Certificate Manager (ACM) に保存されている証明書を選択する必要があ
り、この証明書はクライアントが FTPS 経由でサーバーに接続するときにサーバーを識別するために
使用されます。

新しいパブリック証明書をリクエストするには、AWS Certificate Manager ユーザーガイドの「パブ
リック証明書をリクエストする」を参照してください。

既存の証明書を ACM にインポートするには、AWS Certificate Manager ユーザーガイドの「ACM に
証明書をインポートする」を参照してください。
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プライベート IP アドレス経由で FTPS を使用できるようにプライベート証明書をリクエストするに
は、AWS Certificate Manager ユーザーガイドの「プライベート証明書のリクエスト」を参照してくだ
さい。

以下の暗号化アルゴリズムとキーサイズの証明書がサポートされています。

• 2048 ビット RSA (RSA_2048)
• 4096 ビット RSA (RSA_4096)
• 楕円素数曲線 256 ビット (EC_Prime256v1)
• 楕円素数曲線 384 ビット (EC_secp384R1)
• 楕円素数曲線 521 ビット (EC_secp521R1)

Note

証明書は、FQDN または IP アドレスが指定され、発行者に関する情報が記載された有効な 
SSL/TLS X.509 バージョン 3 の証明書である必要があります。

3. [Save] (保存) を選択します。[Server details] (サーバーの詳細) ページが再表示されます。

カスタム ID プロバイダーパラメーターの編集
AWS Transfer Familyコンソールのカスタム ID プロバイダーでは、一部の設定を変更できます。

• Lambda を ID プロバイダーとして使用する場合、基になる Lambda 関数を変更できます。
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• API Gateway を ID プロバイダーとして使用している場合は、ゲートウェイ URL または呼び出しロー
ル、あるいはその両方を更新できます。
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サーバーエンドポイントを編集する
AWS Transfer Family コンソールでサーバーのエンドポイントタイプとカスタムホスト名を変更できま
す。

サーバーエンドポイントの詳細を編集するには

1. [Server details] (サーバーの詳細) ページで [Endpoint details] (エンドポイントの詳細) の隣にある [Edit] 
(編集) を選択します。

2. [Edit endpoint configuration] (エンドポイント設定の編集) ページで [Endpoint type] (エンドポイントタ
イプ) について次のいずれかを選択します。

• パブリック — このオプションを選択すると、サーバーにインターネット経由でアクセスできるよう
になります。

• VPC — このオプションにより、Virtual Private Cloud (VPC) でサーバーをアクセス可能にしま
す。VPC については、「Virtual Private Cloud でサーバーを作成する (p. 49)」を参照してくださ
い。

3. [Custom hostname] (カスタムホスト名) の場合、次のいずれかを選択します。

• なし — カスタムドメインを使用したくない場合は、「なし」を選択します。
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AWS Transfer Family によって提供されるサーバーのホスト名を取得します。サーバーホスト名の
形式は serverId.server.transfer.regionId.amazonaws.com です。

• Amazon Route 53 DNS エイリアス — Route 53 で自動的に作成された DNS エイリアスを使用する
には、このオプションを選択します。

• その他の DNS — 外部 DNS サービスですでに所有しているホスト名を使用するには、「その他 
DNS」を選択します。

[Amazon Route 53 DNS alias] (Amazon Route 53 DNS エイリアス) または [Other DNS] (その他の
DNS) を選択することでサーバーのエンドポイントに関連付ける名前解決メソッドを指定します。

たとえば、カスタムドメインは sftp.inbox.example.com である場合があります。カスタムホス
ト名は、ユーザーが提供し、DNS サービスが解決できる DNS 名を使用します。Route 53 を DNS 
リゾルバーとして使用するか、独自の DNS サービスプロバイダーを使用できます。AWS Transfer 
Family が Route 53 を使用してカスタムドメインから SFTP エンドポイントにトラフィックをルー
ティングするしくみについては、「カスタムホスト名の使用 (p. 63)」を参照してください。

4. [Save] (保存) を選択します。[Server details] (サーバーの詳細) ページが再表示されます。

Amazon CloudWatch ログ記録の編集
AWS Transfer Familyコンソールで、Amazon S3 イベントログを有効にできます CloudWatch。

Note

サーバーの作成時に、Transfer Family CloudWatch によってログ記録 IAM ロールが作成された場
合、IAMAWSTransferLoggingAccess ロールが呼び出されます。すべてのサーバーに使用でき
ます。

CloudWatch ログ記録 IAM ロールを編集するには

1. [Server details] (サーバーの詳細) ページで [Additional details] (その他の詳細) の隣にある [Edit] (編集) 
を選択します。

2. CloudWatch ログ記録セクションで、以下のいずれか方法があります。

• サーバーの作成時に、Transfer Family CloudWatch によってログ記録 IAM ロールが作成された場
合、IAMAWSTransferLoggingAccess ロールが呼び出されます。[Logging role] (ログ記録ロール) 
リストでそれを選択します。
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• CloudWatch 既存のロギング IAM ロールを選択した場合、 CloudWatch またはこのサーバーを作成
したときにロギング IAM ロールをまったく選択しなかった場合は、 CloudWatch ロギングロールリ
ストからロギング IAM ロールを選択または変更します。

CloudWatch ロギングの詳細については、を参照してくださいでアクティビティをログに記録する 
CloudWatch (p. 221)。

Note

CloudWatch ロギングロールを指定しないと、でエンドユーザーアクティビティを表示でき
ません。

3. [Save] (保存) を選択します。[Server details] (サーバーの詳細) ページが再表示されます。

セキュリティポリシーを編集する
AWS Transfer Family コンソールで、サーバーに関連付けられているセキュリティポリシーを変更できま
す。

セキュリティポリシーを編集するには

1. [Server details] (サーバーの詳細) ページで [Additional details] (その他の詳細) の隣にある [Edit] (編集) 
を選択します。

2. [暗号化アルゴリズムオプション] セクションで、サーバーで使用できる暗号化アルゴリズムを含むセ
キュリティポリシーを選択します。

Note

エンドポイントが FIPS 対応の場合、FIPS セキュリティポリシーを変更することはできませ
ん。

セキュリティポリシーの詳細については、「のセキュリティポリシーAWS Transfer 
Family (p. 229)」を参照してください。

3. [Save] (保存) を選択します。[Server details] (サーバーの詳細) ページが再表示されます。
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SFTP 対応サーバーのホストキーを管理
Important

既存のユーザーを既存の SFTP サーバーから新しい SFTP サーバーに移行する計画がない場合、
このセクションは無視してください。
サーバーのホストキーを誤って変更することは、破壊的な操作になり得えます。SFTPクライア
ントの設定方法によっては、信頼できるホストキーが存在しないというメッセージが表示された
り、脅迫的なプロンプトが表示されたりして、すぐに失敗する可能性があります。接続を自動化
するスクリプトがあると、それらも失敗する可能性が高くなります。

デフォルトでは、AWS Transfer Family が SFTP 対応サーバーのホストキーを提供します。デフォルトの
ホストキーは、別のサーバーのホストキーに置き換えることができます。この操作をするのは、既存の
ユーザーを既存の SFTP 対応サーバーから新しい SFTP 対応サーバーに移動する計画がある場合のみに限
定してください。

ユーザーが SFTP 対応サーバーの信頼性を検証するように再度なければオンプレミスサーバーのホスト
キーを SFTP 対応サーバーにインポートします。これにより、 man-in-the-middle 潜在的な攻撃について
ユーザーが警告を受けることも防げます。

追加のセキュリティ対策として、ホストキーを定期的にローテーションすることもできます。

Note

Transfer Family コンソールでは、すべてのサーバーのサーバーホストキーを指定して追加できま
すが、これらのキーは SFTP プロトコルを使用するサーバーにのみ役立ちます。

トピック
• サーバーホストキーを追加する (p. 206)
• サーバーのホストキーを削除する (p. 207)
• サーバーのホストキーをローテーションする (p. 208)
• その他のサーバーホストキー情報 (p. 209)

サーバーホストキーを追加する
AWS Transfer Familyコンソールでサーバーホストキーを追加できます。

サーバーホストキーを追加するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Server] を選択後、SFTP プロトコルを使用するサーバーを選択しま

す。
3. サーバーの詳細ページで、[サーバーのホストキー] セクションまでスクロールダウンします。

4. [ホストキーを追加] を選択します。

「サーバーホストキーの追加」ページが表示されます。
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5. [Server Host Key] (サーバーホストキー) に、クライアントが SFTP 対応サーバー経由でサーバに接続
するときにサーバーを識別するために使用する RSA、ECDSA、または ED25519 を入力します。

Note

サーバーホストキーを作成するときは、必ず-N "" (パスフレーズなしで) 指定してくださ
い。macOS、Linux、または Unix で SSH キーを作成する (p. 237)キーペアの生成方法の詳
細については、を参照してください。

6. (オプション) 複数のサーバーホストキーを区別するための説明を追加します。キーにタグを追加する
こともできます。

7. [Add key] (キーの追加) を選択します。[Server details] (サーバーの詳細) ページが再表示されます。

AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用してホストキーを追加するには、the section called 
“ImportHostKey” (p. 378) API オペレーションを使用して新しいホストキーを提供します。新しいサー
バーを作成する場合、the section called “CreateServer” (p. 302) API オペレーションでパラメータとして
ホストキーを指定します。AWS CLIを使用して、既存のホストキーの説明を更新することもできます。

import-host-keyAWS CLI次のコマンド例では、指定された SFTP 対応サーバーのホストキーをイン
ポートします。

aws transfer import-host-key --description key-description --server-id your-server-id --
host-key-body file://my-host-key 

サーバーのホストキーを削除する
AWS Transfer Familyコンソールでサーバーホストキーを削除できます。

サーバーのホストキーを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Server] を選択後、SFTP プロトコルを使用するサーバーを選択しま

す。
3. サーバーの詳細ページで、[サーバーのホストキー] セクションまでスクロールダウンします。
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4. 「サーバーホストキー」セクションでキーを選択し、「アクション」で「削除」を選択します。
5. 表示される確認ダイアログボックスで、[削除] を選択しdelete、ホストキーを削除することを確認し

ます。

ホストキーは [サーバー] ページから削除されます。

を使用してホストキーを削除するにはAWS CLI、the section called “DeleteHostKey” (p. 329) API オペ
レーションを使用してサーバ ID とホストキー ID を指定します。

次の例ではdelete-host-keyAWS CLI、指定された SFTP 対応サーバーのホストキーを削除します。

aws transfer delete-host-key --server-id your-server-id --host-key-id your-host-key-id

サーバーのホストキーをローテーションする
サーバーのホストキーは定期的にローテーションできます。

Note

Transfer Family は、各アルゴリズムで最初に追加されたキーをアクティブなホストキーとして使
用します。SFTP サーバごとに最大 10 個のホストキーを関連付けることができますが、特定の時
点でアクティブになるのはアルゴリズムごとに 1 つのキーだけです。

たとえば、以下のサーバーホストキーセットをサーバーに追加したとします。

サーバーホストキー

ホストキータイプ サーバーに追加された日付 アクティブ?

RSA 2020 年 4 月 1 日 いいえ

ECDSA 2020 年 2 月 1 日 いいえ

25519 2019年12月1日 いいえ

RSA 2019 年 10 月 1 日 はい

ECDSA 2019 年 6 月 1 日 はい

25519 2019 年 3 月 1 日 はい

各アルゴリズムの最も古いキーがアクティブです。2019 年 10 月 1 日に追加した RSA キーを削除する
と、2020 年 4 月 1 日に追加した RSA キーが有効になります。

サーバーのホストキーをローテーションするには

1. 新しいサーバーホストキーを追加します。この手順の説明は、に記載されていますサーバーホスト
キーを追加する (p. 206)。
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2. 以前に追加した同じタイプのホストキーを 1 つ以上削除します。この手順の説明は、に記載されてい
ますサーバーのホストキーを削除する (p. 207)。

3. 同じタイプのキーのうち最初に残っているキーが、アクティブにしたいキーであることを確認してく
ださい。

その他のサーバーホストキー情報
ホストキーを選択すると、そのキーの詳細を表示できます。

ホストキーを削除するか、サーバー詳細画面の「アクション」メニューからその説明を編集できます。ホ
ストキーを選択し、メニューから適切なアクションを選択します。

SFTP サーバーのマネージドワークフローを変更する
AWS Transfer Familyコンソールでサーバーに関連付けられたマネージドワークフローを変更できます。

管理されたワークフローを変更するには

1. [Server details] (サーバーの詳細) ページで [Additional details] (その他の詳細) の隣にある [Edit] (編集) 
を選択します。

2. 「追加詳細の編集」ページの「管理ワークフロー」セクションで、すべてのアップロードで実行する
ワークフローを選択します。

Note

まだなければ作成します。

a. 使用するワークフロー ID を選択します。
b. 実行ロールを選択します。Transfer Family がワークフローのステップの実行時に果たすロールで

す。詳細については、ワークフローの IAM ポリシー (p. 180) を参照してください。[Save] を選択
します。
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3. [Save] (保存) を選択します。[Server details] (サーバーの詳細) ページが再表示されます。

SFTP サーバーの表示バナーの変更
AWS Transfer Familyコンソールでサーバーに関連する表示バナーを変更できます。

表示バナーを変更するには

1. [Server details] (サーバーの詳細) ページで [Additional details] (その他の詳細) の隣にある [Edit] (編集) 
を選択します。

2. [その他の詳細の編集] ページの [バナーを表示] セクションで、使用可能な表示バナーのテキストを入
力します。

3. [Save] (保存) を選択します。[Server details] (サーバーの詳細) ページが再表示されます。

サーバーのオンラインとオフラインを切り替える
AWS Transfer Family コンソールでサーバーのオンラインとオフラインを切り替えることができます。

サーバーをオンラインにするには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Servers] (サーバー) を選択します。
3. オフラインになっているサーバーのチェックボックスをオンにします。
4. [Actions] (アクション) で [Start] (開始) を選択します。

サーバーがオフラインからオンラインに切り替わるまでに数分かかる場合があります。
Note

サーバーを停止してオフラインにしても、現状ではそのサーバーのサービス料金は発生し続けま
す。サーバーの追加料金が発生しないようにするには、そのサーバーを削除してください。

サーバーをオフラインにするには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Servers] (サーバー) を選択します。
3. オンラインになっているサーバーのチェックボックスをオンにします。
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4. [Actions] (アクション) で [Stop] (停止) を選択します。

サーバーのスタートアップ時またはシャットダウン時には、サーバーをファイルオペレーションに利用す
ることはできません。コンソールには、開始状態や停止状態が表示されません。

エラー状態の START_FAILED または STOP_FAILED が検出された場合、問題の解決を AWS Support にご
依頼ください。

コンソールでの使用状況をモニタリングする
[Server details] (サーバーの詳細) ページでサーバーのメトリクスに関する情報を取得できます。これによ
り、ファイル転送のワークロードを 1 か所でモニタリングできます。一元化されたダッシュボードを使用
して、パートナーと交換したファイルの数を追跡し、その詳細な使用状況を追跡できます。詳細について
は、「サーバーの詳細を表示する (p. 197)」を参照してください。Transfer Family で使用できるメトリ
クスの説明を次の表に示します。

名前空間 メトリクス 説明

BytesIn サーバーに転送された総バイト数。

単位はカウント

期間: 5 分

BytesOut サーバーから転送された総バイト数。

単位: 個

期間: 5 分

FilesIn サーバーに転送されたファイルの合計数。

AS2 プロトコルを使用するサーバーの場合、このメトリック
は受信したメッセージの数を表します。

単位はカウント

期間: 5 分

FilesOut サーバーから転送されたファイルの合計数。

単位はカウント

期間: 5 分

InboundMessage 取引先から正常に受信された AS2 メッセージの総数。

単位はカウント

期間: 5 分

AWS/Transfer

InboundFailedMessage取引先から正常に受信されなかった AS2 メッセージの総
数。つまり、取引相手がメッセージを送信したが、Transfer 
Familyサーバーがメッセージを正常に処理できなかったとい
うことです。

単位はカウント
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名前空間 メトリクス 説明
期間: 5 分

OnPartialUploadExecutionsStartedon-partial-upload サーバーで開始されたワークフローの総
数。

単位はカウント

頻度:1 分

OnPartialUploadExecutionsSuccessサーバー上で成功した、 on-partial-upload ワークフローの実
行に成功した合計数。

単位はカウント

頻度:1 分

OnPartialUploadExecutionsFailedon-partial-upload サーバー上で失敗したワークフロー実行の
総数。

単位はカウント

頻度:1 分

OnUploadExecutionsStartedサーバーで開始されたワークフローの総数。

単位はカウント

頻度:1 分

OnUploadExecutionsSuccessサーバー上で成功した、ワークフローの実行に成功した合計
数。

単位はカウント

頻度:1 分

OnUploadExecutionsFailedサーバーで失敗したワークフローの総数。

単位はカウント

頻度:1 分

- [Monitoring] (モニタリング) セクションには、4 つの個別グラフが含まれています。これらのグラフに
は、入力バイト数、出力バイト数、入力ファイル数、出力ファイル数が表示されます。

AS2 プロトコルが有効になっているサーバーの場合、監視情報の下に AS2 監視セクションがあります。こ
のセクションには、受信メッセージ数の詳細（成功と失敗の両方）が含まれています。
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選択したグラフを個別のウィンドウで開くには、Expand (展開) アイコン ( ) を選択します。グラフの縦 

3 点の省略記号 ( ) をクリックすると、次の項目を含むドロップダウンメニューが開きます。

• 拡大 — 選択したグラフを独自のウィンドウで開きます。
• 更新 — グラフを最新のデータでリロードします。
• 指標で表示 — Amazon で対応する指標の詳細を開きます CloudWatch。
• ログを表示 — 対応するロググループを開きます CloudWatch。
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アクセスコントロールの管理
AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを使用して AWS Transfer Family リソースへのユー
ザーのアクセスを制御できます。IAM ポリシーは、通常は JSON 形式のステートメントで、リソースへの
特定のレベルのアクセスを許可するものです。IAM ポリシーを使用して、ユーザーの実行を許可するファ
イル操作を定義します。IAM ポリシーを使用すると、ユーザーにアクセス権を与える Amazon S3 バケッ
トも定義できます。ユーザー向けにこれらのポリシーを定義するには、IAM ポリシーとそれに関連付けら
れた信頼関係を含んでいる AWS Transfer Family の IAM ロールを作成します。

ユーザーごとにロールが割り当てられます。ユーザーがサーバーにログインすると、AWS Transfer Family 
は IAM ロールがユーザーにマッピングされたと見なします。Amazon S3 バケットにユーザーアクセスを
提供する IAM ロールの作成方法については、以下を参照してください。ロールの作成方法とアクセス許可
の委譲方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS のサービスに許可を委任するロールの作成」
を参照してください。

AWS Transfer Family で使用される IAM ロールのタイプは、サービスロールと呼ばれます。

Note

Amazon S3 バケットが AWS Key Management Service(AWS KMS) を使用して暗号化されている
場合、ポリシーに追加のアクセス許可を指定する必要があります。詳細については、「Amazon 
S3 でのデータ暗号化 (p. 235)」を参照してください。さらに、IAM ユーザーガイドでもセッ
ションポリシーに関する詳細をご覧いただけます。

トピック
• Amazon S3 バケットへの読み書きアクセスの許可 (p. 214)
• Amazon S3 バケットのセッションポリシーの作成 (p. 215)
• ユーザーによる S3mkdir バケットでの実行を無効にする (p. 217)
• ファイルの書き込みと一覧表示のみを許可する (p. 218)

Amazon S3 バケットへの読み書きアクセスの許可
以下では、特定の Amazon S3 バケットへの読み書き込みアクセスを許可する IAM ポリシーの作成方法に
ついて説明します。この IAM ポリシーを持つ IAM ロールをユーザーに割り当てると、指定された Amazon 
S3 バケットへの読み書きアクセスがそのユーザーに付与されます。

以下のポリシーでは、Amazon S3 バケットへの読み取り、書き込み、タグ付けアクセスをプログラミング
によって提供します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid":"ReadWriteS3", 
      "Action": [ 
            "s3:ListBucket" 
                ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::bucketname"] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
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        "s3:PutObject", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:GetObjectTagging", 
        "s3:DeleteObject",               
        "s3:DeleteObjectVersion", 
        "s3:GetObjectVersion", 
        "s3:GetObjectVersionTagging", 
        "s3:GetObjectACL", 
        "s3:PutObjectACL" 
      ], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::bucketname/*"] 
    } 
  ]
}     

ListBucket アクションには、バケット自体のアクセス許可が必要です。PUT、GET、および DELETE ア
クションにはオブジェクトのアクセス許可が必要です。さまざまなエンティティが存在するため、さまざ
まな Amazon リソースネーム (ARN) を使用してこれらを指定します。

バケットが AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化に対して有効化されている場合は、ポ
リシーで追加のアクションを有効化する必要があります。AWS KMS の詳細については、「AWS Key 
Management Service とは」を参照してください。

さらに指定した Amazon S3 バケットの home ディレクトリのみにユーザーのアクセス権を制限するに
は、「Amazon S3 バケットのセッションポリシーの作成 (p. 215)」を参照してください。

Amazon S3 バケットのセッションポリシーの作成
セッションポリシーは、Amazon S3 バケットの特定の部分にユーザーを制限する AWS Identity and 
Access Management (IAM) ポリシーです。そのために、リアルタイムでアクセスが評価されます。

Note

セッションポリシーは Amazon S3 でのみ使用されます。Amazon EFS では、POSIX ファイル許
可を使用してアクセスを制限します。

Amazon S3 バケットの特定の部分への同じアクセス権をユーザーのグループに付与する必要がある場合
は、セッションポリシーを使用できます。たとえば、あるユーザーのグループが home ディレクトリのみ
にアクセスする必要があるとします。そのユーザーのグループは同じ IAM ロールを共有します。

Note

セッションポリシーの最大長は 2048 文字です。詳細については、API リファレンスで
CreateUser アクションの「ポリシーリクエストパラメータ」を参照してください。

セッションポリシーを作成するには、以下の IAM ポリシーのポリシー変数を使用します。

• ${transfer:HomeBucket}
• ${transfer:HomeDirectory}
• ${transfer:HomeFolder}
• ${transfer:UserName}

Important

管理ポリシーのリストで先に表示されている変数は使用できません。IAM ロールの定義のリスト
でポリシー変数として使用することもできません。このような変数は、IAM ポリシーで作成して
から、ユーザーの設定時に直接指定します。また、セッションポリシーの ${aws:Username} 変
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数を使用することはできません。この変数は IAM ユーザー名を参照し、に必要なユーザー名を参
照しませんAWS Transfer Family。

以下のコード例にセッションポリシーの例を示します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
          "Sid": "AllowListingOfUserFolder", 
          "Action": [ 
              "s3:ListBucket" 
          ], 
          "Effect": "Allow", 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:s3:::${transfer:HomeBucket}" 
          ], 
          "Condition": { 
              "StringLike": { 
                  "s3:prefix": [ 
                      "${transfer:HomeFolder}/*", 
                      "${transfer:HomeFolder}" 
                  ] 
              } 
          } 
      }, 
      { 
          "Sid": "HomeDirObjectAccess", 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
              "s3:PutObject", 
              "s3:GetObject", 
              "s3:DeleteObjectVersion", 
              "s3:DeleteObject", 
              "s3:GetObjectVersion", 
              "s3:GetObjectACL", 
              "s3:PutObjectACL" 
          ], 
          "Resource": "arn:aws:s3:::${transfer:HomeDirectory}*" 
       } 
  ]
}

Note

上記のポリシーでは、ユーザーのホームディレクトリが、ディレクトリであることを示すため
に、末尾のスラッシュを含めるように設定されていることを前提としています。一方、ユーザー
の HomeDirectory の末尾にスラッシュを付けない場合、それをポリシーの一部として含める必
要があります。

前のポリシー例では、transfer:HomeFolder、transfer:HomeBucket、およ
びtransfer:HomeDirectory ポリシーパラメータの使用に注目してください。これらのパラメータ
は、HomeDirectoryHomeDirectoryおよびで説明されているように、API Gateway メソッドを実装す
る (p. 133)ユーザ用に設定されているものに設定されます。これらのパラメータには、次のような定義が
あります。

• transfer:HomeBucket パラメータは HomeDirectory の 1 つ目のコンポーネントに置き換わりま
す。

• transfer:HomeFolder パラメータは HomeDirectory パラメータの残り部分に置き換わります。
• transfer:HomeDirectory パラメータの先頭に付いていた (/) が削除され、Resource ステートメン

トで S3 Amazon リソースネーム (ARN) の一部としてこのパラメータを使用できるようになりました。
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Note

論理ディレクトリを使用する場合 (つまり、ユーザーの homeDirectoryType が LOGICAL であ
る場合)、これらのポリシーパラメータ (HomeBucket、HomeDirectory、およびHomeFolder) 
はサポートされません。

たとえば、Transfer Family ユーザー用に設定された HomeDirectory パラメータは /home/bob/
amazon/stuff/ です。

• transfer:HomeBucket は /home に設定されます。
• transfer:HomeFolder は /bob/amazon/stuff/ に設定されます。
• transfer:HomeDirectory は home/bob/amazon/stuff/ になります。

1 つ目の "Sid" は、/home/bob/amazon/stuff/ から始まるすべてのディレクトリの一覧表示をユー
ザーに許可します。

2 つ目の "Sid" は、ユーザーの put およびその同じパス /home/bob/amazon/stuff/ への get アクセ
スを制限します。

前述のポリシーが使用されている場合、ユーザーがログインすると、ユーザーはホームディレクトリにあ
るオブジェクトにのみアクセスできます。接続時には、AWS Transfer Family がこれらの変数をユーザー
に適した値に置き換えます。これによって、同じポリシードキュメントを複数のユーザーに簡単に適用で
きます。この方法により、IAM ロールのオーバーヘッドおよび Amazon S3 バケットへのユーザーのアク
セスを管理するためのポリシー管理が軽減されます。

セッションポリシーを使用すると、業務要件に基づいて、ユーザーごとにアクセス権をカスタマイズす
ることもできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「 AssumeRole、 AssumeRoleWith SAML、 
AssumeRoleWithWebIdentityの権限」を参照してください。

Note

AWS Transfer Family は、ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) ではなく、ポリシー JSON 
を保存します。したがって、IAM コンソールでポリシーを変更する場合、AWS Transfer Family 
コンソールに戻り、最新のポリシーコンテンツでユーザーを更新する必要があります。[User 
configuration] (ユーザー設定) セクションの [Policy Info] (ポリシー情報) タブの下でユーザーを更
新できます。詳細については、「アクセスコントロールの管理 (p. 214)」を参照してください。
AWS CLI を使用する場合は、次のコマンドを使用してポリシーを更新できます。

aws transfer update-user --server-id server --user-name user --policy \ 
   "$(aws iam get-policy-version --policy-arn policy --version-id version --output 
 json)"

ユーザーによる S3mkdir バケットでの実行を無効
にする

ユーザーによる Amazon S3 バケットでのディレクトリの作成を無効にできます。そのために
は、s3:PutObject アクションを許可するが、キーが「/」(スラッシュ) で終わる場合にこのアクション
を拒否する IAM ポリシーを作成します。次のポリシー例では、ユーザーに Amazon S3 バケットへのファ
イルのアップロードが許可されますが、このAmazon S3mkdir でのコマンドは拒否されます。

{ 
   "Sid":"DenyMkdir", 
   "Action":[ 
      "s3:PutObject" 
   ], 
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   "Effect":"Deny", 
   "Resource":"arn:aws:s3:::my-sftp-bucket/*/"
}

ファイルの書き込みと一覧表示のみを許可する
場合によっては、お客様が Amazon S3 オブジェクトへの書き込みアクセス権のみを提供したい場合
もあります。バケット内のオブジェクトの書き込み/アップロードとリストへのアクセスは提供したい
が、読み取り/ダウンロードは許可したくない。これは、Amazon S3ListObjects のアクセス権限
と、PutObjectlsmkdirファイル転送クライアントを使用してコマンドを実行することにつながります。
ただし、TTransfer FamilyHeadObject ilyがファイルの書き込みまたは一覧表示を呼び出す必要がある場
合、GetObjectこの呼び出しには権限が必要なため、「アクセスが拒否されました」というエラーが表示
されて失敗します。

この場合、/GetObjectで終わるすべてのオブジェクトにアクセス許可を追加するポリシー条件を追加す
ることでアクセスを許可できます。これによりGetObject、ファイルを読み取れないようにし、ユーザー
がフォルダーを一覧表示したり移動したりできるようにします。次のポリシー例では、Amazon S3 バケッ
トへの書き込みアクセス権と一覧アクセス権のみが提供されています (DOC-EXAMPLE-BUCKET は実際の
バケット名に置き換えてください)。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowListing", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowReadWrite", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*" 
            ] 
         }, 
      { 
            "Sid": "DenyIfNotFolder", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "NotResource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*/" 
            ] 
         } 
      ]
}

Note

このポリシーでは、ファイルへの追加が許可されません。つまり、このポリシーに割り当てられ
たユーザーは、ファイルを開いてコンテンツを追加したり、変更したりすることはできません。
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また、HeadObjectユースケースでファイルをアップロードする前に電話をかける必要がある場
合は、このポリシーは役に立ちません。
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Transfer Family の使用状況の
Amazon CloudWatch とを使用してサーバーのアクティビティをモニタリングできますAWS CloudTrail。
さらなる分析のために、サーバーのアクティビティを読み取り可能なメトリクスとしてほぼリアルタイム
で記録することもできます。AS2 プロトコルが有効になっている Transfer Family サーバ固有のメトリッ
クを確認するには、を参照してくださいAS2 の使用状況のモニタリング (p. 102)。

トピック
• AWS CloudTrail ログ記録の有効化 (p. 220)
• Amazon CloudWatch アラームの作成 (p. 220)
• Amazon S3 API コールを S3 アクセスログに記録する (p. 221)
• でアクティビティをログに記録する CloudWatch (p. 221)
• 混乱した代理問題を制限する例 (p. 222)
• CloudWatch ログエントリの例 (p. 223)
• Transfer Family CloudWatch に関する指標の使用 (p. 226)

AWS CloudTrail ログ記録の有効化
AWS CloudTrail を使用して AWS Transfer Family API コールをモニタリングできます。API コールをモニ
タリングすることで、有益なセキュリティ情報や動作情報を取得できます。 CloudTrail およびの操作方法
の詳細についてはAWS Transfer Family、を参照してくださいAWS Transfer Familyでのログ記録とモニタ
リング (p. 260)。

Amazon S3 オブジェクトレベルのログ記録が有効になっている場合、RoleSessionName は [Requeser] 
(リクエスタ) フィールドに [AWS:Role Unique Identifier]/username.sessionid@server-id
として含まれます。AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの一意の識別子の詳細について
は、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「一意の識別子」を参照してください。

Important

RoleSessionName の最大長は 64 文字です。RoleSessionName が長い場合、server-id は
切り詰められます。

Amazon CloudWatch アラームの作成
次の例は、AWS Transfer Familyメトリックスを使用して Amazon CloudWatch アラームを作成する方法を
示していますFilesIn。

CDK

new cloudwatch.Metric({ 
  namespace: "AWS/Transfer", 
  metricName: "FilesIn", 
  dimensionsMap: { ServerId: "s-00000000000000000" }, 
  statistic: "Average", 
  period: cdk.Duration.minutes(1),
}).createAlarm(this, "AWS/Transfer FilesIn", { 
  threshold: 1000, 
  evaluationPeriods: 10, 
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S3 API コールを S3 アクセスログに記録する

  datapointsToAlarm: 5, 
  comparisonOperator: cloudwatch.ComparisonOperator.GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO_THRESHOLD,
});

AWS CloudFormation

Type: AWS::CloudWatch::Alarm
Properties: 
  Namespace: AWS/Transfer 
  MetricName: FilesIn 
  Dimensions: 
    - Name: ServerId 
      Value: s-00000000000000000 
  Statistic: Average 
  Period: 60 
  Threshold: 1000 
  EvaluationPeriods: 10 
  DatapointsToAlarm: 5 
  ComparisonOperator: GreaterThanOrEqualToThreshold

Amazon S3 API コールを S3 アクセスログに記録す
る

ユーザーに代わってファイル転送を要求した S3 リクエストを Amazon S3 アクセスログで特定しようとす
る場合、ファイル転送を処理すると想定された IAM ロールを表示する際には RoleSessionName が使用
されます。また、転送に使用されるユーザー名、セッション ID、サーバー ID などの追加情報も表示され
ます。形式は [AWS:Role Unique Identifier]/username.sessionid@server-id で [Requester] 
(リクエスタ) フィールドに含まれています。たとえば、次に示すのは S3 バケットにコピーされたファイ
ルの S3 アクセスログから得た[Requester] (リクエスタ) フィールドのコンテンツの例です。

arn:aws:sts::AWS-Account-ID:assumed-role/IamRoleName/username.sessionid@server-
id

上記の [Requester] (リクエスタ) フィールドには、IamRoleName と呼ばれる IAM ロールが表示されま
す。IAM ロールの一意の識別子の詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイ
ドの「一意の識別子」を参照してください。

でアクティビティをログに記録する CloudWatch
アクセス権を設定するには、リソースベースの IAM ポリシー、およびアクセス情報を提供する IAM ロー
ルを作成します。

Amazon CloudWatch ログ記録を有効にするには、 CloudWatchログ記録を有効にする IAM ポリシーの作
成から開始します。次いで、IAM ロールを作成して、ポリシーをアタッチします。そのためには、サー
バーを作成 (p. 20)するか既存のサーバーを編集 (p. 198)します。詳細については CloudWatch、「Amazon 
とは CloudWatch?」を参照してください。 そして、 CloudWatchアマゾンログとは何ですか? Amazon 
CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。

IAM ポリシーを作成するには

• 次のポリシー例を参考にして、 CloudWatch ログ記録を許可する独自の IAM ポリシーを作成しま
す。AWS Transfer Family のポリシーの作成方法については、「IAM ポリシーとロールを作成す
る (p. 11)」を参照してください。
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混乱した代理問題を制限する例

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/transfer/*" 
        } 
    ]
}

次いで、ロールを作成し、 CloudWatch 作成したログポリシーをアタッチします。

IAM ロールを作成し、ポリシーをアタッチするには

1. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択してから [Create role] (ロールの作成) を選択します。

[Create role] (ロールの作成) ページで [AWS service] (サービス) が選択されていることを確認します。
2. サービスリストで [Transfer] (転送) を選択してから [Next: Permissions] (次へ: アクセス許可) を選

択します。これにより、AWS Transfer Family と IAM ロールの間で信頼関係が確立されます。さら
に、aws:SourceAccountaws:SourceArnキーを追加したり条件を付けたりして、混乱する副次的
な問題から身を守りましょう。詳細については、次のドキュメントを参照してください。

• AWS Transfer Family以下との信頼関係を確立するための手順信頼関係を確立するには (p. 12)
• 混乱した副問題の説明:混乱した副問題

3. 「権限ポリシーの添付」セクションで、 CloudWatch 先ほど作成したログポリシーを見つけて選択
し、「次へ:タグ」を選択します。

4. (オプション) タグのキーと値を入力して [Next: Review] (次へ: レビュー) を選択します。
5. [Review] (確認) ページで新しいロールの名前と説明を入力してから [Create role] (ロールの作成) を選

択します。
6. ログを表示するには、[Server ID] (サーバー ID) を選択してサーバー設定ページを開き、[View logs] 

(ログの表示) を選択します。 CloudWatch ログストリームを確認できるコンソールにリダイレクトさ
れます。

CloudWatch サーバーのページで、ユーザー認証 (成功と失敗) のレコード、およびデータダウンロード (オ
ペレーション) のレコード (PUTオペレーション) のレコード (GETオペレーション) のレコードを表示でき
ます。

混乱した代理問題を制限する例
混乱した代理問題は、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より特権のあるエンティ
ティにアクションを実行するように強制できるセキュリティの問題です。AWS では、サービス間でのなり
すましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。詳細については、「サービス間の混乱した代
理の防止 (p. 264)」を参照してください。

Note

次の例では、##############をユーザー自身の情報で置き換えます。
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CloudWatch ログエントリの例

次のログ作成/呼び出しポリシーの例は、アカウントの任意のサーバーにロールを引き受けることを許可し
ます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowAllServers", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "transfer.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "account-id" 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:server/*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

次のロギング/呼び出しポリシーの例では、特定のサーバーがその役割を引き受けることができます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowSpecificServer", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "transfer.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "account-id" 
                }, 
                "ArnEquals": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:server/server-id" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

CloudWatch ログエントリの例
このセクションでは Transfer Family のログエントリの例を紹介します。

Transfer Family サーバーログを表示するには

1. サーバーの詳細ページに移動します。
2. [ログを表示] を選択します。これでアマゾンが開きます CloudWatch。
3. 選択したサーバーのロググループが表示されます。
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CloudWatch ログエントリの例

4. ログストリームを選択すると、そのストリームの詳細と個々のエントリを表示できます。

• エラーのリストがある場合は、それを選択してサーバーの最新のエラーの詳細を表示できます。

224



AWS Transfer Family ユーザーガイド
CloudWatch ログエントリの例

• 他のエントリを選択すると、ログストリームの例が表示されます。

• サーバーに管理ワークフローが関連付けられている場合は、ワークフロー実行のログを表示できま
す。

Note

ワークフローのログストリームの形式は
username.workflowID.uniqueStreamSuffix です。たとえば、decrypt-user.w-
a1111222233334444.aaaa11bbbb2222decrypt-user をユーザーとワークフローのログ
ストリームの名前にすることができますw-a1111222233334444。
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CloudWatch メトリクスの使用

Note

展開されたログエントリについては、[コピー] を選択してエントリをクリップボードにコピーで
きます。 CloudWatch ログの詳細については、「ログデータの表示」を参照してください。

Transfer Family CloudWatch に関する指標の使用
Note

Transfer Family コンソール自体で Transfer Family のメトリクスを取得することもできます。詳
細については、「 コンソールでの使用状況をモニタリングする  (p. 211)」を参照してください

CloudWatch メトリクスを使用して、サーバーに関する情報を取得できます。メトリクスは、に発行
された系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系 CloudWatch メトリクスを使用するに
は、Transfer Family の名前空間、メトリクス名、およびディメンション (p. 227)を指定する必要があり
ます。メトリクスの詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「メトリクス」を参照して
ください。

Transfer Family CloudWatch のメトリクスの説明を次の表に示します。

名前空間 メトリクス 説明

BytesIn サーバーに転送された総バイト数。

単位はカウント

期間: 5 分

BytesOut サーバーから転送された総バイト数。

単位: 個

期間: 5 分

FilesIn サーバーに転送されたファイルの合計数。

AS2 プロトコルを使用するサーバーの場合、このメトリック
は受信したメッセージの数を表します。

単位はカウント

期間: 5 分

FilesOut サーバーから転送されたファイルの合計数。

単位はカウント

期間: 5 分

InboundMessage 取引先から正常に受信された AS2 メッセージの総数。

単位はカウント

期間: 5 分

AWS/Transfer

InboundFailedMessage取引先から正常に受信されなかった AS2 メッセージの総
数。つまり、取引相手がメッセージを送信したが、Transfer 
Familyサーバーがメッセージを正常に処理できなかったとい
うことです。
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名前空間 メトリクス 説明
単位はカウント

期間: 5 分

OnPartialUploadExecutionsStartedon-partial-upload サーバーで開始されたワークフロー実行の
総数。

単位はカウント

頻度:1 分

OnPartialUploadExecutionsSuccessサーバーで成功した、 on-partial-upload ワークフロー実行の
総数。

単位はカウント

頻度:1 分

OnPartialUploadExecutionsFailedon-partial-upload サーバー上で失敗したワークフロー実行の
総数。

単位はカウント

頻度:1 分

OnUploadExecutionsStartedサーバーで開始されたワークフロー実行の合計数。

単位はカウント

頻度:1 分

OnUploadExecutionsSuccessサーバーで成功した合計数。

単位はカウント

頻度:1 分

OnUploadExecutionsFailedサーバーで失敗したワークフローの総数。

単位はカウント

頻度:1 分

Transfer Family ディメンション
ディメンションは、メトリクスのアイデンティティの一部である名前と値のペアです。ディメンションの
詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「ディメンション」を参照してください。

Transfer Family CloudWatch のディメンションについての説明を次の表に示します。

ディメンション 説明

ServerId サーバーに付けられた一意の ID。
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AWS Transfer Family でのセキュリ
ティ

AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS の顧客は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS と顧客の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリティ
およびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログ
ラムを参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的なビューを提供
します。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリ
ティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub のコントロールリファレンス」を参照し
てください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

このドキュメントは、AWS Transfer Family を使用して責任共有モデルを適用する方法を理解するのに
役立ちます。次のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために AWS 

228

http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/downloading-documents.html
http://aws.amazon.com/quickstart/?awsf.quickstart-homepage-filter=categories%23security-identity-compliance
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/architecting-hipaa-security-and-compliance-on-aws/welcome.html
http://aws.amazon.com/compliance/hipaa-eligible-services-reference/
http://aws.amazon.com/compliance/resources/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/what-is-securityhub.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-controls-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/what-is.html


AWS Transfer Family ユーザーガイド
セキュリティポリシーの使用

Transfer Family を設定する方法を示します。また、AWS リソースのモニタリングや保護に役立つ、他の 
AWS Transfer Family のサービスの使用方法についても説明します。

トピック
• のセキュリティポリシーAWS Transfer Family (p. 229)
• AWS Transfer Family でのデータ保護 (p. 234)
• AWS Transfer Family のためのアイデンティティおよびアクセス管理 (p. 246)
• AWS Transfer Familyでのログ記録とモニタリング (p. 260)
• AWS Transfer Family のコンプライアンス検証 (p. 262)
• AWS Transfer Family での耐障害性 (p. 262)
• AWS Transfer Family 内のインフラストラクチャセキュリティ (p. 263)
• ウェブアプリケーションファイアウォールを追加する (p. 263)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 264)
• AWS Transfer Family 用の AWS マネージドポリシー (p. 268)

のセキュリティポリシーAWS Transfer Family
AWS Transfer Family のサーバーセキュリティポリシーを使用すると、サーバーに関連付けられた一連の
暗号アルゴリズム (メッセージ認証コード (MAC)、キー交換 (KEX)、および暗号スイート) を制限できま
す。サポートされている暗号アルゴリズムのリストについては、「暗号アルゴリズム (p. 229)」を参照し
てください。サーバホストキーとサービス管理ユーザーキーで使用できるキーアルゴリズムのリストにつ
いては、を参照してくださいユーザーキーとサーバーキーでサポートされるアルゴリズム (p. 236)。

Note

TLS 1.2 がサポートされています。

サーバーの場合に使用可能なセキュリティポリシーは次のとおりです。

トピック
• 暗号アルゴリズム (p. 229)
• TransferSecurityPolicy-2022-03 (p. 231)
• TransferSecurityPolicy2020-06 (p. 232)
• TransferSecurityPolicy-2018-11 (p. 233)
• TransferSecurityPolicy-FIPS-FIPS-FIPS-FIPS-FIPS (p. 234)

Note

• TransferSecurityPolicy-2020-06 は、コンソールを使用してサーバーを作成するとき
に、サーバーにアタッチされるデフォルトセキュリティポリシーです。

• TransferSecurityPolicy-2018-11 は、API または CLI を使用してサーバーを作成すると
きに、サーバーにアタッチされるデフォルトセキュリティポリシーです。

暗号アルゴリズム
以下は、各セキュリティポリシーでサポートされている暗号アルゴリズムの一覧です。
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セキュリティポリ
シー

FIPS-Pransfer FIPS-Cransfer FIPS-2020-06 2018-11

SSH ciphers

aes128-ctr   ♦ ♦ ♦

aes128-
gcm@openssh.com

♦ ♦ ♦ ♦

aes192-ctr ♦ ♦ ♦ ♦

aes256-ctr ♦ ♦ ♦ ♦

aes256-
gcm@openssh.com

♦ ♦ ♦ ♦

chacha20-
poly1305@openssh.com

  ♦   ♦

KEXs

diffie-hellman-
group14-SHA256

♦ ♦ ♦

diffie-hellman-
group16-SHA512

♦ ♦ ♦ ♦

diffie-hellman-
group18-SHA512

♦ ♦ ♦ ♦

ecdh-sha2-
nistp384

  ♦ ♦ ♦

ecdh-sha2-
nistp521

  ♦ ♦ ♦

diffie-hellman-
group-exchange-
sha256

♦ ♦ ♦ ♦

diffie-hellman-
group14-SHA

      ♦

ecdh-sha2-
nistp256

  ♦ ♦ ♦

curve25519-
sha256@libssh.org

♦     ♦

curve25519-
sha256

♦     ♦

MACs

hmac-sha2-256-
etm@openssh.com

♦ ♦ ♦ ♦

hmac-sha2-256 ♦ ♦ ♦ ♦

hmac-sha2-512-
etm@openssh.com

♦ ♦ ♦ ♦
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セキュリティポリ
シー

FIPS-Pransfer FIPS-Cransfer FIPS-2020-06 2018-11

hmac-sha2-512 ♦ ♦ ♦ ♦

hmac-sha1-
etm@openssh.com

      ♦

hmac-sha1       ♦

umac-128-
etm@openssh.com

  ♦   ♦

umac-128@openssh.com  ♦   ♦

umac-64-
etm@openssh.com

      ♦

umac-64@openssh.com      ♦

TLS ciphers

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256♦ ♦ ♦ ♦

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256♦ ♦ ♦ ♦

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384♦ ♦ ♦ ♦

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384♦ ♦ ♦ ♦

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256♦ ♦ ♦ ♦

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256♦ ♦ ♦ ♦

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384♦ ♦ ♦ ♦

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384♦ ♦ ♦ ♦

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256      ♦

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256      ♦

TransferSecurityPolicy-2022-03
次に示すのは、 TransferSecurityPolicy-FIPS-Policy-FIPS-Policy-FIPS-P

{ 
  "SecurityPolicy": { 
    "Fips": false, 
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-2022-03", 
    "SshCiphers": [ 
      "aes256-gcm@openssh.com", 
      "aes128-gcm@openssh.com", 
      "aes256-ctr", 
      "aes192-ctr" 
    ], 
    "SshKexs": [ 
      "curve25519-sha256", 
      "curve25519-sha256@libssh.org", 
      "diffie-hellman-group16-sha512", 
      "diffie-hellman-group18-sha512", 
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256" 
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    ], 
    "SshMacs": [ 
      "hmac-sha2-512-etm@openssh.com", 
      "hmac-sha2-256-etm@openssh.com", 
      "hmac-sha2-512", 
      "hmac-sha2-256" 
    ], 
    "TlsCiphers": [ 
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",  
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",  
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256", 
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",  
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",  
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",  
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",  
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384" 
    ] 
  }
}

TransferSecurityPolicy2020-06
次に示すのは、 TransferSecurityPolicy-FIPS-FIPS-FIPS-FIPS-FIPS-FIPS- これは、非 FIPS 対応サーバー
エンドポイントのデフォルトセキュリティポリシーです。

{ 
  "SecurityPolicy": { 
    "Fips": false, 
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-2020-06", 
    "SshCiphers": [ 
      "chacha20-poly1305@openssh.com", 
      "aes128-ctr", 
      "aes192-ctr", 
      "aes256-ctr", 
      "aes128-gcm@openssh.com", 
      "aes256-gcm@openssh.com" 
    ], 
    "SshKexs": [ 
      "ecdh-sha2-nistp256", 
      "ecdh-sha2-nistp384", 
      "ecdh-sha2-nistp521", 
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256", 
      "diffie-hellman-group16-sha512", 
      "diffie-hellman-group18-sha512", 
      "diffie-hellman-group14-sha256" 
    ], 
    "SshMacs": [ 
      "umac-128-etm@openssh.com", 
      "hmac-sha2-256-etm@openssh.com", 
      "hmac-sha2-512-etm@openssh.com", 
      "umac-128@openssh.com", 
      "hmac-sha2-256", 
      "hmac-sha2-512" 
    ], 
    "TlsCiphers": [ 
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256", 
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256", 
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256", 
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256", 
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384", 
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384", 
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384", 
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384" 
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    ] 
  }
}

TransferSecurityPolicy-2018-11
次に示すのは、 TransferSecurityPolicy -2018-11 セキュリティポリシーです。このセキュリティポリシー
は、現在サポートされているすべての暗号アルゴリズムのセットです。

{ 
  "SecurityPolicy": { 
    "Fips": false, 
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-2018-11", 
    "SshCiphers": [ 
      "chacha20-poly1305@openssh.com", 
      "aes128-ctr", 
      "aes192-ctr", 
      "aes256-ctr", 
      "aes128-gcm@openssh.com", 
      "aes256-gcm@openssh.com" 
    ], 
    "SshKexs": [ 
      "curve25519-sha256", 
      "curve25519-sha256@libssh.org", 
      "ecdh-sha2-nistp256", 
      "ecdh-sha2-nistp384", 
      "ecdh-sha2-nistp521", 
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256", 
      "diffie-hellman-group16-sha512", 
      "diffie-hellman-group18-sha512", 
      "diffie-hellman-group14-sha256", 
      "diffie-hellman-group14-sha1" 
    ], 
    "SshMacs": [ 
      "umac-64-etm@openssh.com", 
      "umac-128-etm@openssh.com", 
      "hmac-sha2-256-etm@openssh.com", 
      "hmac-sha2-512-etm@openssh.com", 
      "hmac-sha1-etm@openssh.com", 
      "umac-64@openssh.com", 
      "umac-128@openssh.com", 
      "hmac-sha2-256", 
      "hmac-sha2-512", 
      "hmac-sha1" 
    ], 
    "TlsCiphers": [ 
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256", 
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256", 
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256", 
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256", 
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384", 
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384", 
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384", 
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384", 
      "TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256", 
      "TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256" 
    ] 
  }
}
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TransferSecurityPolicy-FIPS-FIPS-FIPS-FIPS-FIPS
の FIPS 認定の詳細についてはAWS Transfer Family、https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-
validation-program/validated-modules/search/all

次に示すのは、 TransferSecurityPolicy-FIPS-FIPS-FIPS-FIPS-FIPS-FIPS-FIPS-FIPS- このセキュリティポ
リシーには、サポートされていて FIPS に準拠しているすべての暗号アルゴリズムが含まれています。こ
れは、FIPS 対応サーバーエンドポイントのデフォルトセキュリティポリシーです。

Note

FIPS サービスエンドポイントと TransferSecurityPolicy-FIPS-2020-06 セキュリティポリシーは、
一部のAWSリージョンでのみご利用いただけます。詳細については、の「AWS Transfer Family
エンドポイントとクォータ」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

{ 
  "SecurityPolicy": { 
    "Fips": true, 
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-FIPS-2020-06", 
    "SshCiphers": [ 
      "aes128-ctr", 
      "aes192-ctr", 
      "aes256-ctr", 
      "aes128-gcm@openssh.com", 
      "aes256-gcm@openssh.com" 
    ], 
    "SshKexs": [ 
      "ecdh-sha2-nistp256", 
      "ecdh-sha2-nistp384", 
      "ecdh-sha2-nistp521", 
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256", 
      "diffie-hellman-group16-sha512", 
      "diffie-hellman-group18-sha512", 
      "diffie-hellman-group14-sha256" 
    ], 
    "SshMacs": [ 
      "hmac-sha2-256-etm@openssh.com", 
      "hmac-sha2-512-etm@openssh.com", 
      "hmac-sha2-256", 
      "hmac-sha2-512" 
    ], 
    "TlsCiphers": [ 
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256", 
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256", 
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256", 
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256", 
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384", 
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384", 
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384", 
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384" 
    ] 
  }
}

AWS Transfer Family でのデータ保護
AWS 責任共有モデルは、AWS Transfer Family (Transfer Family) でデータ保護に適用されます。このモデ
ルで説明したように、AWS は、すべての AWS クラウドを実行するグローバルインフラストラクチャを保
護する責任を負います。お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管
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理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用する AWS のサービスに対するセキュリティの
設定と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくあ
る質問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿さ
れた「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」ブログを参照してください。

データ保護の目的で、AWS アカウントの認証情報を保護し、個々のユーザーアカウントを AWS Identity 
and Access Management (IAM) で設定することをお勧めします。この方法により、それぞれの職務を遂行
するために必要なアクセス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護するこ
とをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 がサポートされています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使

用します。
• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon 

S3 に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェースまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2 を参照してください。

顧客のアカウント番号などの機密の識別情報は、[Name] (名前) フィールドなどの自由形式のフィール
ドに配置しないことを強くお勧めします。コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDK サービスと 
Transfer Family または他の AWS サービスを併用する場合も同様です。Transfer Family のサービス構成
に入力した構成データはすべて、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。

対照的に、TTransfer Family ilyサーバーへのアップロードおよびダウンロード操作からのデータは完全に
プライベートとして扱われ、SFTPやFTPS接続などの暗号化されたチャネルの外には存在しません。この
データには、権限のある人だけがアクセスできます。

トピック
• Amazon S3 でのデータ暗号化 (p. 235)
• キーの管理 (p. 236)

Amazon S3 でのデータ暗号化
AWS Transfer Family は、Amazon S3 について設定したデフォルト暗号化オプションを使用してデータ
を暗号化します。バケットで暗号化を有効にすると、バケットに保存されるすべてのオブジェクトが暗
号化されます。オブジェクトは、Amazon S3 で管理されたキー (SSE-S3) またはAWS Key Management 
Service () マネージドキー (SSE-KMSAWS KMS) のいずれかで、サーバー側の暗号化を使用して暗号化
されます。サーバー側の暗号化の詳細については、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。

以下の手順では、AWS Transfer Family でデータを暗号化する方法を示します。

AWS Transfer Family での暗号化を許可するには、次の手順を実行します。

1. Amazon S3 バケットのデフォルト暗号化を有効にします。詳細については、Amazon Simple Storage 
Service ユーザーガイドの「S3 バケットの Amazon S3 デフォルト暗号化」を参照してください。

2. ユーザーにアタッチされている AWS Identity and Access Management (IAM) ロールポリシーを更新し
て、必要な AWS Key Management Service(AWS KMS) アクセス許可を付与します。
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3. ユーザーにセッションポリシーを使用する場合、セッションポリシーで必須のAWS KMSアクセス許
可を付与する必要があります。

以下の例に示すのは、AWS KMS 暗号化に対して有効になっている Amazon S3 バケットで AWS Transfer 
Family を使用するときに必要となる最小限のアクセス許可を付与する IAM ポリシーです。このポリシー例
は、IAM ロールポリシーおよびセッションポリシー (使用している場合) の両方に含めます。

{ 
 "Sid": "Stmt1544140969635", 
 "Action": [ 
  "kms:Decrypt", 
  "kms:Encrypt", 
  "kms:GenerateDataKey" 
 ], 
 "Effect": "Allow", 
 "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/kms-key-id"
}

Note

このポリシーで指定する KMS キー ID は、ステップ 1 でデフォルト暗号化のために指定したもの
と同じである必要があります。
root、またはユーザーに使用される IAM ロールは、AWS KMS キーポリシーで許可される必要が
あります。AWS KMS キーポリシーについては、 AWS Key Management Service デベロッパーガ
イドの「AWS KMS でキーポリシーを使用する」を参照してください。

キーの管理
このセクションでは、SSH キーを生成する方法やローテーションする方法など、SSH キーについて説明
します。

Note

AWS Transfer Family は、RSA、ECDSA、および ED25519 キーを受け入れます。

このセクションでは、プリティグッドプライバシー (PGP) キーを生成および管理する方法についても説明
します。

トピック
• ユーザーキーとサーバーキーでサポートされるアルゴリズム (p. 236)
• SSH キーを生成する (p. 237)
• SSH キーのローテーション (p. 240)
• PGP キーの生成と管理 (p. 242)
• サポートされる PGP クライアント (p. 245)

ユーザーキーとサーバーキーでサポートされるアルゴリズム
以下のキーアルゴリズムは、内部のユーザーキーペアとサーバーキーペアでサポートされていますAWS 
Transfer Family。

Note

ワークフローで PGP 復号化に使用するアルゴリズムについては、「PGP キーペアでサポートさ
れるアルゴリズム (p. 242)」を参照してください。

• ED25519 の場合:ssh-ed25519
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• RSA の場合:
• rsa-sha2-256
• rsa-sha2-512

• ECDSA の場合:
• ecdsa-sha2-nistp256
• ecdsa-sha2-nistp384
• ecdsa-sha2-nistp521

Note

古いセキュリティポリシー (以下を除くすべてのポリ
シーTransferSecurityPolicy-2022-03 (p. 231)) は SHA1ssh-rsa でサポートしています。

SSH キーを生成する
サーバーをセットアップする際、サービスで管理された認証方法でユーザーを認証するよう設定できま
す。ユーザーのパブリック SSH キーは、ユーザーのプロパティとしてサーバーにアップロードされます。
このキーは、キーベースの標準認証プロセスの一部としてサーバーによって使用されます。各ユーザーに
対し、個々のサーバーに複数のパブリック SSH キーを登録できます。ユーザごとに保存できるキー数の制
限については、AWSのサービスクォータを参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

サービスマネージド認証方法の代わりに、カスタム ID プロバイダーを使用してユーザーを認証することも
できます。これにより、Amazon API Gateway エンドポイントを使用して既存の ID プロバイダーをプラグ
インすることができます。詳細については、「API Gateway メソッドを使用した認証 (p. 129)」を参照し
てください。

サーバーがユーザー認証に使用できる方法は 1 つのみ (サービスマネージドまたはカスタム ID プロバイ
ダー) であり、サーバーの作成後にそのメソッドを変更することはできません。

トピック
• macOS、Linux、または Unix で SSH キーを作成する (p. 237)
• Microsoft Windows での SSH キーの作成 (p. 239)
• SSH2 パブリックキーを OpenSSH フォーマットに変換します。 (p. 240)

macOS、Linux、または Unix で SSH キーを作成する

macOS、Linux、または Unix のオペレーティングシステムでは、ssh-keygenコマンドを使用して、キー
ペトと呼ばれる SSH パブリックキーと SSH プライベートキーを作成します。

Note

Windows で PuTTYgen を使用して SSH キーを作成する方法のチュートリアルは、SSH.com 
ウェブサイトにあります。 。

macOS、Linux、または Unix のオペレーティングシステムで SSH キーを作成するには

1. macOS、Linux、または Unix でコマンドターミナルを開きます。
2. AWS Transfer FamilyRSA、ECDSA、および ED25519 形式のキーを受け入れます。生成するキーペ

アのタイプに基づいて適切なコマンドを選択します。

Note

次の例では、パスフレーズは指定していません。この場合、ツールはパスフレーズの入力を
要求し、それを繰り返して検証します。パスフレーズを作成すると、秘密鍵の保護が強化さ
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れ、システム全体のセキュリティが向上する可能性があります。パスフレーズは復元できま
せん。パスフレーズを忘れた場合は、新しいキーを作成する必要があります。
ただし、サーバーホストキーを生成する場合は、TrTransfer Family ilyサーバーは起動時にパ
スワードを要求できないため、-N ""コマンドでオプションを指定するか、Enterプロンプ
トが表示されたら2回押して、空のパスフレーズを指定する必要があります。

• RSA 4096 ビットのkey pair を生成するには:

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f key_name

• ECDSA 521 ビットのキーペア (ECDSA のビットサイズは 256、384、521) を生成するには:

ssh-keygen -t ecdsa -b 521 -f key_name

• ED25519 key pair を生成するには:

ssh-keygen -t ed25519 -f key_name

Note

key_name は SSH キーペアファイル名です。

ssh-keygen 出力の例を以下に示します。

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f key_name
Generating public/private rsa key pair.

Enter passphrase (empty for no passphrase):  
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in key_name.
Your public key has been saved in key_name.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:8tDDwPmanTFcEzjTwPGETVWOGW1nVz+gtCCE8hL7PrQ bob.amazon.com
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|    . ....E      |
| .   = ...       |
|. . . = ..o      |
| . o +  oo =     |
|  + =  .S.= *    |
| . o o ..B + o   |
|     .o.+.* .    |
|     =o*+*.      |
|    ..*o*+.      |
+----[SHA256]-----+

Note

上記の ssh-keygen コマンドを実行すると、現在のディレクトリにパブリックキーとプライ
ベートキーが作成されます。

3. key_name.pubファイルに移動して開きます。
4. テキストをコピーして、サービス管理対象ユーザーの SSH 公開鍵に貼り付けます。

a. https://console.aws.amazon.com/transfer で AWS Transfer Family コンソールを開いてからナビ
ゲーションペインで [Servers] (サーバー) を選択します。

b. 「サーバー」ページで、更新するユーザーを含むサーバーのサーバーIDを選択します。
c. 公開鍵を追加する対象のユーザーを選択します。
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d. SSH 公開鍵ペインで、「SSH 公開鍵を追加」を選択します。

e. 生成した公開鍵のテキストを SSH 公開鍵テキストボックスに貼り付け、[鍵を追加] を選択しま
す。

新しい鍵が SSH 公開鍵ペインに表示されます。

Microsoft Windows での SSH キーの作成

Windows で使用される SSH キーペア形式は、わずかに異なります。パブリックキーは PUB 形式、プラ
イベートキーは PPK 形式である必要があります。Windows では、PuTTYgen を使用すれば正しい形式の 
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SSH キーペアが作成できます。PuTTYgen を使用して、ssh-keygen で生成されたプライベートキーを
.ppk ファイルに変換することもできます。

Note

WinSCP に発行されたプライベートキーファイルを提示すると、.ppkそのクライアントによって
そのフォーマットへの変換が提案されます。.ppk

Windows で PuTTYgen を使用して SSH キーを作成する方法のチュートリアルは、SSH.com ウェブサイ
トにあります。

SSH2 パブリックキーを OpenSSH フォーマットに変換します。

AWS Transfer FamilyOpenSSH 形式の公開鍵のみを受け付けます。SSH2 公開鍵がある場合は、それを変
換する必要があります。SSH2 公開鍵の形式は次のとおりです。

---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----
Comment: "rsa-key-20160402"
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAgEAiL0jjDdFqK/kYThqKt7THrjABTPWvXmB3URI
:
:
---- END SSH2 PUBLIC KEY ----

OpenSSH パブリックキーの形式は次のとおりです。

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAA...

次のコマンドを実行して、SSH2 形式の公開鍵を OpenSSH 形式の公開鍵に変換します。ssh2-key を自
分の SSH2 キーの名前に置き換え、OpenSSH-key を自分の OpenSSH キーの名前に置き換えてくださ
い。

ssh-keygen -i -f ssh2-key.pub > openSSH-key.pub

SSH キーのローテーション
セキュリティ上、ベストプラクティスとして SSH キーのローテーションをお勧めします。通常、このロー
テーションは、セキュリティポリシーの一部として指定され、自動化した形で実装されます。セキュリ
ティのレベルに応じて、機密性の高い通信では、SSH キーペアが 1 回しか使用されない場合もあります。
これにより、キーを保存することのリスクがなくなります。ただし一般的には、SSH 認証情報を一定期間
にわたって保存し、その期間をユーザーに過度の負荷がかからないような長さに設定するのが普通です。
標準的な設定は 3 か月です。

SSH キーのローテーションを実行するには、2 つの方法があります。

• コンソールで新しい SSH パブリックキーをアップロードすると既存の SSH 公開キーを削除できます。
• API を使用してユーザーの Secure Shell (SSH) パブリックキーを削除でき、ImportSshPublicKeyAPI を

使用してユーザーのアカウントに新しいセキュアシェル (SSH) パブリックキーを追加すれば、API を使
用して既存のユーザーを更新できます。DeleteSshPublicKey

Console

コンソールでキーローテーションを実行するには

1. https://console.aws.amazon.com/transfer/ で AWS Transfer Family コンソールを開きます。
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2. [Servers] (サーバー) ページに移動します。
3. [Server ID] (サーバー ID) 列で ID を選択すると、[Server Configuration] (サーバーの構成) ページ

が表示されます。
4. [Users] (ユーザー) の下で、SSH パブリックキーをローテーションするユーザーのチェックボッ

クスをオンにし、[Actions] (アクション) を選択してから [Add key] (キーの追加) を選択すると 
[Add key] (キーの追加) ページが表示されます。

or

ユーザー名を選択すると [ユーザーの詳細] ページが表示され、[SSH 公開鍵の追加] を選択すると 
[鍵の追加] ページが表示されます。

5. 新しい SSH パブリックキーを入力し、[Add key] (キーを追加する) を選択します。

Important

SSH 公開鍵の形式は、生成した鍵のタイプによって異なります。

• RSA キーの場合、形式はですssh-rsa string。
• ED25519 キーの場合、フォーマットはですssh-ed25519 string。
• ECDSA キーの場合、生成したキーのサイズに応じてecdsa-sha2-nistp521、キー

は、、ecdsa-sha2-nistp256またはで始まります。ecdsa-sha2-nistp384その
後、他のキータイプと同様にstring、最初の文字列の後に続きます。

[User details] (ユーザーの詳細) ページに戻ると、先ほど入力した SSH パブリックキーが [SSH 
public key] (SSH パブリックキー) セクションに表示されます。

6. 削除したい古いキーのチェックボックスをオンにしてから [Delete] (削除) を選択します。
7. delete という語を入力して削除オペレーションを確認してから [Delete] (削除) を選択します。

API

API を使用してキーローテーションを実行するには

1. macOS、Linux、または Unix でコマンドターミナルを開きます。
2. 次のコマンドを入力することで、削除したい SSH キーを取得します。このコマンドを使用するに

は、Transfer Family サーバーのサーバー ID で、username自分のユーザー名に置き換えてくださ
い。serverID

aws transfer describe-user --server-id='serverID' --user-name='username'

このコマンドは、ユーザーについての詳細を返します。"SshPublicKeyId":フィールドの内容
をコピーします。この手順の後半で、この値を入力する必要があります。

"SshPublicKeys": [ { "SshPublicKeyBody": "public-key", "SshPublicKeyId": "keyID", 
   "DateImported": 1621969331.072 } ],

3. 次に、ユーザー用の新しい SSH キーをインポートします。 プロンプトで次のコマンドを入
力します。このコマンドを使用するには、TTransfer Family ilyサーバーのサーバーIDに置き換
え、usernamepublic-keyユーザー名に置き換え、新しい公開鍵のフィンガープリントに置き
換えます。serverID

aws transfer import-ssh-public-key --server-id='serverID' --user-name='username' 
   --ssh-public-key-body='public-key'

コマンドが成功した場合、出力は返りません。
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4. 最後に、次のコマンドを実行して、古いキーを削除します。このコマンドを使用するに
は、TTransfer Familyusername ilyサーバーのサーバーIDに置き換え、keyID-from-
step-2ユーザー名に置き換え、この手順のステップ2でコピーしたキーIDの値に置き換えま
す。serverID

aws transfer delete-ssh-public-key --server-id='serverID' --user-name='username' 
   --ssh-public-key-id='keyID-from-step-2'

5. (オプション) 古いキーがもう存在しないことを確認するには、手順 2 を繰り返します。

PGP キーの生成と管理
Transfer Family がワークフローで処理するファイルで、Pretty Good Privacy (PGP) 復号化を使用できま
す。ワークフローステップで復号化を使用するには、PGP キーを提供する必要があります。

PGP キーを生成する
PGP キーの生成に使用する方法は、オペレーティングシステムと使用しているキー生成ソフトウェアの
バージョンによって異なります。

Linux または Unix を使用している場合は、gpgパッケージインストーラーを使用してインストールしま
す。使用している Linux ディストリビューションに応じて、次のコマンドのいずれかが適しているはずで
す。

sudo yum install gnupg

sudo apt-get install gnupg

Windows または macOS の場合は、必要なものを https://gnupg.org/download/ からダウンロードできま
す。

PGP キージェネレータソフトウェアをインストールしたら、gpg ‐‐gen-keyコマンドを実行してkey 
pair を生成します。

PGP キーペアでサポートされるアルゴリズム

PGP キーペアでは、以下のアルゴリズムがサポートされています。

• RSA
• エルガマル
• など:

• NIST
• BrainPool

Note

CurvePolicy-FIPS-25519 キーはサポートされていません。

gpg便利なサブコマンド

以下に便利なサブコマンドをいくつか示しますgpg。

• gpg --help— このコマンドには、使用可能なオプションが一覧表示され、いくつかの例が含まれる場
合があります。

• gpg --list-keys— このコマンドは、作成したすべてのキーペアの詳細を一覧表示します。
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• gpg --fingerprint— このコマンドは、各キーのフィンガープリントを含む、すべてのキーペアの詳
細を一覧表示します。

• gpg --export -a user-name— このコマンドは、user-name鍵の生成時に使用された鍵の公開鍵
部分をエクスポートします。

PGP キーを管理
PGP キーを管理するには、を使用しますAWS Secrets Manager。

Note

シークレット名には、Transfer Family サーバー ID が含まれます。つまり、PGP キー情報を保存
する前に、すでにサーバーを識別または作成しておく必要がありますAWS Secrets Manager。

すべてのユーザーに 1 つのキーとパスフレーズを使用する場合は、PGP キーブロック情報をシーク
レット名aws/transfer/server-id/@pgp-default (Transfer Family サーバーの ID) で保存できま
す。server-idこのデフォルトキーは、user-nameワークフローを実行しているユーザーと一致する
キーがない場合に使用されます。

または、特定のユーザー用のキーを作成することもできます。この場合、シークレット名の形式はでaws/
transfer/server-id/user-name、TTransfer Familyuser-name ilyサーバーのワークフローを実行し
ているユーザーと一致します。

Note

Transfer Family サーバーあたり、ユーザー 1 人につき、最大 3 つの PGP プライベートキーを保
存できます。

復号化に使用する PGP キーを設定するには

1. 次のコマンドを実行し、すべてのプロンプトに応答して PGP key pair を生成します。

gpg --gen-key

Important

キー生成プロセス中に、パスフレーズと電子メールアドレスを指定する必要があります。こ
れらの値を必ず書き留めておいてください。AWS Secrets Managerこの手順の後半でキーの
詳細を入力するときに、パスフレーズを入力する必要があります。また、次のステップでプ
ライベートキーをエクスポートするには、同じメールアドレスを指定する必要があります。

2. 次のコマンドを実行して、プライベートキーをエクスポートします。このコマンドを使用するに
は、プライベートキーブロックを保存するファイルの名前とmarymajor@example.com、key 
pairprivate.pgp を生成したときに使用した電子メールアドレスに置き換えます。

gpg --output private.pgp --armor --export-secret-key marymajor@example.com

3. PGP キーの保存に使用しますAWS Secrets Manager。

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

b. 左のナビゲーションペインの [Secrets] を選択します。
c. シークレットページで、「新しいシークレットを保存」を選択します。
d. [シークレットタイプの選択] ページの [シークレットタイプ] で、[その他のタイプのシークレット] 

を選択します。
e. 「キー/値のペア」セクションで、「キー/値」タブを選択します。

• キー — 入力PGPPrivateKey。
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Note

PGPPrivateKey文字列は正確に入力する必要があります。文字の前または間にス
ペースを入れないでください。

• value — プライベートキーのテキストを値フィールドに貼り付けます。プライベートキー
のテキストは、この手順の前半でキーをエクスポートしたときに指定したファイル (たとえ
ば、private.pgp) にあります。-----BEGIN PGP PRIVATE KEY BLOCK-----キーはで始
まり、で終わります-----END PGP PRIVATE KEY BLOCK-----。

Note

テキストブロックには秘密鍵のみが含まれ、公開鍵も含まれていないことを確認して
ください。

f. [行を追加] を選択し、[キー/値のペア] セクションで [キー/値] タブを選択します。

• キー — 入力PGPPassphrase。

Note

PGPPassphrase文字列は正確に入力する必要があります。文字の前または間にス
ペースを入れないでください。

• value — PGP key pair を生成したときに使用したパスフレーズを入力します。

Note

最大 3 セットのキーとパスフレーズを追加できます。2 つ目のセットを追加するには、2 
つの新しい行を追加し、PGPPrivateKey2PGPPassphrase2キーにおよびを入力し、
別のプライベートキーとパスフレーズを貼り付けます。3 番目のセットを追加するに
は、PGPPrivateKey3キー値がとでなければなりませんPGPPassphrase3。

g. [Next] (次へ) を選択します。
h. [シークレットの設定] ページで、シークレットの名前と説明を追加します。

244



AWS Transfer Family ユーザーガイド
キーの管理

• デフォルトのキー、つまりすべてのTTransfer Family ilyユーザーが使用できるキーを作成する
場合は、次のように入力しますaws/transfer/server-id/@pgp-default。server-id復
号化ステップのあるワークフローを含むサーバーの ID に置き換えます。

• 特定のTTransfer Family ilyユーザーが使用するキーを作成する場合は、次のように入力しま
すaws/transfer/server-id/user-name。復号化ステップがあるワークフローを含むサー
バーの IDuser-name に置き換え、ワークフローを実行しているユーザーの名前に置き換えま
す。server-iduser-nameは、Transfer Family サーバーが使用している ID プロバイダに保存
されます。

i. [次へ] を選択し、[ローテーションの設定] ページのデフォルトをそのまま使用します。続い
て、[Next] (次へ) を選択します。

j. レビューページで、「Store」を選択してシークレットを作成して保存します。

次のスクリーンショットは、特定の Transfermarymajor Family サーバーのユーザーの詳細を示していま
す。この例は、3 つのキーとそれに対応するパスフレーズを示しています。

サポートされる PGP クライアント
以下のクライアントはTTransfer Family ilyでテストされており、PGPキーを生成したり、ワークフローで
復号化したいファイルを暗号化したりするのに使用できます。

• GPG4Win + クレオパトラ。

Note

[ファイルに署名/暗号化] を選択するときは、必ず [名前を付けて署名] の選択を解除してくださ
い。現在、暗号化されたファイルの署名はサポートされていません。
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• GnuPG のメジャーバージョン:2.4、2.3、2.2、2.0、1.4

他のPGPクライアントでも動作する可能性はありますが、TTransfer Family ilyでテストされているのはこ
こに記載されているクライアントだけであることに注意してください。

AWS Transfer Family のためのアイデンティティお
よびアクセス管理

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御す
るために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に AWS Transfer 
Family リソースの使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、無料で使用できる 
AWS のサービスです。

トピック
• 対象者 (p. 247)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 247)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 249)
• AWS Transfer Family と IAM の連携について (p. 251)
• AWS Transfer Family アイデンティティベースポリシーの例 (p. 254)
• AWS Transfer Family タグベースのポリシーの例 (p. 256)
• AWS Transfer Family アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 258)
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対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、AWS Transfer Family で行う作業によって異なり
ます。

サービスユーザー - AWS Transfer Family サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要なアクセ
ス許可と認証情報を管理者が用意します。作業を実行するためにさらに多くの AWS Transfer Family 機
能を使用するとき、追加のアクセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解する
と、管理者から適切な許可をリクエストするのに役に立ちます。AWS Transfer Family の特徴にアクセ
スできない場合は、「AWS Transfer Family アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティン
グ (p. 258)」を参照してください。

サービス管理者 - 社内の AWS Transfer Family リソースを担当している場合は、通常、AWS Transfer 
Family へのフルアクセスがあります。サービスのユーザーがどの AWS Transfer Family 機能やリソースに
アクセスするかを決めるのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービス
ユーザーの許可を変更する必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してく
ださい。お客様の会社で AWS Transfer Family で IAM を利用する方法の詳細については、AWS Transfer 
Family と IAM の連携について (p. 251) をご参照ください。

IAM 管理者 - 管理者は、AWS Transfer Family へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細につい
て確認する場合があります。IAM で使用できる AWS Transfer Family アイデンティティベースのポリシー
の例を表示するには、AWS Transfer Family アイデンティティベースポリシーの例 (p. 254) を参照してく
ださい。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツー
ルを使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。推奨される方法を使用して自分で
リクエストに署名する方法の詳細については、の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参照してくださ
いAWS 全般のリファレンス。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウントのルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
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ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
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す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。アク
ションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、「サービス認可リ
ファレンス」の「AWS Transfer Family のアクション、リソース、および条件キー」を参照してくだ
さい。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
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保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
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デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

AWS Transfer Family と IAM の連携について
AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して、AWS Transfer Family へのアクセスを管理す
るには、AWS Transfer Family で使用できる IAM の機能を理解しておく必要があります。AWS Transfer 
Family およびその他の AWS のサービスが IAM と連携する方法の概要を把握するには、IAM ユーザーガイ
ドの「IAM と連携する AWS のサービス」 をご参照ください。

トピック
• AWS Transfer Family アイデンティティベースのポリシー (p. 251)
• AWS Transfer Family リソースベースのポリシー (p. 253)
• AWS Transfer Family タグに基づく認可 (p. 254)
• AWS Transfer Family IAM ロール (p. 254)

AWS Transfer Family アイデンティティベースのポリシー
IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否されたアクションとリソースを指定でき、
さらにアクションが許可または拒否された条件を指定できます。AWS Transfer Family は、特定のアク
ション、リソース、および条件キーをサポートします。JSON ポリシーで使用するすべての要素について
は、AWS Identity and Access Management ユーザーガイド の「IAM JSON ポリシーエレメントのリファ
レンス」を参照してください。

アクション
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの プ
リンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということです。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
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す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するためのアクセス許可を付与するポリシーで
使用されます。

AWS Transfer Familyのポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックス を使用します:
transfer:。たとえば、Transfer Family CreateServer API オペレーションを使用してサーバーを作成
するアクセス許可を付与するには、ポリシーに transfer:CreateServer アクションを含めます。ポ
リシーステートメントには、Action 要素または NotAction 要素のいずれかを含める必要があります。 
AWS Transfer Family は、このサービスで実行できるタスクを説明する独自の一連のアクションを定義し
ます。

単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにコンマで区切ります。

"Action": [ 
      "transfer:action1", 
      "transfer:action2"

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することができます。例えば、Describe という
単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。

"Action": "transfer:Describe*"

AWS Transfer Family アクションのリストを確認するには、サービス認可リファレンスの「AWS Transfer 
Family で定義されるアクション」を参照してください。

リソース
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションの一覧表示など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ワイルド
カード (*) を使用して、ステートメントがすべてのリソースに適用されることを示します。

"Resource": "*"

Transfer Family サーバーリソースには、次の ARN があります。

arn:aws:transfer:${Region}:${Account}:server/${ServerId}

たとえば、ステートメントで s-01234567890abcdef Transfer Family サーバーを指定するには、次の 
ARN を使用します。

"Resource": "arn:aws:transfer:us-east-1:123456789012:server/s-01234567890abcdef"

ARN の形式の詳細については、サービス認証リファレンスの「Amazon リソースネーム (ARN)」、または
IAM ユーザーガイドの「IAM ARN」を参照してください。

特定のアカウントに属するすべてのインスタンスを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。
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"Resource": "arn:aws:transfer:us-east-1:123456789012:server/*"

一部の AWS Transfer Family アクションは、IAM ポリシーで使用されるリソースなど、複数のリソースに
ついて実行されます。このような場合は、ワイルドカード (*) を使用する必要があります。

"Resource": "arn:aws:transfer:*:123456789012:server/*"

場合によっては、複数のタイプのリソースを指定する必要があります。たとえば、Transfer Family サー
バーとユーザーへのアクセスを許可するポリシーを作成する場合などです。複数のリソースを単一のス
テートメントで指定するには、ARN をカンマで区切ります。

"Resource": [ 
      "resource1", 
      "resource2" 
            ]

AWS Transfer Familyリソースのリストを確認するには、『サービス認証リファレンス』の「AWS 
Transfer Familyで定義されているリソースタイプ」を参照してください。

条件キー
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、IAM ユーザーガイドの「AWS グローバル条件コンテキストキー」をご参照くだ
さい。

AWS Transfer Family は独自の条件キーを定義し、一部のグローバル条件キーの使用をサポートしてい
ます。AWS Transfer Family の条件キーのリストを確認するには、サービス認可リファレンスの「AWS 
Transfer Family の条件キー」を参照してください。

例
AWS Transfer Family アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、AWS Transfer Family アイ
デンティティベースポリシーの例 (p. 254)を参照してください。

AWS Transfer Family リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーとは、AWS Transfer Family リソース上で指定するプリンシパルとしての
どのアクションをどの条件で実行できるかを指定する JSON ポリシードキュメントです。Amazon S3 
は、Amazon S3 ####に関するリソースベースのアクセス許可ポリシーをサポートします。リソースベー
スのポリシーでは、リソースごとに他の アカウントに使用許可を付与することができます。リソースベー
スのポリシーを使用して、AWS サービスに Amazon S3 ####へのアクセスを許可することもできます。
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クロスアカウントアクセスを有効にするには、アカウント全体、または別のアカウントの IAM エンティ
ティをリソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロス
アカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プリ
ンシパルとリソースが異なる AWS アカウントにある場合は、リソースにアクセスするためのアクセス許
可をプリンシパルエンティティにも付与する必要があります。アクセス許可は、アイデンティティベース
のポリシーをエンティティにアタッチすることで付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同
じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与
する必要はありません。詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「IAM 
ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

Amazon S3 サービスは、####ポリシーと呼ばれるリソースベースのポリシーの 1 つのタイプのみサポー
トし、それが####にアタッチされます。このポリシーは、オブジェクトに対してアクションを実行できる
プリンシパルエンティティ (アカウント、ユーザー、フェデレーティッドユーザー) を定義します。

例

AWS Transfer Family リソースベースのポリシーの例については、「AWS Transfer Family タグベースのポ
リシーの例 (p. 256)」を参照してください。

AWS Transfer Family タグに基づく認可
タグを AWS Transfer Family リソースに添付することも、AWS Transfer Family へのリクエストでタグ
を渡すこともできます。タグに基づいてアクセスを制御するには、transfer:ResourceTag/key-
name、aws:RequestTag/key-name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの条件要
素でタグ情報を提供します。タグを使用して AWS Transfer Family リソースへのアクセスを制御する方法
については、「AWS Transfer Family タグベースのポリシーの例 (p. 256)」を参照してください。

AWS Transfer Family IAM ロール
IAM ロールは AWS アカウント内のエンティティで、特定の許可を持っています。

AWS Transfer Family でのテンポラリ認証情報の使用
テンポラリ認証情報を使用して、フェデレーションでサインイン、IAM ロールを引き受ける、また
はクロスアカウントロールを引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報は、AWS 
STSAssumeRoleまたはなどの API オペレーションを呼び出すことで取得できますGetFederationToken。

AWS Transfer Family では、一時認証情報の使用をサポートしています。

AWS Transfer Family アイデンティティベースポリ
シーの例
デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには、AWS Transfer Family リソースを作成または変更する
アクセス許可はありません。また、AWS Management Console や AWS CLI、AWS API を使用してタスク
を実行することもできません。IAM 管理者は、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の 
API オペレーションを実行する許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要がありま
す。続いて、管理者はそれらの許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーを添付します。

これらの JSON ポリシードキュメント例を使用して IAM の ID ベースのポリシーを作成する方法について
は、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「JSON タブでのポリシーの作成」を参照し
てください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 255)
• AWS Transfer Family コンソールを使用する (p. 255)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 255)
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ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰かが AWS Transfer Family リソースを作成、アクセ
ス、または削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加
料金が発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際に
は、以下のガイドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

AWS Transfer Family コンソールを使用する
AWS Transfer Family コンソールにアクセスするには、最小限の許可が必要です。これらの許可によ
り、AWS アカウントの AWS Transfer Family リソースに関する詳細を一覧表示および表示できるようにす
る必要があります。最小限必要なアクセス許可よりも制限されたアイデンティティベースポリシーを作成
すると、そのポリシーをアタッチしたエンティティ (IAM ユーザーまたはロール) に対してはコンソールが
意図したとおりに機能しません。詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイ
ドの「ユーザーへのアクセス許可の追加」を参照してください。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

ユーザーが自分の許可を表示できるようにする
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS Transfer Family タグベースのポリシーの例
以下は、タグに基づいて AWS Transfer Family リソースへのアクセスを制御する方法の例です。

タグを使用した AWS Transfer Family リソースへのアクセスのコ
ントロール
IAM ポリシーの条件は、AWS Transfer Family リソースへのアクセス許可を指定するために使用する構文
の一部です。リソースのタグに基づいて AWS Transfer Family リソース (ユーザー、サーバー、ロール、
その他のエンティティなど) へのアクセスを制御できます。タグはキーと値のペアです。リソースのタグ
付けの詳細については、の「AWSリソースのタグ付け」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

AWS Transfer Family では、リソースにタグを付けることができ、一部のアクションにタグを含めること
ができます。IAM ポリシーを作成するときに、タグ条件キーを使用して以下をコントロールできます。

• どのユーザーが (リソースに付いているタグに基づいて) AWS Transfer Family リソースに対してアク
ションを実行できるか。

• アクションのリクエストで渡すことができるタグ。
• リクエストで特定のタグキーを使用できるかどうか。

タグベースのアクセス制御を使用すると、API レベルよりも細かい制御を適用できます。また、リソース
ベースのアクセス制御を使用するよりも動的な制御を適用できます。リクエストで指定したタグ (リクエ
ストタグ) に基づいて、オペレーションを許可または拒否する IAM ポリシーを作成できます。また、操作
しようとするリソースのタグ (リソースタグ) に基づいて IAM ポリシーを作成することもできます。一般
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に、リソースタグはリソースに既に存在するタグ用であり、リクエストタグはリソースにタグを追加した
り、リソースからタグを削除したりするときに使用します。

タグ条件キーの完全な構文とセマンティクスについては、IAM ユーザーガイドの「リソースタグを使用し
た AWS リソースへのアクセスコントロール」を参照してください。API Gateway を使用した IAM ポリ
シーの指定の詳細については、API Gateway デベロッパーガイドの「IAM アクセス許可により API へのア
クセスを制御する」を参照してください。

例 1: リソースタグに基づいてアクションを拒否する
タグに基づいてリソースについて実行されるアクションを拒否できます。次の例では、ユーザー
またはサーバーのリソースがキー stage と値 prod でタグ付けされている場合にポリシーで
TagResource、UntagResource、StartServer、StopServer、DescribeServer、および
DescribeUser のオペレーションが拒否されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "transfer:TagResource", 
                "transfer:UntagResource", 
                "transfer:StartServer", 
                "transfer:StopServer",  
                "transfer:DescribeServer", 
                "transfer:DescribeUser 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/stage": "prod" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

例 2: リソースタグに基づいてアクションを許可する
タグに基づいてリソースに対するアクションの実行を許可できます。次の例では、ユーザーまたはサー
バーのリソースがキー TagResource と値 UntagResource でタグ付けされている場合にポリシーで
StartServer、StopServer、DescribeServer、DescribeUser、stage、および prod のオペレー
ションが許可されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "transfer:TagResource", 
                "transfer:UntagResource", 
                "transfer:StartServer", 
                "transfer:StopServer",  
                "transfer:DescribeServer", 
                "transfer:DescribeUser                             
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/stage": "prod" 
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                } 
            } 
        } 
    ]
}

例 3: リクエストタグに基づくユーザーまたはサーバーの作成を拒否する
次のポリシー例には、2 つのステートメントが含まれています。1 つ目のステートメントでは、タグのコ
ストセンターキーに値がない場合、すべてのリソースに対する CreateServer オペレーションが拒否さ
れます。

2 つ目のステートメントは、タグのコストセンターキーに 1、2、または 3 以外の値が含まれている場合に
CreateServer オペレーションが拒否されます。

Note

このポリシーでは、costcenter というキーと 1、2、または3 の値を含むリソースを作成または
削除できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        {  
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "transfer:CreateServer" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "Null":  { 
                    "aws:RequestTag/costcenter": "true" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "transfer:CreateServer", 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringNotEquals": { 
                    "aws:RequestTag/costcenter": [ 
                        "1", 
                        "2", 
                        "3" 
                    ] 
                } 
            } 
        }            
    ]
}

AWS Transfer Family アイデンティティとアクセスに
関するトラブルシューティング
次の情報は、AWS Transfer Family と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修
復に役立ちます。
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トピック
• AWS Transfer Family でアクションを実行する権限がない (p. 259)
• iam を実行する権限がない:PassRole (p. 259)
• AWS アカウント以外の人が私の AWS Transfer Family リソースにアクセスできるようにした

い (p. 259)

AWS Transfer Family でアクションを実行する権限がない
AWS Management Console から、アクションを実行する認可がないと通知された場合、管理者に問い合わ
せ、サポートを依頼する必要があります。管理者は、サインイン認証情報を提供した担当者です。

以下の例のエラーは、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して [######] の詳細を表示する
際に、transfer:GetWidget 許可がない場合に発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 transfer:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、Mateo は、transfer;:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへ
のアクセスが許可されるように、管理者にポリシーの更新を依頼します。

iam を実行する権限がない:PassRole
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
AWS Transfer Family にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービスでは、新しいサービスロールやサービスにリンクされたロールを作成せずに、既
存のロールをサービスに渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡す許可が必要です。

以下の例のエラーは、 marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して AWS Transfer Family 
でアクションを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、
サービスロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可があり
ません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

AWS アカウント以外の人が私の AWS Transfer Family リソース
にアクセスできるようにしたい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースへのアクセスに使用できるロールを作成でき
ます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリシーまた
はアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リソースへ
のアクセスを付与できます。

詳細については、以下をご参照ください。

• AWS Transfer Family がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、AWS Transfer 
Family と IAM の連携について (p. 251) をご参照ください。
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• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、IAM ユー
ザーガイドの「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提供」
を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

AWS Transfer Familyでのログ記録とモニタリング
AWS Transfer FamilyのユーザーAWS CloudTrail、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であると統合されていますAWS Transfer Family。 CloudTrail のすべて
の APIAWS Transfer Family 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 Transfer Family コンソールの呼び出しと、AWS Transfer Family API オペレーションへのコード
呼び出しが含まれます。

証跡を作成する場合は、 CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 バケットへの継続的な配信を有効にする
ことができますAWS Transfer Family。証跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コンソールのイベント履歴
で最新のイベントを表示できます。

によって収集された情報を使用して CloudTrail、に対するリクエスト、AWS Transfer Familyリクエストの
実行日時などの詳細を調べて、によって収集された情報を使用して、に対してどのようなリクエストが行
われたかを判断できます。

詳細については CloudTrail、『AWS CloudTrailユーザーガイド』を参照してください。

AWS Transfer Family内の情報 CloudTrail
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。でアクティビティが発生すると
AWS Transfer Family、そのアクティビティは [ CloudTrail Event history]AWS の他ののサービスのイベン
トと共にイベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできま
す。詳細については、「 CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してください。

AWS のイベントなど、AWS Transfer Family アカウントのイベントの継続的なレコードについては、追
跡を作成します。追跡により CloudTrail 、Amazon S3 バケットにログファイルを配信できます。デフォ
ルトでは、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡
は、AWSパーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バ
ケットにログファイルを配信します。さらに、AWS CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータ
に基づいた行動のためにその他ののサービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。

• 「追跡を作成するための概要」
• CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• 「 CloudTrail 複数のリージョンからログファイルを受け取る」および「 CloudTrail 複数のアカウントか

らログファイルを受け取る」

AWS Transfer FamilyすべてのアクションはActions CloudTrail  APIリファレンスによって記録され、文書
化されています。たとえば、CreateServer、ListUsers、StopServer の各アクションを呼び出す
と、 CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。
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各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストが、ルートと AWS Identity and Access Management ユーザー認証情報のどちらを使用して
送信されたか。

• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して送信されたか。

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

AWS Transfer Family ログファイルエントリについて
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリが含まれています。イベントは、任意のソー
スからの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関する
情報が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレー
スではないため、特定の順序では表示されません。

次の例は、 CloudTrail CreateServerアクションのログエントリを示しています。

{ 

    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AAAA4FFF5HHHHH6NNWWWW:user1", 
        "arn": "arn:aws:sts::123456789102:assumed-role/Admin/user1", 
        "accountId": "123456789102", 
        "accessKeyId": "AAAA52C2WWWWWW3BB4Z", 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2018-12-18T20:03:57Z" 
            }, 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AAAA4FFF5HHHHH6NNWWWW", 
                "arn": "arn:aws:iam::123456789102:role/Admin", 
                "accountId": "123456789102", 
                "userName": "Admin" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2018-12-18T20:30:05Z", 
    "eventSource": "transfer.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateServer", 
    "awsRegion": "us-east-2", 
    "sourceIPAddress": "11.22.1.2", 
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.462 
 Linux/4.9.124-0.1.ac.198.73.329.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.192-b12 
 java/1.8.0_192", 
    "requestParameters": { 
        "loggingRole": "arn:aws:iam::123456789102:role/sftp-role" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "serverId": "s-b6118b5f29a04a9e8" 
    }, 
    "requestID": "5f348905-7b83-4527-920f-ec8e6088ffd5", 
    "eventID": "82360721-d3db-4acc-b5dc-14c58c1e9899", 
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    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "123456789102"

},

AWS Transfer Family のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査員は、複数の AWS コンプライアンスプログラムの一環として AWS Transfer 
Family のセキュリティとコンプライアンスを評価します。このプログラムには、SOC、PCI、HIPAA など
を含みます。

特定のコンプライアンスプログラムの対象範囲内の AWS のサービスのリストについては、「コンプラ
イアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照してください。一般的な情報について
は、「AWS コンプライアンスプログラム」を参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact のレポートのダウンロード」を参照してください。

AWS Transfer Family を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や
貴社のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライア
ンスに役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキ
テクチャ上の考慮事項について説明し、機密性とコンプライアンスに焦点を当てたベースライン環境を 
AWS にデプロイするためのステップを提供します。

• Architecting for HIPAA Security and Compliance Whitepaper (HIPAA のセキュリティとコンプライアンス
のためのアーキテクチャの設計に関するホワイトペーパー) - このホワイトペーパーは、企業が AWS を
使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。

• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や所在
地に適用される場合があります。

• AWS Config - この AWS のサービスでは、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対する
リソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示してお
り、セキュリティの業界標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

AWS Transfer Family での耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で接続されている複数の物理的に独立し隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビ
リティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするアプリ
ケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の
単一または複数のデータセンターインフラストラクチャに比べて、可用性、耐障害性、および拡張性に優
れています。

AWS Transfer Family は、最大 3 つのアベイラビリティーゾーンをサポートし、Auto Scaling、接続の冗長
フリート、および転送リクエストによって支えられています。レイテンシーベースのルーティングを使用
して高い冗長性を構築し、ネットワーク遅延を最小限に抑えるための例については、「SFTP サーバーの 
AWS Transfer でネットワークレイテンシーを最小化する」を参照してください。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、AWS グローバルインフラストラク
チャを参照してください。
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AWS Transfer Family 内のインフラストラクチャセ
キュリティ

マネージドサービスである AWS Transfer Family は、Amazon Web Services のセキュリティプロセスの概
要ホワイトペーパーに記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの手順で保護されてい
ます。

AWS 公開版 API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS Transfer Family にアクセスします。クラ
イアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降
が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman 
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされ
ている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされ
ています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時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。

ウェブアプリケーションファイアウォールを追加す
る

AWS WAF は、ウェブアプリケーションと API を攻撃から保護するウェブアプリケーションファイア
ウォールです。定義したカスタマイズ可能なウェブセキュリティルールと条件に基づいて、ウェブリクエ
ストを許可、ブロック、またはカウントする (ウェブアクセスコントロールリストまたはウェブ ACL と呼
ばれる) 一連のルールを設定できます。詳細については、「AWS WAF を使用して API を保護する」を参
照してください。

AWS WAF を追加するには

1. https://console.aws.amazon.com/apigateway で API Gateway コンソールを開きます。
2. API ナビゲーションペインでカスタム ID プロバイダーテンプレートを選択します。
3. [Stages] (ステージ) を選択します。
4. [Stages] (ステージ) ペインで、ステージの名前を選択します。
5. [Stage Editor] (ステージエディタ) ペインで [Settings] (設定) タブを選択します。
6. 以下のいずれかの操作をします。

• [Web Application Firewall (WAF)] (Web アプリケーションファイアウォール (WAF)) の下にある 
[Web ACL] (ウェブ ACL) で、このステージに関連付けるウェブ ACL を選択します。

• 必要なウェブ ACL が存在しない場合、次の手順に従ってウェブ ACL を作成する必要があります。
1. [Create Web ACL] (ウェブ ACL を作成) を選択します。
2. AWS WAF サービスのホームページで [Create web ACL] (ウェブ ACL を作成) を選択します。
3. [Web ACL details] (ウェブ ACL の詳細) の [Name] (名前) にウェブ ACL の名前を入力します。
4. [Rules] (ルール) で [Add rules] (ルールの追加) を選択してから [Add my own rules and rule 

groups] (独自のルールとルールグループの追加) を選択します。
5. [Rule set] (ルールタイプ) で特定の IP アドレスのリストを識別する IP セットを選択します。
6. [Rule] (ルール) にルールの名前を入力します。
7. [IP set] (IP セット) で既存の IP セットを選択します。IP セットを作成するには、「IP セットの

作成」を参照してください。
8. [IP address to use as the originating address] (発信アドレスとして使用する IP アドレス) で [IP 

address in header] (ヘッダー内の IP アドレス) を選択します。
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9. [Header field name] (ヘッダーフィールド名) に SourceIP 入力します。
10.[Position inside header] (ヘッダー内の位置) で [First IP address] (最初の IP アドレス) を選択しま

す。
11.[Fallback for missing IP address] (IP アドレスが見つからない場合のフォールバック) で、ヘッ

ダー内の無効な (または欠落している) IP アドレスの処理方法に応じて [Match] (一致) または [No 
Match] (一致なし) を選択します。

12.[Action] (アクション) で IP セットのアクションを選択します。
13.[Default web ACL action for requests that don't match any rules] (どのルールにも一致しないリク

エストに対するデフォルトのウェブ ACL アクション) で [Allow] (許可) または [Block] (ブロック) 
を選択してから [Next] (次へ) を選択します。

14.ステップ 4 と 5 では [Next] (次へ) を選択します。
15.[Review and create] (確認と作成) で選択内容を見直してから[Create web ACL] (ウェブ ACL を作

成) を選択します。
7. [Save Changes] (変更を保存) を選択します。
8. [Resources] (リソース) を選択します。
9. [Actions] (アクション) で [Deploy API] (API のデプロイ) を選択します。

AWS ウェブアプリケーションファイアウォールで AWS Transfer Family を保護する方法については、
「AWS アプリケーションファイアウォールと Amazon API Gateway による AWS Transfer Family の保
護」を参照してください。

サービス間の混乱した代理の防止
混乱した代理問題は、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より特権のあるエンティ
ティにアクションを実行するように強制できるセキュリティの問題です。AWS では、サービス間でのなり
すましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。サービス間でのなりすましは、1 つのサービ
ス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すときに発生する可能性があ
ります。呼び出し元サービスが操作され、それ自身の許可を使用して、本来ならならアクセス許可が付与
されるべきではない方法でその許可を使用して別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作さ
れる可能性があります。これを防ぐために AWS では、顧客のすべてのサービスのデータを保護するのに
役立つツールを提供しています。これには、アカウントのリソースへのアクセス権が付与されたサービス
プリンシパルを使用します。この問題の詳細な説明については、IAM ユーザーガイドの 「混乱した代理問
題」を参照してください。

AWSTransfer Family がリソースに対して持つ権限を制限するに
は、aws:SourceArnaws:SourceAccountリソースポリシーでおよびグローバル条件コンテキストキー
を使用することをお勧めします。両方のグローバル条件コンテキストキーを使用しており、それらが同じ
ポリシーステートメントで使用されるときは、aws:SourceAccount 値と、aws:SourceArn 値のアカウ
ントが同じアカウント ID を使用する必要があります。

混乱した代理問題を回避するための最も効果的な方法は、許可するリソースに正確な 
Amazon リソースネーム (ARN) を使用することです。複数のリソースを指定する場合
は、ARNaws:SourceArn の未知部分を示すためにワイルドカード文字 (*) を使用します。例え
ば、arn:aws:transfer::region::account-id:server/*。

AWSTransfer Family ilyでは、次の種類のロールを使用します。

• ユーザーロール:サービス管理対象ユーザーが必要なTTransfer Family ilyリソースにアクセスできるよう
にします。転送は、転送ユーザ ARN のコンテキストでこれを前提としています。

• アクセスロール:転送中の適切な Amazon S3 ファイルへのアクセスを提供します。AS2 でのインバウン
ド転送では、契約の Amazon リソースネーム (ARN) を使用します。アウトバウンド AS2 転送では、コ
ネクタの ARN を使用します。
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• 呼び出しロール:Amazon API Gateway でサーバーのカスタムアイデンティティプロバイダーとして使用
します。転送は、転送サーバー ARN のコンテキストでこれを前提としています。

• ロギングロール:エントリのログインに使用されますAmazon CloudWatch。Transfer はこのロールを使
用して、ファイル転送に関する情報とともに成功と失敗の詳細を記録します。転送は、転送サーバー 
ARN のコンテキストでこれを前提としています。アウトバウンド AS2 転送では、コネクタ ARN を使用
します。

• ワークフローロール:Transfer Family ユーザーがワークフローを呼び出して起動できるようにします。転
送は、転送ワークフロー ARN のコンテキストでこれを前提としています。

詳細については、IAM ユーザーガイド の 「IAM のポリシーとアクセス許可」を参照してください。

Note

次の例では、##############をユーザー自身の情報で置き換えます。

Note

この例では、ArnLikeとの両方を使用していますArnEquals。これらは機能的には同じなの
で、ポリシーを作成するときにどちらを使用してもかまいません。TTransfer Family ilyの文書
は、ArnLikeArnEquals条件にワイルドカード文字が含まれている場合や、完全一致の条件を示
す場合に使用します。

AWSTransfer Family ユーザーのロールにおけるサー
ビス間の混乱した代理問題の防止
次のポリシーの例は、アカウントの任意のサーバーの任意のユーザーに、ロールを引き受けることを許可
します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "transfer.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "account-id" 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:user/*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

次のポリシーの例は、特定のサーバーの任意のユーザーに、ロールを引き受けることを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "", 
            "Effect": "Allow", 
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            "Principal": { 
                "Service": "transfer.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "account-id" 
                }, 
                "ArnEquals": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:user/server-id/*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

次のロギングポリシーの例では、特定のサーバーの特定のユーザーがその役割を引き受けることができま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "transfer.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "ArnLike": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:user/server-
id/user-name" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWSTransfer Family ワークフローロールにおける
サービス間の混乱した代理問題の防止
次のポリシーの例は、アカウントの任意のワークフローにロールを引き受けることを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "transfer.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "account-id" 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:workflow/*" 
                } 

266



AWS Transfer Family ユーザーガイド
ファミリーロギング/呼び出しの役割を移管

            } 
        } 
    ]
}

次のポリシーの例は、特定のワークフローにロールを引き受けることを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "transfer.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "ArnLike": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:workflow/workflow-
id" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWSTransfer Family LoggingAccess サービス間の混
乱した代理問題の防止

Note

以下の例は、ロギングロールと呼び出しロールの両方で使用できます。

次のログ作成/呼び出しポリシーの例は、アカウントの任意のサーバーにロールを引き受けることを許可し
ます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowAllServers", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "transfer.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "account-id" 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:server/*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

次のロギング/呼び出しポリシーの例では、特定のサーバーがその役割を引き受けることができます。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowSpecificServer", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "transfer.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "account-id" 
                }, 
                "ArnEquals": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:server/server-id" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS Transfer Family 用の AWS マネージドポリ
シー

ユーザー、グループ、ロールにアクセス許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マ
ネージドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する AWS Identity and Access 
Management(IAM) カスタマー管理ポリシーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開
始するために、AWS マネージドポリシーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースを
ターゲット範囲に含めており、AWS アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細につい
ては、IAM ユーザーガイドの「AWS マネージドポリシー」を参照してください。AWSすべての管理ポリ
シーの詳細なリストについては、AWS管理ポリシーリファレンスガイドを参照してください。

AWS のサービスは、AWS マネージドポリシーを維持および更新します。AWS マネージドポリシーの許
可を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネー
ジドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、
すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上
げられた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリ
シーを更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しない
ため、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーでは、すべての AWS のサービスおよびリソースへ
の読み取り専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追加さ
れた演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明につ
いては、IAM ユーザーガイドのジョブ機能の AWS 管理ポリシーを参照してください。

AWS管理ポリシー: AWSTransferConsoleFullAccess
AWSTransferConsoleFullAccessこのポリシーにより、AWS管理コンソールからTTransfer Family ily
へのフルアクセスが可能になります。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。
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• acm:ListCertificates— 証明書の Amazon リソースネーム (ARN) のリストと各 ARN のドメイン名
を取得するアクセス許可を付与します。

• ec2:DescribeAddresses— 1 つ以上の Elastic IP アドレスを記述するアクセス許可を付与します。
• ec2:DescribeAvailabilityZones— 使用可能な 1 つ以上のアベイラビリティーゾーンを記述する

アクセス許可を付与します。
• ec2:DescribeNetworkInterfaces— 1 つ以上のエラスティックネットワークインターフェイスを記

述する許可を付与
• ec2:DescribeSecurityGroups— 1 つ以上のセキュリティグループを記述するアクセス許可を付与

します。
• ec2:DescribeSubnets— 1 つ以上のサブネットを記述するアクセス許可を付与します。
• ec2:DescribeVpcs— 1 つ以上の仮想プライベートクラウド (VPC) を記述する許可を付与
• ec2:DescribeVpcEndpoints— 1 つ以上の VPC エンドポイントを記述するアクセス許可を付与しま

す。
• health:DescribeEventAggregates— 各イベントタイプ (発行、およびアカウント通知) のイベント

数を返します。
• iam:GetPolicyVersion— 指定の管理ポリシーのバージョンについて、ポリシードキュメントなどの

情報を取得するアクセス許可を付与します。
• iam:ListPolicies— すべての管理ポリシーを一覧表示するためのアクセス許可を付与します。
• iam:ListRoles— 指定されたパスのプレフィックスを持つ IAM ロールを一覧表示するアクセス許可を

付与します。
• iam:PassRole— Transfer Family に IAM ロールを渡すアクセス許可を付与します。詳細について

は、にロールを渡すアクセス許可をユーザーに付与するをご参照くださいAWS のサービス。
• route53:ListHostedZones— 現在のAWS アカウントに関連付けられたパブリックホストゾーンお

よびプライベートホストゾーンのリストを取得するアクセス許可を付与します。
• s3:ListAllMyBuckets— リクエストの認証された送信者が所有するすべてのバケットを一覧表示す

るアクセス許可を付与します。
• transfer:*— Transfer Family リソースへのアクセスを許可します。アスタリスク (*) はすべてのリ

ソースへのアクセスを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "transfer.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "acm:ListCertificates", 
                "ec2:DescribeAddresses", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
                "health:DescribeEventAggregates", 
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                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListRoles", 
                "route53:ListHostedZones", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "transfer:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS管理ポリシー: AWSTransferFullAccess
AWSTransferFullAccessこのポリシーは、Transfer Family サービスへのフルアクセスを付与します。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• transfer:*— TTransfer Family ilyのリソースにアクセスする権限を付与します。アスタリスク (*) は
すべてのリソースへのアクセスを許可します。

• iam:PassRole— Transfer Family に IAM ロールを渡すアクセス許可を付与します。詳細について
は、にロールを渡すアクセス許可をユーザーに付与するをご参照くださいAWS のサービス。

• ec2:DescribeAddresses— 1 つ以上の Elastic IP アドレスを記述するアクセス許可を付与します。
• ec2:DescribeNetworkInterfaces— 1 つ以上のネットワークインターフェイスを記述するアクセス

許可を付与します。
• ec2:DescribeVpcEndpoints— 1 つ以上の VPC エンドポイントを記述するアクセス許可を付与しま

す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "transfer:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "transfer.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeAddresses" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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AWS管理ポリシー: AWSTransferLoggingAccess
AWSTransferLoggingAccessこのポリシーでは、AWS TTransfer Family ilyにログストリームとグルー
プを作成したり、ログイベントをアカウントに保存したりするためのフルアクセス権が付与されます。

許可の詳細

このポリシーには、の以下の許可が含まれていますAmazon CloudWatch Logs。

• CreateLogStream— プリンシパルでログストリームを作成する許可を付与
• DescribeLogStreams— プリンシパルでロググループのログストリームを一覧表示するアクセス許可

を付与します。
• CreateLogGroup— プリンシパルでロググループを作成する許可を付与
• PutLogEvents— プリンシパルでログイベントのバッチを指定されたログストリームにアップロードす

る許可を付与

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS管理ポリシー: AWSTransferReadOnlyAccess
AWSTransferReadOnlyAccessポリシーは、Transfer Family サービスへの読み取り専用アクセスを付与
します。

許可の詳細

このポリシーには Transfer Family に関する以下のアクセス許可が含まれています。

• DescribeUser— プリンシパルでユーザーの説明を表示するアクセス許可を付与します。
• DescribeServer— プリンシパルでサーバーの説明を表示するアクセス許可を付与します。
• ListUsers— プリンシパルでサーバーのユーザー一覧を表示するアクセス許可を付与します。
• ListServers— プリンシパルでアカウントのサーバーを一覧表示するためのアクセス許可を付与しま

す。
• TestIdentityProvider— プリンシパルに、設定された ID プロバイダーが正しく設定されているか

どうかをテストするアクセス許可を付与します。
• ListTagsForResource— プリンシパルでリソースのタグを一覧表示するためのアクセス許可を付与

します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "transfer:DescribeUser", 
                "transfer:DescribeServer", 
                "transfer:ListUsers", 
                "transfer:ListServers", 
                "transfer:TestIdentityProvider", 
                "transfer:ListTagsForResource" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS Transfer Family の AWSマネージドポリシーへの
更新
このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの分について AWS Transfer Family の AWS マネー
ジドポリシーの更新に関する詳細を表示します。このページへの変更に関する自動アラートについて
は、AWS Transfer Family のドキュメント履歴 (p. 569) ページの RSS フィードを購読してください。

変更 説明 日付

ドキュメントの更新 TTransfer Family ily管理ポリシー
ごとにセクションを追加しまし
た。

2022 年 1 月 27 日

AWSTransferReadOnlyAccess (p. 271)
– 既存ポリシーへの更新。

AWS Transfer Family に、ポリ
シーで AWS Managed Microsoft 
AD の読み取りを可能にする新し
いアクセス許可が追加されまし
た。

2021 年 9 月 30 日

AWS Transfer Family が変更追跡
を開始しました

AWS Transfer Family がその 
AWS マネージドポリシーの変更
を追跡し始めました。

2021 年 6 月 15 日
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トラブルシューティング
このセクションでは、AWS Transfer Familyを使用するときに発生しやすい問題とそれらを修正する方法を
説明します。

トピック
• サービスマネージドユーザーのトラブルシューティング (p. 273)
• Amazon API Gateway の問題のトラブルシューティング (p. 274)
• 暗号化された Amazon S3 バケットのポリシーのトラブルシューティング (p. 276)
• 認証に関する問題のトラブルシューティング (p. 276)
• Amazon を利用してワークフロー関連のエラーをトラブルシューティングする CloudWatch (p. 277)
• ワークフローコピーエラーのトラブルシューティング  (p. 279)
• Amazon EFS のトラブルシューティング (p. 279)
• ID プロバイダーのテストに関するトラブルシューティング (p. 281)
• ファイルアップロードに関する問題のトラブルシューティング (p. 281)
• ResourceNotFound例外のトラブルシューティング (p. 282)
• AS2 の問題のトラブルシューティング (p. 282)

サービスマネージドユーザーのトラブルシューティ
ング

このセクションでは、以下の問題の発生時に考えられる対策について説明します。

トピック
• Amazon EFS サービスマネージドユーザーのトラブルシューティング (p. 273)
• 公開鍵本文が長すぎる場合のトラブルシューティング (p. 274)
• トラブルシューティング:SSH 公開鍵を追加できませんでした (p. 274)

Amazon EFS サービスマネージドユーザーのトラブル
シューティング
説明

sftp コマンドを実行した場合にプロンプトの代わりに次のメッセージが表示されることがあります。

Couldn't canonicalize: Permission denied 
           Need cwd

原因

AWS Identity and Access Management(IAM) ユーザーのロールに Amazon Elastic File System (Amazon 
EFS) へのアクセス許可がありません。

対策

ユーザーのロールについてポリシーのアクセス権限を増やします。AWS などの
AmazonElasticFileSystemClientFullAccess マネージドポリシーを追加できます。
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公開鍵本文が長すぎる場合のトラブルシューティング
説明

サービスマネージドユーザーを作成しようとすると、以下のようなエラーが表示されます。

Failed to create user (1 validation error detected:
'sshPublicKeyBody' failed to satisfy constraint: Member must have length less than or equal 
 to 2048)

原因

公開鍵本文に PGP 鍵を入力している可能性がありますが、サービス管理対象ユーザーの PGPAWS 
Transfer Family 鍵はサポートされていません。

解決策

PGP キーが RSA ベースの場合は、PEM 形式に変換できます。たとえば、Ubuntu は次のような変換ツー
ルを提供しています。https://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/man1/openpgp2ssh.1.html

トラブルシューティング:SSH 公開鍵を追加できませ
んでした
説明

サービスマネージドユーザーの公開鍵を追加しようとすると、以下のようなエラーが表示されます。

Failed to add SSH public key (Unsupported or invalid SSH public key format)

原因

SSH2 形式の公開鍵をインポートしようとしても、サービス管理対象ユーザーの SSH2AWS Transfer 
Family 形式の公開鍵はサポートされていない可能性があります。

解決策

キーを OpenSSH 形式に変換する必要があります。このプロセスは、「SSH2 パブリックキーを 
OpenSSH フォーマットに変換します。 (p. 240)」で説明されています。

Amazon API Gateway の問題のトラブルシューティ
ング

このセクションでは、以下の問題の発生時に考えられる対策について説明します。

トピック
• 認証失敗の回数が多すぎる (p. 274)
• 接続が終了する  (p. 275)

認証失敗の回数が多すぎる
説明
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接続が終了する 

Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) を使用してサーバーに接続しようとすると、次のエラー
が発生します。

Received disconnect from 3.15.127.197 port 22:2: Too many authentication failures
Authentication failed.
Couldn't read packet: Connection reset by peer

原因

入力したユーザーパスワードが正しない可能性があります。もう一度、正しいパスワードを入力してみて
ください。

正しいパスワードを入力しもエラーになる場合、原因として考えられるのはロール Amazon リソースネー
ム (ARN) が無効であることです。それが原因であることを確認するには、サーバーの ID プロバイダをテ
ストします。次のようなレスポンスが表示される場合、すべてがゼロのロール ID 値は、ロール ARN がプ
レースホルダーのみであることを示します。

{ 
    "Response": "{\"Role\": \"arn:aws:iam::000000000000:role/MyUserS3AccessRole\",
\"HomeDirectory\": \"/\"}", 
    "StatusCode": 200, 
    "Message": "", 
    "Url": "https://api-gateway-ID.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod/
servers/transfer-server-ID/users/myuser/config"
}        

解決策

プレースホルダーロール ARN をサーバーへのアクセス権限がある実際のロールに置き換えます。

ロールを更新するには

1.
https://console.aws.amazon.com/cloudformation で AWS CloudFormation コンソール を開きます。

2. 左のナビゲーションペインで [Stacks] (スタック) をクリックします。
3. スタックリストでスタックを選択し、「パラメータ」タブを選択します。
4. [更新] を選択します。[スタックの更新] ページで、[現在のテンプレートを使用] を選択し、[次へ] を選

択します。
5. Transfer Family サーバーへのアクセスに十分なアクセス権限があるロール ARN UserRoleArnに置き換

えます。
Note

必要なアクセス許可を付与するには、ロールに AmazonAPIGatewayAdministrator およ
び AmazonS3FullAccess マネージドポリシーを追加します。

6. [次へ] を選択し、もう一度 [次へ] を選択します。[#######] ページで、[IAMAWS CloudFormation リ
ソースが作成される可能性があることを確認] を選択し、[スタックの更新] を選択します。

接続が終了する
説明

Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) を使用してサーバーに接続しようとすると、次のエラー
が発生します。

Connection closed
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暗号化された Amazon S3 バケット

のポリシーのトラブルシューティング

原因

考えられる原因の 1 つは、Amazon CloudWatch ログ記録ロールに Transfer Family との信頼関係がないこ
とです。

解決策

サーバーのログ記録ロールと Transfer Family の間に信頼関係があることを確認します。詳細については、
「信頼関係を確立するには (p. 12)」を参照してください。

暗号化された Amazon S3 バケットのポリシーのト
ラブルシューティング

説明

暗号化された Amazon S3 バケットがTransfer Family サーバーのストレージとして使用されていま
す。サーバーにファイルをアップロードしようとすると、「Couldn't close file: Permission 
denied」エラーが表示されます。

そしてサーバーログを表示すると、次のエラーが表示されます。

ERROR Message="Access denied" Operation=CLOSE Path=/bucket/user/test.txt BytesIn=13
ERROR Message="Access denied"

原因

IAM ユーザーのポリシーに、暗号化されたバケットへのアクセス許可がありません。

解決策

必要なAWS Key Management Service (AWS KMS) アクセス権限を付与するには、ポリシーに追加のアク
セス権限を指定する必要があります。詳細については、「Amazon S3 でのデータ暗号化 (p. 235)」を参照
してください。

認証に関する問題のトラブルシューティング
このセクションでは、以下の問題の発生時に考えられる対策について説明します。

トピック
• 認証の失敗：SSH/SFTP  (p. 276)
• マネージド AD のレルムの不一致の問題 (p. 277)
• その他の認証問題 (p. 277)

認証の失敗：SSH/SFTP
説明

Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) を使用してサーバーに接続しようとすると、次のような
メッセージが表示されす。

Received disconnect from 3.130.115.105 port 22:2: Too many authentication failures 
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  Authentication failed.

Note

API Gateway を使用していて、このエラーが表示される場合は、を参照してください認証失敗の
回数が多すぎる (p. 274)。

原因

ユーザーに RSA key pair を追加していないため、代わりにパスワードを使用して認証する必要がありま
す。

解決策

sftpコマンドを実行するときは、-o PubkeyAuthentication=noオプションを指定します。このオプ
ションでは、システムによるパスワードのリクエストが強制されます。例:

sftp -o PubkeyAuthentication=no sftp-user@server-id.server.transfer.region-id.amazonaws.com

マネージド AD のレルムの不一致の問題
説明

ユーザーのレルムとグループのレルムは一致する必要があります。両方ともデフォルトレルムにあるか、
両方とも信頼できるレルムにある必要があります。

原因

ユーザーとそのグループが一致しない場合、そのユーザーをTTransfer Family ilyで認証することはできま
せん。ユーザーの ID プロバイダーをテストすると、「ユーザーのグループに関連付けられたアクセスが見
つかりません」というエラーが表示されます。

解決策

グループレルム (デフォルトまたは信頼済み) と一致するユーザーのレルム内のグループを参照します。

その他の認証問題
説明

認証エラーが表示され、他のトラブルシューティングは実行されません

原因

先頭または末尾にスラッシュ (/) を含む論理ディレクトリのターゲットを指定した可能性があります。

解決策

論理ディレクトリターゲットを更新して、先頭がスラッシュで、末尾にスラッシュが含まれていないこと
を確認します。たとえば、/DOC-EXAMPLE-BUCKET/imagesは許容されますがDOC-EXAMPLE-BUCKET/
images、/DOC-EXAMPLE-BUCKET/images/は許容されません。

Amazon を利用してワークフロー関連のエラーをト
ラブルシューティングする CloudWatch

説明
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をトラブルシューティングする CloudWatch

ワークフローに問題がある場合には Amazon CloudWatch を利用して原因を調査できます。

原因

いくつかの原因が考えられるので、Amazon CloudWatch ログを使用して調査してください。

解決策

Transfer Family CloudWatch はワークフロー実行ステータスをログに出力します。 CloudWatch Logs に
は、次のタイプのワークフローエラーが表示されます。

• "type": "StepErrored"
• "type": "ExecutionErrored"
• "type": "ExecutionThrottled"
• "Service failure on starting workflow"

異なるフィルタおよびパターン構文を使用して、ワークフローの実行ログをフィルタリングできます。
たとえば、ログにログフィルターを作成して CloudWatch 、ExecutionErroredメッセージを含むワークフ
ロー実行ログをキャプチャします。詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「サブ
スクリプションによるログデータのリアルタイム処理」と「フィルターとパターンの構文」を参照してく
ださい。

StepErrored

2021-10-29T12:57:26.272-05:00 
            {"type":"StepErrored","details":
{"errorType":"BAD_REQUEST","errorMessage":"Cannot 
            tag Efs file","stepType":"TAG","stepName":"successful_tag_step"}, 
            "workflowId":"w-
abcdef01234567890","executionId":"1234abcd-56ef-78gh-90ij-1234klmno567", 
            "transferDetails":
{"serverId":"s-1234567890abcdef0","username":"lhr","sessionId":"1234567890abcdef0"}

ここで、StepErrored はワークフロー内のステップでエラーを生成したことを示します。1 つのワーク
フローには複数のステップを設定できます。このエラーでは、どのステップでエラーが発生したかがエ
ラーメッセージに表示されます。この特定の例では、ステップはファイルにタグを付けるように設定され
ていましたが、Amazon EFS ファイルシステム内のファイルのタグ付けはサポートされないのでステップ
がエラーになりました。

ExecutionErrored

2021-10-29T12:57:26.618-05:00 
            {"type":"ExecutionErrored","details":{},"workflowId":"w-w-abcdef01234567890", 
            "executionId":"1234abcd-56ef-78gh-90ij-1234klmno567","transferDetails":
{"serverId":"s-1234567890abcdef0", 
            "username":"lhr","sessionId":"1234567890abcdef0"}}

ワークフローで実行できないステップがあると、「ExecutionErrored」というメッセージが表示されま
す｡ たとえば、特定のワークフローに設定したステップのうち 1 つのステップを実行できないと、ワーク
フロー全体が失敗します。

Executionthrottled

システムがサポートする速度よりも速い速度でワークフローがトリガーされる場合、ワークフローの実行
が抑制されます。このログメッセージは、ワークフローの実行速度を遅くする必要があることを示してい
ます。ワークフローの実行率を下げることができない場合は、ContactAWS Support までご連絡ください
AWS。
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ワークフロー開始時のサービス障害

サーバーからワークフローを削除して新しいワークフローに置き換えたり、(ワークフローの実行ロールに
影響する) サーバー構成を更新したりするたびに、新しいワークフローを実行する前に約 10 分待つ必要が
あります。Transfer Family サーバーはワークフローの詳細をキャッシュし、サーバーがキャッシュを更新
するには 10 分かかります。

ワークフローコピーエラーのトラブルシューティン
グ

説明

アップロードしたファイルをコピーするステップを含むワークフローを実行しようとする場合、次のエ
ラーが発生する可能性があります。

{ 
  "type": "StepErrored", "details": { 
    "errorType": "BAD_REQUEST", "errorMessage": "Bad Request (Service: Amazon S3; Status 
 Code: 400; Error Code: 400 Bad Request; 
    Request ID: request-ID; S3 Extended Request ID: request-ID Proxy: null)", "stepType": 
 "COPY", "stepName": "copy-step-name" }, 
  "workflowId": "workflow-ID", 
  "executionId": "execution-ID", 
  "transferDetails": { 
     "serverId": "server-ID", 
     "username": "user-name", 
     "sessionId": "session-ID" 
  }
}

原因

AWS リージョンコピー元ファイルがコピー先バケットとは異なる Amazon S3 バケット内にあります。

解決策

コピーステップを含むワークフローを実行しようとする場合、コピー元バケットとコピー先バケットが同
じであることを確認しますAWS リージョン。

Amazon EFS のトラブルシューティング
このセクションでは、以下の問題の発生時に考えられる対策について説明します。

トピック
• POSIX プロファイルが見つからない場合のトラブルシューティング (p. 279)
• Amazon EFS による論理ディレクトリのトラブルシューティング (p. 280)

POSIX プロファイルが見つからない場合のトラブル
シューティング
説明
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クトリのトラブルシューティング

サーバーに Amazon EFS ストレージを使用し、かつカスタム ID プロバイダーを使用する場合、AWS 
Lambda関数に POSIX プロファイルを提供する必要があります。

原因

考えられる原因の 1 つは、AWS Lambda Backed Amazon API Gateway メソッドの作成用に提供されたテ
ンプレートに現時点で POSIX 情報が含まれていないことです。

POSIX 情報を提供した場合、POSIX 情報を提供するために使用した形式が Transfer Family によって正し
く解析されない可能性があります。

解決策

Transfer Family に Transfer Family に JSONPosixProfile 要素を提供していることを確認します。

例えば、Python で次の行を追加すれば、PosixProfileパラメータを解析できます。

if PosixProfile:  
        response_data["PosixProfile"] = json.loads(PosixProfile)

または JavaScript、に次の行を追加できます。uid-valuegid-valueおよびはそれぞれユーザー ID 
(UID) とグルー ID (GID) を表す 0 以上の整数です。

PosixProfile: {"Uid": uid-value, "Gid": gid-value},

これらのコード例は、PosixProfileパラメータを文字列ではなく JSON オブジェクトとして Transfer 
Family に送信します。

また、内部にはAWS Secrets Manager、PosixProfile次のようにパラメータを格納する必要がありま
す。your-uidyour-gidとを GID と UID の実際の値に置き換えてください。

{"Uid": your-uid, "Gid": your-gid, "SecondaryGids": []}

Amazon EFS による論理ディレクトリのトラブル
シューティング
説明

ユーザーのホームディレクトリが存在せず、lsユーザーがコマンドを実行すると、システムは次のように
応答します。

sftp> ls
remote readdir ("/"): No such file or directory

原因

Transfer Family サーバーが Amazon EFS を使用している場合、ユーザーが論理的なホームディレクトリ
で作業する前に、読み取りと書き込みのアクセス権を持つユーザーのホームディレクトリを作成する必
要があります。ユーザーがこのディレクトリを自分で作成することはできません。mkdir論理的なホーム
ディレクトリに対する権限がないためです。

解決策

親ディレクトリへの管理者アクセス権を持つユーザーは、ユーザーの論理ホームディレクトリを作成する
必要があります。
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ID プロバイダーのテストに関するトラブルシュー
ティング

説明

コンソールまたはTestIdentityProvider API 呼び出しを使用して ID プロバイダーをテストする場
合、Responseフィールドは空です。例:

{ 
    "Response": "{}", 
    "StatusCode": 200, 
    "Message": ""
}

原因

最も考えられる原因は誤ったユーザー名やパスワードが原因で認証に失敗したことです。

解決策

ユーザーの正しい認証情報を使用していることを確認し、必要に応じてユーザー名またはパスワードを更
新してください。

ファイルアップロードに関する問題のトラブル
シューティング

このセクションでは、以下の問題の発生時に考えられる対策について説明します。

トピック
• Amazon S3 ファイルアップロードエラーのトラブルシューティング (p. 281)
• 判読できないファイル名のトラブルシューティング (p. 282)

Amazon S3 ファイルアップロードエラーのトラブル
シューティング
説明

Transfer Family を使用して Amazon S3 ストレージにファイルをアップロードしようとすると、
「AWSTransfer は S3 オブジェクトへのランダムアクセス書き込みをサポートしていません」というエ
ラーメッセージが表示されます。

原因

サーバーのストレージに Amazon S3 を使用している場合、Transfer Family は 1 回の転送で複数の接続を
サポートしていません。

解決策

Transfer Family サーバーのストレージに Amazon S3 を使用している場合は、1 回の転送に複数の接続を
使用することを記載しているクライアントソフトウェアのオプションをすべて無効にしてください。
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判読できないファイル名のトラブルシューティング
説明

アップロードしたファイルの一部に破損したファイル名が表示される。FTP および SFTP 転送で、ファイ
ル名の特定の文字（ウムラウト、アクセント付きの文字、中国語やアラビア語など）が文字化けする問題
が発生することがあります。

原因

FTP プロトコルと SFTP プロトコルでは、ファイル名の文字エンコーディングをクライアントがネゴシ
エートできますが、Amazon S3 と Amazon EFS ではできません。代わりに、UTF-8 文字エンコードが必
要です。その結果、特定の文字が正しくレンダリングされません。

解決策

この問題を解決するには、クライアントアプリケーションのファイル名の文字エンコーディングを確認
し、UTF-8 に設定されていることを確認します。

ResourceNotFound例外のトラブルシューティン
グ

説明

リソースが見つからないというエラーが表示されます。たとえば、を実行するとUpdateServer、以下の
ようなエラーが返されます。

An error occurred (ResourceNotFoundException) when calling the UpdateServer operation: 
 Unknown server

原因

ResourceNotFoundExceptionメッセージを受信する理由はいくつかあります。ほとんどの場合、API コマ
ンドで指定したリソースは存在しません。既存のリソースを指定した場合、最も可能性の高い原因は、デ
フォルトのリージョンがリソースのリージョンと異なることです。たとえば、デフォルトのリージョンが
us-east-1 で、Transfer Family サーバーが us-east-2 の場合、「不明なリソース」という例外が表示されま
す。

デフォルトリージョンの設定の詳細については、「クイック設定」を参照してくださいaws 
configure。

解決策

API コマンドにリージョンパラメータを追加して、特定のリソースを検索する場所を明示的に指定しま
す。

aws transfer -describe-server --server-id server-id --region us-east-2

AS2 の問題のトラブルシューティング
適用性声明 2 (AS2) が有効なサーバーのエラーメッセージとトラブルシューティングのヒントは、次のと
おりですAS2 エラーコード (p. 99)。
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ようこそ

API リファレンス
以下のセクションでは、AWS Transfer Family API サービス呼び出し、データ型、パラメータ、およびエ
ラーについて説明します。AWS Transfer Family API で使用する API のエンティティおよび規則の詳細に
ついては、「AWS Transfer Family API へようこそ (p. 283)」セクションを参照してください。

トピック
• AWS Transfer Family API へようこそ (p. 283)
• アクション (p. 285)
• データ型 (p. 475)
• API リクエストを行う (p. 561)
• 共通パラメータ (p. 565)
• 共通エラー (p. 567)

AWS Transfer Family API へようこそ
AWS Transfer Family は、次のプロトコルを使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) スト
レージとの間でファイルを転送できる安全な転送サービスです。

• Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP)
• File Transfer Protocol Secure (FTPS)
• File Transfer Protocol (FTP)
• 適用性ステートメント 2 (AS2)

FTP は、金融サービス、医療、広告、リテール、その他のさまざまな業界にわたってデータ交換ワークフ
ローに使用されます。AWS Transfer Family はファイル転送ワークフローの AWS への移行を簡素化しま
す。

AWS Transfer Family サービスを使用するには、AWS リージョンでサーバーをインスタンス化します。
サーバーを作成して、使用可能なサーバーを一覧表示し、サーバーを更新および削除できます。サー
バーは、AWS Transfer Family からのファイルオペレーションをリクエストするエンティティです。サー
バーには、多くの重要なプロパティが含まれています。サーバーは、システムにより割り当てられた
ServerId 識別子によって識別される名前付きインスタンスです。必要に応じて、ホスト名や、カスタム
ホスト名もサーバーに割り当てることができます。サービスの使用料は、すべてのインスタンス化された
サーバー (OFFLINE も含む) および転送されたデータの量に従って請求されます。

ファイルオペレーションをリクエストするサーバーがユーザーを認識している必要が
あります。ユーザー名によって識別されるユーザーがサーバーに割り当てられます。
ユーザー名は、リクエストの認証に使用されます。サーバーの認証方法となりうるの
は、AWS_DIRECTORY_SERVICE、SERVICE_MANAGED、AWS_LAMBDA、または API_GATEWAY のいずれ
かです。

次のいずれかの ID プロバイダーのタイプを使用して、ユーザーを認証できます。

• SERVICE_MANAGED の場合は、SSH パブリックキーはサーバーにユーザーのプロパティとともに保存
されます。ユーザーは、SERVICE_MANAGED 認証方法に 1 つ以上の SSH パブリックキーを登録できま
す。クライアントがSERVICE_MANAGED method のファイルオペレーションをリクエストする場合、ク
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ライアントがユーザー名とSSH プライベートキーを提供することで、認証され、アクセスが提供されま
す。

• AWS_DIRECTORY_SERVICE 認証方法を選択することで、Microsoft Active Directory グループでのユー
ザー認証とアクセスを管理できます。

• AWS Lambda を使用して、カスタム ID プロバイダーに接続できます。AWS_LAMBDA 認証方法を選択し
ます。

• ユーザー認証とアクセスの両方を提供するカスタム認証方法を使用すると、ユーザーリクエストも認証
できます。このメソッドは Amazon API Gateway に依存しており、ID プロバイダーからの API コール
を使用して、ユーザーリクエストを検証します。このメソッドは、API コールでは API_GATEWAY と呼
ばれ、コンソールでは [Custom] と呼ばれます。このカスタムメソッドを使用して、ディレクトリサービ
ス、データベース名とパスワードのペア、またはその他のメカニズムに対してユーザーを認証できる場
合があります。

ユーザーには、ユーザー自身と Amazon S3 バケットの間の信頼関係が含まれたポリシーが割り当てられ
ます。SFTP ユーザーは、バケットのすべてまたは一部にアクセスできる可能性があります。サーバーが
ユーザーに代わって機能するためには、サーバーがユーザーから信頼関係を継承する必要があります。
信頼関係を含んでいる AWS Identity and Access Management (IAM) ロールが作成され、そのロールが
AssumeRole アクションに割り当てられます。サーバーは、ユーザーであるかのようにファイルオペレー
ションを実行できるようになります。

home ディレクトリのプロパティセットを持つユーザーの場合、そのディレクトリ (またはフォルダ) は
ファイルオペレーションのターゲットおよびソースとして機能します。home ディレクトリが設定されて
いない場合は、バケットの root ディレクトリがランディングディレクトリになります。

サーバー、ユーザー、およびロールはすべて、Amazon リソースネーム (ARN) で識別されます。ARN が
含まれているエンティティにキーバリューペアであるタグを割り当てることができます。タグは、これら
のエンティティのグループ化または検索に使用できるメタデータです。タグが便利な例としては、経理上
の処理が挙げられます。

AWS Transfer Family ID 形式では、以下の規則に従います。

• ServerId 値の形式は s-01234567890abcdef です。
• SshPublicKeyId 値の形式は key-01234567890abcdef です。

Amazon リソースネーム (ARN) は次のような形式です。

• ユーザーの場合、ARN の形式は arn:aws:transfer:region:account-id:server/server-id で
す。

サーバー ARN の例: arn:aws:transfer:us-east-1:123456789012:server/
s-01234567890abcdef

• ユーザーの場合、ARN の形式は arn:aws:transfer:region:account-id:user/server-
id/username です。

例は arn:aws:transfer:us-east-1:123456789012:user/s-01234567890abcdef/user1 で
す。

使用する DNS エントリ (エンドポイント) は次のとおりです。

• API エンドポイントの形式は transfer.region.amazonaws.com です。
• サーバーエンドポイントの形式は server.transfer.region.amazonaws.com です。

AWS地域別のTTransfer Family AWS Transfer Familyilyエンドポイントのリストについては、のエンドポイ
ントとクォータを参照してくださいAWS 全般のリファレンス。
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アクション

この AWS Transfer Family の API インターフェイスリファレンスには、AWS Transfer Family を管理する
ために使用できるプログラミングインターフェイスのドキュメントが含まれます。リファレンス構造は次
のとおりです。

• API アクションのアルファベット順リストについては、「アクション」 (p. 285)を参照してください。
• データ型のアルファベット順リストについては、「データ型 (p. 475)」を参照してください。
• 共通クエリパラメータのリストについては、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してください。
• エラーコードの説明については、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

Tip

実際にコマンドを実行する代わりに、任意の API--generate-cli-skeleton 呼び出しでパ
ラメーターを使用してパラメーターテンプレートを生成および表示できます。生成されたテン
プレートを使用してカスタマイズし、後のコマンドの入力として使用できます。詳細について
は、パラメータスケルトンファイルを生成して使用するを参照してください。

アクション
以下のアクションがサポートされています:

• CreateAccess (p. 287)
• CreateAgreement (p. 292)
• CreateConnector (p. 296)
• CreateProfile (p. 299)
• CreateServer (p. 302)
• CreateUser (p. 310)
• CreateWorkflow (p. 316)
• DeleteAccess (p. 321)
• DeleteAgreement (p. 323)
• DeleteCertificate (p. 325)
• DeleteConnector (p. 327)
• DeleteHostKey (p. 329)
• DeleteProfile (p. 331)
• DeleteServer (p. 333)
• DeleteSshPublicKey (p. 335)
• DeleteUser (p. 338)
• DeleteWorkflow (p. 340)
• DescribeAccess (p. 342)
• DescribeAgreement (p. 345)
• DescribeCertificate (p. 348)
• DescribeConnector (p. 350)
• DescribeExecution (p. 352)
• DescribeHostKey (p. 355)
• DescribeProfile (p. 358)
• DescribeSecurityPolicy (p. 360)
• DescribeServer (p. 362)
• DescribeUser (p. 366)
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• DescribeWorkflow (p. 370)
• ImportCertificate (p. 374)
• ImportHostKey (p. 378)
• ImportSshPublicKey (p. 381)
• ListAccesses (p. 384)
• ListAgreements (p. 387)
• ListCertificates (p. 390)
• ListConnectors (p. 393)
• ListExecutions (p. 396)
• ListHostKeys (p. 400)
• ListProfiles (p. 403)
• ListSecurityPolicies (p. 406)
• ListServers (p. 408)
• ListTagsForResource (p. 411)
• ListUsers (p. 414)
• ListWorkflows (p. 418)
• SendWorkflowStepState (p. 420)
• StartFileTransfer (p. 423)
• StartServer (p. 426)
• StopServer (p. 428)
• TagResource (p. 431)
• TestIdentityProvider (p. 434)
• UntagResource (p. 439)
• UpdateAccess (p. 442)
• UpdateAgreement (p. 447)
• UpdateCertificate (p. 451)
• UpdateConnector (p. 454)
• UpdateHostKey (p. 457)
• UpdateProfile (p. 460)
• UpdateServer (p. 463)
• UpdateUser (p. 471)
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CreateAccess
管理者が、AWS Transfer Familyを使用して有効なプロトコル経由でファイルをアップロードやダウン
ロードするためのアクセス権をディレクトリ内のどのグループに与えます。たとえば、Microsoft Active 
Directory に 50,000 ユーザーが含まれる可能性があってもサーバーにファイルを転送する能力を必要とす
るのはそのうちのごく一部のみです。管理者は CreateAccess を使用することで、この機能を必要とす
る適切なユーザーのセットにアクセス権を限定することができます。

リクエストの構文
{ 
   "ExternalId": "string", 
   "HomeDirectory": "string", 
   "HomeDirectoryMappings": [  
      {  
         "Entry": "string", 
         "Target": "string" 
      } 
   ], 
   "HomeDirectoryType": "string", 
   "Policy": "string", 
   "PosixProfile": {  
      "Gid": number, 
      "SecondaryGids": [ number ], 
      "Uid": number
   }, 
   "Role": "string", 
   "ServerId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ExternalId (p. 287)

ディレクトリ内の特定のグループを識別するために必要な一意の識別子。関連付けするグループの
ユーザーは、を使用して有効なプロトコル経由で Amazon S3 または Amazon EFS リソースにアクセ
スできますAWS Transfer Family。グループ名がわかる場合、Windows を使用して次のコマンドを実
行すれば SID 値を表示できます PowerShell。

Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties * | 
Select SamAccountName,ObjectSid

そのコマンドで、をご使用のアクティブディレクトリグループの名前に置き換えま
すYourGroupName。

このパラメータの検証に使用される正規表現は、スペースを含まない大文字と小文字の英数字からな
る文字列です。下線文字 (_) や =,.@:/- の文字を含めることもできます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: ^S-1-[\d-]+$

必須: はい
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HomeDirectory (p. 287)

ユーザーがクライアントを使用してサーバーにログインするときの、ユーザーのランディングディレ
クトリ (フォルダ)。

HomeDirectory の例は /bucket_name/home/mydirectory です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1,024 です。

パターン: ^$|/.*

必須: いいえ
HomeDirectoryMappings (p. 287)

ユーザーに表示する Amazon S3 または Amazon EFS のパスとキー、およびそれらをどのように表示
するかを指定する論理ディレクトリマッピング。「Entry」と「Target」のペアを指定する必要が
あり、Entry はパスの表示方法を示し、Target は実際の Amazon S3 または Amazon EFS のパス
です。ターゲットを指定しただけの場合は、そのまま表示されます。また、AWS Identity and Access 
Management IAM ロールが、のパスへのアクセスを提供することを確認してくださいTarget。この
値は、が LOGICALHomeDirectoryType に設定されている場合にのみ設定できます。

以下は Entry と Target のペアの例です。

[ { "Entry": "/directory1", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]

ほとんどの場合、セッションポリシーの代わりにこの値を使用することで、指定されたホームディレ
クトリ (chroot) にユーザーをロックダウンできます。そのためには、Entry を/ に設定し、Target
を HomeDirectory パラメータ値に設定します。

以下は、chroot のための Entry と Target のペアの例です。

[ { "Entry": "/", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]

型: HomeDirectoryMapEntry (p. 522) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: いいえ
HomeDirectoryType (p. 287)

ユーザーがサーバーにログインするときにホームディレクトリにするランディングディレクトリ 
(フォルダ) のタイプ。これを PATH に設定した場合、ユーザーには、ファイル転送プロトコルク
ライアントに、絶対的な Amazon S3 バケットまたは現状の EFS パスが表示されます。これを
LOGICAL に設定した場合、Amazon S3 または Amazon EFS パスをユーザーに表示する方法に関し
て、HomeDirectoryMappings でマッピングを指定する必要があります。

タイプ: 文字列

有効な値:  PATH | LOGICAL

必須: いいえ
Policy (p. 287)

複数のユーザーに同じAWS Identity and Access Management (IAM) ロールの使用を可能
にする、ユーザーのセッションポリシー。このポリシーは、ユーザーアクセスのスコー
プを Amazon S3 バケットの一部に絞り込みます。このポリシー内に使用できる変数に
は、${Transfer:UserName}、${Transfer:HomeDirectory}、${Transfer:HomeBucket} が
あります。
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Note

このポリシーは、のドメインが Amazon S3ServerId の場合にのみ適用されます。Amazon 
EFS はセッションポリシーを使用しません。
セッションポリシーの場合、AWS Transfer Family は、ポリシーの Amazon リソースネーム 
(ARN) ではなく、JSON blob としてポリシーを保存します。JSON blob としてポリシーを保
存し、Policy 因数に渡します。
セッションポリシーの例については、「セッションポリシーの例」を参照してください。
詳細については、AWS Security Token ServiceAPI AssumeRoleリファレンスのを参照してく
ださい。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 2,048 です。

必須: いいえ
PosixProfile (p. 287)

ユーザーの Amazon EFS ファイルシステムへのアクセスを制御する、ユーザー ID (Uid Gid)、グルー
プ ID (SecondaryGids)、およびセカンダリグループ ID () を含む完全な POSIX ID。ファイルシステ
ム内のファイルとディレクトリに設定される POSIX アクセス許可によって、Amazon EFS ファイル
システムとの間でファイルを転送するときにユーザーが得るアクセスのレベルが決まります。

型: PosixProfile (p. 545) オブジェクト

必須: いいえ
Role (p. 287)

Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファイルシステムへのユーザーのアクセスを制御する AWS 
Identity and Access Management IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。この
ロールにアタッチされたポリシーにより、ファイルを Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファ
イルシステム間で転送する際の、ユーザーに付与するアクセスレベルが決定されます。IAM ロールに
は、ユーザーの転送リクエストを処理する際に、サーバーによるリソースへのアクセスを許可する信
頼関係も含まれる必要があります。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: はい
ServerId (p. 287)

サーバーインスタンスにシステムで割り当てられた一意の識別子。これはユーザーを追加したサー
バーに固有です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
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   "ExternalId": "string", 
   "ServerId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ExternalId (p. 289)

を使用して有効なプロトコル経由で Amazon S3 または Amazon EFS リソースにアクセスできるユー
ザーグループの外部 IDAWS Transfer Family。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: ^S-1-[\d-]+$
ServerId (p. 289)

ユーザーのアタッチ先サーバーの ID。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceExistsException

リクエストされたリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。
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HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateAgreement
契約を作成します。契約とは、AWS Transfer Family サーバーと AS2 プロセス間の相互取引パートナー契
約、またはパートナーシップです。この契約は、サーバーと AS2 プロセス間のファイルおよびメッセージ
の転送の関係を定義します。Transfer Family は、サーバー、ローカルプロファイル、パートナープロファ
イル、証明書、その他の属性を組み合わせて、契約を定義します。

パートナーは PartnerProfileId で識別され、AS2 プロセスは LocalProfileId で識別されます。

リクエストの構文
{ 
   "AccessRole": "string", 
   "BaseDirectory": "string", 
   "Description": "string", 
   "LocalProfileId": "string", 
   "PartnerProfileId": "string", 
   "ServerId": "string", 
   "Status": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

AccessRole (p. 292)

AS2 では、StartFileTransfer を呼び出してリクエストパラメータ SendFilePaths にファイ
ルパスを指定することでファイルを送信できます。ファイルの親ディレクトリ (例えば --send-
file-paths /bucket/dir/file.txt の場合、親ディレクトリは /bucket/dir/) を使用して、
処理済みの AS2 メッセージファイルを一時的に保存し、パートナーから受け取った MDN を保存し
て、送信の関連メタデータを含む最終的な JSON ファイルを記述します。そのため、AccessRole
は、StartFileTransfer リクエストで使用されるファイルの場所の親ディレクトリに対する読み取
り/書き込みアクセスを提供する必要があります。さらに、StartFileTransfer で送信するファイ
ルの親ディレクトリに対する読み取り/書き込みアクセスを提供する必要があります。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: はい
BaseDirectory (p. 292)

AS2 プロトコルを使用して転送されるファイルのランディングディレクトリ (フォルダ) です。

BaseDirectory の例は /DOC-EXAMPLE-BUCKET/home/mydirectory です。

型: 文字列
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長さの制限: 最大長は 1,024 です。

パターン: ^$|/.*

必須: はい
Description (p. 292)

契約書を識別するための名前または簡単な説明です。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 200 です。

Pattern: ^[\p{Graph}]+

必須: いいえ
LocalProfileId (p. 292)

AS2 ローカルプロファイルの一意の識別子です。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^p-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
PartnerProfileId (p. 292)

契約で使用されるパートナープロファイルの一意の識別子です。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^p-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
ServerId (p. 292)

サーバーインスタンスにシステムで割り当てられた一意の識別子。契約が使用する特定のサーバーで
す。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
Status (p. 292)

契約書のステータス。ACTIVE契約はまたはどちらでもかまいませんINACTIVE。

型: 文字列

有効な値:  ACTIVE | INACTIVE

必須: いいえ
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Tags (p. 292)

契約のグループ化および検索に使用できるキーと値のペアです。

型: Tag (p. 555) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文
{ 
   "AgreementId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

AgreementId (p. 294)

契約の一意の識別子。この ID は、契約の削除や更新、および契約 ID の指定を必要とするその他の 
API 呼び出しに使用します。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^a-([0-9a-f]{17})$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceExistsException

リクエストされたリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
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ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400

例
例

次の例では、契約書を作成し、契約 ID を返します。

aws transfer create-agreement --server-id s-021345abcdef6789 --local-profile-
id p-1234567890abcdef0 --partner-profile-id p-abcdef01234567890 --base-folder /DOC-EXAMPLE-
BUCKET/AS2-files --access-role arn:aws:iam::111122223333:role/AS2-role

レスポンス例

API 呼び出しは、新しい契約の契約 ID を返します。

{ 
    "AgreementId": "a-11112222333344444"
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateConnector
AS2 プロトコルのアウトバウンド接続のパラメータをキャプチャするコネクタを作成します。コネクタ
は、外部でホストされている AS2 サーバーにファイルを送信するのに必要です。コネクタの詳細について
は、「Create AS2 connectors」(AS2 コネクタの作成) を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "AccessRole": "string", 
   "As2Config": {  
      "Compression": "string", 
      "EncryptionAlgorithm": "string", 
      "LocalProfileId": "string", 
      "MdnResponse": "string", 
      "MdnSigningAlgorithm": "string", 
      "MessageSubject": "string", 
      "PartnerProfileId": "string", 
      "SigningAlgorithm": "string" 
   }, 
   "LoggingRole": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "Url": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

AccessRole (p. 296)

AS2 では、StartFileTransfer を呼び出してリクエストパラメータ SendFilePaths にファイ
ルパスを指定することでファイルを送信できます。ファイルの親ディレクトリ (例えば --send-
file-paths /bucket/dir/file.txt の場合、親ディレクトリは /bucket/dir/) を使用して、
処理済みの AS2 メッセージファイルを一時的に保存し、パートナーから受け取った MDN を保存し
て、送信の関連メタデータを含む最終的な JSON ファイルを記述します。そのため、AccessRole
は、StartFileTransfer リクエストで使用されるファイルの場所の親ディレクトリに対する読み取
り/書き込みアクセスを提供する必要があります。さらに、StartFileTransfer で送信するファイ
ルの親ディレクトリに対する読み取り/書き込みアクセスを提供する必要があります。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: はい
As2Config (p. 296)

コネクタオブジェクトのパラメータを含む構造です。
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型: As2ConnectorConfig (p. 477) オブジェクト

必須: はい
LoggingRole (p. 296)

コネクタが Amazon S3 CloudWatch イベントログをオンにできるようにする、AWS Identity and 
Access Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN) です。設定すると、 CloudWatch 
ログにコネクタのアクティビティを表示できます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: いいえ
Tags (p. 296)

コネクタのグループ化および検索に使用できるキーと値のペアです。タグとは、任意の目的でユー
ザーにアタッチされるメタデータです。

型: Tag (p. 555) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: いいえ
Url (p. 296)

パートナーの AS2 エンドポイントの URL です。

タイプ: 文字列

長さの制約：最大長 255。

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "ConnectorId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ConnectorId (p. 297)

API 呼び出しが成功した後に返される、コネクタの一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^c-([0-9a-f]{17})$
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エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceExistsException

リクエストされたリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateProfile
AS2 転送に使用するローカルプロファイルまたはパートナープロファイルを作成します。

リクエストの構文
{ 
   "As2Id": "string", 
   "CertificateIds": [ "string" ], 
   "ProfileType": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

As2Id (p. 299)

As2Id は、RFC 4130 で定義されている AS2-name です。インバウンド転送の場合、これはパート
ナーから送信される AS2 メッセージの AS2-From ヘッダーです。アウトバウンドコネクタの場合、
これは StartFileTransfer API オペレーションを使用してパートナーに送信される AS2 メッセー
ジの AS2-To ヘッダーです。この ID にスペースを含めることはできません。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。

パターン: ^[\p{Print}\s]*

必須: はい
CertificateIds (p. 299)

インポートされた証明書の識別子の配列です。この識別子は、プロファイルやパートナープロファイ
ルの操作に使用します。

型: 文字列の配列

長さの制限: 22 の固定長

パターン: ^cert-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
ProfileType (p. 299)

作成するプロファイルのタイプを決定します。
• LOCALローカルプロファイルを作成するように指定します。ローカルプロファイルは、AS2 対応の 

Transfer Family サーバ組織またはパーティを表します。
• PARTNER指定してパートナープロファイルを作成します。パートナープロフィールは、Transfer 

Familyの外部にあるリモート組織を表します。

299

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4130


AWS Transfer Family ユーザーガイド
CreateProfile

型: 文字列

有効な値:  LOCAL | PARTNER

必須: はい
Tags (p. 299)

AS2 プロファイルのグループ化および検索に使用できるキーと値のペアです。

型: Tag (p. 555) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "ProfileId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ProfileId (p. 300)

API コールの成功後に返される AS2 プロファイルのペアです。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^p-([0-9a-f]{17})$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
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ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400

例
例

次の例では、プロファイルを作成し、プロファイル ID を返します。

証明書 IDimport-certificate は実行時に作成されます。1 つは署名証明書用、もう 1 つは暗号化証明
書用です。

aws transfer create-profile --as2-id MYCORP --certificate-ids c-abcdefg123456hijk
               c-987654aaaa321bbbb
            

レスポンス例

API 呼び出しは、新しいプロファイルのプロファイル ID を返します。

{ 
    "ProfileId": "p-11112222333344444"
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateServer
AWS で選択したファイル転送プロトコルに基づいて、Auto Scaling 仮想サーバーをインスタンス化しま
す。ファイル転送プロトコル対応サーバーの更新や、ユーザーの操作を行う際、新しく作成されたサー
バーに割り当てられた、サービスによって生成された ServerId プロパティを使用します。

リクエストの構文

{ 
   "Certificate": "string", 
   "Domain": "string", 
   "EndpointDetails": {  
      "AddressAllocationIds": [ "string" ], 
      "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
      "SubnetIds": [ "string" ], 
      "VpcEndpointId": "string", 
      "VpcId": "string" 
   }, 
   "EndpointType": "string", 
   "HostKey": "string", 
   "IdentityProviderDetails": {  
      "DirectoryId": "string", 
      "Function": "string", 
      "InvocationRole": "string", 
      "Url": "string" 
   }, 
   "IdentityProviderType": "string", 
   "LoggingRole": "string", 
   "PostAuthenticationLoginBanner": "string", 
   "PreAuthenticationLoginBanner": "string", 
   "ProtocolDetails": {  
      "As2Transports": [ "string" ], 
      "PassiveIp": "string", 
      "SetStatOption": "string", 
      "TlsSessionResumptionMode": "string" 
   }, 
   "Protocols": [ "string" ], 
   "SecurityPolicyName": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "WorkflowDetails": {  
      "OnPartialUpload": [  
         {  
            "ExecutionRole": "string", 
            "WorkflowId": "string" 
         } 
      ], 
      "OnUpload": [  
         {  
            "ExecutionRole": "string", 
            "WorkflowId": "string" 
         } 
      ] 
   }
}

302



AWS Transfer Family ユーザーガイド
CreateServer

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Certificate (p. 302)

AWS Certificate Manager (ACM) 証明書の Amazon リソースネーム (ARN)。Protocols が FTPS に設
定されている場合は必須です。

新しいパブリック証明書をリクエストするには、「AWS Certificate Manager ユーザーガイド」の「パ
ブリック証明書をリクエストする」を参照してください。

既存の証明書を ACM にインポートするには、「AWS Certificate Manager ユーザーガイド」の「ACM 
に証明書をインポートする」を参照してください。

プライベート IP アドレス経由で FTPS を使用できるようにプライベート証明書をリクエストするに
は、「AWS Certificate Manager ユーザーガイド」の「プライベート証明書のリクエスト」を参照して
ください。

以下の暗号化アルゴリズムとキーサイズの証明書がサポートされています。
• 2048 ビット RSA (RSA_2048)
• 4096 ビット RSA (RSA_4096)
• 楕円素数曲線 256 ビット (EC_Prime256v1)
• 楕円素数曲線 384 ビット (EC_secp384R1)
• 楕円素数曲線 521 ビット (EC_secp521R1)

Note

証明書は、FQDN または IP アドレスが指定され、発行者に関する情報が記載された有効な 
SSL/TLS X.509 バージョン 3 の証明書である必要があります。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 1600

必須: いいえ
Domain (p. 302)

ファイル転送に使用されるストレージシステムのドメイン。使用できるドメインは、Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) と Amazon Elastic File System (Amazon EFS) です。デフォルト値は 
S3 です。

Note

サーバーの作成後にサーバー名を変更することはできません。

型: 文字列

有効な値:  S3 | EFS

必須: いいえ
EndpointDetails (p. 302)

サーバーに設定された Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイント設定。VPC 内でエンドポイントを
ホストする場合、VPC 内のリソースにのみアクセスできるようにすることも、Elastic IP アドレスを
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アタッチしてインターネット経由でクライアントにアクセスできるようにすることもできます。VPC 
のデフォルトのセキュリティグループは、エンドポイントに自動的に割り当てられます。

型: EndpointDetails (p. 516) オブジェクト

必須: いいえ
EndpointType (p. 302)

サーバーで使用したいエンドポイントのタイプ。サーバーのエンドポイントをパブリックアクセス 
(PUBLIC) にするか、VPC 内でホストするかを選択できます。VPC でホストされているエンドポイン
トを使用すると、サーバーとリソースへのアクセスを VPC 内のみに制限したり、Elastic IP アドレス
を直接アタッチしてインターネット向けにするといった選択ができます。

Note

2021 年 5 月 19 日よりも前にEndpointType=VPC_ENDPOINTAWS アカウントアカウン
ト内でを使用してサーバーを作成していない限り、2021 年 5 月 19 日以降にその操作はで
きなくなります。2021 年 5 月 19 日よりも前にAWS アカウントに既にサーバーを作成し
ている場合には影響を受けません。EndpointType=VPC_ENDPOINTこの日付を過ぎたら
EndpointType=VPC を使用します。
詳細については、「VPC_ENDPOINT のサポート終了 (p. 57)」を参照してください。
VPC を EndpointType として使用することをお勧めします。このエンドポイントタイプで
は、最大 3 つの Elastic IPv4 アドレス (BYO IP を含む) をサーバーのエンドポイントに直接関
連付けて、VPC セキュリティグループを使用してクライアントのパブリック IP アドレスで
トラフィックを制限できます。EndpointType を VPC_ENDPOINT に設定した場合、これは
不可能です。

型: 文字列

有効な値:  PUBLIC | VPC | VPC_ENDPOINT

必須: いいえ
HostKey (p. 302)

SFTP 対応サーバーで使用する、RSA、ECDSA、ECDSA、または ED25519) プライベートキーで
す。キーをローテーションしたい場合に備えて、複数のホストキーを追加できます。また、異なるア
ルゴリズムを使用するアクティブなキーのセットを用意することもできます。

次のコマンドを使用して、パスフレーズなしの RSA 2048 ビットキーを生成します。

ssh-keygen -t rsa -b 2048 -N "" -m PEM -f my-new-server-key.

-bオプションには最小値として 2048 を使用してください。3072 または 4096 を使用すると、より強
力なキーを作成できます。

次のコマンドを使用して、パスフレーズなしの ECDSA 256 ビットキーを生成します。

ssh-keygen -t ecdsa -b 256 -N "" -m PEM -f my-new-server-key.

ECDSA-b のオプションの有効な値は 256、384、および 521 です。

パスフレーズなしで ED25519 キーを生成するには、次のコマンドを使用します。

ssh-keygen -t ed25519 -N "" -f my-new-server-key.

これらのコマンドはすべて、my-new-server-key任意の文字列に置き換えることができます。
Important

既存のユーザーを既存のSFTP 対応サーバーから新しいサーバーに移行する計画がない場
合、ホストキーを更新しないでください。サーバーのホストキーを誤って変更することは、
破壊的な操作になり得えます。
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詳細については、AWS Transfer Familyユーザーガイドの「SFTP 対応サーバーのホストキーの更新」
を参照してください。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 4,096 です。

必須: いいえ
IdentityProviderDetails (p. 302)

IdentityProviderTypeAWS_DIRECTORY_SERVICE AWS_LAMBDAAPI_GATEWAYがまたはに
設定されている場合は必須です。AWS_DIRECTORY_SERVICE でディレクトリを使用したり、API 
Gateway URL を含むカスタマー提供の認証 API を呼び出したりするために必要な、すべての情報が
含まれている配列を受け入れます。IdentityProviderType が SERVICE_MANAGED に設定されて
いる場合、必須ではありません。

型: IdentityProviderDetails (p. 523) オブジェクト

必須: いいえ
IdentityProviderType (p. 302)

サーバーの認証のモード。デフォルト値は SERVICE_MANAGED で、この値により、AWS Transfer 
Family サービス内でユーザー認証情報の保存とアクセスが可能です。

AWS_DIRECTORY_SERVICE を使用して、AWS Directory Service for Microsoft Active Directory の
アクティブディレクトリグループへのアクセス、またはオンプレミス環境か AD Connector を使
用する AWS の Microsoft アクティブディレクトリへのアクセスを提供します。このオプションで
は、IdentityProviderDetails パラメータを使用してディレクトリ ID を指定する必要もありま
す。

この API_GATEWAY 値を使用して、選択した ID プロバイダーと統合します。API_GATEWAY 設定で
は、IdentityProviderDetails パラメータを使用して認証を呼び出すには Amazon API Gateway 
エンドポイントの URL を指定する必要があります。

AWS_LAMBDA 値を使用すると、AWS Lambda 関数をアイデンティティプロバイダーとして直接使用
できます。この値を選択した場合、FunctionIdentityProviderDetailsデータ型のパラメータで 
Lambda 関数の ARN を指定する必要があります。

型: 文字列

有効な値:  SERVICE_MANAGED | API_GATEWAY | AWS_DIRECTORY_SERVICE | AWS_LAMBDA

必須: いいえ
LoggingRole (p. 302)

サーバーで Amazon S3 または Amazon EFS イベントの Amazon CloudWatch ログをオンにできるよ
うにする、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN) で
す。設定すると、 CloudWatch ログにユーザーアクティビティを表示できます。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: いいえ
PostAuthenticationLoginBanner (p. 302)

ユーザーがサーバーに接続するときに表示する文字列を指定します。この文字列はユーザーが認証し
た後で表示されます。
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Note

SFTP プロトコルは認証後の表示バナーをサポートしていません。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 512 です。

パターン: [\x09-\x0D\x20-\x7E]*

必須: いいえ
PreAuthenticationLoginBanner (p. 302)

ユーザーがサーバーに接続するときに表示する文字列を指定します。この文字列はユーザーが認証さ
れる前に表示されます。例えば、次のバナーはシステムの使用に関する詳細を表示します。

This system is for the use of authorized users only. Individuals using 
this computer system without authority, or in excess of their authority, 
are subject to having all of their activities on this system monitored and 
recorded by system personnel.

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 512 です。

パターン: [\x09-\x0D\x20-\x7E]*

必須: いいえ
ProtocolDetails (p. 302)

サーバー用に構成されたプロトコル設定。
• パッシブモード (FTP および FTPS プロトコル用) を示すには、PassiveIp パラメータを使用しま

す。ファイアウォール、ルーター、ロードバランサーの外部 IP アドレスなど、クアッドドット形式
の単一 IPv4 アドレスを入力します。

• S3 バケットにアップロードしているファイルに対して、クライアントが SETSTAT コマンドの使用
を試みた時に発生するエラーを無視するには、SetStatOption パラメータを使用します。AWS 
Transfer Family サーバーが SETSTAT コマンドを無視し、SFTP クライアントに変更を加えること
なくファイルをアップロードするには、値を ENABLE_NO_OP に設定します。SetStatOptionパ
ラメータをに設定するとENABLE_NO_OP、Transfer Family は Amazon Logs にログエントリを生成
し、クライアントがいつ Amazon CloudWatch Logs にログエントリを生成し、クライアントがいつ 
1SETSTAT つ電話をかけているかを判断できるようにします。

• TlsSessionResumptionMode パラメータを使用して、AWS Transfer Family サーバーが一意の
セッション ID を介して最近ネゴシエートされたセッションを再開するかどうか判断します。

• As2Transports は、AS2 メッセージの転送方法を示します。現在は、HTTP のみがサポートされ
ます。

型: ProtocolDetails (p. 546) オブジェクト

必須: いいえ
Protocols (p. 302)

ファイル転送プロトコルクライアントがサーバーのエンドポイントに接続できる 1 つまたは複数の
ファイル転送プロトコルを指定します。使用可能なプロトコルは次のとおりです。
• SFTP(Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol): SSH 経由のファイル転送
• FTPS (File Transfer Protocol Secure): TLS 暗号化によるファイル転送
• FTP (File Transfer Protocol): 暗号化されていないファイル転送
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• AS2(適用性声明) 適用性声明) 適用性声明) 適用性声明) 適用性声明) business-to-business 適用

Note

• FTPS を選択した場合、AWS Certificate Manager (ACM) に保存されている証明書を選択す
る必要があります。この証明書はクライアントが FTP 経由でサーバーに接続する際に、
サーバーの識別に使用されます。

• Protocol に FTP または FTPS が含まれる場合、EndpointType は VPC でなければな
らず、IdentityProviderType は AWS_DIRECTORY_SERVICE、AWS_LAMBDA または
API_GATEWAY でなければなりません。

• Protocol に FTPが含まれる場合、AddressAllocationIds は関連付けられません。
• Protocol が SFTP のみに設定されている場合、EndpointType は PUBLIC

に設定でき、IdentityProviderType はサポートされている ID タイプ 
(SERVICE_MANAGED、AWS_DIRECTORY_SERVICE、AWS_LAMBDA、または
API_GATEWAY) のいずれかに設定できます。

• Protocol が AS2 を含む場合、EndpointType は VPC でなければならず、ドメイン
は、Amazon S3 でなければなりません。

型: 文字列の配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 4 項目です。

有効な値:  SFTP | FTP | FTPS | AS2

必須: いいえ
SecurityPolicyName (p. 302)

サーバーにアタッチするセキュリティポリシーの名前を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 100 です。

パターン: TransferSecurityPolicy-.+

必須: いいえ
Tags (p. 302)

サーバーのグループ化および検索に使用できるキーバリューペア。

型: Tag (p. 555) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: いいえ
WorkflowDetails (p. 302)

割り当てるワークフローのワークフロー ID とワークフローの実行に使用する実行ロールを指定しま
す。

ファイルのアップロード完了時に実行するワークフローに加えて、部分的なアップロードで実行する
ワークフローのワークフロー ID (および実行ロール) も WorkflowDetails に含めることができま
す。部分的なアップロードは、ファイルのアップロード中にサーバーセッションが切断された場合に
発生します。

型: WorkflowDetails (p. 559) オブジェクト

必須: いいえ
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レスポンスの構文

{ 
   "ServerId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ServerId (p. 308)

作成されたサーバーのサービスに割り当てられた ID) です。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

AccessDeniedException

このアクションを実行する十分なアクセス権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceExistsException

リクエストされたリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
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ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400

例
例

次の例では、VPC_ENDPOINT を使用して新しいサーバーを作成します。

リクエスト例

{      
   "EndpointType": "VPC", 
   "EndpointDetails":..., 
   "HostKey": "Your RSA private key", 
   "IdentityProviderDetails": "IdentityProvider", 
   "IdentityProviderType": "SERVICE_MANAGED", 
   "LoggingRole": "CloudWatchLoggingRole", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "Name", 
         "Value": "MyServer" 
      } 
   ]
}

例

これは、この API 呼び出しのサンプル応答です。

レスポンス例

{ 
   "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateUser
ユーザーを作成し、既存のファイル転送プロトコル対応サーバーと関連付けま
す。IdentityProviderType が SERVICE_MANAGED に設定されたサーバーのみを作成し、ユーザーを
関連付けることができます。のパラメータを使用してCreateUser、ユーザー名の指定、ホームディレク
トリの設定、ユーザーのパブリックキーの保存、ユーザーのAWS Identity and Access Management IAM) 
ロールの割り当てが可能です。オプションで、セッションポリシーの追加、ユーザーのグループ化や検索
に使用できるタグがあるメタデータの割り当てが可能です。

リクエストの構文

{ 
   "HomeDirectory": "string", 
   "HomeDirectoryMappings": [  
      {  
         "Entry": "string", 
         "Target": "string" 
      } 
   ], 
   "HomeDirectoryType": "string", 
   "Policy": "string", 
   "PosixProfile": {  
      "Gid": number, 
      "SecondaryGids": [ number ], 
      "Uid": number
   }, 
   "Role": "string", 
   "ServerId": "string", 
   "SshPublicKeyBody": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "UserName": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

HomeDirectory (p. 310)

ユーザーがクライアントを使用してサーバーにログインするときの、ユーザーのランディングディレ
クトリ (フォルダ)。

HomeDirectory の例は /bucket_name/home/mydirectory です。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 1,024 です。

パターン: ^$|/.*

必須: いいえ
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HomeDirectoryMappings (p. 310)

ユーザーに表示する Amazon S3 または Amazon EFS のパスとキー、およびそれらをどのように表
示するかを指定する論理ディレクトリマッピング。「Entry」と「Target」のペアを指定する必
要があり、Entry はパスの表示方法を示し、Target は実際の Amazon S3 または Amazon EFS の
パスです。ターゲットを指定しただけの場合は、そのまま表示されます。また、IAMAWS Identity 
and Access Management (IAM) ロールが、のパスへのアクセスを提供しますTarget。この値は、
がHomeDirectoryType LOGICAL に設定されている場合にのみ設定できます。

以下は Entry と Target のペアの例です。

[ { "Entry": "/directory1", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]

ほとんどの場合、セッションポリシーの代わりにこの値を使用することで、指定されたホームディ
レクトリ (「chroot」) にユーザーをロックダウンできます。そのためには、Entry を/ に設定
し、Target を HomeDirectory パラメータ値に設定します。

以下は、chroot についての Entry と Target のペアの例です。

[ { "Entry": "/", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]

型: HomeDirectoryMapEntry (p. 522) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: いいえ
HomeDirectoryType (p. 310)

ユーザーがサーバーにログインするときにホームディレクトリにするランディングディレクトリ 
(フォルダ) のタイプ。これを PATH に設定した場合、ユーザーには、ファイル転送プロトコルク
ライアントに、絶対的な Amazon S3 バケットまたは現状の EFS パスが表示されます。これを
LOGICAL に設定した場合、Amazon S3 または Amazon EFS パスをユーザーに表示する方法に関し
て、HomeDirectoryMappings でマッピングを指定する必要があります。

型: 文字列

有効な値:  PATH | LOGICAL

必須: いいえ
Policy (p. 310)

複数のユーザーに同じAWS Identity and Access Management (IAM) ロールの使用を
可能にする、ユーザーのセッションポリシー。このポリシーは、ユーザーの Amazon 
S3 バケットの一部へのアクセスを提供します。このポリシー内に使用できる変数に
は、${Transfer:UserName}、${Transfer:HomeDirectory}、${Transfer:HomeBucket} が
あります。

Note

このポリシーは、のドメインが Amazon S3ServerId の場合にのみ適用されます。Amazon 
EFS はセッションポリシーを使用しません。
セッションポリシーの場合、AWS Transfer Family は、ポリシーの Amazon リソースネーム 
(ARN) ではなく、JSON blob としてポリシーを保存します。JSON blob としてポリシーを保
存し、Policy 因数に渡します。
セッションポリシーの例については、「セッションポリシーの例」を参照してください。
詳細については、AWSセキュリティトークンサービス API AssumeRoleリファレンスのを参
照してください。

型: 文字列
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長さの制限: 最大長は 2,048 です。

必須: いいえ
PosixProfile (p. 310)

ユーザーの Amazon EFS ファイルシステムへのアクセスを制御する、ユーザー ID (Uid)、グルー
プ ID (Gid)、およびセカンダリグループ ID (SecondaryGids) を含む完全 POSIX ID を指定しま
す。Amazon EFS 内のファイルとディレクトリに設定される POSIX アクセス許可によって、Amazon 
EFS ファイルシステムとの間でファイルを転送するときにユーザーが得るアクセスのレベルが決まり
ます。

型: PosixProfile (p. 545) オブジェクト

必須: いいえ
Role (p. 310)

Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファイルシステムへのユーザーのアクセスを制御する AWS 
Identity and Access Management IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。この
ロールにアタッチされたポリシーにより、ファイルを Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファ
イルシステム間で転送する際の、ユーザーに付与するアクセスレベルが決定されます。IAM ロールに
は、ユーザーの転送リクエストを処理する際に、サーバーによるリソースへのアクセスを許可する信
頼関係も含まれる必要があります。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: はい
ServerId (p. 310)

サーバーインスタンスにシステムで割り当てられた一意の識別子。これはユーザーを追加したサー
バーに固有です。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
SshPublicKeyBody (p. 310)

ユーザーをサーバーに認証する際に使用される Secure Shell (SSH) キーのパブリック部分。

SSH 公開鍵形式の 3 つの標準要素は<key type>、、<body base64>、、オプション
で<comment>、各要素の間にはスペースが入ります。

AWS Transfer Family は、RSA、ECDSA、および ED25519 キーを受け入れます。
• RSA キーの場合、キータイプはですssh-rsa。
• ED25519 キーの場合、キータイプはですssh-ed25519。
• ECDSA キーの場合、キータイプはecdsa-sha2-nistp256ecdsa-sha2-nistp384、生成した

キーのサイズに応じてecdsa-sha2-nistp521、、またはのいずれかになります。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 2,048 です。
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必須: いいえ
Tags (p. 310)

ユーザーのグループ化および検索に使用できるキーと値のペア。タグは、あらゆる目的でユーザーに
アタッチされるメタデータです。

型: Tag (p. 555) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: いいえ
UserName (p. 310)

ユーザーを識別する一意の文字列であり、ServerId に関連付けられています。このユーザー名は、
最小 3 文字、最大 100 文字にする必要があります。有効な文字は a～z、A～Z、0～9、アンダース
コア (_)、ハイフン (-)、ピリオド (。)、アットマーク (@) です。ユーザー名をハイフン、ピリオド、
アットマークで始めることはできません。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[\w][\w@.-]{2,99}$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "ServerId": "string", 
   "UserName": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ServerId (p. 313)

ユーザーのアタッチ先サーバーの ID。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$
UserName (p. 313)

Transfer Family Access Family ユーザーを識別する一意の文字列。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[\w][\w@.-]{2,99}$
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エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceExistsException

リクエストされたリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

例
例

ユーザーを作成するには、たとえばパラメーターを JSON ファイルに保存してか
らcreateUserParameters、create-user API コマンドを実行します。

{ 
    "HomeDirectory": "/DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
    "HomeDirectoryType": "PATH", 
    "Role": "arn:aws:iam::111122223333:role/bob-role", 
    "ServerId": "s-1111aaaa2222bbbb3", 
    "SshPublicKeyBody": "ecdsa-sha2-nistp521 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHA... 
 bobusa@mycomputer.us-east-1.amazon.com", 
    "UserName": "bobusa-API"
}

リクエスト例

aws transfer create-user --cli-input-json file://createUserParameters

レスポンス例

{ 
    "ServerId": ""s-1111aaaa2222bbbb3", 
    "UserName": "bobusa-API"
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}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateWorkflow
ファイル転送完了後にワークフローが呼び出す、指定されたステップとステップの詳細に従って、ワーク
フローを作成します。ワークフローの作成後に、CreateServer および UpdateServer のオペレーショ
ンで workflow-details フィールドを指定することで、作成したワークフローを任意の転送サーバーに
関連付けることができます。

リクエストの構文
{ 
   "Description": "string", 
   "OnExceptionSteps": [  
      {  
         "CopyStepDetails": {  
            "DestinationFileLocation": {  
               "EfsFileLocation": {  
                  "FileSystemId": "string", 
                  "Path": "string" 
               }, 
               "S3FileLocation": {  
                  "Bucket": "string", 
                  "Key": "string" 
               } 
            }, 
            "Name": "string", 
            "OverwriteExisting": "string", 
            "SourceFileLocation": "string" 
         }, 
         "CustomStepDetails": {  
            "Name": "string", 
            "SourceFileLocation": "string", 
            "Target": "string", 
            "TimeoutSeconds": number
         }, 
         "DecryptStepDetails": {  
            "DestinationFileLocation": {  
               "EfsFileLocation": {  
                  "FileSystemId": "string", 
                  "Path": "string" 
               }, 
               "S3FileLocation": {  
                  "Bucket": "string", 
                  "Key": "string" 
               } 
            }, 
            "Name": "string", 
            "OverwriteExisting": "string", 
            "SourceFileLocation": "string", 
            "Type": "string" 
         }, 
         "DeleteStepDetails": {  
            "Name": "string", 
            "SourceFileLocation": "string" 
         }, 
         "TagStepDetails": {  
            "Name": "string", 
            "SourceFileLocation": "string", 
            "Tags": [  
               {  
                  "Key": "string", 
                  "Value": "string" 
               } 
            ] 
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         }, 
         "Type": "string" 
      } 
   ], 
   "Steps": [  
      {  
         "CopyStepDetails": {  
            "DestinationFileLocation": {  
               "EfsFileLocation": {  
                  "FileSystemId": "string", 
                  "Path": "string" 
               }, 
               "S3FileLocation": {  
                  "Bucket": "string", 
                  "Key": "string" 
               } 
            }, 
            "Name": "string", 
            "OverwriteExisting": "string", 
            "SourceFileLocation": "string" 
         }, 
         "CustomStepDetails": {  
            "Name": "string", 
            "SourceFileLocation": "string", 
            "Target": "string", 
            "TimeoutSeconds": number
         }, 
         "DecryptStepDetails": {  
            "DestinationFileLocation": {  
               "EfsFileLocation": {  
                  "FileSystemId": "string", 
                  "Path": "string" 
               }, 
               "S3FileLocation": {  
                  "Bucket": "string", 
                  "Key": "string" 
               } 
            }, 
            "Name": "string", 
            "OverwriteExisting": "string", 
            "SourceFileLocation": "string", 
            "Type": "string" 
         }, 
         "DeleteStepDetails": {  
            "Name": "string", 
            "SourceFileLocation": "string" 
         }, 
         "TagStepDetails": {  
            "Name": "string", 
            "SourceFileLocation": "string", 
            "Tags": [  
               {  
                  "Key": "string", 
                  "Value": "string" 
               } 
            ] 
         }, 
         "Type": "string" 
      } 
   ], 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
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}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Description (p. 316)

ワークフローの説明テキスト。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: ^[\w- ]*$

必須: いいえ
OnExceptionSteps (p. 316)

ワークフローの実行中にエラーが発生した場合に実行する手順 (アクション) を指定します。

Note

カスタムステップの場合、Lambda 関数で FAILURE をコールバック API に送信して例外ス
テップを開始する必要があります。さらに、タイムアウトになる前に Lambda が SUCCESS
を送信しない場合、例外ステップが実行されます。

型: WorkflowStep (p. 560) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 8 項目です。

必須: いいえ
Steps (p. 316)

指定したワークフローに含まれるステップの詳細を指定します。

TYPE では、このステップで実行するものを以下のアクションから指定します。
• COPY  - ファイルを別の場所にコピーします。
• CUSTOM  - AWS Lambda ファンクションターゲットを使用してカスタムステップを実行します。
• DECRYPT  - アップロード前に暗号化されていたファイルを復号化します。
• DELETE  - ファイルを削除します。
• TAG  - ファイルにタグを追加します。

Note

現在、コピーとタグ付けは S3 でのみサポートされています。

ファイルの場所として、Amazon S3 バケットとキー、または Amazon EFS ファイルシステム ID とパ
スのいずれかを指定します。

型: WorkflowStep (p. 560) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 8 項目です。

必須: はい
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Tags (p. 316)

ワークフローのグループ化および検索に使用できるキーバリューペア。タグとは、任意の目的でユー
ザーにアタッチされるメタデータです。

型: Tag (p. 555) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文
{ 
   "WorkflowId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

WorkflowId (p. 319)

ワークフローの一意の識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^w-([a-z0-9]{17})$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

AccessDeniedException

このアクションを実行する十分なアクセス権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceExistsException

リクエストされたリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
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ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400

例
例

次の例のように、ワークフローステップ情報をテキストファイルに保存し、そのファイルを使用してワー
クフローを作成できます。次の例では、ワークフローステップを  example-file.json  (コマンドを実
行した場所と同じフォルダ内) に保存し、ワークフローをバージニア北部 (us-east-1) リージョンで作成す
ることを前提とします。

aws transfer create-workflow --description "example workflow from a file" --steps file://
example-file.json --region us-east-1

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteAccess
ServerID および ExternalID のパラメータで指定されたアクセス権を削除できます。

リクエストの構文

{ 
   "ExternalId": "string", 
   "ServerId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ExternalId (p. 321)

ディレクトリ内の特定のグループを識別するために必要な一意の識別子。関連付けするグループの
ユーザーは、有効なプロトコル経由で Amazon S3 または Amazon EFS リソースにアクセスできま
すAWS Transfer Family。グループ名がわかる場合、Windows を使用して次のコマンドを実行すれば 
SID 値を表示できます PowerShell。

Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties * | 
Select SamAccountName,ObjectSid

そのコマンドで、をご使用のアクティブディレクトリグループの名前に置き換えま
すYourGroupName。

このパラメータの検証に使用される正規表現は、スペースを含まない大文字と小文字の英数字からな
る文字列です。下線文字 (_) や =,.@:/- の文字を含めることもできます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: ^S-1-[\d-]+$

必須: はい
ServerId (p. 321)

このユーザーが割り当てられたサーバーにシステムで割り当てられた一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。
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エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteAgreement
提供されている契約書を削除しますAgreementId。

リクエストの構文
{ 
   "AgreementId": "string", 
   "ServerId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

AgreementId (p. 323)

契約に固有の識別子。この識別子は、契約書を作成すると返されます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^a-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
ServerId (p. 323)

削除する契約書に関連付けられているサーバー識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteCertificate
CertificateIdパラメータで指定された証明書を削除します。

リクエストの構文

{ 
   "CertificateId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

CertificateId (p. 325)

削除する証明書オブジェクトの識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 22 の固定長

パターン: ^cert-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。
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HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteConnector
提供された契約書に指定された契約を削除しますConnectorId。

リクエストの構文

{ 
   "ConnectorId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ConnectorId (p. 327)

コネクタの一意の識別子です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^c-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。
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HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteHostKey
HostKeyIdパラメータで指定されたホストキーを削除します。

リクエストの構文
{ 
   "HostKeyId": "string", 
   "ServerId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

HostKeyId (p. 329)

削除するホストキーの識別子。

型: 文字列

長さの制限:32 の固定長

パターン: ^hostkey-[0-9a-f]{17}$

必須: はい
ServerId (p. 329)

削除するホストキーを含むサーバーの識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteProfile
ProfileIdパラメータで指定されたプロファイルを削除します。

リクエストの構文

{ 
   "ProfileId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ProfileId (p. 331)

削除するプロファイルの識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^p-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。
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HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteServer
指定したファイル転送プロトコル対応サーバーを削除します。

このオペレーションからレスポンスは返りません。

リクエストの構文
{ 
   "ServerId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ServerId (p. 333)

サーバーインスタンスにシステムで割り当てられた一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

AccessDeniedException

このアクションを実行する十分なアクセス権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。
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HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

例
例

次の例では、サーバーを削除します。

リクエスト例

{ 
   "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}

例

成功した場合、何も返されません。

レスポンス例

{
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

334

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/transfer-2018-11-05/DeleteServer
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/transfer-2018-11-05/DeleteServer
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/transfer-2018-11-05/DeleteServer
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/transfer-2018-11-05/DeleteServer
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/transfer-2018-11-05/DeleteServer
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/transfer-2018-11-05/DeleteServer
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/transfer-2018-11-05/DeleteServer
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/transfer-2018-11-05/DeleteServer
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/transfer-2018-11-05/DeleteServer


AWS Transfer Family ユーザーガイド
DeleteSshPublicKey

DeleteSshPublicKey
ユーザーの Secure Shell (SSH) パブリックキーを削除します。

リクエストの構文

{ 
   "ServerId": "string", 
   "SshPublicKeyId": "string", 
   "UserName": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ServerId (p. 335)

ファイル転送プロトコル対応サーバーインスタンスについてシステムで割り当てられた一意の識別
子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
SshPublicKeyId (p. 335)

ユーザーの特定の SSH キーを参照するために使用される一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 21 です。

パターン: ^key-[0-9a-f]{17}$

必須: はい
UserName (p. 335)

パブリックキーが削除されたユーザーを識別する一意の文字列。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[\w][\w@.-]{2,99}$

必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。
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エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400

例
例

次の例では、ユーザーの SSH パブリックキーを削除します。

リクエスト例

{ 
   "ServerId": "s-01234567890abcdef", 
   "SshPublicKeyId": "MyPublicKey", 
   "UserName": "my_user"
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
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• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteUser
指定したファイル転送プロトコル対応サーバーに属するユーザーを削除します。

このオペレーションからレスポンスは返りません。
Note

サーバーからユーザーを削除すると、ユーザーの情報は失われます。

リクエストの構文
{ 
   "ServerId": "string", 
   "UserName": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ServerId (p. 338)

ユーザーの割り当て先サーバーインスタンスにシステムで割り当てられた一意の識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
UserName (p. 338)

サーバーから削除されるユーザーを識別する一意の文字列。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[\w][\w@.-]{2,99}$

必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

この例外は、AWS Transfer Family サービスでエラーが発生した場合にスローされます。
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HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

例
例

次の例では、Transfer FUEST ユーザーを削除します。

リクエスト例

{ 
   "ServerId": "s-01234567890abcdef", 
   "UserNames": "my_user"
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteWorkflow
指定されたワークフローを削除します。

リクエストの構文

{ 
   "WorkflowId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

WorkflowId (p. 340)

ワークフローの一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^w-([a-z0-9]{17})$

必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

AccessDeniedException

このアクションを実行する十分なアクセス権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。
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HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeAccess
特定のファイル転送プロトコル対応サーバー(その ServerId プロパティとその ExternalId で識別) に
割り当てられたアクセス権について説明します。

この呼び出しからのレスポンスは、指定した ServerId に関連付けられたアクセス権のプロパティを返し
ます。

リクエストの構文

{ 
   "ExternalId": "string", 
   "ServerId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ExternalId (p. 342)

ディレクトリ内の特定のグループを識別するために必要な一意の識別子。関連付けするグループの
ユーザーは、有効なプロトコル経由で Amazon S3 または Amazon EFS リソースにアクセスできま
すAWS Transfer Family。グループ名がわかる場合、Windows を使用して次のコマンドを実行すれば 
SID 値を表示できます PowerShell。

Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties * | 
Select SamAccountName,ObjectSid

そのコマンドで、をご使用のアクティブディレクトリグループの名前に置き換えま
すYourGroupName。

このパラメータの検証に使用される正規表現は、スペースを含まない大文字と小文字の英数字からな
る文字列です。下線文字 (_) や =,.@:/- の文字を含めることもできます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: ^S-1-[\d-]+$

必須: はい
ServerId (p. 342)

このアクセス権が割り当てられたサーバーにシステムで割り当てられた一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
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レスポンスの構文

{ 
   "Access": {  
      "ExternalId": "string", 
      "HomeDirectory": "string", 
      "HomeDirectoryMappings": [  
         {  
            "Entry": "string", 
            "Target": "string" 
         } 
      ], 
      "HomeDirectoryType": "string", 
      "Policy": "string", 
      "PosixProfile": {  
         "Gid": number, 
         "SecondaryGids": [ number ], 
         "Uid": number
      }, 
      "Role": "string" 
   }, 
   "ServerId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Access (p. 343)

アクセス権のアタッチ先になるサーバーの外部 ID。

型: DescribedAccess (p. 486) オブジェクト
ServerId (p. 343)

このアクセス権が割り当てられたサーバーにシステムで割り当てられた一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
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ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeAgreement
によって識別される契約について説明しますAgreementId。

リクエストの構文

{ 
   "AgreementId": "string", 
   "ServerId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

AgreementId (p. 345)

契約に固有の識別子。この識別子は、契約書を作成すると返されます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^a-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
ServerId (p. 345)

契約に関連付けられているサーバー識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "Agreement": {  
      "AccessRole": "string", 
      "AgreementId": "string", 
      "Arn": "string", 
      "BaseDirectory": "string", 
      "Description": "string", 
      "LocalProfileId": "string", 
      "PartnerProfileId": "string", 
      "ServerId": "string", 
      "Status": "string", 
      "Tags": [  
         {  
            "Key": "string", 
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            "Value": "string" 
         } 
      ] 
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Agreement (p. 345)

指定された契約の詳細。DescribedAgreementオブジェクトとして返されます。

型: DescribedAgreement (p. 489) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
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• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeCertificate
によって識別される証明書について説明しますCertificateId。

リクエストの構文
{ 
   "CertificateId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

CertificateId (p. 348)

インポートされた証明書の識別子の配列です。この識別子は、プロファイルやパートナープロファイ
ルの操作に使用します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 22 の固定長

パターン: ^cert-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンスの構文
{ 
   "Certificate": {  
      "ActiveDate": number, 
      "Arn": "string", 
      "Certificate": "string", 
      "CertificateChain": "string", 
      "CertificateId": "string", 
      "Description": "string", 
      "InactiveDate": number, 
      "NotAfterDate": number, 
      "NotBeforeDate": number, 
      "Serial": "string", 
      "Status": "string", 
      "Tags": [  
         {  
            "Key": "string", 
            "Value": "string" 
         } 
      ], 
      "Type": "string", 
      "Usage": "string" 
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
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サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Certificate (p. 348)

指定された証明書の詳細。オブジェクトとして返されます。

型: DescribedCertificate (p. 492) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeConnector
によって識別されるコネクタについて説明しますConnectorId.

リクエストの構文

{ 
   "ConnectorId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ConnectorId (p. 350)

コネクタの一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^c-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "Connector": {  
      "AccessRole": "string", 
      "Arn": "string", 
      "As2Config": {  
         "Compression": "string", 
         "EncryptionAlgorithm": "string", 
         "LocalProfileId": "string", 
         "MdnResponse": "string", 
         "MdnSigningAlgorithm": "string", 
         "MessageSubject": "string", 
         "PartnerProfileId": "string", 
         "SigningAlgorithm": "string" 
      }, 
      "ConnectorId": "string", 
      "LoggingRole": "string", 
      "Tags": [  
         {  
            "Key": "string", 
            "Value": "string" 
         } 
      ], 
      "Url": "string" 
   }
}
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レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Connector (p. 350)

コネクタの詳細を含む構造体。

型: DescribedConnector (p. 495) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeExecution
DescribeExecution を使用して、指定したワークフローの実行の詳細を確認します。

Note

この API 呼び出しは、進行中のワークフローの詳細のみを返します。
進行中でない実行の ID を指定した場合、または実行が指定されたワークフロー ID と一致しない
場合は、ResourceNotFound例外が発生します。

リクエストの構文

{ 
   "ExecutionId": "string", 
   "WorkflowId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ExecutionId (p. 352)

ワークフローの一意の識別子。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 36 です。

パターン: ^[0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-
[0-9a-fA-F]{12}$

必須: はい
WorkflowId (p. 352)

ワークフローの一意の識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^w-([a-z0-9]{17})$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "Execution": {  
      "ExecutionId": "string", 
      "ExecutionRole": "string", 
      "InitialFileLocation": {  
         "EfsFileLocation": {  
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            "FileSystemId": "string", 
            "Path": "string" 
         }, 
         "S3FileLocation": {  
            "Bucket": "string", 
            "Etag": "string", 
            "Key": "string", 
            "VersionId": "string" 
         } 
      }, 
      "LoggingConfiguration": {  
         "LoggingRole": "string", 
         "LogGroupName": "string" 
      }, 
      "PosixProfile": {  
         "Gid": number, 
         "SecondaryGids": [ number ], 
         "Uid": number
      }, 
      "Results": {  
         "OnExceptionSteps": [  
            {  
               "Error": {  
                  "Message": "string", 
                  "Type": "string" 
               }, 
               "Outputs": "string", 
               "StepType": "string" 
            } 
         ], 
         "Steps": [  
            {  
               "Error": {  
                  "Message": "string", 
                  "Type": "string" 
               }, 
               "Outputs": "string", 
               "StepType": "string" 
            } 
         ] 
      }, 
      "ServiceMetadata": {  
         "UserDetails": {  
            "ServerId": "string", 
            "SessionId": "string", 
            "UserName": "string" 
         } 
      }, 
      "Status": "string" 
   }, 
   "WorkflowId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Execution (p. 352)

ワークフローの実行の詳細を含む構造。

型: DescribedExecution (p. 497) オブジェクト
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WorkflowId (p. 352)

ワークフローの一意の識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^w-([a-z0-9]{17})$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeHostKey
HostKeyIdおよびで指定されたホストキーの詳細を返しますServerId。

リクエストの構文

{ 
   "HostKeyId": "string", 
   "ServerId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

HostKeyId (p. 355)

説明したいホストキーの識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限:固定長は 25 です。

パターン: ^hostkey-[0-9a-f]{17}$

必須: はい
ServerId (p. 355)

説明したいホストキーを含むサーバーの識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "HostKey": {  
      "Arn": "string", 
      "DateImported": number, 
      "Description": "string", 
      "HostKeyFingerprint": "string", 
      "HostKeyId": "string", 
      "Tags": [  
         {  
            "Key": "string", 
            "Value": "string" 
         } 
      ], 
      "Type": "string" 
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   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

HostKey (p. 355)

指定されたホストキーの詳細を返します。

型: DescribedHostKey (p. 499) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeProfile
で指定されたプロファイルの詳細を返しますProfileId。

リクエストの構文

{ 
   "ProfileId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ProfileId (p. 358)

説明するプロファイルの識別子です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^p-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "Profile": {  
      "Arn": "string", 
      "As2Id": "string", 
      "CertificateIds": [ "string" ], 
      "ProfileId": "string", 
      "ProfileType": "string", 
      "Tags": [  
         {  
            "Key": "string", 
            "Value": "string" 
         } 
      ] 
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Profile (p. 358)

指定されたプロファイルの詳細。オブジェクトとして返されます。
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型: DescribedProfile (p. 501) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeSecurityPolicy
ファイル転送プロトコル対応サーバーに適用されるセキュリティポリシーについて説明します。レスポン
スには、セキュリティポリシーのプロパティの説明が含まれます。DB セキュリティポリシーの詳細につ
いては、「DB セキュリティポリシーの使用」を参照してください。

リクエストの構文

{ 
   "SecurityPolicyName": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

SecurityPolicyName (p. 360)

サーバーにアタッチするセキュリティポリシーの名前を指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 100 です。

パターン: TransferSecurityPolicy-.+

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "SecurityPolicy": {  
      "Fips": boolean, 
      "SecurityPolicyName": "string", 
      "SshCiphers": [ "string" ], 
      "SshKexs": [ "string" ], 
      "SshMacs": [ "string" ], 
      "TlsCiphers": [ "string" ] 
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

SecurityPolicy (p. 360)

セキュリティポリシーのプロパティを含む配列。

型: DescribedSecurityPolicy (p. 503) オブジェクト
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エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeServer
ServerId パラメータを渡すことで指定したファイル転送プロトコル対応サーバーについて説明します。

レスポンスには、サーバーのプロパティの説明が含まれます。EndpointType を VPCに設定すると、レ
スポンスに EndpointDetails が含まれます。

リクエストの構文

{ 
   "ServerId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ServerId (p. 362)

システムでサーバーに割り当てられた一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "Server": {  
      "Arn": "string", 
      "Certificate": "string", 
      "Domain": "string", 
      "EndpointDetails": {  
         "AddressAllocationIds": [ "string" ], 
         "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
         "SubnetIds": [ "string" ], 
         "VpcEndpointId": "string", 
         "VpcId": "string" 
      }, 
      "EndpointType": "string", 
      "HostKeyFingerprint": "string", 
      "IdentityProviderDetails": {  
         "DirectoryId": "string", 
         "Function": "string", 
         "InvocationRole": "string", 
         "Url": "string" 
      }, 
      "IdentityProviderType": "string", 
      "LoggingRole": "string", 
      "PostAuthenticationLoginBanner": "string", 
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      "PreAuthenticationLoginBanner": "string", 
      "ProtocolDetails": {  
         "As2Transports": [ "string" ], 
         "PassiveIp": "string", 
         "SetStatOption": "string", 
         "TlsSessionResumptionMode": "string" 
      }, 
      "Protocols": [ "string" ], 
      "SecurityPolicyName": "string", 
      "ServerId": "string", 
      "State": "string", 
      "Tags": [  
         {  
            "Key": "string", 
            "Value": "string" 
         } 
      ], 
      "UserCount": number, 
      "WorkflowDetails": {  
         "OnPartialUpload": [  
            {  
               "ExecutionRole": "string", 
               "WorkflowId": "string" 
            } 
         ], 
         "OnUpload": [  
            {  
               "ExecutionRole": "string", 
               "WorkflowId": "string" 
            } 
         ] 
      } 
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Server (p. 362)

指定した ServerID を含むサーバーのプロパティを含む配列。

型: DescribedServer (p. 505) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
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ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

例
例
次の例では、サーバーに割り当てられたプロパティを返します。

リクエスト例

{ 
   "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}

例
この例で示すのは、の使用方法の 1 DescribeServer つです。

レスポンス例

{ 
    "Server": { 
        "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:176354371281:server/s-01234567890abcdef", 
        "EndpointDetails": { 
            "AddressAllocationIds": [ 
                "eipalloc-01a2eabe3c04d5678", 
                "eipalloc-102345be" 
            ], 
            "SubnetIds": [ 
                "subnet-047eaa7f0187a7cde", 
                "subnet-0a2d0f474daffde18" 
            ], 
            "VpcEndpointId": "vpce-03fe0080e7cb008b8", 
            "VpcId": "vpc-09047a51f1c8e1634" 
        }, 
        "EndpointType": "VPC", 
        "HostKeyFingerprint": "your host key, 
        "IdentityProviderType": "SERVICE_MANAGED", 
        "ServerId": "s-01234567890abcdef", 
        "State": "ONLINE", 
        "Tags": [], 
        "UserCount": 0 
    }
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeUser
特定のファイル転送プロトコル対応サーバー(その ServerId プロパティで識別) に割り当てられたユー
ザーについて説明します。

この呼び出しからのレスポンスは、指定した ServerId に関連付けられたユーザーのプロパティを返しま
す。

リクエストの構文

{ 
   "ServerId": "string", 
   "UserName": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ServerId (p. 366)

このユーザーが割り当てられたサーバーにシステムで割り当てられた一意の識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
UserName (p. 366)

1 台以上のサーバーに割り当てられているユーザーの名前。ユーザー名は、AWS Transfer Familyサー
ビスを使用してファイル転送タスクを実行するためのサインイン認証情報の一部です。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[\w][\w@.-]{2,99}$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "ServerId": "string", 
   "User": {  
      "Arn": "string", 
      "HomeDirectory": "string", 
      "HomeDirectoryMappings": [  
         {  
            "Entry": "string", 
            "Target": "string" 
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         } 
      ], 
      "HomeDirectoryType": "string", 
      "Policy": "string", 
      "PosixProfile": {  
         "Gid": number, 
         "SecondaryGids": [ number ], 
         "Uid": number
      }, 
      "Role": "string", 
      "SshPublicKeys": [  
         {  
            "DateImported": number, 
            "SshPublicKeyBody": "string", 
            "SshPublicKeyId": "string" 
         } 
      ], 
      "Tags": [  
         {  
            "Key": "string", 
            "Value": "string" 
         } 
      ], 
      "UserName": "string" 
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ServerId (p. 366)

このユーザーが割り当てられたサーバーにシステムで割り当てられた一意の識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$
User (p. 366)

ServerID指定される値についてTransfer Family ユーザーのプロパティを含む配列。

型: DescribedUser (p. 510) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

例
例
次の例は、既存のユーザーの詳細を表示したものです。

リクエスト例

aws transfer describe-user --server-id s-1111aaaa2222bbbb3 --user-name bob-test

レスポンス例

{ 
    "ServerId": "s-1111aaaa2222bbbb3", 
    "User": { 
        "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:111122223333:user/s-1111aaaa2222bbbb3/bob-test", 
        "HomeDirectory": "/DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
        "HomeDirectoryType": "PATH", 
        "Role": "arn:aws:iam::111122223333:role/bob-role", 
        "SshPublicKeys": [ 
            { 
                "DateImported": "2022-03-31T12:27:52.614000-04:00", 
                "SshPublicKeyBody": "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc..... bobusa@mycomputer.us-
east-1.amaazon.com", 
                "SshPublicKeyId": "key-abcde12345fghik67" 
            } 
        ], 
        "Tags": [], 
        "UserName": "bob-test" 
    }
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
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• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeWorkflow
指定されたワークフローについて説明します。

リクエストの構文
{ 
   "WorkflowId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

WorkflowId (p. 370)

ワークフローの一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^w-([a-z0-9]{17})$

必須: はい

レスポンスの構文
{ 
   "Workflow": {  
      "Arn": "string", 
      "Description": "string", 
      "OnExceptionSteps": [  
         {  
            "CopyStepDetails": {  
               "DestinationFileLocation": {  
                  "EfsFileLocation": {  
                     "FileSystemId": "string", 
                     "Path": "string" 
                  }, 
                  "S3FileLocation": {  
                     "Bucket": "string", 
                     "Key": "string" 
                  } 
               }, 
               "Name": "string", 
               "OverwriteExisting": "string", 
               "SourceFileLocation": "string" 
            }, 
            "CustomStepDetails": {  
               "Name": "string", 
               "SourceFileLocation": "string", 
               "Target": "string", 
               "TimeoutSeconds": number
            }, 
            "DecryptStepDetails": {  
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               "DestinationFileLocation": {  
                  "EfsFileLocation": {  
                     "FileSystemId": "string", 
                     "Path": "string" 
                  }, 
                  "S3FileLocation": {  
                     "Bucket": "string", 
                     "Key": "string" 
                  } 
               }, 
               "Name": "string", 
               "OverwriteExisting": "string", 
               "SourceFileLocation": "string", 
               "Type": "string" 
            }, 
            "DeleteStepDetails": {  
               "Name": "string", 
               "SourceFileLocation": "string" 
            }, 
            "TagStepDetails": {  
               "Name": "string", 
               "SourceFileLocation": "string", 
               "Tags": [  
                  {  
                     "Key": "string", 
                     "Value": "string" 
                  } 
               ] 
            }, 
            "Type": "string" 
         } 
      ], 
      "Steps": [  
         {  
            "CopyStepDetails": {  
               "DestinationFileLocation": {  
                  "EfsFileLocation": {  
                     "FileSystemId": "string", 
                     "Path": "string" 
                  }, 
                  "S3FileLocation": {  
                     "Bucket": "string", 
                     "Key": "string" 
                  } 
               }, 
               "Name": "string", 
               "OverwriteExisting": "string", 
               "SourceFileLocation": "string" 
            }, 
            "CustomStepDetails": {  
               "Name": "string", 
               "SourceFileLocation": "string", 
               "Target": "string", 
               "TimeoutSeconds": number
            }, 
            "DecryptStepDetails": {  
               "DestinationFileLocation": {  
                  "EfsFileLocation": {  
                     "FileSystemId": "string", 
                     "Path": "string" 
                  }, 
                  "S3FileLocation": {  
                     "Bucket": "string", 
                     "Key": "string" 
                  } 
               }, 
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               "Name": "string", 
               "OverwriteExisting": "string", 
               "SourceFileLocation": "string", 
               "Type": "string" 
            }, 
            "DeleteStepDetails": {  
               "Name": "string", 
               "SourceFileLocation": "string" 
            }, 
            "TagStepDetails": {  
               "Name": "string", 
               "SourceFileLocation": "string", 
               "Tags": [  
                  {  
                     "Key": "string", 
                     "Value": "string" 
                  } 
               ] 
            }, 
            "Type": "string" 
         } 
      ], 
      "Tags": [  
         {  
            "Key": "string", 
            "Value": "string" 
         } 
      ], 
      "WorkflowId": "string" 
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Workflow (p. 370)

ワークフローの詳細を含む構造。

型: DescribedWorkflow (p. 513) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。
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HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ImportCertificate
ローカル (AS2) プロファイルとパートナープロファイルの作成に必要な署名証明書と暗号化証明書をイン
ポートします。

リクエストの構文

{ 
   "ActiveDate": number, 
   "Certificate": "string", 
   "CertificateChain": "string", 
   "Description": "string", 
   "InactiveDate": number, 
   "PrivateKey": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ], 
   "Usage": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ActiveDate (p. 374)

証明書がいつアクティブになるかを指定するオプションの日付です。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
Certificate (p. 374)

• CLI の場合は、証明書のファイルパスを URI 形式で指定します。例えば、--certificate 
file://encryption-cert.pem。または、未加工のコンテンツをそのまま提供することもできま
す。

• SDK の場合は、証明書ファイルの未処理の内容を指定します。例えば、--certificate "`cat 
encryption-cert.pem`" です。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 16384 です。

パターン: ^[\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]*

必須: はい
CertificateChain (p. 374)

インポートされる証明書のチェーンを構成する証明書の証明書の証明書ののリストです。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 2097152 は 2097 は 20 97 は 20 97 は
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パターン: ^[\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]*

必須: いいえ
Description (p. 374)

証明書を識別するのに役立つ簡単な説明。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 200 です。

Pattern: ^[\p{Graph}]+

必須: いいえ
InactiveDate (p. 374)

証明書がいつ非アクティブになるかを指定するオプションの日付です。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
PrivateKey (p. 374)

• CLI の場合は、秘密鍵のファイルパスを URI 形式で指定します--private-key file://
encryption-key.pem。たとえば、または、プライベートキーファイルの未加工のコンテンツを
提供することもできます。

• SDK では、プライベートキーファイルの未加工のコンテンツを指定します。例えば、--private-
key "`cat encryption-key.pem`" です。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 16384 です。

パターン: ^[\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]*

必須: いいえ
Tags (p. 374)

証明書のグループ化および検索に使用できるキーと値のペアです。

型: Tag (p. 555) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: いいえ
Usage (p. 374)

この証明書を署名に使用するか、暗号化に使用するかを指定します。

型: 文字列

有効な値:  SIGNING | ENCRYPTION

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
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   "CertificateId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

CertificateId (p. 375)

インポートされた証明書の識別子の配列です。この識別子は、プロファイルやパートナープロファイ
ルの操作に使用します。

型: 文字列

長さの制限: 22 の固定長

パターン: ^cert-([0-9a-f]{17})$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

例
例

次の例では、暗号化に使用する証明書をインポートします。最初のコマンドでは、証明書と証明書チェー
ンファイルの内容を指定します。SDK コマンドにはこの形式を使用してください。

aws transfer import-certificate --usage ENCRYPTION --certificate "`cat encryption-
cert.pem`" \ 
    --private-key "`cat encryption-key.pem`" --certificate-chain "`cat root-ca.pem`"
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例

次の例は、プライベートキー、証明書、および証明書チェーンファイルのファイルの場所を指定する点を
除いて、前のコマンドと同じです。このバージョンのコマンドは、SDK を使用している場合は機能しませ
ん。

aws transfer import-certificate --usage ENCRYPTION --certificate file://encryption-cert.pem 
 \ 
    --private-key file://encryption-key.pem --certificate-chain file://root-ca.pem

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ImportHostKey
ServerIdパラメータで指定されたホストキーをサーバーに追加します。

リクエストの構文

{ 
   "Description": "string", 
   "HostKeyBody": "string", 
   "ServerId": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Description (p. 378)

このホストキーを識別するテキスト説明。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 200 です。

Pattern: ^[\p{Print}]*$

必須: いいえ
HostKeyBody (p. 378)

SSH キーペアのプライベートキー部分。

AWS Transfer Family は、RSA、ECDSA、および ED25519 キーを受け入れます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 4,096 です。

必須: はい
ServerId (p. 378)

インポートするホストキーを含むサーバーの識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
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Tags (p. 378)

ホストキーのグループ化および検索に使用できるキーと値のペア。

型: Tag (p. 555) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "HostKeyId": "string", 
   "ServerId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

HostKeyId (p. 379)

インポートされたキーのホストキー識別子を返します。

タイプ: 文字列

長さの制限:固定長は 25 です。

パターン: ^hostkey-[0-9a-f]{17}$
ServerId (p. 379)

インポートされたキーを含むサーバー識別子を返します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
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ResourceExistsException

リクエストされたリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ImportSshPublicKey
で識別される特定のファイル転送プロトコル対応サーバーに割り当てられた Transfer Family ユーザーに 
Secure Shell (SSH) パブリックキーを追加しますServerId。UserName

レスポンスは UserName 値、ServerId 値、および SshPublicKeyId の名前を返します。

リクエストの構文
{ 
   "ServerId": "string", 
   "SshPublicKeyBody": "string", 
   "UserName": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ServerId (p. 381)

システムでサーバーに割り当てられた一意の識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
SshPublicKeyBody (p. 381)

SSH キーペアのパブリックキー部分。

AWS Transfer Family は、RSA、ECDSA、および ED25519 キーを受け入れます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 2,048 です。

必須: はい
UserName (p. 381)

1 台以上のサーバーに割り当てられているTTransfer Family ilyユーザーの名前。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[\w][\w@.-]{2,99}$

必須: はい

レスポンスの構文
{ 

381



AWS Transfer Family ユーザーガイド
ImportSshPublicKey

   "ServerId": "string", 
   "SshPublicKeyId": "string", 
   "UserName": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ServerId (p. 381)

サーバーにシステムで割り当てられた一意の識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$
SshPublicKeyId (p. 381)

インポートされたシステムによってパブリックキーに与えられた名前。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 21 です。

パターン: ^key-[0-9a-f]{17}$
UserName (p. 381)

指定した ServerID 値に割り当てられたユーザー名。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[\w][\w@.-]{2,99}$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceExistsException

リクエストされたリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
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ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400

例
例

このコマンドは、id_ecdsa.pubファイルに保存されている ECDSA キーをインポートします。

aws transfer import-ssh-public-key --server-id s-021345abcdef6789 --ssh-public-key-body 
 file://id_ecdsa.pub --user-name jane-doe

例

前のコマンドを実行すると、システムは次の情報を返します。

{ 
    "ServerId": "s-021345abcdef6789", 
   "SshPublicKeyId": "key-1234567890abcdef0", 
   "UserName": "jane-doe"
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListAccesses
サーバー上で持っているすべてのアクセス権の詳細を一覧表示します。

リクエストの構文

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

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

MaxResults (p. 384)

返されるアクセス SID の最大数を指定します。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 1000 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 384)

ListAccesses からさらに結果を得られる場合、出力で NextToken パラメータが返されます。以
降のコマンドで NextToken パラメータを渡すことで、追加のアクセス権を引き続き一覧表示できま
す。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。

必須: いいえ
ServerId (p. 384)

ユーザーが割り当てられたサーバーにシステムで割り当てられた一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "Accesses": [  
      {  
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         "ExternalId": "string", 
         "HomeDirectory": "string", 
         "HomeDirectoryType": "string", 
         "Role": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string", 
   "ServerId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Accesses (p. 384)

指定する ServerId 値 についてアクセス権とそのプロパティを返します。

型: ListedAccess (p. 526) オブジェクトの配列
NextToken (p. 384)

ListAccesses からさらに結果を得られる場合、出力で NextToken パラメータが返されます。以
降のコマンドで NextToken パラメータを渡すことで、追加のアクセス権を引き続き一覧表示できま
す。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。
ServerId (p. 384)

ユーザーが割り当てられたサーバーにシステムで割り当てられた一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidNextTokenException

渡された NextToken パラメータが無効です。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
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ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListAgreements
指定したによって識別されるサーバーの契約書のリストを返します。ServerId結果を特定の数に制限す
る場合は、MaxResultsパラメータに値を指定します。以前にコマンドを実行しての値を受け取った場合
はNextToken、その値を入力して、中断したところから契約書のリストを続行できます。

リクエストの構文
{ 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "ServerId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

MaxResults (p. 387)

返される契約書の最大数。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 1000 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 387)

ListAgreements からさらに結果を得られる場合、出力で NextToken パラメータが返されます。以
降のコマンドで、NextToken追加の契約を引き続き一覧表示できます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。

必須: いいえ
ServerId (p. 387)

契約書のリストが必要なサーバーの識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンスの構文
{ 
   "Agreements": [  
      {  
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         "AgreementId": "string", 
         "Arn": "string", 
         "Description": "string", 
         "LocalProfileId": "string", 
         "PartnerProfileId": "string", 
         "ServerId": "string", 
         "Status": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Agreements (p. 387)

各項目が契約の詳細を含む配列を返します。

型: ListedAgreement (p. 528) オブジェクトの配列
NextToken (p. 387)

トークンを返し、ListAgreementsこれを使用して再度呼び出したり、追加の結果を受け取ったりす
ることができます (ある場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidNextTokenException

渡された NextToken パラメータが無効です。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。
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HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListCertificates
にインポートされた現在の証明書のリストを返しますAWS Transfer Family。結果を特定の数に制限する場
合は、MaxResultsパラメータに値を指定します。NextToken以前にコマンドを実行してパラメータの値
を受け取った場合は、その値を入力して、中断したところから証明書のリストを続行できます。

リクエストの構文
{ 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

MaxResults (p. 390)

返される証明書の最大数。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 1000 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 390)

ListCertificates からさらに結果を得られる場合、出力で NextToken パラメータが返されま
す。以降のコマンドで、NextToken追加の証明書を引き続き一覧表示できます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文
{ 
   "Certificates": [  
      {  
         "ActiveDate": number, 
         "Arn": "string", 
         "CertificateId": "string", 
         "Description": "string", 
         "InactiveDate": number, 
         "Status": "string", 
         "Type": "string", 
         "Usage": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}
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レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Certificates (p. 390)

ListCertificates呼び出しで指定された証明書の配列を返します。

型: ListedCertificate (p. 530) オブジェクトの配列
NextToken (p. 390)

次の証明書を一覧表示するために使用できる次のトークンを返します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidNextTokenException

渡された NextToken パラメータが無効です。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListConnectors
指定されたリージョンのコネクタを一覧表示します。

リクエストの構文

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

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

MaxResults (p. 393)

返されるコネクタの最大数。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 1000 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 393)

ListConnectors からさらに結果を得られる場合、出力で NextToken パラメータが返されます。以
降のコマンドで、NextToken追加のコネクタを引き続き一覧表示できます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "Connectors": [  
      {  
         "Arn": "string", 
         "ConnectorId": "string", 
         "Url": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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Connectors (p. 393)

各項目がコネクタの詳細を含む配列を返します。

型: ListedConnector (p. 532) オブジェクトの配列
NextToken (p. 393)

トークンを返し、ListConnectorsこれを使用して再度呼び出したり、追加の結果を受け取ったりす
ることができます (ある場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidNextTokenException

渡された NextToken パラメータが無効です。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
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• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListExecutions
指定したワークフローのすべての実行を一覧表示します。。。。。。。。。。。。。。。。。

Note

指定されたワークフロー ID が見つからない場合は、ListExecutionsResourceNotFound例外
を返します。

リクエストの構文

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

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

MaxResults (p. 396)

返される実行の最大数を指定します。。。。。。。。。。。。。。。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 1000 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 396)

ListExecutions は出力で NextToken を返します。以降のコマンドで NextToken パラメータを渡
すことで、追加の実行を引き続き一覧表示できます。

これはページ処理などに役立ちます。1 つのワークフローを 100 回実行する場合、最初の 10 回のみ
を一覧表示することをお勧めします。その場合は、max-results以下を指定して API を呼び出しま
す。

aws transfer list-executions --max-results 10

これは最初の 10 回の実行の詳細ならびに 11 回目を指すポインタ (NextToken) を返します。これで 
API を再び呼び出し、受け取ったNextToken値を供給できます:

aws transfer list-executions --max-results 10 --next-token 
$somePointerReturnedFromPreviousListResult

この呼び出しは、次の 10 回の実行、11 回目～ 20 回目の実行を返します。次いで、100 回すべての
実行の詳細が返るまでこの呼び出しを繰り返すことができます。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。

必須: いいえ
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WorkflowId (p. 396)

ワークフローの一意の識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^w-([a-z0-9]{17})$

必須: はい

レスポンスの構文
{ 
   "Executions": [  
      {  
         "ExecutionId": "string", 
         "InitialFileLocation": {  
            "EfsFileLocation": {  
               "FileSystemId": "string", 
               "Path": "string" 
            }, 
            "S3FileLocation": {  
               "Bucket": "string", 
               "Etag": "string", 
               "Key": "string", 
               "VersionId": "string" 
            } 
         }, 
         "ServiceMetadata": {  
            "UserDetails": {  
               "ServerId": "string", 
               "SessionId": "string", 
               "UserName": "string" 
            } 
         }, 
         "Status": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string", 
   "WorkflowId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Executions (p. 397)

各実行の詳細を返します。。。。。。。。。。。。。。。。ListedExecution。。。

型: ListedExecution (p. 533) オブジェクトの配列
NextToken (p. 397)

ListExecutions は出力で NextToken を返します。以降のコマンドで NextToken パラメータを渡
すことで、追加の実行を引き続き一覧表示できます。

型: 文字列
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長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。
WorkflowId (p. 397)

ワークフローの一意の識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^w-([a-z0-9]{17})$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidNextTokenException

渡された NextToken パラメータが無効です。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
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• AWS SDK for Ruby V3
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ListHostKeys
ServerIdパラメータで指定されたサーバーのホストキーのリストを返します。

リクエストの構文

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

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

MaxResults (p. 400)

返されるホストキーの最大数。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 1000 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 400)

返されなかった結果が他にもある場合は、NextTokenパラメータが返されます。ListHostKeysその
値を以降の呼び出しに使用して、引き続き結果を一覧表示できます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。

必須: いいえ
ServerId (p. 400)

表示するホストキーが含まれた、表示するホストキーが含まれた [ID] (サーバー名)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "HostKeys": [  
      {  
         "Arn": "string", 
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         "DateImported": number, 
         "Description": "string", 
         "Fingerprint": "string", 
         "HostKeyId": "string", 
         "Type": "string" 
      } 
   ], 
   "NextToken": "string", 
   "ServerId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

HostKeys (p. 400)

各項目がホストキーの詳細を含む配列を返します。

型: ListedHostKey (p. 534) オブジェクトの配列
NextToken (p. 400)

トークンを返し、ListHostKeysこれを使用して再度呼び出したり、追加の結果を受け取ったりする
ことができます (ある場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。
ServerId (p. 400)

リストされたホストキーを含むサーバー識別子を返します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidNextTokenException

渡された NextToken パラメータが無効です。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
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ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListProfiles
システムのプロファイルのリストを返します。結果を特定の数に制限する場合は、MaxResultsパラメー
タに値を指定します。以前にコマンドを実行しての値を受け取った場合はNextToken、その値を入力し
て、中断したところからプロファイルを一覧表示し続けることができます。

リクエストの構文

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

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

MaxResults (p. 403)

返されるプロファイルの最大数。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 1000 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 403)

返されなかった結果が他にもある場合は、NextTokenパラメータが返されます。ListProfilesその
値を以降の呼び出しに使用して、引き続き結果を一覧表示できます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。

必須: いいえ
ProfileType (p. 403)

LOCAL タイププロファイルのみを一覧表示するか、PARTNER タイププロファイルのみを一覧表示す
るかを示します。リクエストで指定されていない場合、コマンドはすべてのタイプのプロファイルを
一覧表示します。

タイプ: 文字列

有効な値:  LOCAL | PARTNER

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "NextToken": "string", 
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   "Profiles": [  
      {  
         "Arn": "string", 
         "As2Id": "string", 
         "ProfileId": "string", 
         "ProfileType": "string" 
      } 
   ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

NextToken (p. 403)

トークンを返し、ListProfilesこれを使用して再度呼び出し、追加結果を受け取ることができます 
(ある場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。
Profiles (p. 403)

各項目がプロファイルの詳細を含む配列を返します。

型: ListedProfile (p. 536) オブジェクトの配列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidNextTokenException

渡された NextToken パラメータが無効です。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListSecurityPolicies
ファイル転送プロトコル対応サーバーに適用されているセキュリティポリシーを一覧表示します。

リクエストの構文
{ 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

MaxResults (p. 406)

ListSecurityPolicies クエリへのレスポンスとして返すセキュリティポリシーの数を指定しま
す。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 1000 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 406)

ListSecurityPolicies コマンドから付加的な結果を取得する際には、出力で NextToken パラ
メータが返されます。以降のコマンドで NextToken パラメータを渡すことで、追加のセキュリティ
ポリシーを引き続き一覧表示できます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文
{ 
   "NextToken": "string", 
   "SecurityPolicyNames": [ "string" ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

NextToken (p. 406)

ListSecurityPolicies オペレーションから付加的な結果を得られる場合、出力で NextToken パ
ラメータが返されます。次のコマンドでは、NextToken パラメータを渡すことでセキュリティポリ
シーを引き続き一覧表示します。
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タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。
SecurityPolicyNames (p. 406)

一覧表示されたセキュリティポリシーの配列。

型: 文字列の配列

長さの制限: 最大長は 100 です。

パターン: TransferSecurityPolicy-.+

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidNextTokenException

渡された NextToken パラメータが無効です。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListServers
AWS アカウントに関連付けられているファイル転送プロトコル対応サーバーを一覧表示します。

リクエストの構文

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

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

MaxResults (p. 408)

ListServers クエリへのレスポンスとして返すサーバーの数を指定します。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 1000 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 408)

ListServers コマンドから付加的な結果を取得する際には、出力で NextToken パラメータが返さ
れます。以降のコマンドで NextToken パラメータを渡すことで、追加のサーバーを引き続き一覧表
示できます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "NextToken": "string", 
   "Servers": [  
      {  
         "Arn": "string", 
         "Domain": "string", 
         "EndpointType": "string", 
         "IdentityProviderType": "string", 
         "LoggingRole": "string", 
         "ServerId": "string", 
         "State": "string", 
         "UserCount": number
      } 
   ]
}
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レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

NextToken (p. 408)

ListServers オペレーションから付加的な結果を得られる場合、出力で NextToken パラメータが
返されます。次のコマンドでは、NextToken パラメータを渡すことで追加のサーバーを引き続き一
覧表示できます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。
Servers (p. 408)

一覧表示されたサーバーの配列。

型: ListedServer (p. 538) オブジェクトの配列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidNextTokenException

渡された NextToken パラメータが無効です。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

例
例

以下の例では、内に存在するサーバーを一覧表示しますAWS アカウント。

リクエスト例

{ 
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   "MaxResults": 100, 
   "NextToken": "eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b1X0cnVuU2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ=="
}

例

この例で示すのは、の使用方法の 1 ListServers つです。

レスポンス例

{ 
   "NextToken": "eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b1X0cnVuU2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ==", 
   "Servers": [  
      {  
         "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:176354371281:server/s-01234567890abcdef", 
         "LoggingRole": "CloudWatchLoggingRole", 
         "ServerId": "s-01234567890abcdef", 
         "State": "ONLINE", 
         "Tags": [  
            {  
               "Key": "Name", 
               "Value": "MyServer" 
            } 
         ] 
      } 
   ]
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListTagsForResource
指定した Amazon リソースネーム (ARN) に関連付けられているすべてのタグを一覧表示します。リソース
は、ユーザー、サーバー、またはロールのいずれかです。

リクエストの構文
{ 
   "Arn": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Arn (p. 411)

特定の Amazon リソースネーム (ARN) に関連付けられているタグをリクエストします。ARN 
は、AWS サーバー、ユーザー、ロールなど具体的なリソースの識別子です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*

必須: はい
MaxResults (p. 411)

ListTagsForResource クエリへのレスポンスとして返すタグの数を指定します。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 1000 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 411)

ListTagsForResource オペレーションからの付加的な結果をリクエストすると、出力で
NextToken パラメータが返されます。以降のコマンドで NextToken パラメータを渡すことで、追加
のタグを引き続き一覧表示できます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文
{ 
   "Arn": "string", 

411



AWS Transfer Family ユーザーガイド
ListTagsForResource

   "NextToken": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Arn (p. 411)

タグを一覧表示するために指定した ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*
NextToken (p. 411)

ListTagsForResource からさらに結果を得られる場合、出力で NextToken パラメータが返されま
す。以降のコマンドで NextToken パラメータを渡すことで、追加のタグを引き続き一覧表示できま
す。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。
Tags (p. 411)

リソースに割り当てられるキーバリューペアであり、通常は項目をグループ化または検索する目的で
使用されます。タグとは、ユーザーが定義するメタデータです。

型: Tag (p. 555) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidNextTokenException

渡された NextToken パラメータが無効です。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。
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HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

例
例

次の例では、指定した ARN を持つリソースのタグを一覧表示します。

リクエスト例

{ 
   "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:176354371281:server/s-01234567890abcdef"
}

例

この例で示すのは、の使用方法の 1 ListTagsForResource つです。

レスポンス例

{ 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "Name", 
         "Value": "MyServer" 
      } 
   ]
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListUsers
ServerId パラメータを渡すことで指定したファイル転送プロトコル対応サーバーのユーザーを一覧表示
します。

リクエストの構文

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

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

MaxResults (p. 414)

ListUsers クエリへのレスポンスとして返すユーザーの数を指定します。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 1000 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 414)

ListUsers からさらに結果を得られる場合、出力で NextToken パラメータが返されます。以降のコ
マンドで NextToken パラメータを渡すことで、追加のユーザーを引き続き一覧表示できます。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。

必須: いいえ
ServerId (p. 414)

ユーザーが割り当てられたサーバーにシステムで割り当てられた一意の識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "NextToken": "string", 
   "ServerId": "string", 
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   "Users": [  
      {  
         "Arn": "string", 
         "HomeDirectory": "string", 
         "HomeDirectoryType": "string", 
         "Role": "string", 
         "SshPublicKeyCount": number, 
         "UserName": "string" 
      } 
   ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

NextToken (p. 414)

ListUsers からさらに結果を得られる場合、出力で NextToken パラメータが返されます。以降のコ
マンドで NextToken パラメータを渡すことで、追加のユーザーを引き続き一覧表示できます。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。
ServerId (p. 414)

ユーザーの割り当て先サーバーにシステムで割り当てられた一意の識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$
Users (p. 414)

指定する Transfer Family ユーザーとそのプロパティについて指定するServerId

型: ListedUser (p. 541) オブジェクトの配列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidNextTokenException

渡された NextToken パラメータが無効です。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

例
例

ListUsers API コールは、指定したサーバーに関連付けられたユーザーのリストを返します。

リクエスト例

     
         { 
          "MaxResults": 100, 
          "NextToken": "eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b1X0cnVuU2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ==", 
          "ServerId": "s-01234567890abcdef" 
          } 
         

例
これは、この API 呼び出しのサンプル応答です。

レスポンス例

{ 
   "NextToken": "eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b1X0cnVuU2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ==", 
   "ServerId": "s-01234567890abcdef", 
   "Users": [  
      {  
         "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:176354371281:user/s-01234567890abcdef/charlie", 
         "HomeDirectory": "/tests/home/charlie", 
         "SshPublicKeyCount": 1, 
         "Role": "arn:aws:iam::176354371281:role/transfer-role1", 
         "Tags": [  
            {  
               "Key": "Name", 
               "Value": "user1" 
            } 
         ], 
         "UserName": "my_user" 
      } 
   ]
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListWorkflows

ListWorkflows
現在の地域に関連するすべてのワークフローを一覧表示します。AWS アカウント

リクエストの構文

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

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

MaxResults (p. 418)

返されるワークフローの最大数を指定します。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 1000 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 418)

ListWorkflows は出力で NextToken を返します。以降のコマンドで NextToken パラメータを渡
すことで、追加のワークフローを引き続き一覧表示できます。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "NextToken": "string", 
   "Workflows": [  
      {  
         "Arn": "string", 
         "Description": "string", 
         "WorkflowId": "string" 
      } 
   ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

418



AWS Transfer Family ユーザーガイド
ListWorkflows

NextToken (p. 418)

ListWorkflows は出力で NextToken を返します。以降のコマンドで NextToken パラメータを渡
すことで、追加のワークフローを引き続き一覧表示できます。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 6,144 です。
Workflows (p. 418)

各ワークフローについて Arn、WorkflowId、およびDescription を返します。

型: ListedWorkflow (p. 543) オブジェクトの配列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidNextTokenException

渡された NextToken パラメータが無効です。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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SendWorkflowStepState

SendWorkflowStepState
非同期カスタムステップ向けにコールバックを送信します。

ワークフローのカスタムステップの実行中に ExecutionId、WorkflowId、およびToken がターゲット
リソースに渡されます。ステータスの提供するだけでなく、コールバック付きでそれらを含める必要があ
ります。

リクエストの構文
{ 
   "ExecutionId": "string", 
   "Status": "string", 
   "Token": "string", 
   "WorkflowId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ExecutionId (p. 420)

ワークフローの一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 36 です。

パターン: ^[0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-
[0-9a-fA-F]{12}$

必須: はい
Status (p. 420)

指定したステップの成否を示します。

タイプ: 文字列

有効な値:  SUCCESS | FAILURE

必須: はい
Token (p. 420)

同じ実行内で複数の Lambda ステップについて複数のコールバックを区別するために使用されます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 64 文字です。

パターン: \w+

必須: はい
WorkflowId (p. 420)

ワークフローの一意の識別子。
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タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^w-([a-z0-9]{17})$

必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

AccessDeniedException

このアクションを実行する十分なアクセス権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
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SendWorkflowStepState

• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StartFileTransfer

StartFileTransfer
リモート AS2 サーバーへのアウトバウンドファイル転送を開始します。ConnectorIdとファイルの送信
先のファイルパスを指定します。

リクエストの構文
{ 
   "ConnectorId": "string", 
   "SendFilePaths": [ "string" ]
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ConnectorId (p. 423)

コネクタの一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^c-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
SendFilePaths (p. 423)

文字列の配列です。各文字列は、1 回のアウトバウンドファイル転送の絶対パスを表します。例: 
DOC-EXAMPLE-BUCKET/myfile.txt 。

型: 文字列の配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 10 項目です。

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。

Pattern: ^(.)+

必須: はい

レスポンスの構文
{ 
   "TransferId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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TransferId (p. 423)

このファイル転送の一意の識別子を返します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 512 です。

パターン: ^[0-9a-zA-Z./-]+$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StartFileTransfer
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StartServer
ファイル転送プロトコル対応サーバーの状態を OFFLINE から ONLINE に変更します。既に ONLINE であ
るサーバーには影響しません。ONLINE サーバーはファイル転送ジョブを受け入れて処理できます。

STARTING のステータスは、サーバーが中間状態である (完全にレスポンス可能ではないか完全なオフラ
インではない) ことを示します。START_FAILED の値は、エラー条件を示す可能性あります。

この呼び出しからレスポンスは返りません。

リクエストの構文

{ 
   "ServerId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ServerId (p. 426)

起動するサーバーにシステムで割り当てられた一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。
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HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400

例
例

次の例では サーバーを起動します。

リクエスト例

{ 
   "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}

例

これは、この API 呼び出しのサンプル応答です。

レスポンス例

{ 
   "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StopServer
ファイル転送プロトコル対応サーバーの状態を ONLINE から OFFLINE に変更します。OFFLINE サーバー
はファイル転送ジョブを受け入れて処理することができません。サーバーやユーザーのプロパティなど、
サーバーに関連付けられている情報は、サーバーを停止しても影響を受けません。

Note

サーバーを停止しても、ファイル転送プロトコルエンドポイントの請求額が減ったり影響を受け
ることはなく、請求を停止するにはサーバーを削除する必要があります。

STOPPING のステータスは、サーバーが中間状態である (完全なレスポンスができないか完全にオフライ
ンでない) ことを示します。STOP_FAILED の値は、エラー条件を示す可能性あります。

この呼び出しからレスポンスは返りません。

リクエストの構文
{ 
   "ServerId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ServerId (p. 428)

停止したサーバーにシステムで割り当てられた一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

この例外は、クライアントが不正な形式のリクエストを送信した場合にスローされます。
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HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400

例
例

次の例では サーバーを停止します。

リクエスト例

{ 
   "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}

例

これは、この API 呼び出しのサンプル応答です。

レスポンス例

{ 
   "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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TagResource
Amazon リソースネーム (ARN) によって識別されるようなキーバリューペアをリソースにアタッチしま
す。リソースは、ユーザー、サーバー、ロール、その他のエンティティです。

この呼び出しから返るレスポンスはありません。

リクエストの構文

{ 
   "Arn": "string", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "string", 
         "Value": "string" 
      } 
   ]
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Arn (p. 431)

AWS サーバー、ユーザー、ロールなど具体的なリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*

必須: はい
Tags (p. 431)

ARN に割り当てられたキーバリューペアであり、これを使用するとリソースをタイプ別にグループ化
したり検索することができます。このメタデータは、あらゆる目的でリソース (サーバー、ユーザー、
ワークフローなど) に添付できます。

型: Tag (p. 555) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。
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InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

例
例

次の例では、ファイル転送プロトコル対応サーバーにタグを追加します。

リクエスト例

{ 
   "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:176354371281:server/s-01234567890abcdef", 
   "Tags": [  
      {  
         "Key": "Group", 
         "Value": "Europe" 
      } 
   ]
}

例

この例で示すのは、の使用方法の 1 TagResource つです。

レスポンス例

          HTTP 200 response with an empty HTTP body. 
         

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
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• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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TestIdentityProvider
ファイル転送プロトコル対応サーバーの IdentityProviderType が AWS_DIRECTORY_SERVICE また
は API_Gateway の場合、ID プロバイダーが正常に設定されたかどうかをテストします。サーバーを作成
したら認証方法をテストするために、すぐにこのオペレーションを呼び出すことをお勧めします。そうす
ることで、ID プロバイダーの統合に関する問題を解決でき、ユーザーがサービスを正常に使用できるよう
になります。

ServerId および UserName パラメータが必要です。ServerProtocol、SourceIp、および
UserPassword はすべてオプションです。

Note

サーバーの IdentityProviderType が SERVICE_MANAGED である場
合、TestIdentityProvider を使用できません。

• パラメータに正しくない値を指定すると、Response フィールドは空になります。
• サービスマネージドユーザーを使用するサーバーのサーバー ID を指定すると、エラーが発生します。

An error occurred (InvalidRequestException) when calling the 
TestIdentityProvider operation: s-server-ID not configured for external auth

• --server-id パラメータのサーバー ID を入力した場合、実際の転送サーバーを特定しないパラメータ
を使用すると、次のエラーが表示されます。

An error occurred (ResourceNotFoundException) when calling the 
TestIdentityProvider operation: Unknown server

リクエストの構文

{ 
   "ServerId": "string", 
   "ServerProtocol": "string", 
   "SourceIp": "string", 
   "UserName": "string", 
   "UserPassword": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ServerId (p. 434)

特定のサーバーにシステムで割り当てられた識別子。そのサーバーのユーザー認証方法は、ユーザー
名とパスワードを使用してテストされます。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
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ServerProtocol (p. 434)

テストするファイル転送プロトコルのタイプ。

使用可能なプロトコルは次のとおりです。
• Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP)
• File Transfer Protocol Secure (FTPS)
• File Transfer Protocol (FTP)
• 適用性ステートメント 2 (AS2)

型: 文字列

有効な値:  SFTP | FTP | FTPS | AS2

必須: いいえ
SourceIp (p. 434)

テストするアカウントの送信元 IP アドレス。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 32 です。

パターン: ^\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}$

必須: いいえ
UserName (p. 434)

テストするアカウントの名前。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[\w][\w@.-]{2,99}$

必須: はい
UserPassword (p. 434)

テストするアカウントのパスワード。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 1024 です。

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "Message": "string", 
   "Response": "string", 
   "StatusCode": number, 
   "Url": "string"
}
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レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

Message (p. 435)

テストの成否を示すメッセージ。

Note

空の文字列が返された場合、最も可能性の高い原因は、ユーザー名またはパスワードが正し
くないために認証が失敗したことです。

型: 文字列
Response (p. 435)

API Gateway から返るレスポンス。

型: 文字列
StatusCode (p. 435)

API Gateway または Lambda 関数からのレスポンスである HTTP ステータスコード。

型: 整数
Url (p. 435)

ユーザーの認証に使用されるサービスのエンドポイント。

型: 文字列

長さの制約：最大長 255。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
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例
例

次のリクエストは、ユーザー名とパスワードの組み合わせを使用するうえで有効な認証情報であることを
示すメッセージを ID プロバイダーから返しますAWS Transfer Family。

リクエスト例

{ 
   "ServerID": "s-01234567890abcdef", 
   "UserName": "my_user", 
   "UserPassword": "MyPassword-1"
}

例

次のレスポンスは、テストが成功した場合のレスポンス例を示します。

レスポンス例

      
      "Response":" 
      {\"homeDirectory\":\"/mybucket001\",\"homeDirectoryDetails\":null,\"homeDirectoryType
\":\"PATH\",\"posixProfile\":null, 
      \"publicKeys\":\"[ssh-rsa-key]\",\"role\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/my_role\",
\"policy\":null,\"username\":\"transferuser002\", 
      \"identityProviderType\":null,\"userConfigMessage\":null)"}      
      "StatusCode": "200", 
      "Message": "" 
         

例

以下のレスポンスは、ユーザーがアクセス権のある複数のグループに属していることを示します。

          "Response":"", 
          "StatusCode":200, 
          "Message":"More than one associated access found for user's groups."

例

API Gateway を使用してカスタム ID プロバイダーを作成および設定した場合、次のコマンドを入力する
とユーザーをテストできます。

aws transfer test-identity-provider --server-id s-0123456789abcdefg --user-name
myuser

ここで s-0123456789abcdefg は転送サーバー、myuser はカスタムユーザーのユーザー名です。

コマンドが正常に完了した場合、レスポンスは次のようになります。

• AWS アカウントID は 012345678901
• ユーザーロールは user-role-api-gateway
• ホームディレクトリは myuser-bucket
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• パブリックキーは public-key
• 呼び出しURLは呼び出しURLです

{ 
    "Response": "{\"Role\": \"arn:aws:iam::012345678901:role/user-role-api-gateway\",
\"HomeDirectory\": \"/myuser-bucket\",\"PublicKeys\": \"[public-key]\"}", 
    "StatusCode": 200, 
    "Message": "", 
    "Url": "https://invocation-URL/servers/s-0123456789abcdefg/users/myuser/config"
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UntagResource
Amazon リソースネーム (ARN) によって識別されるようなキーバリューペアをリソースからデタッチしま
す。リソースは、ユーザー、サーバー、ロール、その他のエンティティです。

この呼び出しからレスポンスは返りません。

リクエストの構文
{ 
   "Arn": "string", 
   "TagKeys": [ "string" ]
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Arn (p. 439)

削除されるタグを含んでいるリソースの値。Amazon リソースネーム (ARN) は、AWS サーバー、
ユーザー、ロールなど具体的なリソースの識別子です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*

必須: はい
TagKeys (p. 439)

TagKeys ARN に割り当てられたキーバリューペアであり、これを使用するとリソースをタイプ別にグ
ループ化したり検索することができます。このメタデータは、任意の目的でリソースにアタッチでき
ます。

型: 文字列の配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

長さの制限: 最大長は 128 です。

必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

この例外は、AWS Transfer Family サービスでエラーが発生した場合にスローされます。
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HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500

例
例

次の例では、ファイル転送プロトコル対応サーバーのタグを削除します。

リクエスト例

{ 
   "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:176354371281:server/s-01234567890abcdef", 
   "TagKeys": "Europe" ]
}

例

この例で示すのは、の使用方法の 1 UntagResource つです。

レスポンス例

          HTTP 200 response with an empty HTTP body. 
         

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
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• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateAccess
ServerID および ExternalID パラメータで指定されたアクセス権についてパラメータを更新できま
す。

リクエストの構文
{ 
   "ExternalId": "string", 
   "HomeDirectory": "string", 
   "HomeDirectoryMappings": [  
      {  
         "Entry": "string", 
         "Target": "string" 
      } 
   ], 
   "HomeDirectoryType": "string", 
   "Policy": "string", 
   "PosixProfile": {  
      "Gid": number, 
      "SecondaryGids": [ number ], 
      "Uid": number
   }, 
   "Role": "string", 
   "ServerId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ExternalId (p. 442)

ディレクトリ内の特定のグループを識別するために必要な一意の識別子。関連付けするグループの
ユーザーは、を使用して、有効なプロトコル経由で Amazon S3 または Amazon EFS リソースにアク
セスできますAWS Transfer Family。グループ名がわかる場合、Windows を使用して次のコマンドを
実行すれば SID 値を表示できます PowerShell。

Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties * | 
Select SamAccountName,ObjectSid

そのコマンドで、をご使用のアクティブディレクトリグループの名前に置き換えま
すYourGroupName。

このパラメータの検証に使用される正規表現は、スペースを含まない大文字と小文字の英数字からな
る文字列です。下線文字 (_) や =,.@:/- の文字を含めることもできます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: ^S-1-[\d-]+$

必須: はい
HomeDirectory (p. 442)

ユーザーがクライアントを使用してサーバーにログインするときの、ユーザーのランディングディレ
クトリ (フォルダ)。
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HomeDirectory の例は /bucket_name/home/mydirectory です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1,024 です。

パターン: ^$|/.*

必須: いいえ
HomeDirectoryMappings (p. 442)

ユーザーに表示する Amazon S3 または Amazon EFS のパスとキー、およびそれらをどのように表示
するかを指定する論理ディレクトリマッピング。「Entry」と「Target」のペアを指定する必要が
あり、Entry はパスの表示方法を示し、Target は実際の Amazon S3 または Amazon EFS のパス
です。ターゲットを指定しただけの場合は、そのまま表示されます。また、AWS Identity and Access 
Management IAM ロールが、のパスへのアクセスを提供することを確認してくださいTarget。この
値は、が LOGICALHomeDirectoryType に設定されている場合にのみ設定できます。

以下は Entry と Target のペアの例です。

[ { "Entry": "/directory1", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]

ほとんどの場合、セッションポリシーの代わりにこの値を使用することで、指定されたホームディレ
クトリ (chroot) にユーザーをロックダウンできます。そのためには、Entry を/ に設定し、Target
を HomeDirectory パラメータ値に設定します。

以下は、chroot のための Entry と Target のペアの例です。

[ { "Entry": "/", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]

型: HomeDirectoryMapEntry (p. 522) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: いいえ
HomeDirectoryType (p. 442)

ユーザーがサーバーにログインするときにホームディレクトリにするランディングディレクトリ 
(フォルダ) のタイプ。これを PATH に設定した場合、ユーザーには、ファイル転送プロトコルク
ライアントに、絶対的な Amazon S3 バケットまたは現状の EFS パスが表示されます。これを
LOGICAL に設定した場合、Amazon S3 または Amazon EFS パスをユーザーに表示する方法に関し
て、HomeDirectoryMappings でマッピングを指定する必要があります。

タイプ: 文字列

有効な値:  PATH | LOGICAL

必須: いいえ
Policy (p. 442)

複数のユーザーに同じAWS Identity and Access Management (IAM) ロールの使用を可
能にするユーザーのセッションポリシー。このポリシーは、ユーザーアクセスのスコー
プを Amazon S3 バケットの一部に絞り込みます。このポリシー内に使用できる変数に
は、${Transfer:UserName}、${Transfer:HomeDirectory}、${Transfer:HomeBucket} が
あります。

Note

このポリシーは、のドメインが Amazon S3ServerId の場合にのみ適用されます。Amazon 
EFS はセッションポリシーを使用しません。
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セッションポリシーの場合、AWS Transfer Family は、ポリシーの Amazon リソースネーム 
(ARN) ではなく、JSON blob としてポリシーを保存します。JSON blob としてポリシーを保
存し、Policy 因数に渡します。
セッションポリシーの例については、「セッションポリシーの例」を参照してください。
詳細については、AWSセキュリティトークンサービス API AssumeRoleリファレンスのを参
照してください。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 2,048 です。

必須: いいえ
PosixProfile (p. 442)

ユーザーの Amazon EFS ファイルシステムへのアクセスを制御する、ユーザー ID (Uid Gid)、グルー
プ ID (SecondaryGids)、およびセカンダリグループ ID () を含む完全な POSIX ID。ファイルシステ
ム内のファイルとディレクトリに設定される POSIX アクセス許可によって、Amazon EFS ファイル
システムとの間でファイルを転送するときにユーザーが得るアクセスのレベルが決まります。

型: PosixProfile (p. 545) オブジェクト

必須: いいえ
Role (p. 442)

Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファイルシステムへのユーザーのアクセスを制御する AWS 
Identity and Access Management IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。この
ロールにアタッチされたポリシーにより、ファイルを Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファ
イルシステム間で転送する際の、ユーザーに付与するアクセスレベルが決定されます。IAM ロールに
は、ユーザーの転送リクエストを処理する際に、サーバーによるリソースへのアクセスを許可する信
頼関係も含まれる必要があります。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: いいえ
ServerId (p. 442)

サーバーインスタンスにシステムで割り当てられた一意の識別子。これはユーザーを追加したサー
バーに固有です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "ExternalId": "string", 
   "ServerId": "string"
}
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レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ExternalId (p. 444)

AWSTransfer Family を使用して、有効なプロトコル経由で Amazon S3 または Amazon EFS リソース
にアクセスできるユーザーグループの外部 ID。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: ^S-1-[\d-]+$
ServerId (p. 444)

ユーザーのアタッチ先サーバーの ID。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceExistsException

リクエストされたリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。
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HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateAgreement
既存の契約の一部のパラメータを更新します。AgreementId更新する契約書のとを、更新するパラメータ
の新しい値とともに入力します。ServerId

リクエストの構文

{ 
   "AccessRole": "string", 
   "AgreementId": "string", 
   "BaseDirectory": "string", 
   "Description": "string", 
   "LocalProfileId": "string", 
   "PartnerProfileId": "string", 
   "ServerId": "string", 
   "Status": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

AccessRole (p. 447)

AS2 では、StartFileTransfer を呼び出してリクエストパラメータ SendFilePaths にファイ
ルパスを指定することでファイルを送信できます。ファイルの親ディレクトリ (例えば --send-
file-paths /bucket/dir/file.txt の場合、親ディレクトリは /bucket/dir/) を使用して、
処理済みの AS2 メッセージファイルを一時的に保存し、パートナーから受け取った MDN を保存し
て、送信の関連メタデータを含む最終的な JSON ファイルを記述します。そのため、AccessRole
は、StartFileTransfer リクエストで使用されるファイルの場所の親ディレクトリに対する読み取
り/書き込みアクセスを提供する必要があります。さらに、StartFileTransfer で送信するファイ
ルの親ディレクトリに対する読み取り/書き込みアクセスを提供する必要があります。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: いいえ
AgreementId (p. 447)

契約に固有の識別子。この識別子は、契約書を作成すると返されます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^a-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
BaseDirectory (p. 447)

転送されるファイルのランディングディレクトリ (フォルダ) を変更するには、使用するバケットフォ
ルダ (など) を指定します/DOC-EXAMPLE-BUCKET/home/mydirectory 。
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タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1,024 です。

パターン: ^$|/.*

必須: いいえ
Description (p. 447)

既存の説明を置き換えるには、契約書の簡単な説明を入力してください。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 200 です。

Pattern: ^[\p{Graph}]+

必須: いいえ
LocalProfileId (p. 447)

AS2 ローカルプロファイルの一意の識別子です。

ローカルプロファイル識別子を変更するには、ここに新しい値を入力します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^p-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
PartnerProfileId (p. 447)

パートナープロファイルの一意の識別子。パートナープロファイル識別子を変更するには、ここに新
しい値を入力します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^p-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
ServerId (p. 447)

サーバーインスタンスにシステムで割り当てられた一意の識別子。これは契約が使用する特定のサー
バーです。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
Status (p. 447)

契約書のステータスは、非アクティブな契約書をアクティブにするか、その逆の方法で更新できま
す。
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タイプ: 文字列

有効な値:  ACTIVE | INACTIVE

必須: いいえ

レスポンスの構文
{ 
   "AgreementId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

AgreementId (p. 449)

契約に固有の識別子。この識別子は、契約書を作成すると返されます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^a-([0-9a-f]{17})$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceExistsException

リクエストされたリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
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ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateCertificate
証明書の有効日と無効日を更新します。

リクエストの構文

{ 
   "ActiveDate": number, 
   "CertificateId": "string", 
   "Description": "string", 
   "InactiveDate": number
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

ActiveDate (p. 451)

証明書がいつアクティブになるかを指定するオプションの日付です。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
CertificateId (p. 451)

更新する証明書オブジェクトの識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 22 の固定長

パターン: ^cert-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
Description (p. 451)

証明書を識別する場合、簡単な説明を使用します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 200 です。

Pattern: ^[\p{Graph}]+

必須: いいえ
InactiveDate (p. 451)

証明書がいつ非アクティブになるかを指定するオプションの日付です。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
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レスポンスの構文
{ 
   "CertificateId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

CertificateId (p. 452)

更新している証明書オブジェクトの識別子を返します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 22 の固定長

パターン: ^cert-([0-9a-f]{17})$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400

例
例
次の例では、証明書の有効日を更新し、有効日を 2022 年 1 月 16 日 16:12:07 UTC -5 時間に設定していま
す。
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リクエスト例

aws transfer update-certificate --certificate-id c-abcdefg123456hijk --active-date 
 2022-01-16T16:12:07-05:00

例

以下は、この API 呼び出しのサンプル応答です。

レスポンス例

"CertificateId": "c-abcdefg123456hijk"

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateConnector
既存のコネクタの一部のパラメータを更新します。ConnectorId更新するコネクタのと、更新するパラ
メータの新しい値を指定します。

リクエストの構文
{ 
   "AccessRole": "string", 
   "As2Config": {  
      "Compression": "string", 
      "EncryptionAlgorithm": "string", 
      "LocalProfileId": "string", 
      "MdnResponse": "string", 
      "MdnSigningAlgorithm": "string", 
      "MessageSubject": "string", 
      "PartnerProfileId": "string", 
      "SigningAlgorithm": "string" 
   }, 
   "ConnectorId": "string", 
   "LoggingRole": "string", 
   "Url": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

AccessRole (p. 454)

AS2 では、StartFileTransfer を呼び出してリクエストパラメータ SendFilePaths にファイ
ルパスを指定することでファイルを送信できます。ファイルの親ディレクトリ (例えば --send-
file-paths /bucket/dir/file.txt の場合、親ディレクトリは /bucket/dir/) を使用して、
処理済みの AS2 メッセージファイルを一時的に保存し、パートナーから受け取った MDN を保存し
て、送信の関連メタデータを含む最終的な JSON ファイルを記述します。そのため、AccessRole
は、StartFileTransfer リクエストで使用されるファイルの場所の親ディレクトリに対する読み取
り/書き込みアクセスを提供する必要があります。さらに、StartFileTransfer で送信するファイ
ルの親ディレクトリに対する読み取り/書き込みアクセスを提供する必要があります。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: いいえ
As2Config (p. 454)

コネクタオブジェクトのパラメータを含む構造です。

型: As2ConnectorConfig (p. 477) オブジェクト

必須: いいえ
ConnectorId (p. 454)

コネクタの一意の識別子です。
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タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^c-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
LoggingRole (p. 454)

コネクタが Amazon S3 イベントの Amazon リソースネームAWS Identity and Access Management 
(ARN) です。 CloudWatch 設定すると、 CloudWatch ログにコネクタのアクティビティを表示できま
す。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: いいえ
Url (p. 454)

パートナーの AS2 エンドポイントの URL です。

タイプ: 文字列

長さの制約：最大長 255

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "ConnectorId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ConnectorId (p. 455)

更新しているコネクタオブジェクトの識別子を返します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^c-([0-9a-f]{17})$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。
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InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceExistsException

リクエストされたリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateHostKey
ServerIdHostKeyIdおよびパラメータで指定されたホストキーの説明を更新します。

リクエストの構文

{ 
   "Description": "string", 
   "HostKeyId": "string", 
   "ServerId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

Description (p. 457)

ホストキーの説明が更新されました。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 200 です。

パターン: ^[\p{Print}]*$

必須: はい
HostKeyId (p. 457)

更新するホストキーの識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限:固定長は 25 です。

パターン: ^hostkey-[0-9a-f]{17}$

必須: はい
ServerId (p. 457)

更新するホストキーを含むサーバーの識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
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   "HostKeyId": "string", 
   "ServerId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

HostKeyId (p. 457)

更新されたホストキーのホストキー識別子を返します。

タイプ: 文字列

長さの制限:固定長は 25 です。

パターン: ^hostkey-[0-9a-f]{17}$
ServerId (p. 457)

更新されたホストキーを含むサーバーのサーバー識別子を返します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateProfile
既存のプロファイルの一部のパラメータを更新します。ProfileId更新するプロファイルのと、更新する
パラメータの新しい値を指定します。

リクエストの構文

{ 
   "CertificateIds": [ "string" ], 
   "ProfileId": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

CertificateIds (p. 460)

インポートされた証明書の識別子の配列です。この識別子は、プロファイルやパートナープロファイ
ルの操作に使用します。

型: 文字列の配列

長さの制限: 22 の固定長

パターン: ^cert-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
ProfileId (p. 460)

更新するプロファイルオブジェクトの識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^p-([0-9a-f]{17})$

必須: はい

レスポンスの構文

{ 
   "ProfileId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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ProfileId (p. 460)

更新中のプロファイルの識別子を返します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^p-([0-9a-f]{17})$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateServer
ファイル転送プロトコル対応サーバーの作成後にそのサーバーのプロパティを更新します。

UpdateServer コールは更新されたサーバーの ServerId を返します。

リクエストの構文

{ 
   "Certificate": "string", 
   "EndpointDetails": {  
      "AddressAllocationIds": [ "string" ], 
      "SecurityGroupIds": [ "string" ], 
      "SubnetIds": [ "string" ], 
      "VpcEndpointId": "string", 
      "VpcId": "string" 
   }, 
   "EndpointType": "string", 
   "HostKey": "string", 
   "IdentityProviderDetails": {  
      "DirectoryId": "string", 
      "Function": "string", 
      "InvocationRole": "string", 
      "Url": "string" 
   }, 
   "LoggingRole": "string", 
   "PostAuthenticationLoginBanner": "string", 
   "PreAuthenticationLoginBanner": "string", 
   "ProtocolDetails": {  
      "As2Transports": [ "string" ], 
      "PassiveIp": "string", 
      "SetStatOption": "string", 
      "TlsSessionResumptionMode": "string" 
   }, 
   "Protocols": [ "string" ], 
   "SecurityPolicyName": "string", 
   "ServerId": "string", 
   "WorkflowDetails": {  
      "OnPartialUpload": [  
         {  
            "ExecutionRole": "string", 
            "WorkflowId": "string" 
         } 
      ], 
      "OnUpload": [  
         {  
            "ExecutionRole": "string", 
            "WorkflowId": "string" 
         } 
      ] 
   }
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
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Certificate (p. 463)

AWS Certificate Manager 証明書 (ACM) の Amazon リソースネーム (ARN)。Protocols が FTPS に
設定されている場合は必須です。

新しいパブリック証明書をリクエストするには、AWS Certificate Manager ユーザーガイドの「パブ
リック証明書のリクエスト」を参照してください。

既存の証明書を ACM にインポートするには、AWS Certificate Manager ユーザーガイドの「ACM へ
の証明書のインポート」を参照してください。

プライベート IP アドレス経由で FTPS を使用できるようにプライベート証明書をリクエストするに
は、AWS Certificate Manager ユーザーガイドの「プライベート証明書をリクエストする」を参照して
ください。

以下の暗号化アルゴリズムとキーサイズの証明書がサポートされています。
• 2048 ビット RSA (RSA_2048)
• 4096 ビット RSA (RSA_4096)
• 楕円素数曲線 256 ビット (EC_Prime256v1)
• 楕円素数曲線 384 ビット (EC_secp384R1)
• 楕円素数曲線 521 ビット (EC_secp521R1)

Note

証明書は、FQDN または IP アドレスが指定され、発行者に関する情報が記載された有効な 
SSL/TLS X.509 バージョン 3 の証明書である必要があります。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 1600

必須: いいえ
EndpointDetails (p. 463)

サーバーに設定された Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイント設定。VPC 内でエンドポイントを
ホストする場合、VPC 内のリソースにのみアクセスできるようにすることも、Elastic IP アドレスを
アタッチしてインターネット経由でクライアントにアクセスできるようにすることもできます。VPC 
のデフォルトのセキュリティグループは、エンドポイントに自動的に割り当てられます。

型: EndpointDetails (p. 516) オブジェクト

必須: いいえ
EndpointType (p. 463)

サーバーで使用したいエンドポイントのタイプ。サーバーのエンドポイントをパブリックアクセス 
(PUBLIC) にするか、VPC 内でホストするかを選択できます。VPC でホストされているエンドポイン
トを使用すると、サーバーとリソースへのアクセスを VPC 内のみに制限したり、Elastic IP アドレス
を直接アタッチしてインターネット向けにするといった選択ができます。

Note

2021 年 5 月 19 日よりも前に EndpointType=VPC_ENDPOINT アカウント内で 
AWS を使用して既にサーバーを作成していない限り、2021 年 5 月 19 日以降にそ
の操作はできなくなります。2021 年 5月 19 日よりも前に AWS アカウントで既に
EndpointType=VPC_ENDPOINT サーバーを作成している場合には影響を受けません。この
日付を過ぎたら EndpointType=VPC を使用します。
詳細については、「VPC_ENDPOINT のサポート終了 (p. 57)」を参照してください。
VPC を EndpointType として使用することをお勧めします。このエンドポイントタイプで
は、最大 3 つの Elastic IPv4 アドレス (BYO IP を含む) をサーバーのエンドポイントに直接関

464

https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/gs-acm-request-public.html
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/gs-acm-request-public.html
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/import-certificate.html
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/import-certificate.html
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/gs-acm-request-private.html


AWS Transfer Family ユーザーガイド
UpdateServer

連付けて、VPC セキュリティグループを使用してクライアントのパブリック IP アドレスで
トラフィックを制限できます。EndpointType を VPC_ENDPOINT に設定した場合、これは
不可能です。

型: 文字列

有効な値:  PUBLIC | VPC | VPC_ENDPOINT

必須: いいえ
HostKey (p. 463)

SFTP 対応サーバーに使用する、RSA、ECDSA、または ED25519 のプライベートキーです。キーを
ローテーションしたい場合に備えて、複数のホストキーを追加できます。また、異なるアルゴリズム
を使用するアクティブなキーのセットを用意することもできます。

次のコマンドを使用して、パスフレーズなしの RSA 2048 ビットキーを生成します。

ssh-keygen -t rsa -b 2048 -N "" -m PEM -f my-new-server-key.

-bオプションには最小値として 2048 を使用してください。3072 または 4096 を使用すると、より強
力なキーを作成できます。

次のコマンドを使用して、パスフレーズなしの ECDSA 256 ビットキーを生成します。

ssh-keygen -t ecdsa -b 256 -N "" -m PEM -f my-new-server-key.

ECDSA-b のオプションの有効な値は 256、384、および 521 です。

パスフレーズなしで ED25519 キーを生成するには、次のコマンドを使用します。

ssh-keygen -t ed25519 -N "" -f my-new-server-key.

これらのコマンドはすべて、my-new-server-key任意の文字列に置き換えることができます。

Important

既存のユーザーを既存のSFTP 対応サーバーから新しいサーバーに移行する計画がない場
合、ホストキーを更新しないでください。サーバーのホストキーを誤って変更することは、
破壊的な操作になり得えます。

詳細については、AWS Transfer Familyユーザーガイドの「SFTP 対応サーバーのホストキーの更新」
を参照してください。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 4,096 です。

必須: いいえ
IdentityProviderDetails (p. 463)

カスタマーの認証 API メソッドを呼び出す際に必要なすべての情報を含む配列。

型: IdentityProviderDetails (p. 523) オブジェクト

必須: いいえ
LoggingRole (p. 463)

サーバーで Amazon S3 または Amazon EFS イベントの Amazon CloudWatch ログをオンにできるよ
うにする、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN) で
す。設定すると、 CloudWatch ログにユーザーアクティビティを表示できます。
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型: 文字列

長さの制限: 最大長は 2,048 です。

パターン: ^$|arn:.*role/.*

必須: いいえ
PostAuthenticationLoginBanner (p. 463)

ユーザーがサーバーに接続するときに表示する文字列を指定します。この文字列はユーザーが認証し
た後で表示されます。

Note

SFTP プロトコルは認証後の表示バナーをサポートしていません。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 512 です。

パターン: [\x09-\x0D\x20-\x7E]*

必須: いいえ
PreAuthenticationLoginBanner (p. 463)

ユーザーがサーバーに接続するときに表示する文字列を指定します。この文字列はユーザーが認証さ
れる前に表示されます。例えば、次のバナーはシステムの使用に関する詳細を表示します。

This system is for the use of authorized users only. Individuals using 
this computer system without authority, or in excess of their authority, 
are subject to having all of their activities on this system monitored and 
recorded by system personnel.

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 512 です。

パターン: [\x09-\x0D\x20-\x7E]*

必須: いいえ
ProtocolDetails (p. 463)

サーバー用に構成されたプロトコル設定。
• パッシブモード (FTP および FTPS プロトコル用) を示すには、PassiveIp パラメータを使用しま

す。ファイアウォール、ルーター、ロードバランサーの外部 IP アドレスなど、クアッドドット形式
の単一 IPv4 アドレスを入力します。

• S3 バケットにアップロードしているファイルに対して、クライアントが SETSTAT コマンドの使用
を試みた時に発生するエラーを無視するには、SetStatOption パラメータを使用します。AWS 
Transfer Family サーバーが SETSTAT コマンドを無視し、SFTP クライアントに変更を加えること
なくファイルをアップロードするには、値を ENABLE_NO_OP に設定します。SetStatOptionパラ
メータをに設定するとENABLE_NO_OP、Transfer Family は Amazon CloudWatch Logs にログエン
トリを生成し、クライアントがいつSETSTAT呼び出しを行っているかを判断できるようにします。

• TlsSessionResumptionMode パラメータを使用して、AWS Transfer Family サーバーが一意の
セッション ID を介して最近ネゴシエートされたセッションを再開するかどうか判断します。

• As2Transports は、AS2 メッセージの転送方法を示します。現在は、HTTP のみがサポートされ
ます。

型: ProtocolDetails (p. 546) オブジェクト
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必須: いいえ
Protocols (p. 463)

ファイル転送プロトコルクライアントがサーバーのエンドポイントに接続できる 1 つまたは複数の
ファイル転送プロトコルを指定します。使用可能なプロトコルは次のとおりです。
• SFTP(Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol): SSH 経由のファイル転送
• FTPS (File Transfer Protocol Secure): TLS 暗号化によるファイル転送
• FTP (File Transfer Protocol): 暗号化されていないファイル転送
• AS2(適用性声明 2): business-to-business 構造化データの転送に使用される

Note

• FTPS を選択した場合、AWS Certificate Manager (ACM) に保存されている証明書を選択す
る必要があります。この証明書はクライアントが FTP 経由でサーバーに接続する際に、
サーバーの識別に使用されます。

• Protocol に FTP または FTPS が含まれる場合、EndpointType は VPC でなければな
らず、IdentityProviderType は AWS_DIRECTORY_SERVICE、AWS_LAMBDA または
API_GATEWAY でなければなりません。

• Protocol に FTPが含まれる場合、AddressAllocationIds は関連付けられません。
• Protocol が SFTP のみに設定されている場合、EndpointType は PUBLIC

に設定でき、IdentityProviderType はサポートされている ID タイプ 
(SERVICE_MANAGED、AWS_DIRECTORY_SERVICE、AWS_LAMBDA、または
API_GATEWAY) のいずれかに設定できます。

• Protocol が AS2 を含む場合、EndpointType は VPC でなければならず、ドメイン
は、Amazon S3 でなければなりません。

型: 文字列の配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 4 項目です。

有効な値:  SFTP | FTP | FTPS | AS2

必須: いいえ
SecurityPolicyName (p. 463)

サーバーにアタッチするセキュリティポリシーの名前を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 100 です。

パターン: TransferSecurityPolicy-.+

必須: いいえ
ServerId (p. 463)

Transfer Family ユーザーの割り当て先サーバーインスタンスにシステムで割り当てられた一意の識別
識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
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WorkflowDetails (p. 463)

割り当てるワークフローのワークフロー ID とワークフローの実行に使用する実行ロールを指定しま
す。

ファイルのアップロード完了時に実行するワークフローに加えて、部分的なアップロードで実行する
ワークフローのワークフロー ID (および実行ロール) も WorkflowDetails に含めることができま
す。部分的なアップロードは、ファイルのアップロード中にサーバーセッションが切断されたときに
発生します。

関連するワークフローをサーバーから削除するには、以下の例に示すように、空の OnUpload オブ
ジェクトを提供します。

aws transfer update-server --server-id s-01234567890abcdef --workflow-
details '{"OnUpload":[]}'

型: WorkflowDetails (p. 559) オブジェクト

必須: いいえ

レスポンスの構文

{ 
   "ServerId": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ServerId (p. 468)

Transfer Family ユーザーの割り当て先サーバーにシステムで割り当てられた一意の識別識別識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

AccessDeniedException

このアクションを実行する十分なアクセス権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
ConflictException

この例外は、エンドポイントタイプが VPC であるファイル転送プロトコル対応サーバーの場合に
UpdateServer が呼び出され、サーバーの VpcEndpointID が利用可能な状態でない場合にスロー
されます。
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HTTP ステータスコード: 400
InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceExistsException

リクエストされたリソースは存在しません。

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400

例
例
次の例では、サーバーのロールを更新します。

リクエスト例

{ 
   "EndpointDetails": {  
   "VpcEndpointId": "vpce-01234f056f3g13", 
   "LoggingRole": "CloudWatchS3Events", 
   "ServerId": "s-01234567890abcdef" 
   }
}

例
次の例では、関連するワークフローをサーバーから削除します。

リクエスト例

aws transfer update-server --server-id s-01234567890abcdef --workflow-details '{"OnUpload":
[]}'
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例

これは、この API 呼び出しのサンプル応答です。

レスポンス例

{ 
   "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateUser
新しいプロパティをユーザーに割り当てます。渡されたパラメータは、指定する UserName および
ServerId のホームディレクトリ、ロール、およびポリシーのいずれかまたはすべてを変更します。

レスポンスは更新されたユーザーの ServerId と UserName を返します。

リクエストの構文

{ 
   "HomeDirectory": "string", 
   "HomeDirectoryMappings": [  
      {  
         "Entry": "string", 
         "Target": "string" 
      } 
   ], 
   "HomeDirectoryType": "string", 
   "Policy": "string", 
   "PosixProfile": {  
      "Gid": number, 
      "SecondaryGids": [ number ], 
      "Uid": number
   }, 
   "Role": "string", 
   "ServerId": "string", 
   "UserName": "string"
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 565)」を参照してくだ
さい。

リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

HomeDirectory (p. 471)

ユーザーがクライアントを使用してサーバーにログインするときの、ユーザーのランディングディレ
クトリ (フォルダ)。

HomeDirectory の例は /bucket_name/home/mydirectory です。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 1,024 です。

パターン: ^$|/.*

必須: いいえ
HomeDirectoryMappings (p. 471)

ユーザーに表示する Amazon S3 または Amazon EFS のパスとキー、およびそれらをどのように表示
するかを指定する論理ディレクトリマッピング。「Entry」と「Target」のペアを指定する必要が
あり、Entry はパスの表示方法を示し、Target は実際の Amazon S3 または Amazon EFS のパス
です。ターゲットを指定しただけの場合は、そのまま表示されます。また、AWS Identity and Access 
Management (IAM)Target ロールの使用を可能にするユーザーのロールの使用を可能にするユー
ザーのロールの使用を可能にするユーザーのロールの使用を可能にするユーザーのロールの使用を
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可能にするユーザーのロールの使用を可能にするユーザーのロールの使用を可能にする、この値は、
がHomeDirectoryType LOGICAL に設定されている場合にのみ設定できます。

以下は Entry と Target のペアの例です。

[ { "Entry": "/directory1", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]

ほとんどの場合、セッションポリシーの代わりにこの値を使用することで、指定されたホームディレ
クトリ (chroot) にユーザーをロックダウンできます。そのためには、Entry をスラッシュ (/) に設定
し、Target を HomeDirectory パラメータ値に設定します。

以下は、chroot についての Entry と Target のペアの例です。

[ { "Entry": "/", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]

型: HomeDirectoryMapEntry (p. 522) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: いいえ
HomeDirectoryType (p. 471)

ユーザーがサーバーにログインするときにホームディレクトリにするランディングディレクトリ 
(フォルダ) のタイプ。これを PATH に設定した場合、ユーザーには、ファイル転送プロトコルク
ライアントに、絶対的な Amazon S3 バケットまたは現状の EFS パスが表示されます。これを
LOGICAL に設定した場合、Amazon S3 または Amazon EFS パスをユーザーに表示する方法に関し
て、HomeDirectoryMappings でマッピングを指定する必要があります。

型: 文字列

有効な値:  PATH | LOGICAL

必須: いいえ
Policy (p. 471)

複数のユーザーに同じAWS Identity and Access Management IAM ロールの使用を
可能にするユーザーのセッションポリシー。このポリシーは、ユーザーアクセスを 
Amazon S3 バケットへのアクセスを提供します。このポリシー内に使用できる変数に
は、${Transfer:UserName}、${Transfer:HomeDirectory}、${Transfer:HomeBucket} が
あります。

Note

このポリシーは、のドメインが Amazon S3ServerId の場合にのみ適用されます。Amazon 
SEFS セッションポリシーを使用しません。
セッションポリシーの場合、AWS Transfer Family は、ポリシーの Amazon リソースネーム 
(ARN) ではなく、JSON blob としてポリシーを保存します。JSON blob としてポリシーを保
存し、Policy 因数に渡します。
セッションポリシーの例については、「セッションポリシーの例」を参照してください。
詳細については、AWSセキュリティトークンサービス API AssumeRoleリファレンスのを参
照してください。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 2,048 です。

必須: いいえ
PosixProfile (p. 471)

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイルシステムへのユーザーのアクセスを制御する、
ユーザー ID (Uid)、グループ ID (Gid)、およびセカンダリグループ ID (SecondaryGids) を含む、完
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全な POSIX ID を指定します。ファイルシステム内のファイルとディレクトリに設定される POSIX ア
クセス許可によって、Amazon EFS ファイルシステムとの間でファイルを転送するときにユーザーが
得るアクセスのレベルが決まります。

型: PosixProfile (p. 545) オブジェクト

必須: いいえ
Role (p. 471)

Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファイルシステムへのユーザーのアクセスを制御する AWS 
Identity and Access Management IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。この
ロールにアタッチされたポリシーにより、ファイルを Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファ
イルシステム間で転送する際の、ユーザーに付与するアクセスレベルが決定されます。IAM ロールに
は、ユーザーの転送リクエストを処理する際に、サーバーによるリソースへのアクセスを許可する信
頼関係も含まれる必要があります。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: いいえ
ServerId (p. 471)

ユーザーの割り当て先サーバーインスタンスにシステムで割り当てられた一意の識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
UserName (p. 471)

ユーザーを識別する一意の文字列で、ServerId による指定に従いサーバーに関連付けられていま
す。このユーザー名は、最小 3 文字、最大 100 文字にする必要があります。有効な文字は a～z、A～
Z、0～9、アンダースコア (_)、ハイフン (-)、ピリオド (。)、アットマーク (@) です。ユーザー名をハ
イフン、ピリオド、アットマークで始めることはできません。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[\w][\w@.-]{2,99}$

必須: はい

レスポンスの構文
{ 
   "ServerId": "string", 
   "UserName": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
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サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ServerId (p. 473)

アカウント割り当て先サーバーインスタンスにシステムで割り当てられた一意の識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$
UserName (p. 473)

リクエストで指定されたサーバーインスタンスに割り当てられているユーザーの一意の識別子。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[\w][\w@.-]{2,99}$

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 567)」を参照してください。

InternalServiceError

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

HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException

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

HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException

この例外は、AWS Transfer Family サービスでリソースが見つからない場合にスローされます。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailableException

AWS Transfer Family サービスを利用できないためリクエストは失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400

例
例

次の例では、TRAcAcAcAcAcAcTransfer Family AcAcAc(

474



AWS Transfer Family ユーザーガイド
データ型

リクエスト例

{ 
   "HomeDirectory": "/bucket2/documentation", 
   "HomeDirectoryMappings": [  
      {  
         "Entry": "/directory1", 
         "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" 
      } 
   ], 
   "HomeDirectoryType:" "PATH", 
   "Role": "AssumeRole", 
   "ServerId": "s-01234567890abcdef", 
   "UserName": "my_user"
}

例
これは、この API 呼び出しのサンプル応答です。

レスポンス例

{ 
   "ServerId": "s-01234567890abcdef", 
   "UserName": "my_user"
}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

データ型
以下のデータ型 (タイプ) がサポートされています。

• As2ConnectorConfig (p. 477)
• CopyStepDetails (p. 479)
• CustomStepDetails (p. 481)
• DecryptStepDetails (p. 483)
• DeleteStepDetails (p. 485)
• DescribedAccess (p. 486)
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• DescribedAgreement (p. 489)
• DescribedCertificate (p. 492)
• DescribedConnector (p. 495)
• DescribedExecution (p. 497)
• DescribedHostKey (p. 499)
• DescribedProfile (p. 501)
• DescribedSecurityPolicy (p. 503)
• DescribedServer (p. 505)
• DescribedUser (p. 510)
• DescribedWorkflow (p. 513)
• EfsFileLocation (p. 515)
• EndpointDetails (p. 516)
• ExecutionError (p. 518)
• ExecutionResults (p. 519)
• ExecutionStepResult (p. 520)
• FileLocation (p. 521)
• HomeDirectoryMapEntry (p. 522)
• IdentityProviderDetails (p. 523)
• InputFileLocation (p. 525)
• ListedAccess (p. 526)
• ListedAgreement (p. 528)
• ListedCertificate (p. 530)
• ListedConnector (p. 532)
• ListedExecution (p. 533)
• ListedHostKey (p. 534)
• ListedProfile (p. 536)
• ListedServer (p. 538)
• ListedUser (p. 541)
• ListedWorkflow (p. 543)
• LoggingConfiguration (p. 544)
• PosixProfile (p. 545)
• ProtocolDetails (p. 546)
• S3FileLocation (p. 549)
• S3InputFileLocation (p. 551)
• S3Tag (p. 552)
• ServiceMetadata (p. 553)
• SshPublicKey (p. 554)
• Tag (p. 555)
• TagStepDetails (p. 556)
• UserDetails (p. 557)
• WorkflowDetail (p. 558)
• WorkflowDetails (p. 559)
• WorkflowStep (p. 560)
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As2ConnectorConfig
コネクタオブジェクトの詳細が含まれます。コネクタオブジェクトは、AWS Transfer Family顧客と取引相
手を接続するための AS2 アウトバウンドプロセスに使用されます。

目次
Compression

AS2 ファイルを圧縮するかどうかを指定します。

タイプ: 文字列

有効な値:  ZLIB | DISABLED

必須: いいえ
EncryptionAlgorithm

ファイルの暗号化に使用されるアルゴリズム。

Note

コネクタの URL が HTTPSNONE を使用するかどうかのみ指定できます。これにより、トラ
フィックがクリアテキストで送信されることはありません。

タイプ: 文字列

有効な値:  AES128_CBC | AES192_CBC | AES256_CBC | NONE

必須: いいえ
LocalProfileId

AS2 ローカルプロファイルの一意の識別子です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^p-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
MdnResponse

転送に対するパートナーの応答が同期か非同期かを判断するために、(サーバーからパートナー AS2 
サーバーへの) アウトバウンドリクエストに使用されます。AWS Transfer Family以下のいずれかの値
を指定します。
• SYNC: システムは、ファイルが正常に転送された (または転送されなかった) ことを確認する同期的

な MDN 応答を期待しています。
• NONE: MDN レスポンスが必要ないことを指定します。

タイプ: 文字列

有効な値:  SYNC | NONE

必須: いいえ
MdnSigningAlgorithm

MDN レスポンスの署名アルゴリズム。
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Note

DEFAULT に設定されている場合 (またはまったく設定されていない場
合)、SigningAlgorithmの値が使用されます。

タイプ: 文字列

有効な値:  SHA256 | SHA384 | SHA512 | SHA1 | NONE | DEFAULT

必須: いいえ
MessageSubject

コネクタで送信される AS2Subject メッセージの HTTP ヘッダー属性として使用されます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。

パターン: ^[\p{Print}\p{Blank}]+

必須: いいえ
PartnerProfileId

コネクタの一意のパートナープロファイルの一意の識別子です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^p-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
SigningAlgorithm

コネクタで送信される AS2 メッセージの署名に使用されるアルゴリズム。

タイプ: 文字列

有効な値:  SHA256 | SHA384 | SHA512 | SHA1 | NONE

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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CopyStepDetails
各ステップタイプに独自の StepDetails 構造があります。

内容
DestinationFileLocation

コピーしようとするファイルの場所を指定します。${Transfer:UploadDate}このフィールドで
は、${Transfer:UserName}またはを使用して、宛先プレフィックスをユーザー名またはアップ
ロード日ごとにパラメータ化します。
• DestinationFileLocationの値をに設定すると、アップロードされたファイルが、ファイルを

アップロードした Transfer Family ユーザーの名前のプレフィックスが付いた Amazon S3 バケット
にコピーされます。${Transfer:UserName}

• DestinationFileLocationの値をに設定すると、アップロードされたファイル
が、アップロード日のプレフィックスが付いた Amazon S3 バケットにコピーされま
す。${Transfer:UploadDate}

Note

システムは、ファイルが UTC でアップロードされた日付に基づいて、YYYY-MM-DD の日
付形式に変換されます。UploadDate

型: InputFileLocation (p. 525) オブジェクト

必須: いいえ
Name

識別子として使用されるステップの名前。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 30 です。

パターン: ^[\w-]*$

必須: いいえ
OverwriteExisting

同じ名前の既存のファイルを上書きするかを示すフラグです。デフォルトは FALSE です。

ワークフローが既存のファイルと同じ名前のファイルを処理する場合、動作は次のようになります。
• OverwriteExistingその場合TRUE、既存のファイルは処理中のファイルに置き換えられます。
• その場合OverwriteExistingFALSE、何も起こらず、ワークフロー処理は停止します。

型: 文字列

有効な値:  TRUE | FALSE

必須: いいえ
SourceFileLocation

ワークフローステップへの入力として使用するファイル (前のステップからの出力、またはワークフ
ロー用に最初にアップロードされたファイル) を指定します。
• 前のファイルを入力として使用するには、と入力します${previous.file}。この場合、このワー

クフローステップは、前のワークフローステップの出力ファイルを入力として使用します。これ
は、デフォルト値です。
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• 最初にアップロードしたファイルの場所をこのステップの入力として使用するには、次のように入
力します${original.file}。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: ^\$\{(\w+.)+\w+\}$

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
CustomStepDetails

CustomStepDetails
各ステップタイプに独自の StepDetails 構造があります。

目次
Name

識別子として使用されるステップの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 30 です。

パターン: ^[\w-]*$

必須: いいえ
SourceFileLocation

ワークフローステップへの入力として使用するファイルを指定します。前のステップからの出力か、
ワークフロー用に最初にアップロードされたファイルのいずれかを指定します。
• 前のファイルを入力として使用するには、と入力します${previous.file}。この場合、このワー

クフローステップは、前のワークフローステップの出力ファイルを入力として使用します。これ
は、デフォルト値です。

• 最初にアップロードされたファイルの場所をこのステップの入力として使用するには、と入力しま
す${original.file}。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: ^\$\{(\w+.)+\w+\}$

必須: いいえ
Target

呼び出そうとする lambda 関数の ARN。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 170 です。

パターン: arn:[a-z-]+:lambda:.*$

必須: いいえ
TimeoutSeconds

ステップのタイムアウト値 (秒単位)。

型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 1,800 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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CustomStepDetails

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
DecryptStepDetails

DecryptStepDetails
各ステップタイプに独自の StepDetails 構造があります。

内容
DestinationFileLocation

復号しようとファイルの場所を指定します。${Transfer:UploadDate}このフィールドで
は、${Transfer:UserName}またはを使用して、宛先プレフィックスをユーザー名またはアップ
ロード日ごとにパラメータ化します。
• DestinationFileLocationの値をに設定すると、ファイルをアップロードした Transfer Family 

ユーザーの名前のプレフィックスが付いた Amazon S3 バケットにアップロードされたファイルが
復号化されます。${Transfer:UserName}

• DestinationFileLocationの値をに設定すると、アップロードされたファイル
は、アップロード日のプレフィックスが付いた Amazon S3 バケットに復号化されま
す。${Transfer:UploadDate}

Note

システムは、ファイルが UTC でアップロードされた日付に基づいて、YYYY-MM-DD の日
付形式に変換されます。UploadDate

型: InputFileLocation (p. 525) オブジェクト

必須: はい
Name

識別子として使用されるステップの名前。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 30 です。

パターン: ^[\w-]*$

必須: いいえ
OverwriteExisting

同じ名前の既存のファイルを上書きするかを示すフラグです。デフォルトは FALSE です。

ワークフローが既存のファイルと同じ名前のファイルを処理する場合、動作は次のようになります。
• OverwriteExistingその場合TRUE、既存のファイルは処理中のファイルに置き換えられます。
• その場合OverwriteExistingFALSE、何も起こらず、ワークフロー処理は停止します。

型: 文字列

有効な値:  TRUE | FALSE

必須: いいえ
SourceFileLocation

ワークフローステップへの入力として使用するファイル (前のステップからの出力、またはワークフ
ロー用に最初にアップロードされたファイル) を指定します。
• 前のファイルを入力として使用するには、と入力します${previous.file}。この場合、このワー

クフローステップは、前のワークフローステップの出力ファイルを入力として使用します。これ
は、デフォルト値です。
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• 最初にアップロードしたファイルの場所をこのステップの入力として使用するには、次のように入
力します${original.file}。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: ^\$\{(\w+.)+\w+\}$

必須: いいえ
Type

使用されている暗号化のタイプ。現在、この値はでなければなりませんPGP。

型: 文字列

有効な値:  PGP

必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
DeleteStepDetails

DeleteStepDetails
削除ステップを識別するために使用されるステップの名前。

目次
Name

識別子として使用されるステップの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 30 です。

パターン: ^[\w-]*$

必須: いいえ
SourceFileLocation

ワークフローステップへの入力として使用するファイルを指定します。前のステップからの出力か、
ワークフロー用に最初にアップロードされたファイルのいずれかを指定します。
• 前のファイルを入力として使用するには、と入力します${previous.file}。この場合、このワー

クフローステップは、前のワークフローステップの出力ファイルを入力として使用します。これ
は、デフォルト値です。

• 最初にアップロードされたファイルの場所をこのステップの入力として使用するには、と入力しま
す${original.file}。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: ^\$\{(\w+.)+\w+\}$

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
DescribedAccess

DescribedAccess
指定されたアクセスのプロパティを記述します。

目次
ExternalId

ディレクトリ内の特定のグループを識別するために必要な一意の識別子。関連付けするグループの
ユーザーは、を使用して、有効なプロトコル経由で Amazon S3 または Amazon EFS リソースにアク
セスできますAWS Transfer Family。グループ名がわかる場合、Windows を使用して次のコマンドを
実行すれば SID 値を表示できます PowerShell。

Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties * | 
Select SamAccountName,ObjectSid

そのコマンドで、をご使用のアクティブディレクトリグループの名前に置き換えま
すYourGroupName。

このパラメータの検証に使用される正規表現は、スペースを含まない大文字と小文字の英数字からな
る文字列です。下線文字 (_) や =,.@:/- の文字を含めることもできます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: ^S-1-[\d-]+$

必須: いいえ
HomeDirectory

ユーザーがクライアントを使用してサーバーにログインするときの、ユーザーのランディングディレ
クトリ (フォルダ)。

HomeDirectory の例は /bucket_name/home/mydirectory です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1,024 です。

パターン: ^$|/.*

必須: いいえ
HomeDirectoryMappings

ユーザーに表示する Amazon S3 または Amazon EFS のパスとキー、およびそれらをどのように
表示するかを指定する論理ディレクトリマッピング。「Entry」と「Target」のペアを指定する
必要があり、Entry はパスの表示方法を示し、Target は実際の Amazon S3 または Amazon EFS 
のパスです。ターゲットを指定しただけの場合は、そのまま表示されます。また、AWS Identity 
and Access Management IAM ロールが、のパスへのアクセスを提供しますTarget。この値は、が
LOGICALHomeDirectoryType に設定されている場合にのみ設定できます。

ほとんどの場合、セッションポリシーの代わりにこの値を使用することで、関連付けられたアクセス
を指定されたホームディレクトリ (「chroot」) にロックダウンできます。そのためには、Entry を
スラッシュ (/) に設定し、Target を HomeDirectory パラメータ値に設定します。

型: HomeDirectoryMapEntry (p. 522) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。
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必須: いいえ
HomeDirectoryType

ユーザーがサーバーにログインするときにホームディレクトリにするランディングディレクトリ 
(フォルダ) のタイプ。これを PATH に設定した場合、ユーザーには、ファイル転送プロトコルク
ライアントに、絶対的な Amazon S3 バケットまたは現状の EFS パスが表示されます。これを
LOGICAL に設定した場合、Amazon S3 または Amazon EFS パスをユーザーに表示する方法に関し
て、HomeDirectoryMappings でマッピングを指定する必要があります。

タイプ: 文字列

有効な値:  PATH | LOGICAL

必須: いいえ
Policy

複数のユーザーに同じAWS Identity and Access Management (IAM) ロールの使用を可能
にする、ユーザーのセッションポリシー。このポリシーは、ユーザーアクセスのスコー
プを Amazon S3 バケットの一部に絞り込みます。このポリシー内に使用できる変数に
は、${Transfer:UserName}、${Transfer:HomeDirectory}、${Transfer:HomeBucket} が
あります。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 2,048 です。

必須: いいえ
PosixProfile

ユーザーの Amazon EFS ファイルシステムへのアクセスを制御する、ユーザー ID (Uid Gid)、グルー
プ ID (SecondaryGids)、およびセカンダリグループ ID () を含む完全な POSIX ID。ファイルシステ
ム内のファイルとディレクトリに設定される POSIX アクセス許可によって、Amazon EFS ファイル
システムとの間でファイルを転送するときにユーザーが得るアクセスのレベルが決まります。

型: PosixProfile (p. 545) オブジェクト

必須: いいえ
Role

Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファイルシステムへのユーザーのアクセスを制御する AWS 
Identity and Access Management IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。この
ロールにアタッチされたポリシーにより、ファイルを Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファ
イルシステム間で転送する際の、ユーザーに付与するアクセスレベルが決定されます。IAM ロールに
は、ユーザーの転送リクエストを処理する際に、サーバーによるリソースへのアクセスを許可する信
頼関係も含まれる必要があります。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

487



AWS Transfer Family ユーザーガイド
DescribedAccess

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
DescribedAgreement

DescribedAgreement
契約のプロパティについて記述します。

目次
AccessRole

AS2 では、StartFileTransfer を呼び出してリクエストパラメータ SendFilePaths にファイ
ルパスを指定することでファイルを送信できます。ファイルの親ディレクトリ (例えば --send-
file-paths /bucket/dir/file.txt の場合、親ディレクトリは /bucket/dir/) を使用して、
処理済みの AS2 メッセージファイルを一時的に保存し、パートナーから受け取った MDN を保存し
て、送信の関連メタデータを含む最終的な JSON ファイルを記述します。そのため、AccessRole
は、StartFileTransfer リクエストで使用されるファイルの場所の親ディレクトリに対する読み取
り/書き込みアクセスを提供する必要があります。さらに、StartFileTransfer で送信するファイ
ルの親ディレクトリに対する読み取り/書き込みアクセスを提供する必要があります。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: いいえ
AgreementId

契約の一意の識別子です。この識別子は、契約書を作成すると返されます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^a-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
Arn

契約の一意の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*

必須: はい
BaseDirectory

AS2 プロトコルを使用して転送されるファイルのランディングディレクトリ (フォルダ) です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1,024 です。

パターン: ^$|/.*

必須: いいえ
Description

契約書を識別するために使用される名前または簡単な説明です。
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タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 200 です。

Pattern: ^[\p{Graph}]+

必須: いいえ
LocalProfileId

AS2 ローカルプロファイルの一意の識別子です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^p-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
PartnerProfileId

契約で使用されるパートナープロファイルの一意の識別子です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^p-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
ServerId

サーバーインスタンスにシステムで割り当てられた一意の識別子。この識別子は、契約が使用する特
定のサーバーを示します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
Status

契約の現在のステータス (ACTIVE または INACTIVE) です。

タイプ: 文字列

有効な値:  ACTIVE | INACTIVE

必須: いいえ
Tags

契約のグループ化および検索に使用できるキーと値のペアです。

型: Tag (p. 555) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
DescribedCertificate

DescribedCertificate
証明書のプロパティについて記述します。

目次
ActiveDate

証明書がいつアクティブになるかを指定するオプションの日付です。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
Arn

証明書の一意の Amazon リソースネーム (ARN) です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*

必須: はい
Certificate

証明書のファイル名です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 16384 です。

パターン: ^[\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]*

必須: いいえ
CertificateChain

証明書のチェーンを構成する証明書のリストです。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 2097152 です。

パターン: ^[\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]*

必須: いいえ
CertificateId

インポートされた証明書の識別子の配列です。この識別子は、プロファイルやパートナープロファイ
ルの操作に使用します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 22 の固定長

パターン: ^cert-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
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Description

証明書を識別するために使用される名前または説明です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 200 です。

Pattern: ^[\p{Graph}]+

必須: いいえ
InactiveDate

証明書がいつ非アクティブになるかを指定するオプションの日付です。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
NotAfterDate

証明書が有効である最終日です。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
NotBeforeDate

証明書が有効となる初日です。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
Serial

証明書のシリアル番号です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 48 です。

パターン: ^[\p{XDigit}{2}:?]*

必須: いいえ
Status

証明書は、ACTIVE、PENDING_ROTATION、INACTIVE のいずれかになりま
す。PENDING_ROTATION は、現在の証明書の有効期限が切れると、この証明書が置き換えられるこ
とを意味します。

タイプ: 文字列

有効な値:  ACTIVE | PENDING_ROTATION | INACTIVE

必須: いいえ
Tags

証明書のグループ化および検索に使用できるキーと値のペアです。

型: Tag (p. 555) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。
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必須: いいえ
Type

証明書にプライベートキーが指定されている場合、そのタイプは
CERTIFICATE_WITH_PRIVATE_KEY です。プライベートキーがない場合、タイプは CERTIFICATE
です。

タイプ: 文字列

有効な値:  CERTIFICATE | CERTIFICATE_WITH_PRIVATE_KEY

必須: いいえ
Usage

この証明書を署名に使用するか、暗号化に使用するかを指定します。

タイプ: 文字列

有効な値:  SIGNING | ENCRYPTION

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribedConnector
で識別されるコネクタのパラメータについて説明しますConnectorId。

目次
AccessRole

AS2 では、StartFileTransfer を呼び出してリクエストパラメータ SendFilePaths にファイ
ルパスを指定することでファイルを送信できます。ファイルの親ディレクトリ (例えば --send-
file-paths /bucket/dir/file.txt の場合、親ディレクトリは /bucket/dir/) を使用して、
処理済みの AS2 メッセージファイルを一時的に保存し、パートナーから受け取った MDN を保存し
て、送信の関連メタデータを含む最終的な JSON ファイルを記述します。そのため、AccessRole
は、StartFileTransfer リクエストで使用されるファイルの場所の親ディレクトリに対する読み取
り/書き込みアクセスを提供する必要があります。さらに、StartFileTransfer で送信するファイ
ルの親ディレクトリに対する読み取り/書き込みアクセスを提供する必要があります。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: いいえ
Arn

コネクタの一意の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*

必須: はい
As2Config

コネクタオブジェクトのパラメータを含む構造です。

型: As2ConnectorConfig (p. 477) オブジェクト

必須: いいえ
ConnectorId

コネクタの一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^c-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
LoggingRole

コネクタが Amazon S3 CloudWatch イベントの一ログ記録をオンにすることを許可するAWS Identity 
and Access Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN) です。設定すると、 
CloudWatch ログにコネクタのアクティビティを表示できます。
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タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: いいえ
Tags

コネクタのグループ化および検索に使用できるキーと値のペアです。

型: Tag (p. 555) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: いいえ
Url

パートナーの AS2 エンドポイントの URL です。

タイプ: 文字列

長さの制約：最大長 255

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribedExecution
実行オブジェクトの詳細。

目次
ExecutionId

ワークフローの一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 36 です。

パターン: ^[0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-
[0-9a-fA-F]{12}$

必須: いいえ
ExecutionRole

実行に関連付けられた IAM ロール。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: いいえ
InitialFileLocation

Amazon S3 または EFS ファイルの場所を記述する構造。これは実行開始時のファイルの場所であ
り、ファイルをコピーしようとする場合にはファイルの (コピー先ではなく) 初期の場所です。

型: FileLocation (p. 521) オブジェクト

必須: いいえ
LoggingConfiguration

実行に関連付けられた IAM ログ記録ロール。

型: LoggingConfiguration (p. 544) オブジェクト

必須: いいえ
PosixProfile

ユーザーの Amazon EFS ファイルシステムへのアクセスを制御する、ユーザー ID (Uid Gid)、グルー
プ ID (SecondaryGids)、およびセカンダリグループ ID () を含む完全な POSIX ID。ファイルシステ
ム内のファイルとディレクトリに設定される POSIX アクセス許可によって、Amazon EFS ファイル
システムとの間でファイルを転送するときにユーザーが得るアクセスのレベルが決まります。

型: PosixProfile (p. 545) オブジェクト

必須: いいえ
Results

実行結果を記述する構造。具体的には、ステップの一覧と各ステップの詳細、エラータイプとメッ
セージ (存在する場合) 、および OnExceptionSteps 構造です。
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型: ExecutionResults (p. 519) オブジェクト

必須: いいえ
ServiceMetadata

ワークフローに関連付けられたセッション詳細のコンテナオブジェクト。

型: ServiceMetadata (p. 553) オブジェクト

必須: いいえ
Status

ステータスは実行のいずれかです。進行中、完了、例外発生、または例外処理中の可能性がありま
す。

タイプ: 文字列

有効な値:  IN_PROGRESS | COMPLETED | EXCEPTION | HANDLING_EXCEPTION

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribedHostKey
サーバーホストキーの詳細。

目次
Arn

ホストキーの一意の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*

必須: はい
DateImported

ホストキーがサーバーに追加された日付。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
Description

このホストキーのテキスト説明。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 200 です。

Pattern: ^[\p{Print}]*$

必須: いいえ
HostKeyFingerprint

公開鍵フィンガープリント。長い方の公開鍵を識別するために使用される短いバイト列です。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
HostKeyId

ホストキーの一意の識別子です。

タイプ: 文字列

長さの制限:固定長は 25 です。

パターン: ^hostkey-[0-9a-f]{17}$

必須: いいえ
Tags

ホストキーのグループ化および検索に使用できるキーと値のペア。

型: Tag (p. 555) オブジェクトの配列
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配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: いいえ
Type

ホストキーに使用される暗号化アルゴリズム。Typeパラメータは、次のいずれかの値を使用して指定
されます。
• ssh-rsa
• ssh-ed25519
• ecdsa-sha2-nistp256
• ecdsa-sha2-nistp384
• ecdsa-sha2-nistp521

タイプ: 文字列

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribedProfile
ローカルまたはパートナーの AS2 プロファイルの詳細。

目次
Arn

プロファイルの一意の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*

必須: はい
As2Id

As2Id は、RFC 4130 で定義されている AS2-name です。インバウンド転送の場合、これはパート
ナーから送信される AS2 メッセージの AS2-From ヘッダーです。アウトバウンドコネクタの場合、
これは StartFileTransfer API オペレーションを使用してパートナーに送信される AS2 メッセー
ジの AS2-To ヘッダーです。この ID にスペースを含めることはできません。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。

Pattern: ^[\p{Print}\s]*

必須: いいえ
CertificateIds

インポートされた証明書の識別子の配列です。この識別子は、プロファイルやパートナープロファイ
ルの操作に使用します。

型: 文字列の配列

長さの制限: 22 の固定長

パターン: ^cert-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
ProfileId

ローカルまたはパートナーの AS2 プロファイルの一意の識別子です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^p-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
ProfileType

LOCAL タイププロファイルのみを一覧表示するか、PARTNER タイププロファイルのみを一覧表示す
るかを示します。リクエストで指定されていない場合、コマンドはすべてのタイプのプロファイルを
一覧表示します。
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タイプ: 文字列

有効な値:  LOCAL | PARTNER

必須: いいえ
Tags

プロファイルのグループ化および検索に使用できるキーと値のペアです。

型: Tag (p. 555) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribedSecurityPolicy
指定されたセキュリティポリシーのプロパティについて記述します。DB セキュリティポリシーの詳細に
ついては、「DB セキュリティポリシーの使用」を参照してください。

目次
Fips

このポリシーで連邦情報処理規格 (FIPS) を有効にするかどうかを指定します。

型: ブール

必須: いいえ
SecurityPolicyName

サーバーにアタッチするセキュリティポリシーの名前を指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 100 です。

パターン: TransferSecurityPolicy-.+

必須: はい
SshCiphers

サーバーにアタッチするセキュリティポリシーで有効な Secure Shell (SSH) 暗号化アルゴリズムを指
定します。

型: 文字列の配列

長さの制限: 最大長は 50 です。

必須: いいえ
SshKexs

サーバーにアタッチするセキュリティポリシーで有効な SSH キー交換 (KEX) 暗号化アルゴリズムを
指定します。

型: 文字列の配列

長さの制限: 最大長は 50 です。

必須: いいえ
SshMacs

サーバーにアタッチするセキュリティポリシーで有効な SSH メッセージ認証コード (MAC) 暗号化ア
ルゴリズムを指定します。

型: 文字列の配列

長さの制限: 最大長は 50 です。

必須: いいえ
TlsCiphers

サーバーにアタッチするセキュリティポリシーで有効な Transport Layer Security (TLS) 暗号化アルゴ
リズムを指定します。
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型: 文字列の配列

長さの制限: 最大長は 50 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribedServer
指定されたファイル転送プロトコル対応サーバーのプロパティについて記述します。

内容
Arn

サーバーの一意の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*

必須: はい
Certificate

AWS Certificate Manager (ACM) 証明書の ARN を指定します。Protocols が FTPS に設定されてい
る場合は必須です。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 1600

必須: いいえ
Domain

ファイル転送に使用されるストレージシステムのドメインを指定します。

型: 文字列

有効な値:  S3 | EFS

必須: いいえ
EndpointDetails

サーバーに設定された Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイント設定。VPC 内でエンドポイントを
ホストする場合、VPC 内のリソースにのみアクセスできるようにすることも、Elastic IP アドレスを
アタッチしてインターネット経由でクライアントにアクセスできるようにすることもできます。VPC 
のデフォルトのセキュリティグループは、エンドポイントに自動的に割り当てられます。

型: EndpointDetails (p. 516) オブジェクト

必須: いいえ
EndpointType

サーバーの接続先になるエンドポイントのタイプ。サーバーが VPC エンドポイントに接続している場
合、パブリックインターネット経由で はサーバーにはアクセスできません。

型: 文字列

有効な値:  PUBLIC | VPC | VPC_ENDPOINT

必須: いいえ
HostKeyFingerprint

サーバーのホストキーの Base64 エンコード SHA256 フィンガープリントを指定します。この値
は、ssh-keygen -l -f my-new-server-key コマンドの出力と等価です。
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型: 文字列

必須: いいえ
IdentityProviderDetails

カスタマー提供の認証 API を呼び出すための情報を指定します。サーバーの
IdentityProviderType が AWS_DIRECTORY_SERVICE または SERVICE_MANAGED の場合、この
フィールドには自動機な値が入力されます。

型: IdentityProviderDetails (p. 523) オブジェクト

必須: いいえ
IdentityProviderType

サーバーの認証のモード。デフォルト値は SERVICE_MANAGED で、この値により、AWS Transfer 
Family サービス内でユーザー認証情報の保存とアクセスが可能です。

AWS_DIRECTORY_SERVICE を使用して、AWS Directory Service for Microsoft Active Directory の
アクティブディレクトリグループへのアクセス、またはオンプレミス環境か AD Connector を使
用する AWS の Microsoft アクティブディレクトリへのアクセスを提供します。このオプションで
は、IdentityProviderDetails パラメータを使用してディレクトリ ID を指定する必要もありま
す。

この API_GATEWAY 値を使用して、選択した ID プロバイダーと統合します。API_GATEWAY 設定で
は、IdentityProviderDetails パラメータを使用して認証を呼び出すには Amazon API Gateway 
エンドポイントの URL を指定する必要があります。

AWS_LAMBDA 値を使用すると、AWS Lambda 関数をアイデンティティプロバイダーとして直接使用
できます。この値を選択した場合、FunctionIdentityProviderDetailsデータ型のパラメータで 
Lambda 関数の ARN を指定する必要があります。

型: 文字列

有効な値:  SERVICE_MANAGED | API_GATEWAY | AWS_DIRECTORY_SERVICE | AWS_LAMBDA

必須: いいえ
LoggingRole

サーバーで Amazon S3 または Amazon EFS イベントの Amazon CloudWatch ログをオンにできるよ
うにする、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN) で
す。設定すると、 CloudWatch ログにユーザーアクティビティを表示できます。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: いいえ
PostAuthenticationLoginBanner

ユーザーがサーバーに接続するときに表示する文字列を指定します。この文字列はユーザーが認証し
た後で表示されます。

Note

SFTP プロトコルは認証後の表示バナーをサポートしていません。

型: 文字列
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長さの制限: 最大長は 512 です。

パターン: [\x09-\x0D\x20-\x7E]*

必須: いいえ
PreAuthenticationLoginBanner

ユーザーがサーバーに接続するときに表示する文字列を指定します。この文字列はユーザーが認証さ
れる前に表示されます。例えば、次のバナーはシステムの使用に関する詳細を表示します。

This system is for the use of authorized users only. Individuals using 
this computer system without authority, or in excess of their authority, 
are subject to having all of their activities on this system monitored and 
recorded by system personnel.

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 512 です。

パターン: [\x09-\x0D\x20-\x7E]*

必須: いいえ
ProtocolDetails

サーバー用に構成されたプロトコル設定。
• パッシブモード (FTP および FTPS プロトコル用) を示すには、PassiveIp パラメータを使用しま

す。ファイアウォール、ルーター、ロードバランサーの外部 IP アドレスなど、クアッドドット形式
の単一 IPv4 アドレスを入力します。

• S3 バケットにアップロードしているファイルに対して、クライアントが SETSTAT コマンドの使用
を試みた時に発生するエラーを無視するには、SetStatOption パラメータを使用します。AWS 
Transfer Family サーバーが SETSTAT コマンドを無視し、SFTP クライアントに変更を加えること
なくファイルをアップロードするには、値を ENABLE_NO_OP に設定します。SetStatOptionパラ
メータをに設定するとENABLE_NO_OP、Transfer Family は Amazon CloudWatch Logs にログエン
トリを生成し、クライアントがいつ、SETSTAT電話をかけているかを判断できるようにします。

• TlsSessionResumptionMode パラメータを使用して、AWS Transfer Family サーバーが一意の
セッション ID を介して最近ネゴシエートされたセッションを再開するかどうか判断します。

• As2Transports は、AS2 メッセージの転送方法を示します。現在は、HTTP のみがサポートされ
ます。

型: ProtocolDetails (p. 546) オブジェクト

必須: いいえ
Protocols

ファイル転送プロトコルクライアントがサーバーのエンドポイントに接続できる 1 つまたは複数の
ファイル転送プロトコルを指定します。使用可能なプロトコルは次のとおりです。
• SFTP(Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol): SSH 経由のファイル転送
• FTPS (File Transfer Protocol Secure): TLS 暗号化によるファイル転送
• FTP (File Transfer Protocol): 暗号化されていないファイル転送
• AS2(適用性声明 (適用性声明 (適用性声明 (適用性声明 (適用性声明 ( business-to-business 適用

Note

• FTPS を選択した場合、AWS Certificate Manager (ACM) に保存されている証明書を選択す
る必要があります。この証明書はクライアントが FTP 経由でサーバーに接続する際に、
サーバーの識別に使用されます。
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• Protocol に FTP または FTPS が含まれる場合、EndpointType は VPC でなければな
らず、IdentityProviderType は AWS_DIRECTORY_SERVICE、AWS_LAMBDA または
API_GATEWAY でなければなりません。

• Protocol に FTPが含まれる場合、AddressAllocationIds は関連付けられません。
• Protocol が SFTP のみに設定されている場合、EndpointType は PUBLIC

に設定でき、IdentityProviderType はサポートされている ID タイプ 
(SERVICE_MANAGED、AWS_DIRECTORY_SERVICE、AWS_LAMBDA、または
API_GATEWAY) のいずれかに設定できます。

• Protocol が AS2 を含む場合、EndpointType は VPC でなければならず、ドメイン
は、Amazon S3 でなければなりません。

型: 文字列の配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 4 項目です。

有効な値:  SFTP | FTP | FTPS | AS2

必須: いいえ
SecurityPolicyName

サーバーにアタッチするセキュリティポリシーの名前を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 最大長は 100 です。

パターン: TransferSecurityPolicy-.+

必須: いいえ
ServerId

インスタンス化するサーバーの一意のシステム割り当て識別子を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
State

記述したサーバーの状態です。ONLINE の値は、サーバーがジョブを受け入れてファイルを転送でき
ることを示します。OFFLINE の State 値は、サーバーがファイルオペレーションを実行できないこ
とを意味します。

STARTING と STOPPING のステータスは、サーバーが中間状態である (完全に応答できないか完全に
オフラインでない) ことを示します。START_FAILED または STOP_FAILED の値は、エラー条件を示
すことができます。

型: 文字列

有効な値:  OFFLINE | ONLINE | STARTING | STOPPING | START_FAILED | STOP_FAILED

必須: いいえ
Tags

記述したサーバーに割り当てられているサーバーを検索およびグループ化するために使用できるキー
バリューペアを指定します。
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型: Tag (p. 555) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: いいえ
UserCount

ServerId で指定したサーバーに割り当てられるユーザーの数を指定します。

型: 整数

必須: いいえ
WorkflowDetails

割り当てるワークフローのワークフロー ID とワークフローの実行に使用する実行ロールを指定しま
す。

ファイルのアップロード完了時に実行するワークフローに加えて、部分的なアップロードで実行する
ワークフローのワークフロー ID (および実行ロール) も WorkflowDetails に含めることができま
す。部分的なアップロードは、ファイルのアップロード中にサーバーセッションが切断されたときに
サーバーセッションが切断されたときにサーバーに切断された場合に発生します。

型: WorkflowDetails (p. 559) オブジェクト

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribedUser
指定されたユーザーのプロパティについて記述します。

目次
Arn

記述を要求されたユーザーの一意の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*

必須: はい
HomeDirectory

ユーザーがクライアントを使用してサーバーにログインするときの、ユーザーのランディングディレ
クトリ (フォルダ)。

HomeDirectory の例は /bucket_name/home/mydirectory です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1,024 です。

パターン: ^$|/.*

必須: いいえ
HomeDirectoryMappings

ユーザーに表示する Amazon S3 または Amazon EFS のパスとキー、およびそれらをどのように表
示するかを指定する論理ディレクトリマッピング。「Entry」と「Target」のペアを指定する必要
があり、Entry はパスの表示方法を示し、Target は実際の Amazon S3 または Amazon EFS のパ
スです。ターゲットを指定しただけの場合は、そのまま表示されます。また、のパスへのアクセス
を提供することを確認してくださいAWS Identity and Access ManagementTarget。この値は、が
LOGICALHomeDirectoryType に設定されている場合にのみ設定できます。

ほとんどの場合、セッションポリシーの代わりにこの値を使用することで、指定されたホームディレ
クトリ (「chroot」) にユーザーをロックダウンできます。そのためには、Entry をスラッシュ (/) に
設定し、Target を HomeDirectory パラメータ値に設定します。

型: HomeDirectoryMapEntry (p. 522) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: いいえ
HomeDirectoryType

ユーザーがサーバーにログインするときにホームディレクトリにするランディングディレクトリ 
(フォルダ) のタイプ。これを PATH に設定した場合、ユーザーには、ファイル転送プロトコルク
ライアントに、絶対的な Amazon S3 バケットまたは現状の EFS パスが表示されます。これを
LOGICAL に設定した場合、Amazon S3 または Amazon EFS パスをユーザーに表示する方法に関し
て、HomeDirectoryMappings でマッピングを指定する必要があります。

タイプ: 文字列
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有効な値:  PATH | LOGICAL

必須: いいえ
Policy

複数のユーザーに同じAWS Identity and Access Management IAM) ロールの使用を可能
にするユーザーのセッションポリシー。このポリシーは、ユーザーアクセスのスコー
プを Amazon S3 バケットの一部に絞り込みます。このポリシー内に使用できる変数に
は、${Transfer:UserName}、${Transfer:HomeDirectory}、${Transfer:HomeBucket} が
あります。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 2,048 です。

必須: いいえ
PosixProfile

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイルシステムへのユーザーのアクセスを制御する、
ユーザー ID (Uid)、グループ ID (Gid)、およびセカンダリグループ ID (SecondaryGids) を含む、完
全な POSIX ID を指定します。ファイルシステム内のファイルとディレクトリに設定される POSIX ア
クセス許可によって、Amazon EFS ファイルシステムとの間でファイルを転送するときにユーザーが
得るアクセスのレベルが決まります。

型: PosixProfile (p. 545) オブジェクト

必須: いいえ
Role

Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファイルシステムへのユーザーのアクセスを制御する AWS 
Identity and Access Management IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。この
ロールにアタッチされたポリシーにより、ファイルを Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファ
イルシステム間で転送する際の、ユーザーに付与するアクセスレベルが決定されます。IAM ロールに
は、ユーザーの転送リクエストを処理する際に、サーバーによるリソースへのアクセスを許可する信
頼関係も含まれる必要があります。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: いいえ
SshPublicKeys

記述されたユーザー用に保存された Secure Shell (SSH) のパブリックキー部分を指定します。

型: SshPublicKey (p. 554) オブジェクトの配列

配列メンバー: 5 つの項目の最大数。

必須: いいえ
Tags

リクエストされたユーザーのキーバリューペアを指定します。タグは、さまざまな目的でユーザーを
検索やグループ化する際に使用できます。

型: Tag (p. 555) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。
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必須: いいえ
UserName

記述をリクエストされたユーザーの名前を指定します。ユーザー名は、認証の目的で使用されます。
これは、ユーザーがサーバーにログインするときに使用される文字列です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[\w][\w@.-]{2,99}$

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribedWorkflow
指定されたワークフローのプロパティを記述します。

目次
Arn

ワークフローの一意の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*

必須: はい
Description

ワークフローのテキスト説明を指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: ^[\w- ]*$

必須: いいえ
OnExceptionSteps

ワークフローの実行中にエラーが発生した場合に実行する手順 (アクション) を指定します。

型: WorkflowStep (p. 560) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 8 項目です。

必須: いいえ
Steps

指定したワークフロー内にあるステップの詳細を指定します。

型: WorkflowStep (p. 560) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 8 項目です。

必須: いいえ
Tags

ワークフローのグループ化および検索に使用できるキーと値のペア。タグとは、任意の目的でユー
ザーにアタッチされるメタデータです。

型: Tag (p. 555) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: いいえ
WorkflowId

ワークフローの一意の識別子。
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タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^w-([a-z0-9]{17})$

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EfsFileLocation
ワークフローで使用されるファイルについてファイルの場所の詳細を指定します。ストレージに Amazon 
EFS (Amazon EFS) を使用している場合にのみ適用されます。

目次
FileSystemId

Amazon EFS によって割り当てられたファイルシステムの ID。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

パターン: ^(arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:(access-point/fsap|
file-system/fs)-[0-9a-f]{8,40}|fs(ap)?-[0-9a-f]{8,40})$

必須: いいえ
Path

ワークフローで使用されているフォルダのパス名。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 65,536 です。

パターン: ^[^\x00]+$

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EndpointDetails
ファイル転送プロトコル対応サーバー向けに構成された Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイントの設
定。VPC エンドポイントを使用すると、サーバーとリソースへのアクセスを VPC 内のみに制限できま
す。着信インターネットトラフィックを制御するには、UpdateServer API を実行し、Elastic IP アドレ
スをサーバーのエンドポイントにアタッチします。

Note

2021 年 5 月 19日よりも前に AWS アカウント内で EndpointType=VPC_ENDPOINT を使用して
サーバーを作成していない限り、2021 年 5 月 19 日以降にその操作はできなくなります。2021 
年 5月 19 日よりも前に AWS アカウントで既に EndpointType=VPC_ENDPOINT サーバーを作
成している場合には影響を受けません。この日付を過ぎたら EndpointType=VPC を使用しま
す。
詳細については、「VPC_ENDPOINT のサポート終了 (p. 57)」を参照してください。

目次
AddressAllocationIds

Elastic IP アドレスをサーバーのエンドポイントにアタッチするために必要なアドレス割り当て ID の
リスト。

Note

このプロパティは、EndpointType が VPC に設定されている場合にのみ設定で
き、UpdateServer API でのみ有効です。

型: 文字列の配列

必須: いいえ
SecurityGroupIds

サーバーのエンドポイントにアタッチできるセキュリティグループ ID のリスト。

Note

このプロパティは、EndpointType が VPC に設定されている場合にのみ設定できます。
UpdateServerAPISecurityGroupIds でプロパティを編集できるのは、「から」PUBLIC ま
たは「EndpointTypeから」VPC_ENDPOINTVPC を変更する場合に限られます。サーバーの
作成後にその VPC エンドポイントに関連付けられているセキュリティグループを変更するに
は、Amazon EC2 ModifyVpcEndpointAPI を使用します。

型: 文字列の配列

長さの制限: 最小長は 11 です。最大長は 20 です。

パターン: ^sg-[0-9a-f]{8,17}$

必須: いいえ
SubnetIds

VPC でサーバーのエンドポイントをホストするために必要なサブネット ID のリスト。

Note

このプロパティは、EndpointType が VPC に設定されている場合にのみ設定できます。

型: 文字列の配列

516

https://docs.aws.amazon.com/transfer/latest/userguide/API_UpdateServer.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/API_ModifyVpcEndpoint.html


AWS Transfer Family ユーザーガイド
EndpointDetails

必須: いいえ
VpcEndpointId

VPC エンドポイントの ID。

Note

このプロパティは、EndpointType が VPC_ENDPOINT に設定されている場合にのみ設定で
きます。
詳細については、「VPC_ENDPOINT のサポート終了 (p. 57)」を参照してください。

タイプ: 文字列

長さの制限: 22 の固定長

パターン: ^vpce-[0-9a-f]{17}$

必須: いいえ
VpcId

サーバーのエンドポイントがホストされる VPC ID。

Note

このプロパティは、EndpointType が VPC に設定されている場合にのみ設定できます。

タイプ: 文字列

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ExecutionError
ワークフローの実行中に発生するエラーについて、エラーメッセージとタイプを指定します。

目次
Message

ErrorType に対応する記述的なメッセージを指定します。

タイプ: 文字列

必須: はい
Type

エラータイプを指定します。
• ALREADY_EXISTS: 上書きオプションが選択されておらず、同じファイルが既に存在している場

合、コピーステップで発生します。
• BAD_REQUEST: 一般的な不正リクエスト:たとえば、タグ付けできるのは S3 ファイルだけなの

でBAD_REQUEST、EFS ファイルにタグ付けしようとするステップが返されます。
• CUSTOM_STEP_FAILED: カスタムステップが失敗を示すコールバックを提供したときに発生しま

す。
• INTERNAL_SERVER_ERROR: さまざまな理由で発生する可能性があります。
• NOT_FOUND: コピーステップのソースファイルなど、要求されたエンティティが存在しない場合に

発生します。
• PERMISSION_DENIED: ワークフローの 1 つ以上のステップを完了するための正しいアクセス許可

がポリシーに含まれていない場合に発生します。
• TIMEOUT: 実行がタイムアウトしたときに発生します。

Note

はTimeoutSeconds、1 秒から 1800 秒（30 分）までの任意のカスタムステップに設定で
きます。

• THROTTLED: 1 秒あたり 1 つのワークフローという新しい実行リフィルレートを超えた場合に発生
します。

タイプ: 文字列

有効な値:  PERMISSION_DENIED | CUSTOM_STEP_FAILED | THROTTLED | ALREADY_EXISTS 
| NOT_FOUND | BAD_REQUEST | TIMEOUT | INTERNAL_SERVER_ERROR

必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ExecutionResults
ワークフロー内のステップならびにワークフローの実行中にエラーが発生した場合に実行するステップを
指定します。

目次
OnExceptionSteps

ワークフローの実行中にエラーが発生した場合に実行する手順 (アクション) を指定します。

型: ExecutionStepResult (p. 520) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

必須: いいえ
Steps

指定したワークフロー内にあるステップの詳細を指定します。

型: ExecutionStepResult (p. 520) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 50 項目です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
ExecutionStepResult

ExecutionStepResult
次のステップの詳細、つまりエラー (存在する場合)、出力 (存在する場合)、およびステップタイプを指定
します。

目次
Error

指定したワークフローステップの実行中にエラーが発生した場合にその詳細を指定します。

型: ExecutionError (p. 518) オブジェクト

必須: いいえ
Outputs

ファイルにタグとして適用されるキーバリューペアの値。ステップタイプが TAG の場合にのみ適用さ
れます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 65,536 です。

必須: いいえ
StepType

利用可能なステップタイプのいずれか。
• COPY-ファイルを別の場所にコピーします。
• CUSTOM-AWS Lambda ファンクションターゲットを使用してカスタムステップを実行します。
• DECRYPT-アップロード前に暗号化されたファイルを復号化します。
• DELETE-ファイルを削除します。
• TAG-ファイルにタグを追加します。

タイプ: 文字列

有効な値:  COPY | CUSTOM | TAG | DELETE | DECRYPT

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
FileLocation

FileLocation
ステップで使用する Amazon S3 または EFS ファイルの詳細を指定します。

目次
EfsFileLocation

Amazon EFS ID と使用するファイルのパスを指定します。

型: EfsFileLocation (p. 515) オブジェクト

必須: いいえ
S3FileLocation

バケット、Etag など、S3 で使用されるファイルの詳細を指定します。

型: S3FileLocation (p. 549) オブジェクト

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
HomeDirectoryMapEntry

HomeDirectoryMapEntry
HomeDirectoryMappings のエントリとターゲットを含むオブジェクトを表します。

以下は、chroot についての Entry と Target のペアの例です。

[ { "Entry": "/", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]

目次
Entry

HomeDirectoryMappings のエントリを表します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1,024 です。

パターン: ^/.*

必須: はい
Target

HomeDirectorymapEntry で使用されるマップターゲットを表します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1,024 です。

パターン: ^/.*

必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
IdentityProviderDetails

IdentityProviderDetails
ファイル転送プロトコル対応サーバーのユーザーに使用されているユーザー認証のタイプに関する情報を
返します。サーバーの認証方法となりうるのは 1 つのみです。

内容
DirectoryId

共有を停止する AWS Directory Service ディレクトリの識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 12 です。

パターン: ^d-[0-9a-f]{10}$

必須: いいえ
Function

ID プロバイダーに使用するlambda 関数の ARN。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 170 です。

パターン: ^arn:[a-z-]+:lambda:.*$

必須: いいえ
InvocationRole

このパラメータは、IdentityProviderTypeあなたがそうである場合にのみ適用できま
すAPI_GATEWAY。ユーザーアカウントを認証するために使用される InvocationRole のタイプを提
供します。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: いいえ
Url

ユーザーを認証するために使用されるサービスエンドポイントの場所を提供します。

型: 文字列

長さの制約：最大長 255

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
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IdentityProviderDetails

• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
InputFileLocation

InputFileLocation
処理しようとする、ファイルの場所を指定します。

目次
EfsFileLocation

復号しようとする Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイルの詳細を指定します。

型: EfsFileLocation (p. 515) オブジェクト

必須: いいえ
S3FileLocation

コピーしようとする Amazon S3 ファイルの詳細を指定します。

型: S3InputFileLocation (p. 551) オブジェクト

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
ListedAccess

ListedAccess
指定され関連付けられたアクセス権のプロパティを一覧表示します。

目次
ExternalId

ディレクトリ内の特定のグループを識別するために必要な一意の識別子。関連付けするグループの
ユーザーは、有効なプロトコル経由で Amazon S3 または Amazon EFS リソースにアクセスできま
すAWS Transfer Family。グループ名がわかる場合、Windows を使用して次のコマンドを実行すれば 
SID 値を表示できます PowerShell。

Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties * | 
Select SamAccountName,ObjectSid

そのコマンドで、をご使用のアクティブディレクトリグループの名前に置き換えま
すYourGroupName。

このパラメータの検証に使用される正規表現は、スペースを含まない大文字と小文字の英数字からな
る文字列です。下線文字 (_) や =,.@:/- の文字を含めることもできます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

パターン: ^S-1-[\d-]+$

必須: いいえ
HomeDirectory

ユーザーがクライアントを使用してサーバーにログインするときの、ユーザーのランディングディレ
クトリ (フォルダ)。

HomeDirectory の例は /bucket_name/home/mydirectory です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1,024 です。

パターン: ^$|/.*

必須: いいえ
HomeDirectoryType

ユーザーがサーバーにログインするときにホームディレクトリにするランディングディレクトリ 
(フォルダ) のタイプ。これを PATH に設定した場合、ユーザーには、ファイル転送プロトコルク
ライアントに、絶対的な Amazon S3 バケットまたは現状の EFS パスが表示されます。これを
LOGICAL に設定した場合、Amazon S3 または Amazon EFS パスをユーザーに表示する方法に関し
て、HomeDirectoryMappings でマッピングを指定する必要があります。

タイプ: 文字列

有効な値:  PATH | LOGICAL

必須: いいえ
Role

Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファイルシステムへのユーザーのアクセスを制御する AWS 
Identity and Access Management IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。この
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ListedAccess

ロールにアタッチされたポリシーにより、ファイルを Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファ
イルシステム間で転送する際の、ユーザーに付与するアクセスレベルが決定されます。IAM ロールに
は、ユーザーの転送リクエストを処理する際に、サーバーによるリソースへのアクセスを許可する信
頼関係も含まれる必要があります。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
ListedAgreement

ListedAgreement
契約のプロパティについて記述します。

目次
AgreementId

契約の一意の識別子。この識別子は、契約書を作成すると返されます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^a-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
Arn

指定された契約の Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*

必須: いいえ
Description

契約の現在の説明。UpdateAgreement操作を呼び出して新しい説明を入力することで変更できま
す。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 200 です。

Pattern: ^[\p{Graph}]+

必須: いいえ
LocalProfileId

AS2 ローカルプロファイルの一意の識別子です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^p-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
PartnerProfileId

パートナープロファイルの一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^p-([0-9a-f]{17})$
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ListedAgreement

必須: いいえ
ServerId

契約の一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
Status

ACTIVE契約はまたはのどちらでもかまいませんINACTIVE。

タイプ: 文字列

有効な値:  ACTIVE | INACTIVE

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
ListedCertificate

ListedCertificate
証明書の種類を入力します。

目次
ActiveDate

証明書がいつアクティブになるかを指定するオプションの日付です。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
Arn

指定された証明書の Amazon リソースネーム (ARN)

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*

必須: いいえ
CertificateId

インポートされた証明書の識別子の配列です。この識別子は、プロファイルやパートナープロファイ
ルの操作に使用します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 22 の固定長

パターン: ^cert-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
Description

証明書を識別するために使用される名前または簡単な説明です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 200 です。

Pattern: ^[\p{Graph}]+

必須: いいえ
InactiveDate

証明書がいつ非アクティブになるかを指定するオプションの日付です。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
Status

証明書は、ACTIVE、PENDING_ROTATION、INACTIVE のいずれかになりま
す。PENDING_ROTATION は、現在の証明書の有効期限が切れると、この証明書が置き換えられるこ
とを意味します。
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ListedCertificate

タイプ: 文字列

有効な値:  ACTIVE | PENDING_ROTATION | INACTIVE

必須: いいえ
Type

証明書の種類を入力します。証明書にプライベートキーが指定されている場合、そのタイプは
CERTIFICATE_WITH_PRIVATE_KEY です。プライベートキーがない場合、タイプは CERTIFICATE
です。

タイプ: 文字列

有効な値:  CERTIFICATE | CERTIFICATE_WITH_PRIVATE_KEY

必須: いいえ
Usage

この証明書を署名に使用するか、暗号化に使用するかを指定します。

タイプ: 文字列

有効な値:  SIGNING | ENCRYPTION

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
ListedConnector

ListedConnector
指定されたコネクタの詳細を返します。

目次
Arn

指定されたコネクタの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*

必須: いいえ
ConnectorId

コネクタの一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^c-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
Url

パートナーの AS2 エンドポイントの URL です。

タイプ: 文字列

長さの制約：最大長 255

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ListedExecution

ListedExecution
指定された実行のプロパティを返します。

目次
ExecutionId

ワークフローの一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 36 です。

パターン: ^[0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-
[0-9a-fA-F]{12}$

必須: いいえ
InitialFileLocation

Amazon S3 または EFS ファイルの場所を記述する構造。これは実行開始時のファイルの場所であ
り、ファイルをコピーしようとする場合にはファイルの (コピー先ではなく) 初期の場所です。

型: FileLocation (p. 521) オブジェクト

必須: いいえ
ServiceMetadata

ワークフローに関連付けられたセッション詳細のコンテナオブジェクト。

型: ServiceMetadata (p. 553) オブジェクト

必須: いいえ
Status

ステータスは実行のいずれかです。進行中、完了、例外発生、または例外処理中の可能性がありま
す。

タイプ: 文字列

有効な値:  IN_PROGRESS | COMPLETED | EXCEPTION | HANDLING_EXCEPTION

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
ListedHostKey

ListedHostKey
指定されたホストキーのプロパティを返します。

目次
Arn

ホストキーに固有のAmazonリソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*

必須: はい
DateImported

ホストキーがサーバーに追加された日付。

型: タイムスタンプ

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
Description

ホストキーの現在の説明。UpdateHostKey操作を呼び出して新しい説明を入力することで変更でき
ます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 200 です。

Pattern: ^[\p{Print}]*$

必須: いいえ
Fingerprint

公開鍵フィンガープリント。長い方の公開鍵を識別するために使用される短いバイト列です。

タイプ: 文字列

必須: いいえ
HostKeyId

ホストキーに固有の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限:固定長は 25 です。

パターン: ^hostkey-[0-9a-f]{17}$

必須: いいえ
Type

ホストキーに使用される暗号化アルゴリズム。Typeパラメータは、次のいずれかの値を使用して指定
されます。
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• ssh-rsa
• ssh-ed25519
• ecdsa-sha2-nistp256
• ecdsa-sha2-nistp384
• ecdsa-sha2-nistp521

タイプ: 文字列

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ListedProfile
指定されたプロファイルのプロパティを返します。

目次
Arn

指定されたプロファイルの Amazon リソースネーム (ARN)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*

必須: いいえ
As2Id

As2Id は、RFC 4130 で定義されている AS2-name です。インバウンド転送の場合、これはパート
ナーから送信される AS2 メッセージの AS2-From ヘッダーです。アウトバウンドコネクタの場合、
これは StartFileTransfer API オペレーションを使用してパートナーに送信される AS2 メッセー
ジの AS2-To ヘッダーです。この ID にスペースを含めることはできません。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。

Pattern: ^[\p{Print}\s]*

必須: いいえ
ProfileId

ローカルまたはパートナーの AS2 プロファイルの一意の識別子です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^p-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
ProfileType

LOCAL タイププロファイルのみを一覧表示するか、PARTNER タイププロファイルのみを一覧表示す
るかを示します。リクエストで指定されていない場合、コマンドはすべてのタイプのプロファイルを
一覧表示します。

タイプ: 文字列

有効な値:  LOCAL | PARTNER

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ListedServer
指定されたファイル転送プロトコル対応サーバーのプロパティを返します。

内容
Arn

一覧表示するサーバーについて一意の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*

必須: はい
Domain

ファイル転送に使用されるストレージシステムのドメインを指定します。

型: 文字列

有効な値:  S3 | EFS

必須: いいえ
EndpointType

サーバーの接続先になる VPC エンドポイントのタイプを指定します。サーバーが VPC エンドポイン
トに接続している場合、パブリックインターネット経由で はサーバーにはアクセスできません。

型: 文字列

有効な値:  PUBLIC | VPC | VPC_ENDPOINT

必須: いいえ
IdentityProviderType

サーバーの認証のモード。デフォルト値は SERVICE_MANAGED で、この値により、AWS Transfer 
Family サービス内でユーザー認証情報の保存とアクセスが可能です。

AWS_DIRECTORY_SERVICE を使用して、AWS Directory Service for Microsoft Active Directory の
アクティブディレクトリグループへのアクセス、またはオンプレミス環境か AD Connector を使
用する AWS の Microsoft アクティブディレクトリへのアクセスを提供します。このオプションで
は、IdentityProviderDetails パラメータを使用してディレクトリ ID を指定する必要もありま
す。

この API_GATEWAY 値を使用して、選択した ID プロバイダーと統合します。API_GATEWAY 設定で
は、IdentityProviderDetails パラメータを使用して認証を呼び出すには Amazon API Gateway 
エンドポイントの URL を指定する必要があります。

AWS_LAMBDA 値を使用すると、AWS Lambda 関数をアイデンティティプロバイダーとして直接使用
できます。この値を選択した場合、FunctionIdentityProviderDetailsデータ型のパラメータで 
Lambda 関数の ARN を指定する必要があります。

型: 文字列

有効な値:  SERVICE_MANAGED | API_GATEWAY | AWS_DIRECTORY_SERVICE | AWS_LAMBDA

538



AWS Transfer Family ユーザーガイド
ListedServer

必須: いいえ
LoggingRole

サーバーで Amazon S3 または Amazon EFS イベントの Amazon CloudWatch ログをオンにできるよ
うにする、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN) で
す。設定すると、 CloudWatch ログにユーザーアクティビティを表示できます。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: いいえ
ServerId

一覧表示されたサーバーについて一意のシステム割り当て識別子を指定します。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: いいえ
State

記述したサーバーのサーバーのサーバーのサーバーの状態です。ONLINE の値は、サーバーがジョブ
を受け入れてファイルを転送できることを示します。OFFLINE の State 値は、サーバーがファイル
オペレーションを実行できないことを意味します。

STARTING と STOPPING のステータスは、サーバーが中間状態である (完全に応答できないか完全に
オフラインでない) ことを示します。START_FAILED または STOP_FAILED の値は、エラー条件を示
すことができます。

型: 文字列

有効な値:  OFFLINE | ONLINE | STARTING | STOPPING | START_FAILED | STOP_FAILED

必須: いいえ
UserCount

ServerId で指定したサーバーに割り当てられるユーザーの数を指定します。

型: 整数

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ListedUser
指定するユーザーのプロパティを返します。

目次
Arn

知りたいユーザーの一意の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*

必須: はい
HomeDirectory

ユーザーがクライアントを使用してサーバーにログインするときの、ユーザーのランディングディレ
クトリ (フォルダ)。

HomeDirectory の例は /bucket_name/home/mydirectory です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1,024 です。

パターン: ^$|/.*

必須: いいえ
HomeDirectoryType

ユーザーがサーバーにログインするときにホームディレクトリにするランディングディレクトリ 
(フォルダ) のタイプ。これを PATH に設定した場合、ユーザーには、ファイル転送プロトコルク
ライアントに、絶対的な Amazon S3 バケットまたは現状の EFS パスが表示されます。これを
LOGICAL に設定した場合、Amazon S3 または Amazon EFS パスをユーザーに表示する方法に関し
て、HomeDirectoryMappings でマッピングを指定する必要があります。

タイプ: 文字列

有効な値:  PATH | LOGICAL

必須: いいえ
Role

Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファイルシステムへのユーザーのアクセスを制御する AWS 
Identity and Access Management IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。この
ロールにアタッチされたポリシーにより、ファイルを Amazon S3 バケットまたは Amazon EFS ファ
イルシステム間で転送する際の、ユーザーに付与するアクセスレベルが決定されます。IAM ロールに
は、ユーザーの転送リクエストを処理する際に、サーバーによるリソースへのアクセスを許可する信
頼関係も含まれる必要があります。

Note

Domain=S3 を持つサーバー用の Amazon S3 バケットまたは Domain=EFS を持つサーバー
用の EFS ファイルシステムへのユーザーのアクセスを制御する IAM ロール、。
このロールにアタッチされたポリシーにより、ファイルを S3 バケットまたは EFS ファイル
システム間で転送する際の、ユーザーに付与するアクセスのレベルが決定されます。
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タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: いいえ
SshPublicKeyCount

指定したユーザー用に保存される SSH 公開キーの数を指定します。

型: 整数

必須: いいえ
UserName

ARN が指定されているユーザーの名前を指定します。ユーザー名は、認証の目的で使用されます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[\w][\w@.-]{2,99}$

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ListedWorkflow
ワークフローの ID、テキスト説明、および Amazon リソースネーム (ARN) が含まれます。

目次
Arn

ワークフローの一意の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 1600 です。

パターン: arn:.*

必須: いいえ
Description

ワークフローのテキスト説明を指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: ^[\w- ]*$

必須: いいえ
WorkflowId

ワークフローの一意の識別子。

タイプ: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^w-([a-z0-9]{17})$

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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LoggingConfiguration
ログ記録ロールとロググループ名で構成されます。

目次
LoggingRole

サーバーで Amazon S3 または Amazon EFS イベントの Amazon EFS イベントの Amazon 
CloudWatch リソースネームAWS Identity and Access Management (ARN) です。設定すると、 
CloudWatch ログにユーザーアクティビティを表示できます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: いいえ
LogGroupName

AWS Transfer Familyこのワークフローが属するサーバーの CloudWatch ログ記録グループの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 512 です。

パターン: [\.\-_/#A-Za-z0-9]*

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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PosixProfile
ユーザーの Amazon EFS ファイルシステムへのアクセスを制御する、ユーザー ID (Uid Gid)、グループ 
ID (SecondaryGids)、およびセカンダリグループ ID () を含む完全な POSIX ID。ファイルシステム内の
ファイルとディレクトリに設定される POSIX アクセス許可によって、Amazon EFS ファイルシステムと
の間でファイルを転送するときにユーザーが得るアクセスのレベルが決まります。

目次
Gid

このユーザーがすべての EFS 操作で使用する POSIX グループ ID。

タイプ: 長整数

有効な範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 4,294,967,295 です。

必須: はい
SecondaryGids

このユーザーのすべての EFS 操作に使用するセカンダリ POSIX グループ ID。

型: 長整数

配列メンバー: 最小数は 0 項目です。最大数は 16 項目です。

有効な範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 4,294,967,295 です。

必須: いいえ
Uid

このユーザーのすべての EFS 操作で使用する POSIX ユーザー ID。

タイプ: 長整数

有効な範囲: 最小値 は 0 です。最大値は 4,294,967,295 です。

必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ProtocolDetails
サーバー用に構成されたプロトコル設定。

目次
As2Transports

AS2 メッセージの転送方法を示します。現在は、HTTP のみがサポートされます。

型: 文字列の配列

配列メンバー: 定数は 1 項目です。

有効な値:  HTTP

必須: いいえ
PassiveIp

FTP および FTP プロトコルのパッシブモードを示します。ファイアウォール、ルーター、ロードバラ
ンサーのパブリック IP アドレスなど、単一 IPv4 アドレスを入力します。例:

aws transfer update-server --protocol-details PassiveIp=0.0.0.0

上の例では、0.0.0.0 を実際に使用する IP アドレスに置き換えます。

Note

PassiveIp 値を変更した場合、変更を反映するには、転送ファミリーサーバーを停止してか
ら再起動する必要があります。NAT 環境でのパッシブモード (PASV) の使用の詳細について
は、「ファイアウォールまたは NAT の背後にある FTPS サーバーを AWS Transfer Family で
構築する」を参照してください。

特殊な値

AUTO と 0.0.0.0 は、PassiveIp パラメータの特殊な値です。FTP および FTPS タイプのサーバー
にデフォルトで値 PassiveIp=AUTO が割り当てられます。この場合、サーバーは自動的に PASV 応
答内のエンドポイント IP の 1 つで応答します。PassiveIp=0.0.0.0 にはその使い方についてより
ユニークなアプリケーションがあります。たとえば、サブネットが 3 つある高可用性 (HA) Network 
Load Balancer (NLB) 環境では、PassiveIp パラメータを使用して単一の IP アドレスのみを指定で
きます。これにより、高可用性の有効性が低下します。この場合、PassiveIp=0.0.0.0 を指定す
ることができます。これにより、クライアントはコントロール接続と同じ IP アドレスを使用し、接
続にはすべての AZ を使用するように指示されます。ただし、すべての FTPPassiveIp=0.0.0.0 ク
ライアントがこの応答をサポートしているわけではないことに注意してください。 FileZilla WinSCP 
はそれをサポートしています。他のクライアントを使用している場合は、そのクライアントが
PassiveIp=0.0.0.0 応答をサポートしているかどうかを確認してください。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 15 です。

必須: いいえ
SetStatOption

SetStatOption を使用して、S3 バケットにアップロードしているファイルに対して、クライアント
が SETSTAT の使用を試みたときに生成されるエラーを無視します。

一部の SFTP ファイル転送クライアントは、ファイルをアップロードする場合に、SETSTAT などコ
マンドを使用して、タイムスタンプやアクセス権限などを含んだリモートファイルの属性を変更しよ
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うとすることがあります。ただし、これらのコマンドは Amazon S3 などのオブジェクトストレージ
システムと互換性がありません。この非互換性が原因で、これらのクライアントからファイルをアッ
プロードする際に、ファイルが正常にアップロードされた場合でもエラーが発生する可能性がありま
す。

Transfer Family サーバーが SETSTAT コマンドを無視するように値を ENABLE_NO_OP
に設定し、SFTP クライアントに変更を加えることなくファイルをアップロードできま
す。SetStatOptionENABLE_NO_OPこの設定はエラーを無視して、Amazon CloudWatch Logs にロ
グエントリを生成するため、クライアントがいつ、SETSTAT呼び出しを行っているかを判断できま
す。

Note

ファイルの元のタイムスタンプを保持し、SETSTAT を使用して他のファイル属性を変更する
場合は、Transfer Family のバックエンドストレージとして Amazon EFS を使用できます。

タイプ: 文字列

有効な値:  DEFAULT | ENABLE_NO_OP

必須: いいえ
TlsSessionResumptionMode

FTPS プロトコルを使用する Transfer Family サーバーで使用されるプロパティ。TLS セッショ
ン再開は、FTPS セッションの制御接続とデータ接続の間でネゴシエートされた秘密鍵を再開
または共有するメカニズムを提供します。TlsSessionResumptionMode サーバーが一意の
セッション ID を使用して最近ネゴシエートされたセッションを再開するかどうかを決定しま
す。このプロパティは、CreateServer の間および UpdateServer の呼び出し中に使用可能で
す。TlsSessionResumptionMode の値が CreateServer の間に指定されていない場合、デフォル
トで ENFORCED に設定されます。
• DISABLED: サーバーは TLS セッション再開クライアント要求を処理せず、要求ごとに新しい TLS 

セッションを作成します。
• ENABLED: サーバーは TLS セッション再開を実行しているクライアントを処理して受け入れます。

サーバーは、TLS セッション再開クライアント処理を実行しないクライアントデータ接続を拒否し
ません。

• ENFORCED: サーバーは TLS セッション再開を実行しているクライアントを処理して受け入れま
す。サーバーは、TLS セッションの再開クライアント処理を実行しないクライアントデータ接続を
拒否します。値を ENFORCED に設定する前に、クライアントをテストします。

Note

すべての FTPS クライアントが TLS セッションの再開を実行するわけではありません。
そのため、TLS セッションの再開を強制することを選択した場合、プロトコルネゴシエー
ションを実行しない FTPS クライアントからの接続は禁止されます。ENFORCED の値を使
用できるかどうかを判断するには、クライアントをテストする必要があります。

タイプ: 文字列

有効な値:  DISABLED | ENABLED | ENFORCED

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
ProtocolDetails

• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/transfer-2018-11-05/ProtocolDetails
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
S3FileLocation

S3FileLocation
ワークフローで使用されるファイルについてファイルの場所の詳細を指定します。S3 ストレージを使用し
ている場合にのみ適用されます。

目次
Bucket

使用されるファイルを含む S3 バケットを指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9]$

必須: いいえ
Etag

エンティティタグは、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。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 65,536 です。

パターン: ^.+$

必須: いいえ
Key

Amazon S3 でファイルの作成時にファイルに割り当てられた オブジェクトを取得するには、オブ
ジェクトキーを使用します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1,024 です。

パターン: [\P{M}\p{M}]*

必須: いいえ
VersionId

ファイルのバージョンを指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 1,024 です。

パターン: ^.+$

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
S3FileLocation

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/transfer-2018-11-05/S3FileLocation
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/transfer-2018-11-05/S3FileLocation
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/transfer-2018-11-05/S3FileLocation
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
S3InputFileLocation

S3InputFileLocation
カスタマー入力 Amazon S3 ファイルの場所を指定しま
す。copyStepDetails.DestinationFileLocation の内部で使用する場合、S3 コピー先にしてくだ
さい。

バケットとキーを提供する必要があります。キーは、パスまたはファイルのいずれかを表すことができま
す。これは、キー値をスラッシュ (/) の文字で終了するかどうかによって決まります。最後の文字が「/」
の場合、ファイルはフォルダにコピーされ、その名前は変わりません。最後の文字が英数字の場合は、
アップロードしたファイルの名前が path 値に変更されます。その名前のファイルが既に存在する場合、
ファイルは上書きされます。

たとえば、パスが shared-files/bob/ である場合、アップロードしたファイルは shared-files/
bob/ フォルダにコピーされます。当該パスが shared-files/today である場合、アップロードした
各ファイルは shared-files フォルダにtoday という名前でコピーされ、アップロードのたびに以前の
バージョンの Bob ファイルが上書きされます。

目次
Bucket

カスタマー入力ファイルの S3 バケットを指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 63 です。

パターン: ^[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9]$

必須: いいえ
Key

Amazon S3 でファイルの作成時にファイルに割り当てられた名前。オブジェクトを取得するには、オ
ブジェクトキーを使用します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 1,024 です。

パターン: [\P{M}\p{M}]*

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
S3Tag

S3Tag
タグ付けステップの実行中にファイルに割り当てられるキーバリューペアを指定します。

目次
Key

作成するタグに割り当てた名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 128 です。

パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

必須: はい
Value

キーに対応する値。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-@]*)$

必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/transfer-2018-11-05/S3Tag
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/transfer-2018-11-05/S3Tag
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
ServiceMetadata

ServiceMetadata
ワークフローに関連付けられたセッション詳細のコンテナオブジェクト。

目次
UserDetails

サーバー ID (ServerId)、セッション ID (SessionId)、ユーザー (UserName) で UserDetails を
構成します。

型: UserDetails (p. 557) オブジェクト

必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/transfer-2018-11-05/ServiceMetadata
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/transfer-2018-11-05/ServiceMetadata
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
SshPublicKey

SshPublicKey
(により識別される) 特定のファイル転送プロトコルが有効化されたサーバーのトランスファーファミリー
ユーザーに関連付けられたパブリック Secure Shell (SSHServerId) キーに関する情報を提供します。返
される情報には、キーがインポートされた日付、パブリックキーの内容、パブリックキー ID が含まれま
す。ユーザーは、特定のサーバーで自分のユーザー名に関連付けられている複数の SSH パブリックキーを
保存できます。

内容
DateImported

Transfer Family ユーザーにパブリックキーが追加された日付を指定します。

タイプ: Timestamp

必須: はい
SshPublicKeyBody

PublicKeyId で指定されるとおりに SSH パブリックキーの内容を指定します。

AWS Transfer Family は、RSA、ECDSA、および ED25519 キーを受け入れます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 2,048 です。

必須: はい
SshPublicKeyId

パブリックキーの識別子が含まれる SshPublicKeyId パラメータを指定します。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 21 です。

パターン: ^key-[0-9a-f]{17}$

必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
Tag

Tag
特定のリソースに対して 1 つのキーバリューペアを作成します。タグは、さまざまな目的でリソースを検
索してグループ化するために使用できるメタデータです。サーバー、ユーザー、およびロールにタグを適
用できます。タグキーには複数の値を設定することもできます。たとえば、経理上の理由でサーバーをグ
ループ化するには、Group というタグを作成してそのグループに Researchおよび Accounting の値を
割り当てます。

目次
Key

作成するタグに割り当てた名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 128 です。

必須: はい
Value

作成したキー名に割り当てた 1 つ以上の値が含まれます。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/transfer-2018-11-05/Tag
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
TagStepDetails

TagStepDetails
各ステップタイプに独自の StepDetails 構造があります。

ワークフローステップの実行中にファイルにタグを付けるために使用されるキーバリューペア。

目次
Name

識別子として使用されるステップの名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 30 です。

パターン: ^[\w-]*$

必須: いいえ
SourceFileLocation

ワークフローステップへの入力として使用するファイルを指定します。前のステップからの出力か、
ワークフロー用に最初にアップロードされたファイルのいずれかを指定します。
• 前のファイルを入力として使用するには、と入力します${previous.file}。この場合、このワー

クフローステップは、前のワークフローステップの出力ファイルを入力として使用します。これ
は、デフォルト値です。

• 最初にアップロードされたファイルの場所をこのステップの入力として使用するには、と入力しま
す${original.file}。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最大長は 256 です。

パターン: ^\$\{(\w+.)+\w+\}$

必須: いいえ
Tags

1～10 のキーバリューペアを含む配列。

型: S3Tag (p. 552) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 10 項目です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/transfer-2018-11-05/TagStepDetails
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/transfer-2018-11-05/TagStepDetails
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
UserDetails

UserDetails
ワークフローのユーザー名、サーバー ID、セッション ID を指定します。

内容
ServerId

システムによって割り当てられたサーバーインスタンスの一意の識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^s-([0-9a-f]{17})$

必須: はい
SessionId

ワークフローに対応するセッションに対して、システムによって割り当てられた、一意の識別子。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 32 です。

パターン: ^[\w-]*$

必須: いいえ
UserName

サーバーに関連付けられているTransfer Familyユーザーを識別する一意の文字列。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 3 です。最大長は 100 です。

パターン: ^[\w][\w@.-]{2,99}$

必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/transfer-2018-11-05/UserDetails
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
WorkflowDetail

WorkflowDetail
割り当てるワークフローのワークフロー ID とワークフローの実行に使用する実行ロールを指定します。

ファイルのアップロード完了時に実行するワークフローに加えて、部分的なアップロードで実行するワー
クフローのワークフロー ID (および実行ロール) も WorkflowDetails に含めることができます。部分的
なアップロードは、ファイルがまだアップロードされているときにサーバーセッションが切断された場合
に発生します。

内容
ExecutionRole

Transfer で想定できる S3、EFS、および Lambda オペレーションに必要なアクセス許可が含まれ、す
べてのワークフローステップで必要なリソースを操作できます。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 20 です。最大長は 2,048 です。

パターン: arn:.*role/.*

必須: はい
WorkflowId

ワークフローの一意の識別子。

型: 文字列

長さの制限: 固定長は 19 です。

パターン: ^w-([a-z0-9]{17})$

必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/transfer-2018-11-05/WorkflowDetail
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/transfer-2018-11-05/WorkflowDetail
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
WorkflowDetails

WorkflowDetails
WorkflowDetail データ型のコンテナ。ワークフローの実行開始をトリガーするアクションによって使
用されます。

目次
OnPartialUpload

ファイルが部分的にしかアップロードされていない場合にワークフローが開始されます。部分的な
アップロードがあるたびに実行されるワークフローをサーバーにアタッチできます。

部分的なアップロードは、セッションが切断されたときにファイルが開いている場合に発生します。

型: WorkflowDetail (p. 558) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 1 項目です。

必須: いいえ
OnUpload

ワークフローを開始するトリガー: ファイルのアップロード後にワークフローの実行が開始されます。

関連するワークフローをサーバーから削除するには、以下の例に示すように、空の OnUpload オブ
ジェクトを提供します。

aws transfer update-server --server-id s-01234567890abcdef --workflow-
details '{"OnUpload":[]}'

型: WorkflowDetail (p. 558) オブジェクトの配列

配列メンバー: 最大数は 1 項目です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/transfer-2018-11-05/WorkflowDetails
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
WorkflowStep

WorkflowStep
ワークフローのベーシックな構築ブロック。

目次
CopyStepDetails

ファイルコピーを実行するステップの詳細。

以下の値で構成されます。
• 記述
• ファイルのコピー先である Amazon S3 の場所。
• 同じ名前の既存のファイルを上書きするかどうかを示すフラグです。デフォルトは FALSE です。

型: CopyStepDetails (p. 479) オブジェクト

必須: いいえ
CustomStepDetails

AWS Lambda関数を呼び出すステップの詳細。

Lambda 関数の名前、ターゲット、およびタイムアウト値 (秒単位) で構成されます。

型: CustomStepDetails (p. 481) オブジェクト

必須: いいえ
DecryptStepDetails

暗号化されたファイルを復号化するステップの詳細。

以下の値で構成されます。
• わかりやすい名前
• ソースファイルを復号化する Amazon S3 Elastic File System (Amazon EFS) の場所。
• ファイルの復号化先である S3 または Amazon EFS の場所。
• 同じ名前の既存のファイルを上書きするかどうかを示すフラグです。デフォルトは FALSE です。
• 使用されている暗号化のタイプ。現在、PGP 暗号化のみがサポートされています。

型: DecryptStepDetails (p. 483) オブジェクト

必須: いいえ
DeleteStepDetails

ファイルを削除するステップの詳細。

型: DeleteStepDetails (p. 485) オブジェクト

必須: いいえ
TagStepDetails

1 つ以上のタグを作成するステップの詳細。
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AWS Transfer Family ユーザーガイド
API リクエストを行う

1 つ以上のタグを指定します。各タグにはキーと値のペアが含まれています。

型: TagStepDetails (p. 556) オブジェクト

必須: いいえ
Type

現時点で次のステップタイプはサポートされていません。
• COPY-ファイルを別の場所にコピーします。
• CUSTOM-AWS Lambda ファンクションターゲットを使用してカスタムステップを実行します。
• DECRYPT-アップロード前に暗号化されたファイルを復号化します。
• DELETE-ファイルを削除します。
• TAG-ファイルにタグを追加します。

タイプ: 文字列

有効な値:  COPY | CUSTOM | TAG | DELETE | DECRYPT

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3

API リクエストを行う
コンソールの他にも、AWS Transfer Family API を使用してサーバーをプログラムによって設定し、管理
できます。このセクションでは、AWS Transfer Family のオペレーション、認証のための署名要求、エ
ラー処理について説明します。Transfer Family で利用できるリージョンとエンドポイントについては、の
「AWS Transfer Familyエンドポイントとクォータ」を参照してください。AWS 全般のリファレンス

Note

Transfer Family; でのアプリケーション開発にAWS SDK を使用することもできます。AWSSDK 
for Java、.NET、PHP が、基盤となる Transfer Family API をラッピングするので、プログラミン
グ作業が簡素化されます。SDK ライブラリのダウンロードについては、「サンプルコードライブ
ラリ」を参照してください。

トピック
• Transfer Family 必須リクエストヘッダー (p. 562)
• ファミリーリクエストの入力内容の転送と署名 (p. 563)
• エラーレスポンス (p. 563)
• 利用可能なライブラリ  (p. 565)
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Transfer Family 必須リクエストヘッダー
このセクションでは、すべての POST リクエストで送信する必要がある、必須のヘッダーについて説明し
ますAWS Transfer Family。HTTP ヘッダーでは、呼び出すオペレーション、リクエストの日付、リクエ
ストの送信者として認可されていることを示す情報など、リクエストに関する重要な情報を特定します。
ヘッダーは大文字と小文字を区別されず、ヘッダーの順序は重要ではありません。

次の例は、ListServers操作で使用されるヘッダーを示しています。

POST / HTTP/1.1
Host: transfer.us-east-1.amazonaws.com
x-amz-target: TransferService.ListServers
x-amz-date: 20220507T012034Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/20220507/us-east-1/transfer/
aws4_request, 
    SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date;x-amz-target, 
    Signature=13550350a8681c84c861aac2e5b440161c2b33a3e4f302ac680ca5b686de48de
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Content-Length: 17

{"MaxResults":10}

以下に、Transfer Family への POST リクエストに含めることが必須の各ヘッダーを示します。以下に
おいて「x-amz」で開始しているヘッダーは、AWS 固有のヘッダーです。それ以外のヘッダーはすべ
て、HTTP トランザクションで使用される共通のヘッダーです。

[Header] (ヘッダー) 説明

Authorization 認証ヘッダーが必要です。フォーマットは標準の Sigv4 リクエスト署名
で、署名バージョン 4 の署名プロセスで文書化されています。

Content-Type Transferapplication/x-amz-json-1.1 Familyへのすべてのリクエストの
コンテンツタイプとして使用してください。

Content-Type: application/x-amz-json-1.1

Host ホストヘッダーは、リクエストを送信する Transfer Family エン
ドポイントを指定するために使用します。例えば transfer.us-
east-1.amazonaws.com は、米国東部 (オハイオ) リージョンのエンドポイ
ントを表します。Transfer Family で使用できるエンドポイントの詳細につい
ては、の「AWS Transfer Familyエンドポイントとクォータ」を参照してくだ
さいAWS 全般のリファレンス。

Host: transfer.region.amazonaws.com

x-amz-date HTTP Date ヘッダーまたは AWS x-amz-date ヘッダーでタイムスタン
プを指定する必要があります。(一部の HTTP クライアントライブラリで
は、Date ヘッダーを設定することができません)。x-amz-dateヘッダーが
ある場合には、Transfer Family は、リクエストの認証時に Transfer Family 
により、Dateヘッダーが無視されます。x-amz-date形式は ISO8601 
で、YYYYYYYYYYYYYMMDD'T'HHHMMSS'Z' 形式である必要があります。

x-amz-date: YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z'
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[Header] (ヘッダー) 説明

x-amz-target このヘッダーでは、API のバージョンおよびリクエストするオペレーション
を指定します。ターゲットヘッダーの値を作成するには、API のバージョン
と API の名前を次のような形式で連結します。

x-amz-target: TransferService.operationName

operationName 値 (たとえばListServers) は API リストから見つけること
ができますListServers。

x-amz-security-
token

このヘッダーは、リクエストの署名に使用される認証情報が一時的な認証情
報またはセッション認証情報の場合に必要です (詳細については、IAM User 
Guide の「AWSリソースでの一時的な認証情報の使用」を参照してくださ
い)。詳細については、の HTTP リクエストに署名を追加する「HTTP リクエ
ストに署名を追加する」を参照してください。Amazon Web Services 全般の
リファレンス

ファミリーリクエストの入力内容の転送と署名
すべてのリクエスト入力は、リクエスト本文の JSON ペイロードの一部として送信する必要があります。
たとえば、すべてのリクエストフィールドがオプションであるアクションでもListServers、リクエスト
本文に空の JSON オブジェクト（など）を指定する必要があります{}。TTransfer Family ilyのペイロード
リクエスト/レスポンスの構造は、たとえば既存のAPIリファレンスに記載されていますDescribeServer。

Transfer Family は、AWS署名バージョン 4 を使用した認証をサポートしています。API リクエストに署名
する方法の詳細については、「AWSAPI リクエストへの署名AWS」を参照してください。

エラーレスポンス
エラーが発生した場合、レスポンスヘッダー情報には、以下の項目が含まれています。

• コンテンツタイプ:application/x-amz-json-1.1
• 適切な 4xx または 5xx HTTP ステータスコード

エラーレスポンスの本文には、発生したエラーに関する情報が含まれています。次のサンプルエラーは、
すべてのエラーレスポンスに共通する、レスポンスエレメントの出力構文を示します。

{ 
    "__type": "String", 
    "Message": "String", <!-- Message is lowercase in some instances -->
    "Resource": String, 
    "ResourceType": String
    "RetryAfterSeconds": String
}

次の表では、前述の構文で表示される JSON エラーレスポンスフィールドを説明します。

__type

Transfer Family API 呼び出しの例外の 1 つ。

タイプ: 文字列
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メッセージまたはメッセージ

オペレーションエラーコードメッセージの 1 つ 。

Note

を使用する例外もあればmessage、使用する例外もありますMessage。インターフェイスの
コードを確認して、大文字と小文字を区別できます。または、各オプションをテストしてど
れが動作するかを確認することもできます。

タイプ: 文字列
[Resource] (リソース)

エラーが呼び出されるリソース。たとえば、すでに存在するユーザーを作成しようとした場
合、Resourceは既存のユーザーのユーザー名です。

タイプ: 文字列
ResourceType

エラーが呼び出されるリソースタイプ。たとえば、既に存在するユーザーを作成しようとする
と、ResourceTypeUserがになります。

タイプ: 文字列
RetryAfterSeconds

コマンドを再試行する前に待つ秒数。

タイプ: 文字列

エラーレスポンスの例
DescribeServerAPI を呼び出し、存在しないサーバーを指定すると、次の JSON 本文が返されます。

{ 
  "__type": "ResourceNotFoundException", 
  "Message": "Unknown server", 
  "Resource": "s-11112222333344444", 
  "ResourceType": "Server"
}

API の実行によってスロットリングが発生した場合は、次の JSON 本文が返されます。

{ 
   "__type":"ThrottlingException", 
   "RetryAfterSeconds":"1"
}

CreateServerAPI を使用していて、Transfer Family サーバーを作成するための十分な権限がない場合
は、次の JSON ボディが返されます。

{ 
  "__type": "AccessDeniedException", 
  "Message": "You do not have sufficient access to perform this action."
}

CreateUserAPI を使用して既に存在するユーザーを指定すると、次の JSON 本文が返されます。
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{   
  "__type": "ResourceExistsException",   
  "Message": "User already exists", 
  "Resource": "Alejandro-Rosalez", 
  "ResourceType": "User"
}   

利用可能なライブラリ
AWSには、コマンドラインツールおよび Query API の代わりに、言語固有の API を使用してアプリケー
ションを構築するソフトウェア開発者向けのライブラリ、サンプルコード、チュートリアル、その他のリ
ソースが用意されています。これらのライブラリは、リクエスト認証、リクエストの再試行、エラー処理
などの基本機能 (API に含まれない) を提供しているため、簡単に開始できます。「構築用ツール」を参照
AWS

すべての言語のライブラリとサンプルコードについては、「サンプルコードとライブラリ」を参照してく
ださい。

共通パラメータ
次のリストには、すべてのアクションが署名バージョン 4 リクエストにクエリ文字列で署名するために
使用するパラメータを示します。アクション固有のパラメータは、アクションのトピックに示されていま
す。署名バージョン 4 の詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWSAPI リクエストへの署名」を参照
してください。

Action

実行するアクション。

型: 文字列

必須: はい
Version

リクエストが想定している API バージョンである、YYYY-MM-DD 形式で表示されます。

型: 文字列

必須: はい
X-Amz-Algorithm

リクエストの署名を作成するのに使用したハッシュアルゴリズム。

条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。

型: 文字列

有効な値: AWS4-HMAC-SHA256

必須: 条件による
X-Amz-Credential

認証情報スコープの値で、アクセスキー、日付、対象とするリージョン、リクエストしているサー
ビス、および終了文字列 ("aws4_request") を含む文字列です。値は次の形式で表現されます。
[access_key/YYYYYYYYMMDD/リージョン/サービス/aws4_request]
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詳細については、IAM ユーザーガイドの「署名付きAWS API リクエストを作成する」を参照してくだ
さい。

条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。

型: 文字列

必須: 条件による
X-Amz-Date

署名を作成するときに使用する日付です。形式は ISO 8601 基本形式の YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z' で
なければなりません。例えば、日付 20120325T120000Z は、有効な X-Amz-Date の値です。

条件: X-Amz-Date はすべてのリクエストに対してオプションです。署名リクエストで使用する日付よ
りも優先される日付として使用できます。ISO 8601 ベーシック形式で日付ヘッダーが指定されている
場合、X-Amz-Date は必要ありません。X-Amz-Date を使用すると、常に Date ヘッダーの値よりも優
先されます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWSAPI リクエスト署名の要素」を参照して
ください。

タイプ: 文字列

必須: 条件による
X-Amz-Security-Token

AWS Security Token Service(AWS STS) を呼び出して取得された一時的セキュリティトークン。から
の一時的なセキュリティ認証情報をサポートするサービスのリストについてはAWS STS、「IAM ユー
ザーガイド」の「IAM と連携するサービス」を参照してくださいAWS のサービス。

条件:からの一時的なセキュリティ認証情報を使用する場合AWS STS、セキュリティトークンを含め
る必要があります。

タイプ: 文字列

必須: 条件による
X-Amz-Signature

署名する文字列と派生署名キーから計算された 16 進符号化署名を指定します。

条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。

型: 文字列

必須: 条件による
X-Amz-SignedHeaders

正規リクエストの一部として含まれていたすべての HTTP ヘッダーを指定します。署名付きヘッダー
の指定の詳細については、IAM ユーザーガイドの「署名付きAWS API リクエストを作成する」を参照
してください。

条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。

型: 文字列

必須: 条件による
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共通エラー
このセクションでは、AWS すべてのサービスの API アクションに共通のエラーを一覧表示しています。
このサービスの API アクションに固有のエラーについては、その API アクションのトピックを参照してく
ださい。

AccessDeniedException

このアクションを実行する十分なアクセス権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
IncompleteSignature

リクエストの署名が AWS 基準に適合しません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalFailure

リクエストの処理が、不明なエラー、例外、または障害により実行できませんでした。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidAction

リクエストされたアクション、またはオペレーションは無効です。アクションが正しく入力されてい
ることを確認します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidClientTokenId

指定された x.509 証明書、または AWS アクセスキー ID が見つかりません。

HTTP ステータスコード: 403
InvalidParameterCombination

同時に使用できないパラメータが、同時使用されています。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValue

無効な値または out-of-range 値が入力パラメータとして指定されました。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidQueryParameter

AWS クエリ文字列が正しい形式でないか、AWS 基準に適合しません。

HTTP ステータスコード: 400
MalformedQueryString

クエリ文字列に構文エラーがあります。

HTTP ステータスコード: 404
MissingAction

リクエストに、アクションまたは必須パラメータが含まれていません。

HTTP ステータスコード: 400
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MissingAuthenticationToken

リクエストには、有効な (登録された) AWS アクセスキー ID、または X.509 証明書のどちらか一方が
含まれている必要があります。

HTTP ステータスコード: 403
MissingParameter

指定したアクションの必須パラメータが指定されていません。

HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorized

このアクションを実行する権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
OptInRequired

サービスを利用するためには、AWS アクセスキー ID を取得する必要があります。

HTTP ステータスコード: 403
RequestExpired

リクエストの日付スタンプの 15 分以上後またはリクエストの有効期限 (署名付き URL の場合など) の 
15 分以上後に、リクエストが到着しました。または、リクエストの日付スタンプが現在より 15 分以
上先です。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailable

リクエストは、サーバーの一時的障害のために実行に失敗しました。

HTTP ステータスコード: 503
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationError

入力が、AWS サービスで指定された制約を満たしていません。

HTTP ステータスコード: 400
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AWS Transfer Family のドキュメント
履歴

以下の表は、今回のリリースの AWS Transfer Family に関するドキュメントの説明です。

• API バージョン: transfer-2018-11-05
• ドキュメントの最終更新日:2022 年 12 月 21 日

変更 説明 日付

Transfer Family がワークフロー
で処理するファイルで、Pretty 
Good Privacy (PGP) 復号化を
Support

Transfer Family には、Pretty 
Good Privacy (PGP) 復号化の
サポートが組み込まれていま
す。Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) or Amazon 
Elastic File System (Amazon 
EFS) にアップロードしたファ
イルで、FTPS、または FTP 
を介してユーザーへの復号化
を使用できます。詳細につ
いては、PGP キーの生成と
管理 (p. 242)およびワークフ
ローで PGP 復号化を使用す
る (p. 167)を参照してください。

2022 年 12 月 21 日

Transfer FTransfer Family ilyサー
バーによる適用性ステートメン
ト 2 (AS2) ファイル転送プロトコ
ルのフルマネージドサポート。

AS2 プロトコルを使用するサー
バーを作成して、AWS環境内
外の取引先との間で情報を送受
信できます。詳細については、
「AS2 対応サーバー構成の作
成 (p. 66)」を参照してくださ
い。

2022 年 7 月 25 日

サーバー作成時のバナー表示の
Support

サーバーを作成するときに、カ
スタマイズされたメッセージ
を追加できます。事前認証メッ
セージ (すべてのプロトコル) と
認証後のメッセージ (FTP およ
び FTPS サーバー用) を表示で
きます。詳細については「SFTP 
対応サーバーの作成 (p. 28)」、
「FTPS 対応サーバーを作成す
る (p. 35)」または「FTP 対応
サーバーの作成 (p. 42)」を参照
してください。

2022 年 2 月 17 日

ID プロバイダーとしての AWS 
Lambda のサポート

AWS Lambda を使用して 
Transfer Family サーバーでカス
タム ID プロバイダに接続でき
るようになりました。以前は、
カスタム ID プロバイダーを統合

2021 年 11 月 16 日
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変更 説明 日付
するには Amazon API Gateway 
URL を指定する必要がありま
した。詳細については、「AWS 
Lambda の使用による ID プロバ
イダーの統合 (p. 123)」を参照し
てください。

マネージドファイル転送ワーク
フローのSupport

マネージドファイル転送ワーク
フローは、現在手動で実行し
ている共通タスクについてアッ
プロード後の処理の抽象化を
提供します。詳細については、
「AWS Transfer Family管理ワー
クフロー (p. 158)」を参照してく
ださい。

2021 年 9 月 2 日

AWS Directory Service for 
Microsoft Active Directory のサ
ポート

マネージドサービスおよびカ
スタム ID プロバイダーのほか
に、AWS Directory Service for 
Microsoft Active Directory を使
用して認証や承認の対象とし
てユーザーアクセスを管理で
きるようになりました。詳細
については、「AWSDirectory 
Service ID プロバイダーの使
用 (p. 111)」を参照してくださ
い。

2021 年 5 月 24 日

新しい AWS リージョン アフリカ (ケープタウン) リー
ジョン AWS Transfer Family を
ご利用いただけるようになりま
した。Transfer Family エンド
ポイントの詳細については、の
「AWS Transfer Familyエンドポ
イントとクォータ」を参照して
くださいAWS 全般のリファレン
ス。

2021 年 2 月 24 日

新しい AWS リージョン アジアパシフィック (香港) リー
ジョンおよび中東 (バーレー
ン) リージョンで AWS Transfer 
Family をご利いただけるよう
になりました。Transfer Family 
エンドポイントの詳細について
は、の「AWS Transfer Familyエ
ンドポイントとクォータ」を参
照してくださいAWS 全般のリ
ファレンス。

2021 年 2 月 17 日

570

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/transfer-service.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/transfer-service.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/transfer-service.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/transfer-service.html


AWS Transfer Family ユーザーガイド

変更 説明 日付

データストアとしての Amazon 
EFS のサポート

Transfer Family で Amazon 
Elastic File System (Amazon 
EFS) との間のファイル転送を
サポートするようになりまし
た。Amazon EFS は、シンプル
でスケーラブル、かつ伸縮自在
なフルマネージド型の NFS ファ
イルシステムです。詳細につい
ては、「Amazon EFS ファイル
システムを作成する (p. 8)」を参
照してください。

2021 年 1 月 6 日

AWS WAF のサポート Transfer Family はAWS WAF、
ウェブアプリケーションと API 
を攻撃から保護するウェブア
プリケーションファイアウォー
ルをサポートするようになりま
した。詳細については、「ウェ
ブアプリケーションファイア
ウォールを追加する (p. 263)」を
参照してください。

2020 年 11 月 24 日

Virtual Private Cloud (VPC) での
複数セキュリティグループのサ
ポート

VPC で 1 台のサーバーに複数
のセキュリティグループを接続
できるようになりました。詳細
については、「Virtual Private 
Cloud でサーバーを作成す
る (p. 49)」を参照してくださ
い。

2020 年 10 月 15 日

新しい AWS リージョン Transfer Family を AWS 
GovCloud (US) リージョンでご
利用いただけるようになりまし
た。AWS GovCloud (US)リー
ジョンの Transfer Family エンド
ポイントの詳細については、の
「AWS Transfer Familyエンドポ
イントとクォータ」を参照して
くださいAWS 全般のリファレン
ス。AWS GovCloud (US) リー
ジョンでの Transfer Family の使
用については、AWS GovCloud 
(US) ユーザーガイドの「AWS 
Transfer Family」を参照してくだ
さい。

2020 年 9 月 30 日

サポートされる暗号化アルゴリ
ズムでセキュリティポリシーを
サーバーにアタッチできます。

サポートされる一連の暗号化ア
ルゴリズムでセキュリティポリ
シーをサーバーに接続できるよ
うになりました。詳細について
は、「のセキュリティポリシー
AWS Transfer Family (p. 229)」
を参照してください。

2020 年 8 月 12 日
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変更 説明 日付

連邦情報処理規格 (FIPS) エンド
ポイントのサポート

北米で FIPS 対応のエンドポイン
トをご利用いただけるようにな
りましたAWS リージョン。使用
可能なリージョンについては、
の「AWS Transfer Familyエンド
ポイントとクォータ」を参照し
てくださいAWS 全般のリファレ
ンス。SFTP 対応サーバーエン
ドポイントの FIPS を有効にす
るには、「SFTP 対応サーバー
の作成 (p. 28)」を参照してくだ
さい。FTPS 対応サーバーエン
ドポイントの FIPS を有効にす
るには、「FTPS 対応サーバー
を作成する (p. 35)」を参照して
ください。FTP 対応サーバーエ
ンドポイントの FIPS を有効にす
るには、「FTP 対応サーバーの
作成 (p. 42)」を参照してくださ
い。

2020 年 8 月 12 日

ユーザー名の最大文字数と使用
できる文字が増えました

ユーザー名にアットマーク
「@」とピリオド「.」も使用
でき、最大 100 文字まで可能
になりました。ユーザーを追
加するには、「ユーザーの管
理 (p. 104)」を参照してくださ
い。

2020 年 8 月 12 日

Amazon CloudWatch ログ記
録AWS Identity and Access 
Management (IAM) ロール作成の
Support

Transfer Family は、 CloudWatch 
エンドユーザーのアクティビ
ティを表示するログ記録 IAM 
ロールの自動作成をサポート
するようになりました。詳細に
ついては「SFTP 対応サーバー
の作成 (p. 28)」、「FTPS 対応
サーバーを作成する (p. 35)」
または「FTP 対応サーバーの作
成 (p. 42)」を参照してくださ
い。

2020 年 7 月 30 日

AWS Transfer Family が認可の要
素として送信元 IP をサポートす
るようになりました。

Transfer Family では、エンド
ユーザーの送信元 IP アドレスを
認証の要素として使用できるよ
うになり、Secure File Transfer 
Protocol (SFTP)、File Transfer 
Protocol over SSL (FTPS)、また
は File Transfer Protocol (FTP) 
を経由してアクセスを認証す
る際に、さらなるセキュリティ
レイヤーの適用が可能になり
ました。詳細については、「カ
スタム ID プロバイダーの使
用 (p. 123)」を参照してくださ
い。

2020 年 6 月 9 日
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変更 説明 日付

AWS Transfer for SFTP が AWS 
Transfer Family となり、FTP お
よび FTPS のサポートを追加し
ました。

ユーザーのファイル転送に File 
Transfer Protocol Secure (FTPS) 
と File Transfer Protocol (FTP) 
という 2 つの追加ファイル転送
プロトコルを使用できるように
なりました。既存の Secure File 
Transfer Protocol (SFTP) サポー
トに加えて、FTPS (FTPS) お
よびプレーンテキストのFTPS 
ベースのワークフローを移動、
実行、保護、および統合できま
す。AWS

2020 年 4 月 23 日

Virtual Private Cloud (VPC) セ
キュリティグループと Elastic IP 
アドレスのサポート

セキュリティグループを使用し
て着信 IP アドレスの許可リス
トを作成し、サーバーのセキュ
リティレイヤーを追加できるよ
うになりました。Elastic IP ア
ドレスをサーバーのエンドポ
イントに関連付けることもで
きます。そうすることで、ファ
イアウォールの背後にいるユー
ザーがそのエンドポイントに
アクセスできるようになりま
す。詳細については、「Virtual 
Private Cloud でサーバーを作成
する (p. 49)」を参照してくださ
い。

2020 年 1 月 10 日

VPC 使用のサポート VPC でサーバーを作成できる
ようになりました。パブリック
なインターネットを経由するこ
となく、サーバーを使用してク
ライアント経由で Amazon S3 
バケットとの間でデータを転
送できます。詳細については、
「Virtual Private Cloud でサー
バーを作成する (p. 49)」を参照
してください。

2019 年 3 月 27 日

AWS Transfer Family の初版リ
リース。

この初回リリースでは、セット
アップ手順を指示し、使用を
開始する方法について説明する
とともに、クライアント設定、
ユーザー設定、およびモニタリ
ング活動に関する情報を提供し
ています。

2018 年 11 月 25 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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