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1 インスタンス
1.1 AttachInstanceRamRole

この API を呼び出して、1 つやそれ以上の ECS インスタンスに RAM のロールを割り当てるこ
とができます。 1 つのインスタンスに割り当てられる RAM ロールは 1 つだけです。 インスタン
スに RAM ロールがアタッチされている場合、同じインスタンスに別の RAM ロールをアタッチ
するとエラーコードが返されます。

デバッグ
API Explorer を使⽤してデバッグを実⾏できます。 API Explorer を使⽤することで、さま
ざまな操作を実⾏して API の使⽤を簡単にできます。 たとえば、API の取得、API の呼び出
し、SDK のサンプルコードの動的な⽣成ができます。

リクエストパラメータ
名前 型 必須 / 省

略可能
例 説明

InstanceId
s

String はい [“instanceId
1”, “
instanceId2”,
“instanceId3
”…]

インスタンス ID セット ⼀度に最⼤
100 個のインスタンスを⼊⼒できま
す。

RamRoleNam
e

String はい RamRoleTest インスタンスの RAM ロール名。 
ListRoles API を呼び出して、指定
したインスタンスの RAM ロールを
表⽰できます。

RegionId String はい cn-hangzhou インスタンスのリージョン ID。 
DescribeRegions を呼び出すと、
最新のリージョンリストが表⽰され
ます。

Action String いいえ AttachInst
anceRamRole 実⾏する API. 値を AttachInst

anceRamRole に設定します。
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レスポンスパラメータ
名前 型 例 説明
AttachInst
anceRamRol
eResults

返される RAM ロールの情報。 
AttachInstanceRamRoleResult デー
タからなる配列です。

└Code String 200 RAM ロールが割り当てられているかど
うかを⽰します。 200 が返される場合、
操作は成功です。 他の値が返される場
合、操作は失敗です。 詳細は、エラー
コードをご参照ください。

└InstanceId String i-instanceid1 インスタンスの ID。
└Message String Success RAM ロールが割り当てられているかど

うかを⽰します。 Success が返される
場合、操作は成功です。 他の値が返され
る場合、操作は失敗します。 詳細は、エ
ラーコードをご参照ください。

└Success Boolean true RAM ロールが割り当てられているかど
うかを⽰します。

FailCount Integer 0 接続に失敗した RAM ロールの数。
RamRoleNam
e

String RamRoleTest Arn と RAM ロールの名前。
RequestId String D9553E4C-6C3A

-4D66-AE79-
9835AF705639

リクエスト ID。 API 操作が成功したか
どうかにかかわらず、システムは各 API
 リクエストに対して⼀意の RequestId
 を返します。

TotalCount Integer 1 アタッチされている RAM ロールの数。
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例
リクエストのコーディング例

https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = AttachInst anceRamRol e＆ InstanceId _1  = " i - instance1 " 
& RamRoleNam e = RamRoleTes t  
& RegionId = cn - hangzhou  
&< Common  request  parameters >

成功したレスポンスのコーディング例
XML  形式
< AttachInst anceRamRol eResponse >
  < RequestId > E6352369 - 5C2B - 41CD - AB50 - 471550C8F6 74 </
RequestId >

  < AttachInst anceRamRol eResults >
    < AttachInst anceRamRol eResult >
      < InstanceId > i - instance1 </ InstanceId >
      < Code > 200 </ Code >
      < Message > success </ Message >
    </ AttachInst anceRamRol eResult >
  </ AttachInst anceRamRol eResults >
  < TotalCount > 1 </ TotalCount > 
  < FailCount > 0 </ FailCount >
  < RamRoleNam e > RamRoleTes t </ RamRoleNam e >
</ AttachInst anceRamRol eResponse >

JSON  形式
{
 " TotalCount ": 1 ,
 " RequestId ":" D9553E4C - 6C3A - 4D66 - AE79 - 9835AF7056 39 ",
 " AttachInst anceRamRol eResults ":{
  " AttachInst anceRamRol eResult ":[
   {
    " Message ":" success ",
    " InstanceId ":" i - instance1 ",
    " Code ":" 200 "
   }
  ]
 },
 " RamRoleNam e ":" RamRoleTes t ",
 " FailCount ": 0
}
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エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

404 InvalidRamRole.
NotEcsRole

指定された RAM ロールは 
ECS に権限付与されていませ
ん。ロールポリシーをご確認
ください。

指定された RAM ロールは 
ECS へのアクセスを許可さ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

エラーコードの表⽰。

1.2 DetachInstanceRamRole
この API を呼び出して、1 つやそれ以上の ECS インスタンスから RAM ロールをデタッチする
ことができます。

デバッグ
API Explorer を使⽤してデバッグを実⾏できます。 API Explorer を使⽤することで、さま
ざまな操作を実⾏して API の使⽤を簡単にできます。 たとえば、API の取得、API の呼び出
し、SDK のサンプルコードの動的な⽣成ができます。

リクエストパラメータ
名前 型 必須 / 省

略可能
例 説明

InstanceId
s

String はい ["instanceId1
", "instanceId2
", "instanceId3
"…]

インスタンス ID セット ⼀度に最⼤
100 個のインスタンスを⼊⼒できま
す。

RegionId String はい cn-hangzhou インスタンスのリージョン ID。 
DescribeRegions を呼び出すと、
最新のリージョンリストが表⽰され
ます。

Action String いいえ DetachInst
anceRamRole 実⾏する API。 値を DetachInst

anceRamRole に設定します。
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名前 型 必須 / 省
略可能

例 説明

RamRoleNam
e

String いいえ RamRoleTest インスタンスの RAM ロールの名
前。 ListRoles API を呼び出し
て、指定したインスタンスのRAM
ロールを表⽰できます。

レスポンスパラメータ
名前 型 例 説明
DetachInst
anceRamRol
eResults

返された RAM ロールの情報。 
DetachInstanceRamRoleResult デー
タからなる配列です。

└Code String 200 RAM ロールがデタッチされているかど
うかを⽰します。 200 が返される場合、
操作は成功です。 他の値が返される場
合、操作は失敗です。 詳細は、エラー
コードをご参照ください。

└InstanceId String i-instance1 ECS インスタンスの ID。
└InstanceRa
mRoleSets RAM ロールセット。
└InstanceId String i-instance1 インスタンスの ID。
└
RamRoleNam
e

String RamRoleTest インスタンスの RAM ロール名。

└Message String Success RAM ロールがデタッチされているかど
うかを⽰します。 Success が返される
場合、操作は成功です。 他の値が返さ
れる場合、操作は失敗です。 詳細は、エ
ラーコードをご参照ください。
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名前 型 例 説明
└Success Boolean true RAM ロールがデタッチされているかど

うかを⽰します。
FailCount Integer 0 デタッチできなかった RAM ロールの

数。
RamRoleNam
e

String RamRoleTest RAM ロールの名前。
RequestId String 473469C7-AA6F

-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエスト ID。

TotalCount Integer 1 デタッチされた RAM ロールの数。
例

リクエストのコーディング例

https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = DetachInst anceRamRol e
& InstanceId s = i - instance1
& RegionId = cn - hangzhou  
& RamRoleNam e = RamRoleTes t  
&< Common  request  parameters >

成功したレスポンスのコーディング例
XML  形式
< DetachInst anceRamRol eResponse >
  < RequestId > E6352369 - 5C2B - 41CD - AB50 - 471550C8F6 74 </
RequestId >

  < DetachInst anceRamRol eResults > 
    < DetachInst anceRamRol eResult >
      < InstanceId > i - instance1 </ InstanceId >
      < Code > 200 </ Code >
      < Message > success </ Message >
    </ DetachInst anceRamRol eResult >
  </ DetachInst anceRamRol eResults >
  < TotalCount > 1 </ TotalCount > 
  < FailCount > 0 </ FailCount >
  < RamRoleNam e > RamRoleTes t </ RamRoleNam e >
</ DetachInst anceRamRol eResponse >

JSON  形式
{
 " TotalCount ": 1 ,
 " DetachInst anceRamRol eResults ":{
  " DetachInst anceRamRol eResult ":[
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   {
    " Message ":" success ",
    " InstanceId ":" i - instance1 ",
    " Code ":" 200 "
   }
  ]
 },
 " RequestId ":" E6352369 - 5C2B - 41CD - AB50 - 471550C8F6 74 ",
 " RamRoleNam e ":" RamRoleTes t ",
 " FailCount ": 0
}

エラーコード
エラーコードの表⽰

1.3  ReactivateInstances
料⾦滞納で停⽌状態になっている従量課⾦ ECS インスタンスを再度有効化します。

説明
このインターフェイスを呼び出すときは、次の点にご注意ください。
• インスタンスは期限切れ（停⽌）または期限切れでリサイクル中（停⽌）の状態にある必要が

あります。
• インスタンスが料⾦滞納で⼀時停⽌された後、15 ⽇以内に請求書を⽀払い、インスタンスを

再度有効化する必要があります。 ⽀払わない場合、インスタンスはリリースされ、データの
復元はできなくなります。 VPC 接続のインスタンスを再開できない場合は、しばらくしても
う⼀度やり直すか、 open a ticketで Alibaba Cloud にご連絡ください。

• サービス制限の詳細は、 『ユーザーガイド』マニュアルの「 インスタンスの再度有効化 」を
ご参照ください。

• 操作が成功すると、インスタンスの状況はスタート（ Starting ）になります。
• ロックされた インスタンスの OperationL ocks  を " LockReason " : " security

" にすることはできません。
リクエストパラメータ

名前 型 必須 説明
Action String はい インターフェイスの名前です。 値：Reactivate

Instances。
InstanceId String はい 再度有効化するインスタンスの ID。
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レスポンスパラメータ
共通レスポンスパラメータの詳細は、 Common parameters をご参照ください。

例
リクエスト例
https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = Reactivate Instances

& InstanceId = i - instance1
&< Common  Request  Parameters >

レスポンスの例
XML 形式
< Reactivate InstancesR esponse >
    < RequestId > 51AB7717 - 6E1A - 4D1D - A44D - 54CBxxxxxx xx </
RequestId >

</ Reactivate InstancesR esponse >

JSON 形式
{
    " RequestId ": " 51AB7717 - 6E1A - 4D1D - A44D - 54CBxxxxxx xx "
}

エラーコード
Error codes specific to this interface are as follows. For more information, see API 
Error Center.
エラーコード エラーメッセージ HTTP ス

テータス
コード

説明

IncorrectI
nstanceStatus

リソースの現在のステータスでは、
この操作を実⾏できません。

403 インスタンスが現在の
ステータスでは、この
操作を実⾏できませ
ん。

InstanceLo
ckedForSec
urity

セキュリティ上の理由により、イン
スタンスがロックされているため、
指定された操作は拒否されます。

403 このリソースは安全上
の理由でロックされて
いるため、リクエスト
は拒否されます。

Insufficie
ntBalance

アカウントの残⾼が不⾜していま
す。

403 アカウントには未払い
の請求書があります。
すべての請求書を⽀払
い、もう⼀度やり直し
てください。
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エラーコード エラーメッセージ HTTP ス
テータス
コード

説明

Reactivate
Instances.
InstanceSt
atusNotValid

インスタンスのステータスは、期
限切れ、ImageExpired、または 
EcsAndImageExpired のいずれで
もありません。

403 従量課⾦インスタンス
が期限切れか、期限切
れリサイクル中 のス
テータスになっていま
せん。

InvalidIns
tanceId.
NotFound

指定された InstanceId は存在しま
せん。

404 指定された 
InstanceId  は存

在しません。
InvalidPayType
.NotSupport

指定された前払いインスタンスはサ
ポートされていません。

404 この操作は、従量課⾦
インスタンスでのみサ
ポートされています。

InternalError 不明なエラーのためにリクエスト処
理に失敗しました。

500 内部エラーが発⽣した
ときに返されるエラー
メッセージ。 後ほど
もう⼀度お試しくださ
い。

1.4 ModifyInstanceVpcAttribute
この操作を実⾏すると、ECS インスタンスの VPC 属性を変更できます。

説明
本インターフェイスを呼び出すときは、次の点に留意してください。
• 停⽌(停⽌) のECSインスタンスのみ、VPC 属性を変更することができます。
• この操作を実⾏する前に、新しい ECS インスタンスは起動済みおよび停⽌済みである必要が

あります。
• この操作を⾏う前に、VPC 属性が変更されたECSインスタンスは起動済みおよび停⽌済みで

ある必要があります。
• この操作を実⾏する際に VSwitchId が指定されている場合は、 VSwitchId は現在の

VPC に属している必要があります。
• この操作を実⾏する際、 VSwitchId が指定されていて、且つ PrivateIpA ddress が

指定されていない場合、システムが⾃動でプライベート IP アドレスを ECS インスタンスに割
り当てます。
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• 現在の VSwitch と新しい VSwitch ( VSwitchId )は、同じリージョン内のゾーンに属して
いる必要があります。

• 現在の VSwitchと 新しいVSwitch ( VSwitchId  ) は同じ VPC に属している必要がありま
す。

• VSwitchId と PrivateIpA ddress の両⽅が指定されている場合、プライベー
ト IP アドレスは、指定の VSwitch の CIDRブロックに属している必要があります。
PrivateIpA ddress  は VSwitchId に依存する為、 PrivateIpA ddress のみを

指定することはできません。
デバッグ

API Explorer でデバッグを実⾏できます。 API Explorer で各種操作を⾏い API の使⽤を簡素
化できます。 たとえば、API の取得、API の呼び出し、SDK のサンプルコードの動的な⽣成等
を⾏うことができます。

リクエストパラメーター
名称 タイプ 必須 例 説明
InstanceId String Yes i-bp1iudwa5b

1tqaxxxxxx インスタンスの ID。
VSwitchId String Yes [vswitchid] 新しい VSwitch の ID 。 現在

のスイッチと新しいスイッチ (  
VSwitchId )は、同じリージョン内
のゾーンに属している必要がありま
す。

Action String No ModifyInst
anceVpcAtt
ribute

実⾏する操作です。 値を
ModifyInstanceVpcAttribute に
設定します。

OwnerAccou
nt

String No ECSforCloud@
Alibaba.com RAM ユーザーのログインネーム。

PrivateIpA
ddress

String No 172.17。 XX.
XXX インスタンスの新しいプライベート

IP アドレス。  PrivateIpAddress
 は、 VSwitchId に依存します。し
たがって、  PrivateIpAddress の
みを指定することはできません。
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レスポンスのパラメーター
名称 タイプ 例 説明
RequestId String 473469C7-AA6F

-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエスト ID。

例
リクエストの例

https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = ModifyInst anceVpcAtt
ribute＆ InstanceId  = i - bp1iudwa5b 1tqaxxxxxx＆ VSwitchId  = [ vswitchid ] 

&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< ModifyInst anceAttrib uteRespons e >
  < RequestId > 473469C7 - AA6F - 4DC5 - B3DB - A3DC0DE3C8 3E </
RequestId > 

</ ModifyInst anceAttrib uteRespons e >

JSON  形式
{
 " RequestId ": " 473469C7 - AA6F - 4DC5 - B3DB - A3DC0DE3C8 3E "
}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 InvalidPri
vateIpAddress.
Malformed

指定されたプライベート IP
 アドレスは不正 IP アドレス
です。

指定された説明が無効な場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

400 IncorrectV
SwitchStatus

仮想スイッチの現在のステー
タスは、この操作をサポート
していません。

指定された VSwitch が保留
状態にあり、削除できない
場合に表⽰されるエラーメッ
セージ。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

404 InvalidVSwitchId
.NotFound

指定された仮想スイッチは存
在しません。

指定されたトレイルがが存
在しない場合に表⽰されるエ
ラーメッセージです。

400 IncorrectI
nstanceStatus

インスタンスの現在のステー
タスでは、この操作を実⾏で
きません。

現在の状態のインスタンスで
は該当の操作が実⾏できない
場合に表⽰されるエラーメッ
セージ。

400 OperationDenied VPC にインスタンスがないた
め、指定された操作が却下さ
れました。

インスタンスがVPC内にな
いため、指定された操作が拒
否された場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidPri
vateIpAddress.
Mismatch

指定されたプライベート IP
 アドレスは仮想スイッチの 
CIDR ブロック内に存在しま
せん。

指定されたプライベート IP
アドレスが、指定の VSwitch
 の CIDR ブロック内に存在し
ない場合に表⽰されるエラー
メッセージ。

404 NoSuchResource 指定されたリソースが⾒つか
りません。

指定されたトレイルがが存
在しない場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。

エラーコードの表⽰

1.5 ModifyInstanceAttribute
この操作を実⾏することで、ECS インスタンスの情報 (パスワード、名前、説明、ホスト名、
ユーザーデータなど) を変更することができます。 バースト可能なインスタンス (t5) の場合は、
実⾏モードも変更可能です。

説明
本インターフェイスを呼び出す際は次の点に留意してください。
• インスタンスが 起動中  ( Starting ) の状態の場合、パスワードをリセットすることはでき

ません。
• ECS インスタンスの Security Control が有効化されている場合、 OperationL ocks

は" LockReason " : " security "でタグすることはできません。
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• パスワードのリセット後、コンソールからインスタンスを再起動するか、または RebootInst
ance を呼び出して変更内容を検証します。 インスタンス内で再起動の操作をしても変更内容
の検証はされません。

• インスタンスが停⽌ ( Stopped ) の状態で、且つ、ユーザーデータ の要件を満たしている場
合はユーザーデータの変更が可能です。

デバッグ
API Explorer でデバッグを実⾏できます。 API Explorer で各種操作を⾏い API の使⽤を簡素
化できます。 たとえば、API の取得、API の呼び出し、SDK のサンプルコードの動的な⽣成な
どができます。

リクエストパラメーター
名前 データ型 必須 例 説明
InstanceId String Yes i-instance1 インスタンスの ID。
Action String No ModifyInst

anceAttribute 実⾏する操作です。 値を 
ModifyInstanceVpcAttribute に
設定します。

CreditSpec
ification

String No Standard バースト可能なインスタンスの実⾏
モード (t5)。 有効値：
• 標準：標準モード。 詳細につい

ては、  t5 標準インスタンスを
ご参照ください。

• 無制限：無制限のパフォーマン
スモード。 詳細については、t5
 無制限インスタンスをご参照く
ださい。

既定値 : NULL。
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名前 データ型 必須 例 説明
DeletionPr
otection

Boolean No false インスタンスのリリース保護の属
性。 ECS コンソールでインスタ
ンスのリリースが可能か、または 
DeleteInstance 操作でインスタン
スのリリースが可能かを⽰します。
既定値 : NULL。

注 :
この属性は従量課⾦のインスタ
ンスに適⽤可能です。 ⼿動のリ
リース操作をブロックする際に使
⽤できます。システムによる⾃動
リリース操作はブロックできませ
ん。

Descriptio
n

String No InstanceAt
tribute インスタンスの説明です。 ⻑さは 

2 〜 256 ⽂字である必要がありま
す。 先頭⽂字列を http:// または 
https:// にすることはできません。
既定値 : NULL。
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名前 データ型 必須 例 説明
HostName String No LocalHost インスタンスのホスト名

• ⽂頭および⽂末をピリオド (.)
やハイフン (-) にすることはで
きません。 ピリオド (.) やハイ
フン (-) は2 つ以上連続して使⽤
することはできません。

• Windows の場合：ホスト名
にピリオド (.) は使⽤できませ
ん。また、数字のみの使⽤はで
きません。 ⻑さは 2〜15 ⽂字で
ある必要があります。⼤⽂字、
⼩⽂字、数字、ハイフン (-) が
使⽤可能です。

• その他のオペレーティングシス
テムの場合：ホスト名はピリ
オド (.) で区切ることができま
す。 ⻑さは 2〜64 ⽂字である
必要があります。⼤⽂字、⼩⽂
字、数字、ハイフン (-) が使⽤
可能です。

InstanceNa
me

String No EcsInstance インスタンスの名前。 ⻑さは 2
〜128 ⽂字である必要がありま
す。 先頭は⽂字である必要があり
ます。 先頭⽂字列を http:// または
https:// にすることはできません。
⼤⽂字、⼩⽂字、数字、コロン (:)
、アンダースコア ( _ )、ハイフン
(-) が使⽤可能です。

OwnerAccou
nt

String No ECSforCloud@
Alibaba.com RAM ユーザーのログインネーム。
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名前 データ型 必須 例 説明
パスワード String No EcsV587! インスタンスのパスワード。

注 :
Password が指定されている場合
は、パスワードを機密に管理する
ために HTTPS プロトコルでリク
エストを送信することを推奨しま
す。

⻑さは 8〜30 ⽂字である必要があ
ります。⼤⽂字、⼩⽂字、数字、特
殊⽂字が使⽤可能です。 Windows
 の場合、パスワードをスラッシュ
(/) で始めることはできません。 以
下の記号が使⽤可能です。

括弧 (())、チルダ (~)、感嘆符 (!)、アットマーク (@)、シャープ記号 (#)、ドル記号
 ($)、パーセント記号 (%)、キャレット (^) 、アンパサンド (&)  、アスタリスク
 (*) 、ハイフン ( - ) 、アンダースコア ( _ ) 、プラス記号 (+) 、 等号 (=) 、垂直バー (|) 、中括弧 ({}) 、⼤括弧 ([]) 、コロン (:) 、セミコロン (;) 、シャープアクセント ( '>) 、⼭括弧
 (<>) 、コンマ (,) 、ピリオド (.) 、疑問符 (?) 、スラッシュ (/) 、アクセント記号 (') 。

Recyclable Boolean No false インスタンスがリサイクル可能かを
⽰します。
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名前 データ型 必須 例 説明
UserData String No echo hello ecs! インスタンスのユーザーデータ。

ユーザーデータは Base64 でエン
コードされています。 UserData
 のサイズは 16 KB 未満である必要
があります。 ユーザーデータはプ
レーンテキストモードでインポート
されるため、パスワードやキーな
どの機密情報のインポートは推奨
しません。 機密情報が必要な場合
は、インポートする前に暗号化して
Base64 でエンコードすることを推
奨します。 同じ⽅法で復号化を実
⾏します。

レスポンスパラメーター
名前 データ型 例 説明
RequestId String 473469C7-AA6F

-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエスト ID。 API 操作の結果にかか
わらず、各 API リクエストに対してシス
テムから固有の RequestId が返されま
す。

例
リクエストの例

https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = ModifyInst anceAttrib
ute

/？ & InstanceId = i - instance1
& Action = ModifyInst anceAttrib ute
& CreditSpec ification = Standard
& DeletionPr otection  = false
& Descriptio n  = InstanceAt tribute
& HostName  = LocalHost
& InstanceNa me  = EcsInstanc e
& Password = EcsV587 !
& Recyclable =
& UserData = echo  hello  ecs !
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&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< ModifyInst anceAttrib uteRespons e >
  < RequestId > 473469C7 - AA6F - 4DC5 - B3DB - A3DC0DE3C8 3E </
RequestId > 

</ ModifyInst anceAttrib uteRespons e >

JSON  形式
{
 " RequestId ": " 473469C7 - AA6F - 4DC5 - B3DB - A3DC0DE3C8 3E "
}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 InvalidHos
tName.
Malformed

指定されたパラメーター "
HostName" は無効です。

指定された HostName の形
式が無効の場合に表⽰される
エラーメッセージ。

403 IncorrectI
nstanceStatus

リソースの現⾏ステータスで
は、この操作を実⾏できませ
ん。

リソースの現⾏ステータスで
は該当の操作がサポートされ
ていない場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。

404 InvalidSec
urityGroupId.
NotFound

指定された SecurityGr
oupId は存在しません。

指定された SecurityGr
oupId がアカウントに存在し
ない場合に表⽰されるエラー
メッセージ。 SecurityGr
oupId が正しいか確認してく
ださい。

403 OperationDenied 指定された SecurityGroup
 のインスタンス数が上限に達
しています。

指定されたセキュリティグ
ループ内のインスタンスの最
⼤数に達した場合に表⽰され
るエラーメッセージ。

403 OperationDenied リソースの現⾏ステータスで
は、この操作を実⾏できませ
ん。

リソースの現⾏ステータスで
は該当の操作がサポートされ
ていない場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

403 InvalidUserData.
Forbidden-US

パラメーター "UserData" を
⼊⼒する権限が付与されてい
ません。権限 "UserData" を
申請してください。

UserData を設定する権限が
ない場合に表⽰されるエラー
メッセージ。 先に権限を申請
してください。

400 InvalidUserData.
NotSupported

指定されたパラメーター "
UserData" は、vpc および I
/O 最適化インスタンスのみを
サポートしています。

指定された UserData が VPC
 タイプまたは最適化インス
タンスのみでサポートされて
いる場合に表⽰されるエラー
メッセージ。

400 InvalidUserData.
NotSupported

指定されたパラメーター "
UserData" は、vpc および I
/O 最適化インスタンスのみを
サポートします。

指定された UserData が VPC
 タイプまたは最適化インス
タンスのみでサポートされて
いる場合に表⽰されるエラー
メッセージ。

400 InvalidPar
ameter.
RecycleBin

リサイクル可能なプロパティ
を設定する権限がありませ
ん。

該当の操作を実⾏する権限が
付与されていない場合に表⽰
されるエラーメッセージ。

400 InvalidPar
ameter.
CreditSpec
ification

指定された CreditSpec
ification はこのリージョンで
はサポートされていません。

指定された CreditSpec
ification がこのリージョン
でサポートされていない場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidIns
tanceStatus
.CreditSpec
Restricted

リソースの現⾏ステータスで
は、この操作を実⾏できませ
ん。

リソースの現⾏ステータスで
は該当の操作がサポートされ
ていない場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidIns
tanceStatus.
NotRunning

リソースの現在のステータス
は無効です。インスタンスが
実⾏中のみこの操作を実⾏で
きます。

リソースの現在のステータス
が無効な場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。

エラーコードの表⽰

1.6 ModifyInstanceChargeType
1 つ以上のインスタンスの課⾦⽅法を切り替えます。このインターフェイスを使⽤して、従量課
⾦とサブスクリプション間で課⾦⽅法を変更できます。さらに、インスタンスにマウントされ
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ているすべての従量課⾦クラウドディスクをサブスクリプションクラウドディスクに変更できま
す。

説明
このインターフェイスを呼び出す前に、  ECS  の課⾦⽅法や定価などを予めご了承ください。
このインターフェイスを呼び出すときは、次の点にご注意ください：
• 対象のインスタンスが 実⾏中 （ Running  ）または  停⽌中 （ Stopped  ）ステータスの

場合と、お⽀払いアカウントの残⾼が⼗分な場合にのみ、課⾦⽅法を変更できます。
• デフォルトでは、システムは最新の課⾦⽅法を使⽤して⾃動的に料⾦を請求します。アカウ

ントの残⾼が⼗分にあることを確認します。そうでない場合、システムは注⽂を例外とみな
すため、注⽂をキャンセルしなければなりません。アカウントの残⾼が不⼗分な場合は、 
AutoPay  を false  に設定します、システムは通常の未払いの注⽂を⽣成します。  ECS

 コンソール にログインすると、この注⽂の⽀払いを⾏えます。
• サブスクリプションから従量課⾦へ ：

- 特定の信⽤レベルに達した Alibaba Cloud ユーザーは、課⾦⽅法をサブスクリプションか
ら従量課⾦に変更できます。

- 課⾦⽅法をサブスクリプションから従量課⾦に変更した後、新しい課⾦⽅法はインスタン
スのライフサイクル全体を通して有効になり、インスタンス料⾦差額の返⾦が受けられま
す。元の⽀払アカウントに返⾦されますが、引き換え済みのクーポンは返⾦されません。

- 返⾦ポリシー  ：1 か⽉間、⾃由に受け取ることができる返⾦額は限られています。また、
返⾦額は翌⽉に繰り越しされません。当⽉の最⼤返⾦額に達した場合は、翌⽉にのみ課
⾦⽅法を変更できます。課⾦⽅法の変更で発⽣した返⾦額は、次の式で計算されます。  
vCPU 数 × (課⾦⽅法切り替え⽇を除くインスタンスのライフサイクル内の残り⽇数 × 24
+ 課⾦⽅法切り替え⽇の残り時間数) または vCPU 数 × (課⾦⽅法切り替え⽇を含むインス
タンスのライフサイクル内の残り⽇数 x 24 - 課⾦⽅法切り替え⽇の経過時間数) 。

• 従量課⾦からサブスクリプションへ ：
- インスタンスにマウントされているすべての従量課⾦データディスクを、サブスクリプ

ションディスクに変更できます。
- リリース時間が従量課⾦インスタンスに設定されている場合、このインタフェースは呼び

出すことができません。
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デバッグ
【API Explorer】にアクセスしてデバッグできます。API Explorer は API のオンライン呼び
出し、SDK Example コードの動的作成、及びクイック検索 API などの機能を提供し、クラウド
API の使⽤⽅法をさらに簡単にすることができるため、強く推奨いたします。

リクエストパラメータ
名前 データ型 必須かど

うか
例 説明

InstanceId
s

String はい ["i-xxxxx1","i-
xxxxx2"] インスタンスの ID。その値は複数

のインスタンス ID で構成される
JSON 配列です。最⼤ 20 個の ID
を使⽤でき、ID はカンマ （ , ）で
区切る必要があります。。

RegionId String はい cn-hangzhou インスタンスが配置されているリー
ジョンの ID。  DescribeRegions 
を呼び出して最新のリージョンリス
トを取得します。

Action String いいえ ModifyInst
anceCharge
Type

インターフェースの名前。値： 
ModifyInstanceChargeType
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名前 データ型 必須かど
うか

例 説明

AutoPay Boolean いいえ false ⾃動⽀払いを許可するかどうか。
パラメータ OperatorType が 
downgrade に設定されている場
合、パラメータの AutoPay を無視
します。値の範囲：
• true (デフォルト値) ：⾃動⽀

払いを許可します。⽀払いアカ
ウントの残⾼が⼗分であること
を確認します。残⾼が⾜りない
場合、注⽂がエラーになります
が、これはキャンセルすること
しかできません。

• false：請求書のみ⽣成されま
す。⽀払いアカウントの残⾼が
⾜りない場合は、 AutoPay  を  
false に設定します、そうする
と通常の未払いの注⽂が⽣成さ
れます。 ECS コンソールにログ
インして注⽂の⽀払いを⾏えま
す。
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名前 データ型 必須かど
うか

例 説明

DryRun Boolean いいえ false システムが権限チェックのみ実⾏す
るかどうか。
• true：実際の API アクションを

実⾏せずに、権限チェックリク
エストを送信します。DryRun
を有効にすると、AccessKey が
有効かどうか、RAM ユーザー
の認証ステータス、および必
要なパラメーターが設定され
ているかどうかをチェックし
ます。必要な権限がない場合
は、関連するエラー応答が返さ
れます。それ以外の場合は、  
DryRunOper ation  になり

ます。
• false（デフォルト）：通常のリ

クエストを送信し、チェック後
に 2XX HTTP ステータスコード
を返し、リソースステータスを
直接照会します。

IncludeDat
aDisks

Boolean いいえ true インスタンスにマウントされてい
るすべての従量課⾦データディスク
を、サブスクリプションディスクに
変更するかどうか。デフォルト値は
true です。

InstanceCh
argeType

String いいえ PrePaid 対象の課⾦⽅法、値の範囲：
• PrePaid（デフォルト値）：サ

ブスクリプション。課⾦⽅法が
従量課⾦からサブスクリプショ
ンに変更されます。

• PostPaid：従量課⾦。課⾦⽅法
がサブスクリプションから従量
課⾦に変更されます。

OwnerAccou
nt

String いいえ EcsforCloud@
Alibaba.com RAM ユーザーのアカウント名。
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名前 データ型 必須かど
うか

例 説明

Period Integer いいえ 2 インスタンスライフサイクル。
DedicatedHostId を指定すると、
値の範囲は DDH の有効期間を超え
ることはできません。値の範囲：
• PeriodUnit = Month

  の場合， Period   の
値：{ “1”, “2”, “3”,
“4”, “5”, “6”, “7”,
“8”, “9”, “12”, “24”,
“36”,”48”,”60”}

PeriodUnit String いいえ month 有効期間の単位，すなわち、パラ
メータ  Period   の単位。値の範
囲：
• Month（デフォルト）

ClientToke
n

String いいえ 155780923770
 084 104 105
 115 073 115
 084 104 101
 070 105 114
 115 116 082
 101 113 117 
101 115 116

リクエストのべき等性を保証しま
す。値はクライアントによって⽣
成され、グローバルに⼀意である
必要があります。 ClientToken  は
ASCII ⽂字のみ使⽤できます。最⼤
64 ASCII ⽂字を含めることができ
ます。詳細は、  べき等性の保証⽅
法 をご参照ください。

レスポンスパラメータ
名前 データ型 例
OrderId String 1011111111

1xxxxx ⽣成された注⽂の ID。
RequestId String 473469C7-AA6F

-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエストの ID。
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例
リクエストの例

https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = ModifyInst anceCharge
Type

& RegionId = cn - hangzhou
& InstanceId s =[" i - xxxxx1 "," i - xxxxx2 "]
& Period = 1
& PeriodUnit = Month
& AutoPay = false
& IncludeAll Disks = true
& ClientToke n = xxxxxxxxxx xxxx
&< Common  Request  Parameters >
   

通常レスポンスの例
XML  形式
< ModifyInst anceCharge TypeRespon se >
  < RequestId > 04F0F334 - 1335 - 436C - A1D7 - 6C044FExxx xx </
RequestId >

  < OrderId > 1011111111 1xxxxx </ OrderId >
</ ModifyInst anceCharge TypeRespon se >
   

JSON  形式
{
 " OrderId ":" 1011111111 1xxxxx ",
 " RequestId ":" 04F0F334 - 1335 - 436C - A1D7 - 6C044FExxx xx "
}

エラーコード
HttpCode エラーコード エラーメッセージ 説明
400 InvalidPar

ameter.
InstanceIds

The specified InstanceIds 
are invalid.

指定されたインスタンスは無
効です。

400 InvalidPar
ameter

%s パラメータの形式が正しくあ
りません。

400 InvalidStatus
.ValueNotSu
pported

%s インスタンスは「実⾏中」ま
たは「停⽌済み」である必要
があります。
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HttpCode エラーコード エラーメッセージ 説明
400 InvalidIns

tanceCharg
eType.
ValueNotSu
pported

%s 課⾦⽅法の値が正しくありま
せん。

403 InvalidInstance
.TempBandwi
dthUpgrade

Cannot switch to Pay-As-
You-Go during the period
 of temporary bandwidth 
upgrade.

⼀時的な帯域幅のアップグ
レード中は、従量課⾦制に切
り替えることはできません。

400 InvalidInt
ernetChargeType
.ValueNotSu
pported

%s パラメータが無効です。

403 InvalidIns
tanceType.
ValueNotSu
pported

The specified InstanceTy
pe does not exist or 
beyond the permitted 
range.

指定されたインスタンスタイ
プが存在しないか、仕様の範
囲を超えています。

403 InstanceType.
Offline

%s インスタンスの仕様を使⽤で
きません。

500 InternalError The request processing
 has failed due to some 
unknown error, exception
 or failure.

未知のエラーが発⽣しまし
た。

400 ReleaseTim
eHaveBeenSet

The specified instance has
 been set released time.

指定されたインスタンスはリ
リース時刻を設定済みです。

403 InvalidAcc
ountStatus.
NotEnoughB
alance

Your account does not 
have enough balance.

アカウントの残⾼が不⾜して
います。

403 Account.
Arrearage

Your account has an 
outstanding payment.

アカウントには未⽀払い項⽬
があります。

403 InvalidPar
ameter.
NotMatch

%s パラメータが⼀致しません。

403 InvalidAction %s 操作が無効です。
400 Throttling %s リクエストがフロー制御され

ています。
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HttpCode エラーコード エラーメッセージ 説明
400 InvalidPar

ameter.
Bandwidth

%s パラメータが無効です。

400 InvalidPeriod.
UnitMismatch

The specified Period must
 be correlated with the 
PeriodUnit.

指定された期間は 
PeriodUnit と関連しなけれ
ばなりません。

400 InvalidIma
geType.
NotSupported

%s 指定されたイメージタイプが
無効です。

400 InvalidPeriod
.ExceededDe
dicatedHost

Instance expired date can
't exceed dedicated host 
expired date.

インスタンスの有効期限は、
DDH の有効期限を超えるこ
とはできません。

400 InvalidMar
ketImageCh
argeType.
NotSupport

The specified chargeType
 of marketImage is 
unsupported.

クラウドマーケットの課⾦⽅
法が無効です。

403 ImageNotSu
pportInsta
nceType

The specified instanceTy
pe is not supported by 
instance with marketplace
 image.

指定されたマーケットイメー
ジは、インスタンスタイプを
サポートしていません。

403 InvalidIns
tanceType.
PhasedOut

This instanceType is no 
longer offered.

このインスタンスタイプは提
供されなくなりました。

400 InvalidSys
temDiskCategory
.ValueNotSu
pported

%s パラメータがサポートされま
せん。

API エラーコードリスト

1.7 ModifyPrepayInstanceSpec
サブスクリプションインスタンスのタイプを変更するには、この操作を⾏います。 新しいインス
タンスタイプは、インスタンスのライフサイクルを通して有効になります。

説明
この操作を実⾏する前に、 ECS の請求⽅法と料⾦表の内容を⼗分に確認してください。
この操作を実⾏する際は、次の点に留意してください。
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• インスタンスのステータスは、[停⽌] (停⽌)である必要があります。
• 指定されたインスタンスは、期限切れの⽀払いがない状態である必要があります。
• サブスクリプションのインスタンスタイプを変更する前に、 DescribeResourcesMod

ification の操作を実⾏して利⽤可能なインスタンスタイプを照会することができます。
• 例えば、インスタンスタイプをダウングレードする場合：
• インスタンスタイプは最⼤ 3 回までダウングレード可能です。 価格の差額分の返⾦は3回以上

することはできません。
• 価格の差額分は、⽀払い時に使⽤した⼝座に返⾦されます。 クーポンで購⼊した場合、価格

の差額分は返⾦されません。
• インスタンスのダウングレード完了後は、別のインスタンスタイプのダウングレード開始まで

5 分間待つ必要があります。
デバッグ

デバッグを実⾏するには、 API Explorer が使⽤可能です。 API Explorer で各種操作を実⾏し
て API の使⽤を簡素化することができます。 例えば、API の取得、API の呼び出し、SDK のサ
ンプルコードの動的な⽣成などが可能です。

パラメータのリクエスト
名称 タイプ 必須項⽬ 例 説明
InstanceId String 必須 i-xxxxx1 インスタンスの ID。
InstanceTy
pe

String Yes ecs.s1.large 新しいインスタンスタイプ 詳細
については、インスタンスタイプ
ファミリーを参照するか、または
DescribeInstanceTypesの操作を
⾏って最新のインスタンスタイプの
リストを取得してください。

RegionId String Yes cn-hangzhou インスタンスのリージョン ID。  
DescribeRegions を実⾏すると、
最新のリージョンリストが表⽰され
ます。

Action String No ModifyPrep
ayInstance
Spec

実⾏する操作です。 値を
ModifyPrepayInstanceSpec に設
定します。
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名称 タイプ 必須項⽬ 例 説明
AutoPay Boolean No true ⾃動⽀払いが有効になっているかを

⽰します。 OperatorTypeがダウ
ングレードに設定されている場合、
⾃動⽀払いは無効になります。 デ
フォルト値：true 有効な値：
• true：⾃動⽀払いを有効化しま

す。 ⼝座に⼗分な資⾦があるこ
とを確認してください。 資⾦が
不⾜している場合、オーダーは
無効になり、オーダーをキャン
セルする必要があります。

• false：⽀払いは⾏われず、オー
ダーのみが⽣成されます。 請求
⽅法を変更すると、⾃動⽀払い
がtrueに設定されます。 ⼝座
に⼗分な資⾦があることを確認
してください。 資⾦が不⾜して
いる場合、オーダーは無効にな
り、オーダーをキャンセルする
必要があります。 ⼝座の資⾦が
不⾜している場合は、AutoPay
を false に設定することができ
ます。 その後、オーダーが⽣成
されます。 ECSコンソールにロ
グインすると、⽀払いをするこ
とができます。
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名称 タイプ 必須項⽬ 例 説明
MigrateAcr
ossZone

Boolean No false クロスクラスターインスタンスタイ
プのアップグレードが有効になって
いるかを⽰します。 デフォルト値 : 
false
MigrateAcrossZoneがtrueに設定
されており、取得した情報に基づ
いてインスタンスタイプをアップグ
レードする場合は、次の点に留意し
てください。
クラシックインスタンス：
• フェーズアウトインスタンスタ

イプの場合は、⾮ I/O 最適化
インスタンスが I/O 最適化イン
スタンスにアップグレードされ
ると、プライベート IP アドレ
ス、ドライバー名、およびソフ
トウェア認証コードが変更され
ます。 Linuxインスタンスの
場合、ベーシックディスク（ク
ラウド）はxvdaまたはxvdbと
して識別されます。 ウルトラ
ディスク（cloud_efficiency）
およびSSD（cloud_ssd）
は、vdaまたはvdbとして識別さ
れます。

• Alibaba Cloud のマーケット
で⼊⼿可能なインスタンスタイ
プのファミリーでは、インスタ
ンスタイプのアップグレード後
にプライベートIPが変更されま
す。

VPCタイプのインスタンス：フェー
ズアウトインスタンスタイプの場
合、⾮ I/O 最適化インスタンスが
最適化インスタンスにアップグレー
ドされると、ドライバ名およびソ
フトウェア認証コードが変更されま
す。 Linuxインスタンスの場合、
ベーシックディスク（クラウド）は
xvdaまたはxvdbとして識別されま
す。 ウルトラディスク（cloud_effi
ciency）およびSSD（cloud_ssd
）は、vdaまたはvdbとして識別さ
れます。
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名称 タイプ 必須項⽬ 例 説明
OperatorTy
pe

String No ダウングレード 設定変更タイプ。 デフォルト値：
ダウングレード。 有効な値：
• アップグレード。 

OperatorTy pe がアップグ
レードに設定されている場合、
⽀払い⼝座に⼗分な資⾦または
クレジットがあることを確認し
てください。

• ダウングレード。
[DO NOT TRANSLATE]
~~55263~~~~25378~~[DO
NOT TRANSLATE] [DO NOT
TRANSLATE]
• [DO NOT TRANSLATE]
• [DO NOT TRANSLATE]

SystemDisk
. Category

String No cloud_effi
ciency システムディスク変更オプション。

このパラメータは、フェーズアウト
インスタンスタイプから、Alibaba
 Cloud マーケットで⼊⼿可能なイ
ンスタンスタイプファミリーのいず
れかに変更し、⾮最適化インスタン
スから最適化インスタンスにアップ
グレードする場合のみに有効です。
有効な値：
• cloud_efficiency：ウルトラ

ディスク。
• cloud_ssd：SSD
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名称 タイプ 必須項⽬ 例 説明
ClientToke
n

String No 123e4567-e89b
-12d3-a456-
426655440000

べき等性を保証するために使⽤され
るトークン。 クライアントでトー
クンの⽣成が可能ですが、トークン
はグローバル⼀意である必要があり
ます。ClientToken は、ASCII ⽂
字のみ使⽤可能です。 ⻑さは 64 ⽂
字以下である必要があります。 詳
細は、 べき等性を確保する⽅法を
参照してください。

レスポンスのパラメータ
名称 タイプ 例 説明
OrderId String 1111111111

111111111111110 オーダーの ID。
RequestId String 473469C7-AA6F

-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエスト ID。

例
リクエストの例

https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = ModifyPrep ayInstance
Spec

& RegionId = cn - hangzhou  
& InstanceId = i - xxxxx1  
& InstanceTy pe = ecs . s1 . large  ＆ AutoPay  = true  ＆ OperatorTy pe  = upgrade  ＆ ClientToke n  = xxxxxxxxxx xxxx  
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML   形式
< ModifyPrep ayInstance SpecRespon se >
  < RequestId > 04F0F334 - 1335 - 436C - A1D7 - 6C044FE733 68 </
RequestId > 

  < OrderId > 1011111111 111111  </ OrderId > 
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</ ModifyPrep ayInstance SpecRespon se >

JSON   形式
{
 " OrderId "： 1011111111 111111 、
 " RequestId ":" 04F0F334 - 1335 - 436C - A1D7 - 6C044FE733 68 "
}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 InvalidIns
tanceType.
ValueNotSu
pported

指定された InstanceType は
存在しないか、許可範囲を超
えています。

指定のインスタンスタイプが
⾮対応である場合に表⽰され
るエラーメッセージ。

500 InternalError 未知のエラー、例外、または
障害が発⽣した為、リクエス
ト処理に失敗しました。

未知のエラーが発⽣した場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidBil
lingMethod
.ValueNotSu
pported

インスタンスの請求⽅法が無
効である為、この操作は許可
されていません。

インスタンスの請求⽅法が無
効である為に操作が⾮対応で
ある場合に表⽰されるエラー
メッセージ。

400 InvalidIns
tanceId.Released

指定されたインスタンスがリ
リースされています。

インスタンスがリリースさ
れている場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidInstance
.PurchaseNo
tFound

指定されたインスタンスには
購⼊履歴がありません。

インスタンスにオーダー履歴
が存在しない場合に表⽰され
るエラーメッセージ。

400 Account.
Arrearage

アカウントに未処理の⽀払い
があります。

アカウントに未払いのオー
ダーがある場合に表⽰される
エラーメッセージ。

403 InvalidUser
.PassRoleFo
rbidden-US

RAM ユーザーにはロールを
パスする権限がありません。

RAM ユーザーが RAM の
ロールを割り当てようとした
場合に表⽰されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidReb
ootTime.
MalFormed

指定された RebootTime は
無効です。

指定された RebootTime が
無効な場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

403 ImageNotSu
pportInsta
nceType

指定されたイメージは、指定
のインスタンスタイプに対応
していません。

指定されたイメージが指定の
インスタンスタイプに対応し
ていない場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。

403 InstanceType.
Offline

%s 指定されたインスタンスタイ
プが存在しない場合に表⽰さ
れるエラーメッセージ。

400 Idempotenc
eParamNotM
atch

以前のリクエストのクライア
ントトークンが使⽤されてい
ますが、同⼀のリクエストで
はありません。

リクエストの ClientToken
 が以前のリクエストのトーク
ンと異なる場合に表⽰される
エラーメッセージ。

403 IncorrectI
nstanceStatus

リソースの現⾏ステータスで
は、この操作を実⾏できませ
ん。

リソースの現⾏ステータスで
は該当の操作が⾮対応の場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

400 Idempotenc
eParamNotM
atch

%s べき等シグネチャが⼀致して
いない場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidIns
tanceCharg
eType.
ValueNotSu
pported

%s 指定された請求⽅法が⾮対応
の場合に表⽰されるエラー
メッセージ。

400 InvalidStatus.
NotStopped

インスタンスステータスを停
⽌する必要があります。

インスタンスが停⽌されてい
ない場合に表⽰されるエラー
メッセージ。

400 InvalidAction %s 無効な操作が実⾏された場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

400 InstanceDo
wngrade.
QuotaExceed

インスタンスダウングレード
のクォータを超えています。

該当のインスタンスのインス
タンスタイプダウングレード
の最⼤数に達した場合に表⽰
されるエラーメッセージ。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 InvalidIns
tanceType.
ValueNotSu
pported

%s インスタンスタイプの属性が
正しくない場合に表⽰される
エラーメッセージ。

403 InvalidPar
ameter.
InstanceId

%s 指定された InstanceId が無
効な場合に表⽰されるエラー
メッセージ。

400 InvalidPar
ameter

%s パラメータの形式が正しくな
い場合に表⽰されるエラー
メッセージ。

403 ImageNotSu
pportInsta
nceType

指定された instanceType
 は、マーケットプレースイ
メージのインスタンスで⾮対
応の instanceType です。

マーケットプレイスイメージ
で⾮対応のインスタンスタイ
プの場合に表⽰されるエラー
メッセージ。

403 InvalidIns
tanceStatus

インスタンスの現⾏ステータ
スでは、この操作を実⾏でき
ません。

現⾏ステータスでは該当の操
作が⾮対応の場合に表⽰され
るエラーメッセージ。

403 InvalidInstance
.PreInstanc
eExpired

インスタンスのビジネスス
テータスの期限は切れていま
せん

インスタンスのステータスが
正しくない場合に表⽰される
エラーメッセージ。

403 InvalidInstance.
EipNotSupport

⾮対応 eip の特別なインスタ
ンスです。先に eip のバイン
ド解除をしてください。

EIP がインスタンスにバイン
ドされている為に該当の操作
が⾮対応である場合に表⽰さ
れるエラーメッセージ。 先に 
EIP をバインド解除します。

403 InvalidOperation
.Ipv4CountE
xceeded

%s IPv4 アドレスの最⼤数に達
した場合に表⽰されるエラー
メッセージ。

403 InvalidOperation
.Ipv6CountE
xceeded

%s IPv6 アドレスの最⼤数に達
した場合に表⽰されるエラー
メッセージ。

403 InvalidOperation
.Ipv6NotSupport

%s IPv6 アドレスが該当のインス
タンスタイプで⾮対応の場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。
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エラーコードの表⽰
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2 イメージ
2.1 CopyImage

あるリージョンから別のリージョンにカスタムイメージをコピーします。 対象リージョンでコ
ピーしたイメージを使⽤して、インスタンスの作成（RunInstances）やシステムディスクの交
換（ReplaceSystemDisk）などを実⾏できます。

説明
このインターフェイスを呼び出すときは、次の点を考慮してください。
• カスタムイメージが「使⽤可能」の状態にあるときにのみコピーできます。
• Alibaba Cloud アカウント内でのみイメージをコピーできます。 クロスアカウントでイメー

ジのコピーは許可されていません。
• コピーが完了していない場合は、DeleteImage を呼び出してイメージを削除することはでき

ませんが、CancelCopyImage を呼び出してコピーをキャンセルすることはできます。
デバッグ

 API Explorer  を使⽤してデバッグを実⾏できます。 API Explorer を使⽤することで、さま
ざまな操作を実⾏して API の使⽤を簡単にできます。 たとえば、API の取得、API の呼び出
し、SDK のサンプルコードの動的な⽣成ができます。

リクエストパラメータ
名前 型 必須 例 説明
ImageId String はい m-imageid1 ソースカスタムイメージの ID。
RegionId String はい cn-hangzhou ソースカスタムイメージが属する

リージョンの ID。 DescribeRe
gions を呼び出すと、Alibaba
Cloud の最新リージョンが表⽰さ
れます。

Action String いいえ CopyImage 実⾏する操作。 値を CopyImage
 に設定します。
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名前 型 必須 例 説明
Destinatio
nDescripti
on

String いいえ FinanceDept コピー先のカスタムイメージの説
明。 説明の⻑さは 2~256 ⽂字で、
http:// または https:// で始めるこ
とはできません。 デフォルト値 : 
NULL。

Destinatio
nImageName

String いいえ FinanceJoshua 対象カスタムイメージの名前。 名
前の⻑さは 2 ~ 128 ⽂字です。 名
前は英字で始まる必要があります。
注：http:// または https:// で始
めることはできません。 英字、数
字、ピリオド (.)、コロン (:)、アン
ダースコア (_)、ハイフン (-) を含
めることができます。 デフォルト
値 : NULL。

Destinatio
nRegionId

String いいえ cn-shanghai 対象カスタムイメージが属するリー
ジョンの ID。

Encrypted Boolean いいえ false イメージを暗号化するかどうかを⽰
します。

Tag . n .
Key

String いいえ FinanceJoshua カスタムイメージのタグキー。
Tag . n .
Value

String いいえ FinanceDept カスタムイメージのタグ値。

レスポンスパラメータ
名前 型 例 説明
ImageId String m-imageid2 対象カスタムイメージの ID。
RequestId String 473469C7-AA6F

-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエストの ID です。
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例
リクエストのコーディング例
https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = CopyImage

& ImageId = m - imageid1
& RegionId = cn - hangzhou  
& Destinatio nImageName = FinanceJos hua
& Destinatio nDescripti on = FinanceDep t
& Destinatio nRegionId = cn - shanghai
& Encrypted = false
&< Common  request  parameters >

成功したレスポンスの例
XML  形式
< CopyImageR esponse >
  < RequestId > C8B26B44 - 0189 - 443E - 9816 - D951F59623 A9 </
RequestId >

  < ImageId > Img - 231234567 </ ImageId >
</ CopyImageR esponse >

JSON  形式
{
 " ImageId ":" Img - 231234567 ",
 " RequestId ":" C8B26B44 - 0189 - 443E - 9816 - D951F59623 A9 "
}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

401 InvalidAliUid.
IsNull

aliUid は空にすることはでき
ません

必要な AliUid パラメータが
指定されていない場合に返さ
れるエラーメッセージ。

403 禁⽌されています 指定されたリソースで操作す
る権限のないユーザー。

指定されたリソースにアクセ
スする権限がない場合に返さ
れるエラーメッセージ。

400 InvalidDes
cription.
Malformed

指定された宛先の説明の形式
が誤っています。

指定された説明が無効な場
合に返されるエラーメッセー
ジ。 説明の⻑さは 2~256 ⽂
字で、http:// または https://
で始めることはできません。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 InvalidDes
cription.
Malformed

指定された説明の形式が誤っ
ています。

指定された説明が無効な場
合に返されるエラーメッセー
ジ。 説明の⻑さは 2~256 ⽂
字で、http:// または https://
で始めることはできません。

404 InvalidImageId.
NotFound

指定された ImageId は存在
しません。

指定されたイメージがこの
アカウントに存在しない場
合に返されるエラーメッセー
ジ。 イメージ ID が正しいか
チェックします。

400 IncorrectI
mageStatus

イメージは利⽤できません。 指定されたトレイルがが存在
しない場合に返されるエラー
メッセージです。

403 QuotaExceed.
Image

イメージクォータを超えてい
ます。

カスタムイメージクォータが
使い果たされたときに返され
るエラーメッセージ。

403 QuotaExceed.
Snapshot

スナップショットの上限を超
えています。

スナップショットクォータが
使い果たされたときに返され
るエラーメッセージ。 新しい
スナップショットを保存する
ために、ビジネスに影響を与
えずに既存のスナップショッ
トを削除できます。

403 OperationDenied 指定されたスナップショット
はイメージを作成できませ
ん。

指定されたスナップショット
を使⽤してイメージを作成で
きない場合に返されるエラー
メッセージ。

403 SizeExceed.
Image

イメージが最⼤サイズを超え
ています。 ホワイトリストに
アカウントを追加するために
チケットを起票します。

指定されたイメージサイズ
が上限に達するとエラーメッ
セージが返されます。 問題が
解決しない場合は、チケット
を起票して Alibaba Cloud
 テクニカルサポートまでご連
絡ください。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

403 OperationDeined
.EncryptedS
napshot

イメージにはコピーできない
暗号化されたスナップショッ
トが含まれています。

指定されたイメージに暗号化
されたスナップショットが含
まれているためコピーできな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

403 OperationDenied
.SameRegion
Only

他⼈と共有しているイメー
ジを他のリージョンに直接コ
ピーすることはできません。

指定されたイメージが他のア
カウントと共有されているた
めコピーできない場合に返さ
れるエラーメッセージ。

エラーコードの表⽰。

2.2 CancelCopyImage
イメージコピーのタスクをキャンセルします。

説明
本インターフェイスを呼び出す際は次の点に留意してください。
• タスクキャンセル後、ターゲットリージョンに作成されたコピー先のイメージは削除されま

す。ソースイメージは変更されません。
• イメージコピーの処理の完了後は、CancelCopyImage の操作は実⾏されません。エラーが

表⽰されます。
デバッグ

API Explorer でデバッグを実⾏できます。 API Explorer で各種操作を⾏い API の使⽤を簡素
化できます。 たとえば、API の取得、API の呼び出し、SDK のサンプルコードの動的な⽣成な
どができます。

リクエストパラメーター
名称 タイプ 必須 例 説明
ImageId String Yes m-imageid1 コピーされるイメージの ID 。
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名称 タイプ 必須 例 説明
RegionId String Yes cn-hangzhou インスタンスが属するリージョンの

ID。 DescribeRegions を呼び出
すと、Alibaba Cloud の最新リー
ジョンが表⽰されます。

Action String No CancelCopy
Image 実⾏する操作です。 値を 

CancelCopyImage に設定しま
す。

レスポンスのパラメーター
名称 タイプ 例 説明
RequestId String 473469C7-AA6F

-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエストの ID。

例
リクエストの例
https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = CancelCopy Image

& ImageId = m - imageid1
& RegionId = cn - hangzhou  
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< CancelCopy ImageRespo nse >
  < RequestId > C8B26B44 - 0189 - 443E - 9816 - D951F59623 A9 </
RequestId >

</ CancelCopy ImageRespo nse >

JSON  形式
{
 " RequestId ":" C8B26B44 - 0189 - 443E - 9816 - D951F59623 A9 "
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}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

404 InvalidRegionId.
NotFound

指定された RegionId は存在
しません。

指定されたトレイルがが存
在しない場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。 該当のリー
ジョンでサービスが利⽤可能
か確認してください。

404 InvalidImageId.
NotFound

指定された ImageId は存在
しません。

指定されたイメージがこのア
カウントに存在しない場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。 イメージ ID が正しいか
確認してください。

400 IncorrectI
mageStatus

イメージのコピーが完了しま
した。

指定されたイメージのコピー
が完了しており、コピータス
クをキャンセルできない場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidDes
cription.
Malformed

指定された説明の形式が正し
くありません。

指定された説明が無効な場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。 説明は、⻑さが 2 ~ 256
 ⽂字である必要があります。
⽂頭に http:// または https://
を含めることはできません。

400 IncorrectI
mageStatus

指定されたスナップショット
はコピーされていません。

指定されたスナップショット
がコピーされていない場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

400 IncorrectI
mageStatus

指定されたイメージはコピー
されていません。

指定されたスナップショット
がコピーされていない場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

400 IncorrectI
mageStatus

イメージのコピーが完了して
います。

指定されたイメージのコピー
が完了しており、コピータス
クをキャンセルできない場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 IncorrectI
mageStatus

イメージのコピーに失敗しま
した。

指定されたイメージのコピー
に失敗した場合に表⽰される
エラーメッセージ。

400 CancelNotS
upported

指定されたイメージのコピー
はキャンセルできません。

指定したコピータスクをキャ
ンセルできない場合に表⽰さ
れるエラーメッセージ。

エラーコードの表⽰
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3 スナップショット
3.1 DeleteAutoSnapshotPolicy

⾃動スナップショットポリシーを削除します。 ⾃動スナップショットポリシーを削除すると、そ
のポリシーが以前適⽤されていたディスクには適⽤されなくなります。

デバッグ
 API Explorer でデバッグを実⾏できます。 API Explorer でさまざまな操作を実⾏して API の
使⽤を簡素化できます。 たとえば、API の取得、API の呼び出し、SDK のサンプルコードの動
的な⽣成等をすることができます。

リクエストパラメーター
名称 タイプ 必須 例 説明
autoSnapsh
otPolicyId

String Yes p-233e6ylv0 ⾃動スナップショットポリシー
のID。 使⽤可能な⾃動スナップ
ショットポリシーを表⽰するには、
DescribeAutoSnapshotPolicyEx
 を呼び出します。

regionId String Yes cn-hangzhou SLB インスタンスが属するリー
ジョンの ID です。  DescribeRe
gions を呼び出すと、Alibaba
Cloud の最新リージョンが表⽰さ
れます。

Action String No DeleteAuto
SnapshotPo
licy

実⾏する操作です。 値を 
DeleteAutoSnapshotPolicy に設
定します。
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レスポンスのパラメーター
名称 タイプ 例 説明
RequestId String 473469C7-AA6F

-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエストの ID。

例
リクエストの例
https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = DeleteAuto SnapshotPo
licy＆ autoSnapsh otPolicyId  = p - 233e6ylv0  

& RegionId = cn - hangzhou
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< DeleteAuto SnapshotPo licyRespon se >
  < RequestId > F3CD6886 - D8D0 - 4FEE - B93E - 1B73239673 DE  </ 
RequestId >

</ DeleteAuto SnapshotPo licyRespon se >

JSON  形式
{
 & quot ; RequestId & quot ;： & quot ; F3CD6886 - D8D0 - 4FEE - B93E
- 1B73239673 DE & quot ;

}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

404 ParameterI
nvalid

指定された⾃動スナップ
ショットポリシーは存在しま
せん。

指定されたトレイルがが存在
しない場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。 イメージ 
ID が正しいか確認してくださ
い。

404 ParameterI
nvalid

リージョン内に指定された⾃
動スナップショットポリシー
は存在しません。

指定されたトレイルがが存在
しない場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。 イメージ 
ID が正しいか確認してくださ
い。
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エラーコードの表⽰

3.2 ModifyAutoSnapshotPolicyEx
⾃動スナップショットポリシーを変更します。 ⾃動スナップショットポリシーを変更すると、ポ
リシーを適⽤したディスクに新しいポリシーが即座に適⽤されます。

デバッグ
 API Explorer でデバッグを実⾏できます。 API Explorer で各種操作を⾏い API の使⽤を簡素
化できます。 たとえば、API の取得、API の呼び出し、SDK のサンプルコードの動的な⽣成等
をすることがができます。

リクエストパラメーター
名称 タイプ 必須 例 説明
autoSnapsh
otPolicyId

String Yes p-autopolicy
id1 変更する⾃動スナップショットポ

リシーの ID 。 利⽤可能な⾃動ス
ナップショットポリシーを表⽰す
るには、 DescribeAutoSnapshot
PolicyEx を呼び出します。

regionId String Yes cn-hangzhou ⾃動スナップショットポリシー
が属するリージョンの ID 。  
DescribeRegions を呼び出す
と、Alibaba Cloud の最新リー
ジョンが表⽰されます。

Action String No ModifyAuto
SnapshotPo
licyEx

実⾏する操作です。 値を 
ModifyAutoSnapshotPolicyEx
 に設定します。

autoSnapsh
otPolicyNa
me

String No FinanceJoshua ⾃動スナップショットポリシーの名
前。 このパラメーターが指定され
ていない場合、ポリシー名は変更さ
れません。
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名称 タイプ 必須 例 説明
repeatWeek
days

String No ["1"、 "7"] ⾃動スナップショットの繰り返し設
定⽇。 ⾃動スナップショットが作
成される曜⽇を指定します。 有効
値： 1 〜 7 （⽉曜を 1 とし、曜⽇
順）。 1 つのディスクにおいて1 週
間に複数の⾃動スナップショットタ
スクをスケジュール設定するには、
RepeatWeekdays パラメーターを
配列に設定します。
• 最⼤ 7 つの設定⽇を指定できま

す。
• JSON 形式の配列でパラメー

ターを指定する必要がありま
す。["1"、 "2"、… "7"]。 複数
⼊⼒するときは、カンマ (,) で区
切ります。

保持⽇数 Integer No 30 ⾃動スナップショットの保存期間。
単位：⽇ 有効な値：
• -1 (デフォルト)：永続的に⾃動

スナップショットが保持されま
す。

• 1〜65536：指定された時間の
間、スナップショットが保持さ
れます。
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名称 タイプ 必須 例 説明
timePoints String No ["0"、 "1"] ⾃動スナップショットの作成⽇

時。 有効値：0〜23 ( 24 時間、
00：00〜23:00） 例）1 ：01:00
。 1 つのディスクにおいて 1 ⽇に
複数の⾃動スナップショットタス
クをスケジュール設定するには、 
TimePoints のパラメーターを配列
に設定します。
• 最⼤ 24 件指定できます。
• JSON 形式の配列でパラメー

ターを指定する必要がありま
す。["0"、 "1"、… "23"]。 複数
⼊⼒する場合は、カンマ (,) で区
切ります。

レスポンスのパラメーター
名称 タイプ 例 説明
RequestId String 473469C7-AA6F

-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエストの ID。

例
リクエストの例
https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = ModifyAuto SnapshotPo
licyEx＆ autoSnapsh otPolicyId  = p - autopolicy id1

& RegionId = cn - hangzhou
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< ModifyAuto SnapshotPo licyRespon se >
  < RequestId > F3CD6886 - D8D0 - 4FEE - B93E - 1B73239673 DE  </ 
RequestId >
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</ ModifyAuto SnapshotPo licyRespon se >

JSON  形式
{
 & quot ; RequestId & quot ;： & quot ; F3CD6886 - D8D0 - 4FEE - B93E
- 1B73239673 DE & quot ;

}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

404 ParameterI
nvalid

指定された⾃動スナップ
ショットポリシーは存在しま
せん。

指定されたトレイルがが存在
しない場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。 イメージ 
ID が正しいか確認してくださ
い。

404 ParameterI
nvalid

リージョン内に指定された⾃
動スナップショットポリシー
が存在しません。

指定されたトレイルがが存在
しない場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。 イメージ 
ID が正しいか確認してくださ
い。

403 ParameterI
nvalid

指定された RegionId パラ
メーターは無効です。

指定されたパラメーターの値
が無効な場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。

403 ParameterI
nvalid

指定された RepeatWeek
Days パラメーターは無効で
す。

指定されたパラメーターの値
が無効な場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。

403 ParameterI
nvalid

指定された TimePoints パラ
メーターは無効です。

指定されたパラメーターの値
が無効な場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。

403 ParameterI
nvalid

指定された AutoSnapsh
otPolicyId は無効です。

AutoSnapshotPolicyId のパ
ラメーターの指定値が無効な
場合に表⽰されるエラーメッ
セージ。

403 ParameterI
nvalid

指定された RetentionDays
 のパラメーターは無効です。

指定されたパラメーターの値
が無効な場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。

エラーコードの表⽰
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4 セキュリティグループ
4.1 CreateSecurityGroup

セキュリティグループを作成するには、 CreateSecurityGroup を呼び出します。 デフォルトで
は、セキュリティグループ内のインスタンスのみにアクセス許可が付与されています。 インター
ネットからのリクエストまたは他のセキュリティグループのインスタンスからのリクエストを許
可する場合は、 AuthorizeSecurityGroup を呼び出し、該当のインスタンスまたはグループに
アクセス許可を付与してください。

説明
本インターフェイスを呼び出す場合は、次の点に留意してください。
• 各リージョンに最⼤ 100 件のセキュリティグループを作成できます。
• VPC タイプのセキュリティグループの作成する場合は VpcId を指定する必要があります。

デバッグ
API を使⽤しやすくするため、Alibaba Cloud は OpenAPI Explorer を提供しています。
OpenAPI Explorer を使⽤して、APIの検索、APIの呼び出し、SDKサンプルコードの動的な⽣
成等を⾏うことができます。

リクエストパラメーター
パラメーター データ型 必須 例 説明
RegionId String Yes cn-hangzhou-d セキュリティグループの リージョ

ンID DescribeRegions を呼び出
すと、最新のリージョンリストが表
⽰されます。

Action String No CreateSecu
rityGroup 実⾏する操作です。 この値を 

CreateSecurityGroup に設定しま
す。
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パラメーター データ型 必須 例 説明
ClientToke
n

String No 123e4567-e89b
-12d3-a456-
426655440000

リクエストのべき等性を保証す
るために使⽤されるクライアント
トークン。 クライアントを使⽤し
て値を⽣成することができます。
値は、様々なリクエストにおいて
固有の値である必要があります。 
ClientToken には、ASCII ⽂字の
みが使⽤可能で、⻑さは 64 ⽂字
以下である必要があります。 詳細
は、「べき等性を確保する⽅法」を
ご参照ください。

Descriptio
n

String No FinanceDept セキュリティグループの説明。 ⻑
さは 2 ~ 256 ⽂字である必要があり
ます。先頭⽂字列を http:// または 
https:// にすることはできません。
既定値 : NULL。

ResourceGr
oupId

String No rg-resourcegr
ouid セキュリティグループが属するリ

ソースグループの ID 。
SecurityGr
oupName

String No FinanceJoshua セキュリティグループの名前。 ⻑
さは 2 ~ 128 ⽂字である必要があり
ます。 名前は英字で始まる必要が
あります。先頭⽂字列は http:// ま
たは https:// にすることはできま
せん。 英字、数字、ピリオド (.)、
コロン (:)、アンダースコア (_)、
ハイフン (-) を含めることができま
す。 既定値 : NULL。

52 Document Version20190816

~~25693~~


Elastic Compute Service API レファレンス /  4 セキュリティグループ

パラメーター データ型 必須 例 説明
SecurityGr
oupType

String No enterprise セキュリティグループの名前。 有
効な値：
• normal：基本のセキュリティグ

ループ
• enterprise：⾼度なセキュリ

ティグループ。詳細について
は、「⾼度なセキュリティグ
ループの概要」をご参照くださ
い。

Tag . n .
Key

String No FinanceDept セキュリティグループの名前。 N
 の有効値：1 〜 20。 タグキーに空
の⽂字列を使⽤することはできま
せん。 ⻑さは最⼤ 64 ⽂字以内であ
る必要があります。先頭⽂字列を 
aliyun または acs：にすることは
できません。 http:// または https
:// を含めることはできません。

Tag . n .
Value

String No FinanceDep
tJoshua セキュリティグループの名前。 N

の有効値：1〜20。 タグの値は空の
⽂字列にすることも可能です。 ⻑
さは 128 ⽂字以内である必要があ
ります。先頭⽂字列を aliyun また
は acs：にすることはできません。
http:// または https:// を含めるこ
とはできません。

Tag . n .
Key

String No FinanceDept セキュリティグループの名前。
注 :

このパラメーターは削除予定で
す。 今後、互換性を確保するため
に Tag.N.Key を使⽤することを
推奨します。
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パラメーター データ型 必須 例 説明
Tag . n .
Value

String No FinanceDep
tJoshua セキュリティグループの名前。

注 :
このパラメーターは削除予定で
す。 今後、互換性を確保するため
に Tag.N.Key を使⽤することを
推奨します。

VpcId String No vpc-vpcid1 セキュリティーグループが属する 
VPC の ID。

応答パラメーター
パラメーター データ型 例 説明
RequestId String 473469C7-AA6F

-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエストの ID。

SecurityGr
oupId

String sg-F876FF7BA セキュリティグループの ID。

例
リクエストの例
https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = CreateSecu rityGroup

& RegionId = cn - hangzhou＆ Descriptio n  = for_demo
&< Common  request  parameters >

通常の応答例
XML  形式
< CreateSecu rityGroupR esponse >
  < RequestId > CEF72CEB - 54B6 - 4AE8 - B225 - F876FF7BA9 84 </
RequestId >

  < SecurityGr oupId > sg - securitygr oupid </ SecurityGr oupId >
</ CreateSecu rityGroupR esponse >

JSON  形式
{
 " SecurityGr oupId ":" sg - securitygr oupid ",
 " RequestId ":" CEF72CEB - 54B6 - 4AE8 - B225 - F876FF7BA9 84 "
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}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 InvalidDes
cription.
Malformed

指定されたパラメーター "
Description" は無効です。

指定された説明が無効な場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。 ⻑さは 2 ~ 256 ⽂字であ
る必要があります。先頭⽂字
列を http:// または https://
にすることはできません。

403 QuotaExceed.
SecurityGroup

セキュリティグループの最⼤
数に達しています。

セキュリティーグループの最
⼤数に達した場合に表⽰され
るエラーメッセージ。 チケッ
トを起票してホワイトリスト
を申請してください。

404 InvalidVpcId.
NotFound

指定された VPC は存在しま
せん。

指定された VPC ID が存在し
ない場合に表⽰されるエラー
メッセージ。

400 InvalidSec
urityGroupName
.Malformed

指定されたセキュリティグ
ループ名は無効です。

指定されたセキュリティグ
ループ名が無効である場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。 名前がコンソールに表⽰
されます。 デフォルトでは、
セキュリティグループに名前
は指定されていません。 名前
の⻑さは 2 ~ 128 ⽂字である
必要があります。 先頭⽂字は
英字である必要があります。
英字、数字、コロン（:)、ア
ンダースコア（_）、および
ハイフン（ - ）が使⽤可能で
す。 先頭⽂字列を http:// ま
たは https:// にすることはで
きません。

400 InvalidSec
urityGroup
Discription.
Malformed

指定されたセキュリティグ
ループの説明は無効です。

指定された説明が無効な場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

500 InternalError 不明なエラーが発⽣したた
め、リクエスト処理に失敗し
ました。

内部エラーが発⽣した場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。 しばらくしてからもう⼀
度お試しください。 問題が解
決しない場合は、チケットを
起票してください。

403 InvalidVpcId.
NotFound

vpc vm をサポートしている
場合のみ、vpc id を省略する
ことはできません。

指定された VPC ID が空の
場合に表⽰されるエラーメッ
セージ。

400 IncorrectV
pcStatus

現在の VPC のステータスで
は、この操作を実⾏できませ
ん。

現⾏ステータスの VPC で該
当の操作が実⾏できない場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidTagKey.
Malformed

指定されたキーは無効です。 指定されたタグキーが無効な
場合に表⽰されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidTagValue.
Malformed

指定された終了時刻は無効で
す。

指定されたタグ値が無効な場
合に表⽰されるエラーメッ
セージ。

404 InvalidRes
ourceGroup.
NotFound

指定された ResourceGroup
 は履歴に存在しません。

履歴にリソースグループが存
在しない場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。

400 Duplicate.
TagKey

Tag.N.Key に重複するキーが
含まれています。

指定されたタグキーが繰り返
されている場合に表⽰される
エラーメッセージ。

400 InvalidTagKey.
Malformed

指定された Tag.n.Key は無
効です。

指定された Tag.N.Value が
無効な場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidTagValue.
Malformed

指定された Tag.n.Value は無
効です。

指定された Tag.N.Value が
無効な場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。

403 Idempotent
Processing

前のべき等要リクエストが処
理中です。

前のべき等リクエストが処理
中の場合に表⽰されるエラー
メッセージ。

エラーコードの表⽰
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4.2 AuthorizeSecurityGroupEgress
セキュリティグループにアウトバウンドルールを設定します。 この操作をすることにより、セ
キュリティグループ内のインスタンスから他のデバイスへのアウトバウンドトラフィックを許可
またはブロックします。

説明
アウトバウンドトラフィックとは、送信元セキュリティグループから送信先セキュリティグルー
プに送信されるトラフィックを指します。
本インターフェイスを呼び出す際は、次の点に留意してください。
• アウトバウンドルールは、セキュリティグループにつき 100 件まで設定できます。
• セキュリティグループルールは、accept または drop に設定することができます。
• セキュリティグループルールの優先度の値は 1〜100 となります。 数字が⼩さいほど、優先度

が⾼くなります。
• 2 つ以上のセキュリティグループルールの優先順位が同じ場合は、drop が優先されます。
• 送信先デバイスは、指定された範囲の IP アドレス (DestCidrIp) または別のセキュリティグ

ループ (DestGroupId) に属すものが使⽤可能です。
• 以下のパラメーターからいずれかのパラメーターを指定してアウトバウンド

ルールを決めることができます。 作成するルールが既存のルールと⼀致した場
合、AuthorizeSecurityGroupEgress は失敗します。
- 指定範囲の IP アドレスにアクセス許可を付与します。 クラシックネットワー

クタイプのセキュリティグループでは、NicType パラメーターをインターネッ
トまたはイントラネットに設定できます。 VPC タイプのセキュリティグループ
の場合、NicType パラメーターはイントラネットのみ設定可能です。 指定でき
るパラメーターは、IpProtocol、PortRange、SourcePortRange（オプショ
ン）、NicType、Policy、DestCidrIp、SourceCidrIp（オプション）です。
https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = AuthorizeS
ecurityGro upEgress

& SecurityGr oupId = sg - 94n63e80l
& nbsp ;& IpProtocol = icmp
& nbsp ;& DestCidrIp = 10 . 0 . 0 . 0 / 8
& nbsp ;& PortRange =- 1 /- 1
& nbsp ;& NicType = intranet
& Policy = Allow
&< Common  request  parameters >

- リージョン内の他のセキュリティグループにアクセス権限を付与します。 この設定
では、NicType パラメーターをイントラネットに設定する必要があります。 クラ
シックネットワークタイプのセキュリティグループ間の相互アクセスを許可するに
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は、リージョン内の 1 つのセキュリティグループに他のセキュリティグループへのア
クセス許可を付与します。 アクセスを許可されたセキュリティグループは、ご利⽤
の Alibaba Cloud アカウント、または DestGroupOwnerAccount パラメーター
で指定された別の Alibaba Cloud アカウント配下に置くことができます。 VPC タ
イプのセキュリティグループ間の相互アクセスを許可するには、同じ VPC 内の 1 つ
のセキュリティグループに別のセキュリティグループへのアクセス権限を付与しま
す。 指定できるパラメータは、IpProtocol、PortRange、SourcePortRange（オ
プション）、NicType、Policy、DestCidrIp（オプショ
ン）、DestGroupOwnerAccount、DestGroupIdです。
https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = AuthorizeS
ecurityGro upEgress

& SecurityGr oupId = sg - 280ih3w4b＆ DestGroupI d  = sg - 1651FBB64
& DestGroupO wnerAccoun t = test @ aliyun . com
& IpProtocol = tcp
& nbsp ;& PortRange = 22 / 22
& nbsp ;& NicType = intranet
& nbsp ;& Policy = Drop
&< Common  request  parameters >

デバッグ
API Explorer でデバッグを⾏うことができます。 API Explorer で各種操作を実⾏して API の
使⽤を簡素化できます。 たとえば、API の取得、API の呼び出し、SDK のサンプルコードの動
的な⽣成等を⾏うことができます。

リクエストパラメーター
名前 データ型 必須 例 説明
IpProtocol String Yes all トランスポート層プロトコル。 パ

ラメーター名は⼤⽂字と⼩⽂字が区
別されます。 有効値：
• icmp
• gre
• tcp
• udp
• all：すべてのプロトコルがサ

ポートされています。
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名前 データ型 必須 例 説明
PortRange String Yes 1/200 トランスポート層プロトコルに関連

する送信先ポート番号の範囲。 有
効値：
• IpProtocol が tcp または udp

 に設定されている場合、ポー
ト番号の範囲は 1〜65535 で
す。 開始ポートと終了ポートを
スラッシュ (/) で区切ります。
正：1/200。 誤：200/1。

• IpProtocol が icmp に設定され
ている場合、ポート番号の範囲
は -1 / -1です。これは、すべて
の値が有効であることを⽰しま
す。

• IpProtocol が gre に設定され
ている場合、ポート番号の範囲
は -1 / -1 です。これは、すべて
の値が有効であることを⽰しま
す。

• IpProtocol が all に設定されて
いる場合、ポート番号の範囲は -
1 / -1 です。これは、すべての値
が有効であることを⽰します。

RegionId String Yes cn-hangzhou 送信元セキュリティーグルー
プが属するリージョンの ID。 
DescribeRegions を呼び出す
と、Alibaba Cloud の最新リー
ジョンが表⽰されます。

SecurityGr
oupId

String Yes sg-securitygr
oupid1 送信元セキュリティグループの ID

Action String No AuthorizeS
ecurityGro
upEgress

実⾏する操作です。 値を 
AuthorizeSecurityGroupEgress
 に設定します。
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名前 データ型 必須 例 説明
ClientToke
n

String No 123e4567-e89b
-12d3-a456-
426655440000

クライアントトークン 要求のべき
等性を保証するために使⽤されま
す。 このパラメータの値は、クラ
イアントによって⽣成される、多
様なリクエストにおいて固有の値
です。 ClientToken パラメーター
は、⻑さが 64 ASCII ⽂字以下であ
る必要があります。 詳細は、「べ
き等性を確保する⽅法」をご参照く
ださい。

説明 String No FinanceJoshua セキュリティグループルールの説
明。 説明の⻑さは 1〜512 ⽂字で
ある必要があります。

DestCidrIp String No 0.0.0.0/0 送信先 CIDR ブロックまたは IPv4
 アドレス。 既定値 : null。

DestGroupI
d

String No sg-securitygr
oupid2 送信先セキュリティグループ

の ID 。 DestGroupId または 
DestCidrIp パラメーターのいず
れかを指定する必要があります。 
DestGroupId パラメーターが指
定されていて、且つ DestCidrIp
 パラメーターが指定されていない
場合は、NicType パラメーター
をイントラネットに設定する必
要があります。 DestGroupId お
よび DestCidrIp パラメーターの
両⽅が設定されている場合は、
DestCidrIp パラメーターが優先さ
れます。
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名前 データ型 必須 例 説明
DestGroupO
wnerAccoun
t

String No FinanceJoshua 異なるアカウントにセキュリティグ
ループルールを設定した場合の、
送信先セキュリティグループの 
Alibaba Cloud アカウント。
• DestGroupOwnerAccount お

よびDestGroupOwnerId の両
⽅のパラメーターが指定されて
いない場合、アクセス権限は他
のセキュリティグループに付与
されます。

• DestCidrIp パラメーター
が指定されている場合、
DestGroupOwnerAccount パ
ラメーターは無視されます。

DestGroupO
wnerId

Long No 155780923770 送信先セキュリティグループを所有
する Alibaba アカウントの ID 。
このパラメーターは、現在のセキュ
リティグループから別の Alibaba 
Cloud アカウントにトラフィック
を送信するアクセスを許可するため
に使⽤されます。
• DestGroupOwnerAccount お

よびDestGroupOwnerId の両
⽅のパラメーターが指定されて
いない場合、アクセス許可は⾃
分の他のセキュリティグループ
にのみ付与されます。

• DestCidrIp パラメーター
が指定されている場合、
DestGroupOwnerId パラメー
ターは無視されます。
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名前 データ型 必須 例 説明
Ipv6DestCi
drIp

String No 2001:db8:1234:
1a00::XXX 送信先 CIDR ブロックまたは IPv6

 アドレス。
既定値 : null。

注 :
指定できるのは VPC タイプの IP
アドレスだけです。

Ipv6Source
CidrIp

String No 2001:db8:1234:
1a00::XXX 送信元 CIDR ブロックまたは IPv6

 アドレス。
既定値 : null。

注 :
VPC タイプの IP アドレスのみ指
定可能です。

NicType String No イントラネット NIC のタイプ。 有効値 ：
• インターネット：インターネッ

ト NIC
• イントラネット：イントラネッ

ト NIC
DestGroupId パラメーターが指定
され、DestCidrIp パラメーターが
指定されていない場合は、このパラ
メーターをイントラネットに設定し
て相互セキュリティグループにアク
セスする必要があります。 既定値
：internet.

ポリシー String No accept アクセス制御ポリシー。 有効値：
• accept：アクセスを許可しま

す。
• drop：拒否応答を返さずにアク

セスを拒否します。
既定値：accept
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名前 データ型 必須 例 説明
優先度 String No 1 セキュリティグループルールの優先

順位。 有効値：1 〜 100 。
既定値：1

SourceCidr
Ip

String No 0.0.0.0/0 送信元 CIDR ブロックまたは IPv4
 アドレス。 既定値：null。

SourcePort
Range

String No 80/80 トランスポート層プロトコルに関連
する送信元ポート番号の範囲。 有
効値：
• IpProtocol が tcp または udp

 に設定されている場合、ポート
番号の範囲は 1〜65535 です。
開始ポートと終了ポートをス
ラッシュ (/)で区切ります。 正：
1/200 誤：200/1

• IpProtocol が icmp に設定され
ている場合、ポート番号の範囲
は -1 / -1 です。これは、すべて
の値が有効であることを⽰しま
す。

• IpProtocol が gre に設定され
ている場合、ポート番号の範囲
は -1 / -1 です。これは、すべて
の値が有効であることを⽰しま
す。

• IpProtocol が all に設定されて
いる場合、ポート番号の範囲は -
1 / -1 です。これは、すべての値
が有効であることを⽰します。

レスポンスパラメーター
名前 データ型 例 説明
RequestId String 473469C7-AA6F

-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエストの ID。
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例
リクエスト例
https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = AuthorizeS ecurityGro
upEgress

& SecurityGr oupId = sg - F876FF7BA
& DestGroupI d = sg - 1651FBB64
& DestGroupO wnerAccoun t = test @ aliyun . com
& IpProtocol = tcp
& PortRange = 22 / 22
& NicType = intranet
& Policy = Drop
&< Common  request  parameters >

通常レスポンス例
XML  形式
< AuthorizeS ecurityGro upEgressRe sponse >
  < RequestId > CEF72CEB - 54B6 - 4AE8 - B225 - F876FF7BA9 84 </
RequestId >

</ AuthorizeS ecurityGro upEgressRe sponse >

JSON  形式
{
 " RequestId ":" CEF72CEB - 54B6 - 4AE8 - B225 - F876FF7BA9 84 "
}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

404 InvalidSec
urityGroupId.
NotFound

指定された SecurityGr
oupId は存在しません。

指定されたイメージが該当の
アカウントに存在しない場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。 セキュリティグループ 
ID が正しいか確認してくださ
い。

404 InvalidDes
tGroupId.
NotFound

指定された DestGroupId は
履歴上に存在しません。

指定された送信先セキュリ
ティーグループが存在しない
場合に表⽰されるエラーメッ
セージ。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 OperationDenied 指定された IpProtocol
 が存在しないか、または 
IpProtocol と PortRange が
合致していません。

指定された IP プロトコルが
存在しないか、ポート範囲と
⼀致しない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidIpP
rotocol.
Malformed

指定されたパラメーター 
PortRange は無効です。

指定された IpProtocol パラ
メーターの値が無効な場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidDes
tCidrIp.
Malformed

指定されたパラメーター 
DestCidrIp は無効です。

指定された DestCidrIp パラ
メーターの値が無効な場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidPolicy.
Malformed

指定されたパラメーター 
Policy は無効です。

指定された Policy パラメー
ターの値が無効な場合に表⽰
されるエラーメッセージ。

400 InvalidNicType.
Mismatch

指定された NIC タイプが承
認レコードと⼀致していませ
ん。

指定された NIC タイプが存
在しない場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。

403 InvalidParamter.
Conflict

SecurityGroupId には、
SourceGroupId と異なる値
を指定する必要があります。

指定されたセキュリティグ
ループが送信元セキュリティ
グループと同じ場合に表⽰さ
れるエラーメッセージ。

400 InvalidDes
tGroup.
NotFound

指定された送信先セキュリ
ティグループが存在しませ
ん。

指定された送信先セキュリ
ティーグループが存在しない
場合に表⽰されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidPriority.
Malformed

パラメーター Priority が無効
です。

指定された Priority パラメー
ターの値が無効な場合に表⽰
されるエラーメッセージ 。

400 InvalidPriority
.ValueNotSu
pported

パラメーター Priority が無効
です。

指定された Priority パラメー
ターの値が無効な場合に表⽰
されるエラーメッセージ。

400 InvalidDes
tCidrIp.
Malformed

指定されたパラメーター 
DestCidrIp は無効です。

DestCidrIp パラメーターの
指定された値が無効な場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

403 InvalidNet
workType.
Conflict

指定された SecurityGroup
 ネットワークタイプは、
SourceGroup ネットワーク
タイプ (vpc またはクラシッ
ク) と同じである必要があり
ます。

指定されたセキュリティグ
ループのネットワークタイ
プがソースグループのネッ
トワークタイプと異なる場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidDes
tCidrIp.
Malformed

指定されたパラメーター 
DestCidrIp は無効です。

パラメーター DestCidrIp の
指定された値が無効な場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

403 InvalidNet
workType.
Conflict

指定された SecurityGroup
 ネットワークタイプは、ソー
スグループと同じである必要
があります。

指定されたセキュリティグ
ループのネットワークタイ
プがソースグループのネッ
トワークタイプと異なる場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidNicType
.ValueNotSu
pported

指定されたパラメーター 
NicType は無効です。

NicType パラメーターの指定
された値が無効な場合に表⽰
されるエラーメッセージ。

400 InvalidSec
urityGroup
Discription.
Malformed

指定されたセキュリティグ
ループルールの説明は無効で
す。

指定されたセキュリティグ
ループの説明が無効な場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidSec
urityGroup
.InvalidNet
workType

指定されたセキュリティグ
ループネットワークタイプ
はこの操作に対応していま
せん。セキュリティグループ
ネットワークタイプを確認
してください。 VPC セキュ
リティグループの場合は、 
ClassicLink を有効にする必
要があります。

送信元セキュリティグループ
と送信先セキュリティグルー
プのネットワークタイプが異
なる場合に表⽰されるエラー
メッセージ。

400 MissingPar
ameter.Dest

DestGroupId と DestCidrIp
 のいずれかを指定する必要が
あります。

DestCidrIp および 
DestGroupId パラメーター
の両⽅が指定されていない
場合に表⽰されるエラーメッ
セージ。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 InvalidParam.
PortRange

PortRange または 
SourcePortRange を 65535
 未満の整数で指定し、範囲を
?/?で区切ります。 /?.

PortRange または 
SourcePortRange パラメー
ターの指定値が無効な場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidIpP
rotocol.
ValueNotSu
pported

パラメーター IpProtocol
 は、⼤⽂字と⼩⽂字を区別し
ない TCP、UDP、ICMP、
GRE、または All で指定する
必要があります。

IpProtocol パラメーターが 
tcp、udp、icmp、gre、ま
たは all に設定されていない
場合に表⽰されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidParam.
SourceIp

%s 指定された送信元の IP アド
レスが無効な場合に表⽰され
るエラーメッセージ。

400 InvalidParam.
DestIp

%s 指定された送信先 IP アドレ
スが無効な場合に表⽰される
エラーメッセージ。

400 InvalidParam.
Ipv6DestCidrIp

%s 送信先 IPv6 アドレスが無効
な場合に表⽰されるエラー
メッセージ。

400 InvalidParam
.Ipv6Source
CidrIp

%s 送信元 IPv6 アドレスが無効
な場合に表⽰されるエラー
メッセージ。

400 InvalidParam
.Ipv4Protoc
olConflict
WithIpv6Address

%s IPv4 アドレスが IPv6 アドレ
スと競合する場合に表⽰され
るエラーメッセージ。

400 InvalidParam
.Ipv6Protoc
olConflict
WithIpv4Address

%s IPv6 アドレスが IPv4 アドレ
スと競合した場合に表⽰され
るエラーメッセージ。

400 ILLEGAL_IP
V6_CIDR

%s 指定された IPv6 CIDR ブ
ロックが無効な場合に表⽰さ
れるエラーメッセージ。

エラーコードの表⽰
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4.3 DescribeSecurityGroups
DescribeSecurityGroups を呼び出して、セキュリティグループに関する基本情報 (セキュリ
ティグループ ID、説明等) を照会することができます。 セキュリティグループは、セキュリティ
グループ ID の降順で表⽰されます。

デバッグ
API を簡単に使⽤できるようにするため、Alibaba Cloud は OpenAPI Explorer を提供してい
ます。 OpenAPI Explorer を使⽤して、API の検索、API の呼び出し、SDK サンプルコードの
動的⽣成を⾏うことができます。

リクエストパラメーター
パラメーター タイプ 必須 例 説明
RegionId String Yes cn-hangzhou セキュリティグループのリージョン

ID。 DescribeRegions を呼び出
すと、最新のリージョンリストが表
⽰されます。

Action String No DescribeSe
curityGroups 実⾏する操作です。 この値を 

DescribeSecurityGroups に設定
します。
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パラメーター タイプ 必須 例 説明
DryRun Boolean No false チェックリクエストのみを送信する

かを指定します。 規定値：false
• true：チェックリクエスト

のみが送信され、クエリは実
⾏されません。 システムが 
AccessKey の有効性、RAM
 ユーザーの権限の有無、必要な
パラメーターの設定有無を確認
します。 チェックが失敗した場
合、対応するエラーコードが返
されます。 チェックが成功した
場合、DryRunOperation と返
されます。

• false：リクエストを送信しま
す。 2XX HTTP ステータスコー
ドが返された場合はクエリが実
⾏されます。

規定値：false
NetworkTyp
e

String No vpc ネットワークタイプ。
PageNumber Integer No 1 返されるページ数。 ページは1ペー

ジ⽬から始まります。
規定値：1

PageSize Integer No 10 返される各ページのエントリ数。
最⼤値：50
既定値：1

ResourceGr
oupId

String No rg-resourcegr
oupid1 リソースグループが属するリソース

グループの ID 。
SecurityGr
oupId

String No sg-securitygr
oupid セキュリティグループの ID。
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パラメーター タイプ 必須 例 説明
SecurityGr
oupIds

String No ["sg-id1"、 "sg
-id2"、 "sg-id2
"、...]

セキュリティグループ ID の JSON
 配列。 ⼀度に 100 件までセキュリ
ティグループ ID を⼊⼒できます。
カンマ（、）で複数のセキュリティ
グループ ID を区切ります。

SecurityGr
oupName

String No test1 セキュリティグループの名前。
Tag . N .
Key

String No FinanceDept セキュリティグループの名前 N の
有効値： 1 〜 20。 タグキーを空の
⽂字列にすることはできません。
⻑さは 64 ⽂字以内である必要があ
ります。先頭⽂字列を aliyun また
は acs：にすることはできません。
http:// または https:// を含めるこ
とはできません。

Tag . N .
Value

String No FinanceJoshua セキュリティグループのタグ値 N
の有効値：1 〜 20。 タグ値は、空
の⽂字列が使⽤可能です。 ⻑さは 
128 ⽂字以内である必要がありま
す。先頭⽂字列を aliyun または 
acs：にすることはできません。 
http:// または https:// を含めるこ
とはできません。

Tag . N .
key

String No FinanceDept セキュリティグループのタグキー。
注 :

このパラメーターは削除予定で
す。 今後、互換性を確保するため
に、Tag.N.Key を使⽤することを
推奨します。
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パラメーター タイプ 必須 例 説明
Tag . N .
value

String No FinanceJoshua セキュリティグループのタグ値 N
 の有効値：1 〜 20。 空の⽂字列も
使⽤可能です。 ⻑さは 128 ⽂字以
内である必要があります。 先頭⽂
字列を ”aliyun”、”acs:”、”
http://“ 、または “https://“ に
することはできません。

注 :
このパラメーターは削除予定で
す。 今後、互換性を確保するた
め、Tag.N.Value を使⽤すること
を推奨します。

VpcId String No vpc-vpcid1 セキュリティーグループが属する 
VPC の ID。

応答パラメーター
パラメーター タイプ 例 説明
PageNumber Integer 1 返されたページ数。
PageSize Integer 10 返された各ページのエントリの数。
RegionId String cn-hangzhou セキュリティグループのリージョン ID

。
RequestId String 473469C7-AA6F

-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエストの ID。

セキュリティ
グループ 返されたセキュリティグループの情報。 

SecurityGroups のデータからなる配列
です。

└AvailableI
nstanceAmo
unt

Integer 880 セキュリティグループで利⽤可能なプラ
イベート IP アドレスの数。
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パラメーター タイプ 例 説明
└CreationTi
me

String 2017-12-05T22:40
:00Z セキュリティグループが作成された時

刻。 時刻は ISO 8601 の標準時 ( yyyy-
MM-ddThh：mmZ 形式) です。 時刻
は UTC で表⽰されます。

└Descriptio
n

String FinanceDept セキュリティグループの説明。
└
ResourceGr
oupId

String rg-resourcegr
oupid1 セキュリティグループが属するリソース

グループの ID 。
└SecurityGr
oupId

String sg-securitygr
oupid1 セキュリティグループの ID。

└SecurityGr
oupName

String FinanceJoshua セキュリティグループの名前。
└SecurityGr
oupType

String normal セキュリティグループのタイプ。 有効
値：
• normal：基本的なセキュリティグ

ループ
• enterprise：⾼度なセキュリティグ

ループ
└Tags セキュリティグループのタグ。
└TagKey String FinanceDept セキュリティグループのタグ値。
└TagValue String FinanceJoshua セキュリティグループのタグキー。
└VpcId String vpc-vpcid1 セキュリティーグループが属する VPC

 の ID。
TotalCount Integer 4 セキュリティグループの総数。

例
リクエストの例
https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = DescribeSe curityGrou
ps

& RegionId = cn - hangzhou
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&< Common  request  parameters >

通常の応答例
XML  形式
< DescribeSe curityGrou psResponse >
  < RequestId > 94D38899 - 626D - 434A - 891F - 7E1F77A815 25 </
RequestId >

   < TotalCount > 4 </ TotalCount >
  < PageNumber > 1 </ PageNumber >
  < PageSize > 10 </ PageSize >
  < RegionId > cn - hangzhou </ RegionId >
  < SecurityGr oups >
    < SecurityGr oup >
      < SecurityGr oupId > sg - securityGr oupId1 </ SecurityGr
oupId >

      < Descriptio n > Test </ Descriptio n >
    </ SecurityGr oup >
    < SecurityGr oup >
      < SecurityGr oupId > sg - securityGr oupId2 </ SecurityGr
oupId >

      < Descriptio n > test00212 </ Descriptio n >
    </ SecurityGr oup >
    < SecurityGr oup >
      < SecurityGr oupId > sg - securityGr oupId3 </ SecurityGr
oupId >

      < Descriptio n > cn - hangzhou  test  group </ Descriptio n
>

    </ SecurityGr oup >
    < SecurityGr oup >
      < SecurityGr oupId > sg - securityGr oupId4 </ SecurityGr
oupId >

      < Descriptio n > cn - hangzhou  test  group </ Descriptio n
>

    </ SecurityGr oup >
  </ SecurityGr oups >
 </ DescribeSe curityGrou psResponse >

JSON  形式
{
  " PageNumber ":" 1 ",
 " TotalCount ": 1 ,
 " PageSize ": 10 ,
 " RegionId ":" cn - hangzhou ",
 " RequestId ":" 94D38899 - 626D - 434A - 891F - 7E1F77A815 25 ",
 " SecurityGr oups ":{
  " SecurityGr oup ":[
   {
    " SecurityGr oupId ":" sg - securityGr oupId1 ",
    " Descriptio n ":" TestByXcf "
   },
   {
    " SecurityGr oupId ":" sg - securityGr oupId2 ",
    " Descriptio n ":" test00212 "
   },
   {
    " SecurityGr oupId ":" sg - securityGr oupId3 ",
    " Descriptio n ":" cn - hangzhou  test  group "
   },
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   {
    " SecurityGr oupId ":" sg - securityGr oupId4 ",
    " Descriptio n ":" cn - hangzhou  test  group "
   }
  ]
 }
}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

500 InternalError 不明なエラーが発⽣したた
め、リクエスト処理に失敗し
ました。

内部エラーが発⽣した場合に
返されるエラーメッセージ。
しばらくしてからもう⼀度お
試しください。 問題が解決し
ない場合は、チケットを起票
してください。

エラーコードの表⽰
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5 デプロイメントセット
5.1 ModifyDeploymentSetAttributes

デプロイメントセットの名前と説明を変更します。
デバッグ

 API Explorer を使⽤してデバッグを実⾏できます。 API Explorer を使⽤することで、さま
ざまな操作を実⾏して API の使⽤を簡単にできます。 たとえば、API の取得、API の呼び出
し、SDK のサンプルコードの動的な⽣成ができます。

リクエストパラメータ
名前 型 必須 例 説明
Deployment
SetId

String はい ds-deployment
setid デプロイメントセットの ID。

RegionId String はい cn-hangzhou デプロイメントセットが存在する
リージョンの ID。 DescribeRe
gions を呼び出して、Alibaba 
Cloud リージョンの最新リストを
表⽰できます。

Action String いいえ ModifyDepl
oymentSetA
ttribute

実⾏する操作。 値を ModifyDepl
oymentSetAttributes に設定しま
す。

Deployment
SetName

String いいえ FinanceJoshua デプロイメントセットの名前。 ⻑
さは 2 ~ 128 ⽂字である必要があ
ります。 英字で始まります。注：
http:// または https:// で始めるこ
とはできません。 英字、数字、コ
ロン（:)、アンダースコア（_）、
およびハイフン（ - ）を含めること
ができます。

Document Version20190816 75

https://api.aliyun.com/#product=Ecs&api=ModifyDeploymentSetAttribute


Elastic Compute Service API レファレンス /  5 デプロイメントセット

名前 型 必須 例 説明
Descriptio
n

String いいえ FinanceDept デプロイメントセットの説明。 ⻑
さは 2 ~ 256 ⽂字でなある必要があ
ります。注：http:// または https
:// で始めることはできません。

レスポンスパラメータ
名前 型 例 説明
RequestId String 473469C7-AA6F

-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエストの ID です。

例
リクエストのコーディング例
https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = ModifyDepl oymentSetA
ttributes

& RegionId = cn - hangzhou  
& Strategy = Availabili ty
& Deployment SetId = ds - bp1frxuzdg 87zh4pzqkc
& Deployment SetName = AvailMySet
&< Common  request  parameters >

成功したレスポンスのコーディング例
XML  形式
< ModifyDepl oymentSetA ttributesR esponse >
  < RequestId > 04F0F334 - 1335 - 436C - A1D7 - 6C044FE733 68 </
RequestId >

</ ModifyDepl oymentSetA ttributesR esponse >

JSON  形式
{
 " RequestId ":" 04F0F334 - 1335 - 436C - A1D7 - 6C044FE733 68 "
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}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

400 MissingPar
ameter

このリクエスト処理に必須の
⼊⼒パラメータ RegionId が
指定されていません。

RegionId パラメータが空の
場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidDes
cription.
Malformed

指定されたパラメータの説明
が無効です。

指定された説明が無効な場
合に返されるエラーメッセー
ジ。 ⻑さは 2 ~ 256 ⽂字で
なある必要があります。注：
http:// または https:// で始め
ることはできません。

エラーコードの表⽰。

5.2 DescribeDeploymentSets
1 つやそれ以上のデプロイメントセットの属性の⼀覧を照会します。

デバッグ
API Explorer を使⽤してデバッグを実⾏できます。 API Explorer を使⽤することで、さま
ざまな操作を実⾏して API の使⽤を簡単にできます。 たとえば、API の取得、API の呼び出
し、SDK のサンプルコードの動的な⽣成ができます。

リクエストパラメータ
名前 型 必須 / 省

略可能
例 説明

RegionId ⽂字列 必須 cn-hangzhou デプロイメントセットが存在する
リージョンの ID。 DescribeRe
gions を呼び出して、Alibaba
Cloud リージョンの最新リストを
表⽰できます。

Action String いいえ DescribeDe
ploymentSets 実⾏する操作. 値を DescribeDe

ploymentSets に設定します。
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名前 型 必須 / 省
略可能

例 説明

Deployment
SetIds

String いいえ ["ds-
xxxxxxxxx", "
ds-yyyyyyyyy
", … "ds-
zzzzzzzzz"]

デプロイメントセット ID のリス
ト。 値には、最⼤ 100 個のデプロ
イメントセット ID で構成される 
JSON 配列を含めることができま
す。 デプロイメントセット ID は、
コンマ（、）で区切る必要がありま
す。

Deployment
SetName

String いいえ FinanceJoshua デプロイメントセットの名前。
Domain String いいえ デフォルト デプロイメントドメイン。

注 :
このパラメータは将来削除される
予定です。 互換性を確保するため
に他のパラメータを使⽤すること
を推奨します。

Granularit
y

String いいえ Host デプロイメントの細分性。
注 :

このパラメーターは将来削除され
る予定です。 互換性を確保するた
めに他のパラメータを使⽤するこ
とを推奨します。

NetworkTyp
e

String いいえ VPC デプロイメントセット内のネット
ワークの種類。

注 :
このパラメータは将来削除される
予定です。 互換性を確保するため
に他のパラメータを使⽤すること
を推奨します。
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名前 型 必須 / 省
略可能

例 説明

PageNumber Integer いいえ 1 デプロイメントセットリストで照会
されるページ番号。 開始値：1。
デフォルト値 : 1。

PageSize Integer いいえ 10 1 ページあたりのエントリー数。
最⼤値：100。
デフォルト値: 10。

Strategy String いいえ Availability デプロイメント⽅針。 値：
Availability。
デフォルト値 : NULL。

レスポンスパラメータ
名前 型 例 説明
Deployment
Sets デプロイメントセットの詳細情報が配列

として返されます。
└CreationTi
me

String 2017-12-05T22:40
:00Z デプロイメントセットが作成された時

刻。
└
Deployment
SetDescrip
tion

String FinanceDep
tHighAvailability デプロイメントセットの説明。

└
Deployment
SetId

String ds-deployment
setid1 デプロイメントセットの ID。

└
Deployment
SetName

String FinanceJoshua デプロイメントセットの名前。

└
Deployment
Strategy

String Availability デプロイメント⽅針。
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名前 型 例 説明
└Domain String デフォルト デプロイメントドメイン
└Granularity String Host デプロイメントの細分性
└
InstanceAm
ount

Integer 1 デプロイメントセット内のインスタンス
数。

└InstanceId
s

["i-instanceid1"] デプロイメントセット内のインスタンス 
ID のリスト。

└Strategy String StrictDispersion デプロイメント⽅針。
PageNumber Integer 1 デプロイメントセットリストで照会され

るページ番号。
PageSize Integer 10 1 ページあたりのエントリー数。
RegionId String cn-hangzhou デプロイメントセットが存在するリー

ジョンの ID。
RequestId String 473469C7-AA6F

-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエストの ID。

TotalCount Integer 1 照会されたデプロイメントセットの総
数。

例
リクエストのコーディング例
https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = DescribeDe ploymentSe
ts

& RegionId = cn - hangzhou  
& Deployment SetsIds =[" ds - bp13v7bjnj 9gisnlo1 "]
&< Common  request  parameters >

成功したレスポンスのコーディング例
XML  形式
< DescribeDe ploymentSe tsResponse >
  < PageSize > 10 </ PageSize >
  < TotalCount > 1 </ TotalCount >
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  < PageNumber > 1 </ PageNumber >
  < RequestId > 1CB9A584 - 9E43 - 408D - B5A8 - DB42CDECE0 3B </
RequestId >

  < Deployment Sets >
    < Deployment Set >
      < Deployment SetDescrip tion > default </ Deployment
SetDescrip tion >

      < Deployment SetId > ds - bp13v7bjnj 9gisnlo1ow </ Deployment
SetId >

      < Deployment Strategy > Availabili ty </ Deployment Strategy
>

      < Deployment SetName > test  default </ Deployment SetName >
      < InstanceId s >
        < InstanceId > i - sdfkjsdfk </ InstanceId >
        < InstanceId > i - kiiwsch </ InstanceId >
      </ InstanceId s >
    </ Deployment Set >
  </ Deployment Sets >
</ DescribeDe ploymentSe tsResponse >

JSON  形式
{
 " Deployment Sets ":{
  " Deployment Set ":[
   {
    " Deployment SetDescrip tion ":" default ",
    " InstanceId s ":{
     " InstanceId ":[
      " i - sdfkjsdfk ",
      " i - kiiwsch "
     ]
    },
    " Deployment SetName ":" test  default ",
    " Deployment Strategy ":" Availabili ty ",
    " Deployment SetId ":" ds - bp13v7bjnj 9gisnlo1ow "
   }
  ]
 },
 " PageNumber ": 1 ,
 " TotalCount ": 1 ,
 " PageSize ": 10 ,
 " RequestId ":" 1CB9A584 - 9E43 - 408D - B5A8 - DB42CDECE0 3B "
}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

403 InvalidDep
loymentSetIds.
TooManyInput

パラメータ Deployment
Sets のサイズは 100 未満に
する必要があります。

指定されたデプロイメント
セットの数が 100 を超えると
返されるエラーメッセージ。

エラーコードの表⽰。
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6 ネットワーク
6.1 AttachClassicLinkVpc

クラシックネットワークインスタンスと仮想プライベートクラウド (VPC) 間のリンクを確⽴
します。これによって、VPC のイントラネット上にあるリソースと通信するクラシックネッ
トワークインスタンスを使⽤することができます。 詳細については、「 VPC 」トピックの「
ClassicLink の概要」をご参照ください。

説明
本インターフェイスを呼び出す際は次の点にご留意ください。
• インスタンスは、実⾏中(実⾏中)、または停⽌(停⽌)のステータスである必要があります。
• 指定された VPC に対して ClassiscLink サービスを有効にする必要があります。 詳細

は、VPC トピックの「 ClassicLink 接続の構築」をご参照ください。
• クラシックネットワークインスタンスと VPC は同じ Alibaba Cloud リージョンに属してい

る必要があります。
リクエストパラメータ

名称 タイプ 必須 説明
Action String 必須 インターフェイ

スの名称です。
値：AttachClas
sicLinkVpc。

RegionId String Yes インスタンスのリー
ジョン ID。 詳細につ
いては、DescribeRe
gions で最新のリー
ジョンリストをご参照
ください。

InstanceId String Yes クラシックネット
ワークインスタンス
のID。 DescribeIn
stances ですべてのイ
ンスタンス ID が取得
可能です。
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名称 タイプ 必須 説明
VpcId String Yes ClassicLink が有効に

なっている VPC の ID
。 DescribeVpcs で
すべての VPC ID が取
得可能です。

レスポンスパラメーター
<p class="p">すべてが共通のレスポンスパラメーターです。 詳細については、「共通パラメー
ター」をご参照ください。

例
リクエストの例
https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = AttachClas sicLinkVpc

& RegionId = cn - hangzhou＆ InstanceId  = i - test＆ VpcId  = vpc - test
&< Common  Request  Parameters >

応答例
XML 形式
< AttachClas sicLinkVpc Response >
    < RequestId > C0003E8B - B930 - 4F59 - ADC0 - 0E209A9012 A8  </
RequestId >

</ AttachClas sicLinkVpc Response >

JSON 形式

    " RequestId "： " C0003E8B   -  B930   -  4F59   -  ADC0   -  
0E209A9012 A8 "

    

エラーコード
次のエラーコードは、このインターフェイス特有のエラーコードです。 その他のエラーコードに
ついては、APIエラーセンターをご覧ください。
エラーコード エラー情報 HTTP ステータスコー

ド
説明

Abs.InvalidIns
tanceId.MalFormed

指定されたインスタン
スは別の VPC にリン
クされています。

400 指定されたインスタン
スは別の VPC にリン
クされています。
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エラーコード エラー情報 HTTP ステータスコー
ド

説明

InvalidInstanceId.
MalFormed

指定されたインスタン
スは、クラシックネッ
トワークタイプのイン
スタンスではありませ
ん。

400 指定されたインスタン
スのネットワークタイ
プはクラシックネット
ワークではありませ
ん。

<td class="en-UStry
 align-left colsep
-1 rowsep-1"> 
InvalidRegionId.
Malformed </td>

指定された RegionId
 は無効です。

400 指定された  
RegionId   が存在

しないか、指定された
リージョンにアクセス
する権限がありませ
ん。

InvalidVpcId.
Malformed

指定された RuleId は
無効です。

400 指定された VpcId
は無効です。

InvalidInstanceId.
NotBelong

指定されたインスタン
スを所有するユーザー
ではありません。

403 指定されたインスタン
スは別のユーザーが所
有しています。

InvalidStatus.
InstanceLocked

指定されたインスタン
スは別の処理リストに
存在します。

403 指定されたインスタン
スは別のタスクを処理
しています。

InvalidStatus.
InstanceStatus

実⾏中または停⽌の 
InstanceStatus のみ
が使⽤可能です。

403 指定されたインスタ
ンスは、実⾏中 (実⾏
中)、または停⽌(停⽌)
ステータスである必要
があります。

OperationDenied 指定された VPC は 
ClassicLink と接続が
できません。

403 指定された VPC は 
ClassicLink を有効
化することができませ
ん。

QuotaExceeded 指定された VPC 内の
最⼤リンク数を超えて
います。

403 現在の VPC で使⽤可
能なリンク数の上限に
達しました。クラシッ
クネットワークタイプ
のインスタンスは、最
⼤ 1000 まで同じ VPC
 に接続可能です。

InvalidInstanceId.
NotFound

指定された 
InstanceId は存在し
ません。

404 指定された 
InstanceId  は存

在しません。
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6.2 DetachClassicLinkVpc
クラシックネットワークに接続されたインスタンスと VPC のリンクを解除します。
ClassicLink が無効化されると、クラシックネットワークに接続されたインスタンスは VPC に
アクセスできなくなります。

デバッグ
 API Explorer でデバッグを実⾏することができます。 API Explorer で各種操作を⾏い、 API
の使⽤を簡素化することができます。 例えば、 API の取得、 API の呼び出し、SDK のサンプル
コードの動的な⽣成などが可能です。

リクエストパラメーター
名称 タイプ 必須/省

略可能
例 説明

InstanceId String 必須 i-test クラシックネットワークに接続され
たインスタンスの ID。

RegionId String 必須 cn-hangzhou インスタンスが設置されているリー
ジョンの ID 。  DescribeRegions
 で Alibaba Cloud の最新リージョ
ンが表⽰されます。

VpcId String 必須 vpc-test インスタンスがリンクされている
VPCのID。

Action String 省略可能 DetachClas
sicLinkVpc 実⾏する操作。 値を DetachClas

sicLinkVpc に設定します。
応答パラメーター

名称 タイプ 例 説明
RequestId String 473469C7-AA6F

-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエストの ID。
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例
リクエストの例
https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = DetachClas sicLinkVpc

& RegionId = cn - hangzhou  ＆ VpcId  = vpc - test＆ InstanceId  = i - test
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML   形式
< DetachClas sicLinkVpc Response >
  < RequestId > C0003E8B - B930 - 4F59 - ADC0 - 0E209A9012 A8  </
RequestId >

</ DetachClas sicLinkVpc Response >

JSON   形式
{
 " RequestId "： " C0003E8B   -  B930   -  4F59   -  ADC0   -  
0E209A9012 A8 "

}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

403 <td class="en-
UStry align-left 
colsep-1 rowsep
-1"> InvalidReg
ionId.Malformed
 </td>

指定されたパラメータ？ 
RegionId? が無効です。

指定されたリージョン ID が
無効な場合に表⽰されるエ
ラーメッセージ。

403 OperationDenied このインスタンスは、リンク
された vpc から接続解除でき
ません。

リンクされたインスタンスと 
VPC の接続解除ができない
場合に表⽰されるエラーメッ
セージ。

403 InvalidStatus.
InstanceStatus

指定されたインスタンスのス
テータスではサポートされ
ていない操作です。この操作
は、実⾏中または停⽌のス
テータスでサポートされてい
ます。

操作が該当のインスタンスス
テータスでサポートされてい
ない場合に表⽰されるエラー
メッセージ。 この操作は、実
⾏中または停⽌のステータス
でサポートされています。
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HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

403 Forbidden.
SubUser

指定されたリソースで操作す
る権限のないユーザー。

RAM ユーザーがこのリソー
スに対する操作の実⾏を許可
されていない場合に表⽰され
るエラーメッセージ。

エラーコードの表⽰

6.3 DescribeClassicLinkInstances
VPC で ClassicLink を確⽴した、1 つまたは複数のクラシックネットワーク接続インスタンスを
照会します。

説明
このインターフェイスを呼び出すときは、次の点に留意してください。
• この API は、クラシックネットワーク接続インスタンスのみに対応しています。
• 1 回につき最⼤ 100 件のクラシックネットワーク接続インスタンスを照会することができま

す。
• VpcId パラメーターまたは InstanceId パラメーターのいずれかを指定する必要があります。

デバッグ
API Explorer でデバッグを実⾏できます。 API Explorer で各種操作を実⾏して API の使⽤を
簡素化することができます。 たとえば、API の取得、API の呼び出し、SDK のサンプルコード
の動的な⽣成ができます。

リクエストパラメーター
名称 タイプ 必須/省

略可能
例 説明

RegionId String 必須 cn-hangzhou インスタンスが設置されているリー
ジョンの ID です。 DescribeRe
gions を呼び出すと、Alibaba
Cloud の最新リージョンが表⽰さ
れます。
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名称 タイプ 必須/省
略可能

例 説明

Action String 省略可能 DescribeCl
assicLinkI
nstances

実⾏する操作です。 値を 
DescribeClassicLinkInstances
 に設定します。

InstanceId String 省略可能 i-test インスタンスの ID。 最⼤ 100 個の
インスタンス ID を指定できます。
ID は、コンマ（、）で区切る必要
があります。

PageNumber String 省略可能 1 現在のページ番号 開始値：1。
デフォルト値 : 1。

PageSize String 省略可能 10 1 ページあたりのエントリー数。
有効値：0〜50。
デフォルト値: 10。

VpcId String 省略可能 vpc-test VPC の ID。 指定した VPC に対し
て ClassicLink  サービスを有効に
する必要があります。

応答パラメーター
名称 タイプ 例 説明
リンク クラシックネットワーク接続インスタン

スとVPCの間のリンク。
└InstanceId String i-test インスタンスの ID。
└VpcId String vpc-test VPCのID。
PageNumber Integer 1 リンクリストで照会したページ番号。
PageSize Integer 10 1 ページあたりのエントリー数。
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名称 タイプ 例 説明
RequestId String 473469C7-AA6F

-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

API リクエストの ID。

TotalCount Integer 2 リンクの総数。
例

リクエストの例
https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = DescribeCl assicLinkI
nstances

& RegionId = cn - hangzhou  
& VpcId = vpc - test
& InstanceId = i - test , i - test1
&< Common  request  parameters >

通常の応答例
XML   形式
< DescribeCl assicLinkI nstancesRe sponse >
  < RequestId > B154D309 - F3E1 - 4AB7 - BA94 - FEFCA8B890 01 </
RequestId >

  < TotalCount > 2 </ TotalCount >
  < PageNumber > 1 </ PageNumber >
  < PageSize > 10 </ PageSize >
  < Links >
    < Links >
      < InstanceId > i - test </ InstanceId >
      < VpcId > vpc - test </ VpcId >
    < Links >
    < Links >
       < InstanceId > i - test1 </ InstanceId >
       < VpcId > vpc - test </ VpcId >
    </ Link >
  < Links >
</ DescribeCl assicLinkI nstancesRe sponse >

JSON   形式
{
 " PageNumber ": 1 ,
  " TotalCount ": 2 ,
 " Links ":{
   " Link ":[
   {
     " InstanceId ":" i - test ",
    " VpcId ":" vpc - test "
   },
   {
     " InstanceId ":" i - test1 ",
    " VpcId ":" vpc - test "
   }
  ]
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 },
 " PageSize ": 10 ,
 " RequestId "： " B154D309 - F3E1 - 4AB7 - BA94 - FEFCA8B890 01 "
}

エラーコード
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 説明

403 InvalidIns
tanceId.
NotBelong

指定されたインスタンスは存
在しません。

指定されたイメージがこのア
カウントに存在しない場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

エラーコードの表⽰
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