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1 インスタンス
1.1 RunInstances

1 つ以上の従量課⾦またはサブスクリプション ECS インスタンスを作成します。
説明

インスタンスを作成する前に、  DescribeAvailableResource を呼び出して、指定されたリー
ジョンまたはゾーンで利⽤可能なリソースを表⽰することができます。
インスタンスの作成にはリソースに対する課⾦が発⽣するため、インスタンスを作成する前に
ECS の課⾦⽅法を⼗分にご確認ください。 詳しくは、「 課⾦⽅法」をご参照ください。
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。
• ⼀度に最⼤ 100 個のインスタンスを作成できます。
• AutoReleas eTime パラメーターを使⽤してインスタンスの⾃動リリースの時間を設定

できます。
• インスタンスの作成後、  DescribeInstances を呼び出して新しいインスタンスのステータス

を確認できます。
• インスタンスを作成する前に、セキュリティグループが作成されていることをご確認くださ

い。 詳細については、「CreateSecurityGroup 」をご参照ください。
• インスタンスは、作成後に⾃動的に有効化されます。 Running の状態であれば、使⽤が開

始できる状態です。
• VPC ベースのインスタンスを作成する前に、同じリージョンで VPC の作成をする必要があり

ます。
• CreateInstanceと異なり、 RunInstanc es を呼び出してインスタンスを作成する際、

InternetMa xBandwidth Out  の値が 0 より⼤きい場合はパブリック IP アドレスが
設定されます。

• インスタンス作成タスクを送信後、パラメーターが無効であるか、使⽤可能なリソースがない
場合はエラーが返されます。 詳細については、エラーコードをご参照ください。

ベストプラクティス
RunInstanc es  を呼び出して、⼀度に複数のインスタンスを作成することができます。 今

後の管理および取得をする際のために、各バッチ作成タスクで作成されたインスタンスの Tag
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. N . Key および Tag . N . Value タグを指定することを推奨します。 HostName と
InstanceNa me の値は、 UniqueSuff ix を追加することを推奨します。

インスタンス起動テンプレートを使⽤すると、新しいインスタンスの作成時にその都度使⽤
する設定パラメーターを⾃動で設定できます。 CreateLaunchTemplate  を実⾏して、イ
ンスタンス起動テンプレートを作成できます。 次に、 LaunchTemp lateVersio n で
RunInstanc es および LaunchTemp lateId を指定して該当のテンプレートを有効化

します。
 ECS コンソールを使⽤して、ECS インスタンス作成時の RunInstanc es ベストプラクティ
スを⼊⼿することができます。 順序を確認する際、左側の API ワークフローのウィンドウで、
RunInstanc es と関連付け可能な API およびリクエストパラメーターが⼀覧表⽰されま

す。 右側には、プログラミング⾔語固有のサンプルが⽤意されています。  Java および Python
 のサンプルが提供されています。

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
名前 データ型 必須/省

略可能
例 説明

RegionId String 必須 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 省略可能 RunInstances 実⾏する操作。 値を RunInstanc
es に設定します。

ZoneId String 省略可能 cn-hangzhou-d 指定されたリージョンで使⽤可能な
ゾーン ID 。  DescribeZonesを呼
び出して、最新のゾーンリストを取
得できます。 デフォルトでは、シ
ステムによってランダムに割り当て
られます。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

ImageId String 省略可能 win2008r2_
64_ent_sp1_en
-us_40G_ali
base_20170915
.vhd

インスタンスを作成するときに
指定するイメージリソースの ID
。  DescribeImages  を呼び出し
て、利⽤可能な画像リソースを表
⽰することができます。 インス
タンス起動テンプレートの指定に
LaunchTemp lateId または
LaunchTemp lateName を使

⽤しない場合、 ImageId が必要
になります。

SecurityGr
oupId

String 省略可能 sg-bp15ed6xe1
yxeycg7ov3 インスタンスが属するリソースグ

ループの ID 。 同じセキュリティグ
ループ内のインスタンスは相互にア
クセスすることができます。 1 つの
セキュリティグループには、最⼤ 1
,000 個のインスタンスを含めるこ
とができます。

注 :
SecurityGroupId によってイン
スタンスのネットワークタイプが
判断されます。 たとえば、セキュ
リティグループが VPC タイプで
ある場合、そのインスタンスは
VPC タイプである必要がありま
す。 また、それらの VSwitchId
を指定する必要があります。

インスタンス起動テンプレートの指
定に LaunchTemp lateId また
は LaunchTemp lateName を
使⽤しない場合、 SecurityGr

oupId が必要です。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

VSwitchId String 省略可能 vsw-
bp1s5fnvk4
gn2tws03ziX

VSwitch の ID。 VPC ベースのイ
ンスタンスの作成時に指定する必要
があります。

InstanceTy
pe

String 省略可能 ecs.g5.large インスタンスの種類 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。LaunchTemplateId または
LaunchTemplateName を使⽤し
てインスタンス起動テンプレートを
指定しない場合、InstanceType が
必要になります。

InternetMa
xBandwidth
In

Integer 省略可能 200 パブリックネットワークのインバウ
ンド帯域幅の最⼤値。 単位：Mbit/
s。 有効値：1〜200。
既定値 : 200

InternetMa
xBandwidth
Out

Integer 省略可能 5 パブリックネットワークのアウト
バウンド帯域幅の最⼤値。 単位：
Mbit/s。 有効値：0〜100。
既定値：0。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

InstanceNa
me

String 省略可能 JoshuaHost インスタンスの名前。 ⻑さは
2〜128 ⽂字で、⼤⽂字と⼩⽂字、
数字、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。 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。デフォルトでは
InstanceId が使⽤されます。

注 :
インスタンスのバッチ作成の際
は、 UniqueSuff ix を使⽤
して、インスタンスに対して異な
る InstanceNa me の値を設
定することができます。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

HostName String 省略可能 JoshuaHost 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
(-) を連続して使⽤することはで
きません。

• Windows の場合：ホスト名は 
2〜15 ⽂字の⻑さである必要が
あります。⼤⽂字と⼩⽂字、数
字、ピリオド (.)、ハイフン (-)
を含めることができます。 数字
のみにすることはできません。

• その他のオペレーティングシス
テムの場合：ホスト名の⻑さは 
2〜64 ⽂字である必要がありま
す。⼤⽂字と⼩⽂字、数字、ハ
イフン (-) を含めることができま
す。 ピリオド (.) でセグメント
を区切ることができます。

注 :
インスタンスのバッチ作成の際
は、 UniqueSuff ix を使⽤
して、インスタンスに対して異な
る HostName の値を設定するこ
とができます。

UniqueSuff
ix

Boolean 省略可能 true 連続したサフィックス
を HostName および
InstanceNa me に追加

するかを⽰します。 連続した
サフィックス の範囲は 001 〜
999 です。 例： LocalHost0

01 , LocalHost0 02 , 
MyInstance 001  、およ

び MyInstance 002 . 既定
値：false
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

Descriptio
n

String 省略可能 FinanceDept インスタンスの説明。 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。

PasswordIn
herit

Boolean 省略可能 false イメージで事前定義されたパス
ワードを使⽤するかを⽰します。 
PasswordInherit が指定されてい
る場合、 Password は null である
必要があります。 選択したイメー
ジにパスワードが設定されているこ
とをご確認ください。

パスワード String 省略可能 EcsV587! インスタンスのパスワード。 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、記号の
すべてを含める必要があります。
以下の記号が使⽤可能です。
 ()`~!@#$%^&*- _ +=|{}
[]:;'<>,.?/

Windows の場合、パスワードの先
頭をスラッシュ (/) にすることはで
きません。

注 :
パスワード 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。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

KeyPairNam
e

String 省略可能 インスタンステ
スト キーペアの名前。

• Windows インスタンスの場合
は、このパラメーターを無視し
てください。 既定値 : null 。 こ
のパラメーターが指定されてい
る場合でも、 パスワード値が使
⽤されます。

• Linux インスタンスの場合、初
期化の段階ではパスワードログ
オン⽅法は禁⽌されています。

SystemDisk
. Size

String 省略可能 40 システムディスクのサイズ。 単
位：GiB。 有効値：20 〜 500 。
この値は、最⼤ {20, ImageSize}
以上である必要があります。 既定
値：最⼤ {40, ImageSize}

SystemDisk
. Category

String 省略可能 cloud_ssd システムディスクのカテゴリ。 ⾮
I/O 最適化のフェーズアウトインス
タンスタイプの、⾮ I/O 最適化イ
ンスタンス規定値は cloud です。
その他のインスタンスの規定値は
cloud_efficiency です。 有効値：
• cloud：ベーシックディスク
• cloud_efficiency：ウルトラ

ディスク。
• cloud_ssd：SSD
• ephemeral_ssd: ローカル SSD
• cloud_essd：ESSD ESSD はパ

ブリックベータテスト段階にあ
るため、⼀部の地域のみで利⽤
が可能です。 詳細については、 
ESSD FAQ をご参照ください。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

SystemDisk
. DiskName

String 省略可能 cloud_ssdS
ystem システムディスクの名前。 ⻑さは 

2〜128 ⽂字である必要がありま
す。⼤⽂字と⼩⽂字、数字、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。 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。 既定値
: null 。

SystemDisk
.
Descriptio
n

String 省略可能 FinanceDept システムディスクの説明。 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。

DataDisk .
n . Size

Integer 省略可能 2,000 n 番⽬のデータディスクのサイズ。
n の範囲は 1〜16 です。 単位：
GiB。 有効値：
• cloud：5〜2,000。
• cloud_efficiency: 20 〜 32768
• cloud_ssd: 20 〜 32768
• cloud_essd：20 〜 32768
• ephemeral_ssd: 5 〜 800
この値のサイズは SnapshotId

以上である必要があります。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

DataDisk
. n .
SnapshotId

String 省略可能 s-bp17441ohw
ka0yuhx3h0 n 番⽬のデータディスクの作成

に使⽤されるスナップショット
の ID。n の範囲は 1〜16 です。 
DataDisk . n . SnapshotId

が指定されている場合、 
DataDisk . n . Size の値は

無視されます。 新しいデータディ
スクのサイズは、指定されたスナッ
プショットと同じサイズになりま
す。 2013 年 7 ⽉ 15 ⽇以前に作成
されたスナップショットはここで
は使⽤できません。 それ以外の場
合、エラーが返され、リクエストは
拒否されます。

DataDisk
. n .
Category

String 省略可能 cloud_ssd n 番⽬のデータディスクのカテゴ
リ。 既定値：cloud 有効値：
• cloud：ベーシックディスク
• cloud_efficiency：ウルトラ

ディスク。
• cloud_ssd：SSD
• ephemeral_ssd: ローカル SSD
• cloud_essd：ESSD ESSD はま

だパブリックベータテスト段階
であるため、⼀部の地域のみで
利⽤が可能です。 詳細について
は、 ESSD FAQ をご参照くださ
い。

DataDisk
. n .
Encrypted

String 省略可能 false n 番⽬のデータディスクが暗号化さ
れているかを⽰します。 既定値：
false

DataDisk
. N .
KMSKeyId

String 省略可能 0e478b7a-4262
-4802-b8cb-
00d3fb40826X

n 番⽬のデータディスクの KMS ID
 。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

DataDisk
. n .
DiskName

String 省略可能 cloud_ssdData n 番⽬のデータディスクの名前。
⻑さは 2〜128 ⽂字である必要があ
ります。⼤⽂字と⼩⽂字、数字、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。
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。 既定
値 : null 。

DataDisk
. n .
Descriptio
n

String 省略可能 FinanceDept n 番⽬のデータディスクの説明。
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。

DataDisk .
N . Device

String 省略可能 /dev/xvda n 番⽬のデータディスクのマウン
トポイント。

注 :
このパラメーターは削除予定で
す。 互換性を確保するために他の
パラメーターを使⽤することを推
奨します。

DataDisk
. n .
DeleteWith
Instance

Boolean 省略可能 true インスタンスとともにデータディス
クがリリースされるかどうかを⽰し
ます。 既定値：true
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

IoOptimize
d

String 省略可能 optimized インスタンスが I/O 最適化インス
タンスであるかを⽰します。フェー
ズアウトインスタンスタイプの既定
値は none 、その他のインスタン
スの場合は optimized です。 有効
値：
• none。
• optimized。

< td  class
=" en -
UStry  
align -
left  
colsep -
1  rowsep
- 1 "> 
NetworkInt
erface
. n .
PrimaryIpA
ddress  </
td >

String 省略可能 172.16.236.14X n 番⽬の ENI のプライマリ IP アド
レス。

< td  class
=" en -
UStry  
align -
left  
colsep -
1  rowsep
- 1 "> 
NetworkInt
erface . n
. VSwitchId
 </ td >

String 省略可能 vsw-
vswitchid2 n 番⽬の ENI の VSwitch の ID 。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

< td  class
=" en -
UStry  
align -
left  
colsep -
1  rowsep
- 1 "> 
NetworkInt
erface
. n .
SecurityGr
oupId  </
td >

String 省略可能 sg-securitygr
oupid2 n 番⽬の ENI のセキュリティグ

ループの ID 。

< td  class
=" en -
UStry  
align -
left  
colsep -
1  rowsep
- 1 "> 
NetworkInt
erface
. n .
NetworkInt
erfaceName

</ td >

String 省略可能 FinanceJoshua n 番⽬の ENI の名前。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

< td  class
=" en -
UStry  
align -
left  
colsep -
1  rowsep
- 1 "> 
NetworkInt
erface
. n .
Descriptio
n  </ td >

String 省略可能 FinanceDept n 番⽬の ENI 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。

RamRoleNam
e

String 省略可能 FinanceDept インスタンスの RAM ロール名。 
ListRoles 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。

UserData String 省略可能 ZWNobyBoZW
xsbyBlY3Mh インスタンスのユーザーデータ。 

Base64 でエンコードする必要があ
ります。 ユーザーデータの最⼤サ
イズは 16 KB です。

MinAmount Integer 省略可能 2 指定インスタンスの最⼩購⼊数。
有効値：1 〜 100 。
• 在庫の ECS インスタンスの数が 

MinAmount 値よりも少ない場
合、インスタンス作成の操作は
失敗します。

• 在庫の ECS インスタンスの数
が MinAmount 値以上である場
合、インスタンス作成の操作は
成功します。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

Amount Integer 省略可能 3 作成するインスタンス数。 有効
値：1 〜 100 。
既定値：1

SpotPriceL
imit

Float 省略可能 0.97 インスタンスの最⾼価格/時。
⼩数点以下 3 桁まで正確で
す。 SpotStrate gy  が
SpotWithPr iceLimit  に設

定されている場合にのみ有効になり
ます。

SpotStrate
gy

String 省略可能 NoSpot 従量課⾦インスタンスのプリエ
ンプティブポリシー。 このパラ
メーターは、 InstanceCh

argeType が PostPaid に設定
されている場合にのみ有効になりま
す。 有効値：
• NoSpot：通常の従量課⾦インス

タンス。
• SpotWithPriceLimit：価格上

限が定義されたプリエンプティ
ブインスタンス。

• SpotAsPriceGo：現在の市場価
格に基づいた従量課⾦のインス
タンス。

SpotInterr
uptionBeha
vior

String 省略可能 Terminate プリエンプティブインスタンスの中
断モード。 インスタンスがリリー
スされる終了モードのみがサポート
されています。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

CreditSpec
ification

String 省略可能 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、標準モードをご参照くだ
さい。

• Unlimited：無制限モード。 詳
細については、無制限モードを
ご参照ください。

既定値 : null 。
SecurityEn
hancementS
trategy

String 省略可能 Active セキュリティー強化を有効化するか
を⽰します。 有効値：
• Active：セキュリティ強化を有

効化します。 Alibaba Cloud パ
ブリックイメージにのみ適⽤可
能です。

• Deactive：セキュリティ強化を
無効化します。 すべてのイメー
ジに適⽤可能です。

Deployment
SetId

String 省略可能 ds-
bp1brhwhoq
inyjd6tnXX

デプロイメントセットの ID。
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Elastic Compute Service API レファレンス /  1 インスタンス

名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

DedicatedH
ostId

String 省略可能 dh-dedicatedh
ost1 指定された専⽤ホスト (DDH)

で ECS インスタンスを作成す
るかを⽰します。  DescribeDe
dicatedHostsを呼び出して DDH
リストを表⽰することができます。
DDH でプリエンプティブイ
ンスタンスを作成することは
できません。 指定した場合
DedicatedH ostId   を指定

した場合、 SpotStrate gy

と Spotpricel imit  の値は
無視されます。

Tag . N .
Key

String 省略可能 FinanceDept インスタンス、ディスク、プライ
マリ NIC のタグキー。 n の範囲
は 1〜20 です。 このパラメーター
は空⽩のままにできません。 ⻑さ
は 64 ⽂字以下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。また、 http :// または 

https :// を含めることはでき
ません。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

Tag . N .
Value

String 省略可能 FinanceDept.
Joshua インスタンス、ディスク、プライ

マリ NIC のタグ値。 n の範囲は
1〜20 です。 このパラメーター
は空⽩のままも可能です。 ⻑さは
128 ⽂字以下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。また、 http :// または 

https :// を含めることはでき
ません。

HpcCluster
Id

String 省略可能 hpc-clusterid インスタンスが属する EHPC クラ
スターの ID。

ResourceGr
oupId

String 省略可能 rg-resourcegr
oupid1 インスタンスが属するリソースグ

ループの ID 。
LaunchTemp
lateId

String 省略可能 lt-bp1apo0bbb
kuy0rj3b9X インスタンス起動テンプレー

トの ID 。 詳細については、  
DescribeLaunchTemplates を実
⾏してください。 インスタンス起
動テンプレートを指定するには、 
LaunchTemp lateId または
LaunchTemp lateName を使

⽤する必要があります。
LaunchTemp
lateName

String 省略可能 JoshuaWinP
ostPaid インスタンス起動テンプレート

の名前。 インスタンス起動テ
ンプレートを指定するには、
LaunchTemp lateId または
LaunchTemp lateName を使

⽤する必要があります。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

LaunchTemp
lateVersio
n

Long 省略可能 3 インスタンス起動テンプレート
のバージョン。 LaunchTemp

lateId または LaunchTemp

lateName を指定したが
LaunchTemplateVersion をス
キップした場合、デフォルトのテン
プレートバージョンが使⽤されま
す。

DeletionPr
otection

Boolean 省略可能 false インスタンスのリリース保護の属
性。 ECS コンソール上で、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：false 有効値：
• true：リリース保護を有効化し

ます。
• false：リリース保護を無効化し

ます。
注 :

この属性は、従量課⾦のインスタ
ンスのみに適⽤可能です。 ⼿動リ
リースの操作をブロックする場合
にもに使⽤できます。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。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

AutoReleas
eTime

String 省略可能 2018-01-01T12
:05:00Z インスタンスの⾃動リリース

の時刻。 時間は、ISO 8601 標
準、UTC 時間です。 形式：yyyy-
MM-ddTHH:mm:ssZ。
• ss が 00 以外の値に設定さ

れている場合、 mm の値のみが
使⽤されます (ss が 00 に変わり
ます)。

• ⾃動リリースの時間は、現在の
時刻から 30 分以上あとである必
要があります。

• ⾃動リリースの時間は、現在の
時刻から 3 年未満である必要が
あります。

InternetCh
argeType

String 省略可能 PayByTraffic インスタンスの課⾦⽅法。 既定値
: PayByTraffic 有効値：
• PayByTraffic：実際のトラ

フィックに基づいて課⾦されま
す。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

Period Integer 省略可能 1 インスタンスのサブスクリプショ
ン期間。 単位：month 。 このパ
ラメーターは、 InstanceCh

argeType が PrePaid に設定
されている場合にのみ有効・必要
になります。 DedicatedHostId が
指定されている場合、Period パラ
メーター値の範囲は DDH のサブス
クリプション期間内である必要があ
ります。 有効値：
• {“1”, “2”, “3”, “4”}

PeriodUnit が Week に設定さ
れている場合。

• { “1”, “2”, “3”, “4”,
“5”, “6”, “7”, “8”,
“9”, “12”, “24”,
“36”,”48”,”60”}
PeriodUnit が Month に設定さ
れている場合。

AutoRenew Boolean 省略可能 true ⾃動更新が有効になっているかを
⽰します。 このパラメーターは、 
InstanceCh argeType が
PrePaid に設定されている場

合にのみ有効になります。 既定
値：false 有効値：
• true 。
• false 。

PeriodUnit String 省略可能 Month サブスクリプション期間の単位。
既定値：Month 。 有効値：
• Week
• Month
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

AutoRenewP
eriod

Integer 省略可能 1 インスタンスの⾃動更新期間。 有
効値：
• {“1”, “2”, “3”}

PeriodUnit が Week に設定さ
れている場合。

• PeriodUnit が Month に設定
されている場合、 {"1", "2", "3",
"12", "24", "36","48", "60"}

既定値 : 1。
InstanceCh
argeType

String 省略可能 PrePaid インスタンスの課⾦⽅法。 既定
値：PostPaid。 有効値：
• PrePaid：サブスクリプション
• PostPaid：従量課⾦
PrePaid に設定されている場合、
⽀払⼝座に⼗分なクレジットがあ
ることを確認してください。 そ
れ以外の場合は、 InvalidPay

Method エラーコードが返されま
す。

Ipv6Addres
sCount

Integer 省略可能 1 ランダムに⽣成され、ENI に割り
当てられている IPv6 アドレスの
数。

注 :
Ipv6Addres ses . N と
Ipv6Addres sCount 両⽅を

指定することはできません。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

PrivateIpA
ddress

String 省略可能 172.16.236.14X インスタンスのプライベート IP ア
ドレス。 PrivateIpAddress は 
VSwitchId に依存し、個別に指定
することはできません。

注 :
PrivateIpA ddress が指定

されている場合、 Amount は
1 にしか設定することができませ
ん。

Ipv6Addres
s . N

RepeatList省略可能 Ipv6Address
。 1=2001:db8
:1234:1a00::
XXX

1 つ以上の IPv6 アドレスを ENI に
割り当てます。 N は 1 にしかする
ことはできません。
サンプル：

注 :
Ipv6Addres ses . N と
Ipv6Addres sCount の両⽅

を指定することはできません。
DryRun Boolean 省略可能 false チェックリクエストのみを送信する

かを⽰します。 既定値：false
• true: 確認要求は送信されます

が、インスタンスは作成されま
せん。 システムが必要なパラ
メーターが設定されているかを
確認し、要求形式、サービス制
限、使⽤可能な ECS インスタン
スを検証します。 確認が失敗し
た場合、対応するエラーコード
が返されます。 確認が成功した
場合、 DryRunOper ation

が返されます。
• false：要求が送信され、インス

タンスが作成されます。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

ClientToke
n

String 省略可能 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 には ASCII ⽂
字のみが使⽤可能です。 ⻑さは 64
⽂字以下である必要があります。
詳細については、「べき等性を確保
する⽅法」をご参照ください。

Affinity String 省略可能 default インスタンスが作成された DDH に
ECS インスタンスを関連付けるか
を⽰します。 有効値：
• デフォルト ：インスタンスが作

成される DDH にインスタンス
が関連付けられていません。 [停
⽌した VPC インスタンスへの無
課⾦ (VPC 接続)] 機能が有効化
されているインスタンスでは、
インスタンスの再起動後に元の
DDH に⼗分なリソースがない
場合、⾃動 DDH リソースプー
ルで該当のインスタンスは別の
DDH でホストされます。

• ホスト ：インスタンスは、イン
スタンスが作成されるDDHに
関連付けられます。 [停⽌した
VPC インスタンスへの無課⾦
(VPC 接続) ] 機能が有効化され
ているインスタンスは、再起動
後も元のDDH でホストされま
す。 元の DDH に⼗分なリソー
スがない場合、インスタンスの
再起動は失敗します。

規定値：false
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

DataDisk
. N .
Performanc
eLevel

String 省略可能 PL2 データディスクとして使⽤される
ESSD クラウドディスクに対して
選択するパフォーマンスレベル。
N の値は、 DataDisk . N .

Category  = cloud_essd の
値と同じである必要があります。
有効値：
• PL1  (既定値) ：1 つのディス

クのランダム読み取り/書き込み
IOPS は最⼤ 50,000 です。

• PL2   ：1 つのディスクのラン
ダム読み取り/書き込み IOPS は
最⼤ 100,000 です。

• PL3   ：1 つのディスクのラン
ダム読み取り/書き込み IOPS は
最⼤ 1,000,000 です。

ESSD クラウドディスクのパフォー
マンスレベルを選択する⽅法につい
ては、  ESSD クラウドディスクを
ご参照ください。

SecurityGr
oupIds . N

RepeatList省略可能 sg-bp15ed6xe1
yxeycg7o *** ECS インスタンスが属するセキュ

リティグループの ID 。 1つの ECS
インスタンスを複数のセキュリティ
グループに追加できます。  N の値
の範囲は、ECS インスタンスを追
加できるセキュリティグループの最
⼤数によって異なります。 詳細に
ついては、「セキュリティグループ
の制限」をご参照ください。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

SystemDisk
.
Performanc
eLevel

String 省略可能 PL1 システムディスクとして使⽤される
ESSD クラウドディスクに対して選
択するパフォーマンスレベル。 有
効値：
• PL1  (既定値)：単1 つのディ

スクのランダム読み取り/書き込
み IOPS は最⼤ 50,000 です。

• PL2   ：単1 つのディスクのラ
ンダム読み取り/書き込み IOPS
は最⼤ 100,000 です。

• PL3   ：単1 つのディスクのラ
ンダム読み取り/書き込み IOPS
は最⼤ 1,000,000 です。

ESSD クラウドディスクのパフォー
マンスレベルを選択する⽅法につい
ては、「 ESSD クラウドディスク」
をご参照ください。

Tenancy String 省略可能 default DDH で ECS インスタンスを作成
するかを⽰します。 有効値：
• デフォルト ： DDH 上にECS イ

ンスタンスが作成されません。
• ホスト：DDH 上に ECS イン

スタンスが作成されます。 
DedicatedH ostId を指定

しない場合、Alibaba Cloud が
インスタンスの DDH を⾃動的
に選択します。

規定値：default
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レスポンスパラメーター
名前 データ型 例 説明
InstanceId
Sets

["i-instanceid1", "
i-instanceid2", "i-
instanceid3"]

インスタンス ID のリスト (
InstanceId 。

RequestId String 473469C7-AA6F
-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエスト ID。

例
リクエスト例

https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = RunInstanc es
& RegionId = cn - hangzhou
& InstanceTy pe = ecs . cm4 . 6xlarge
& SecurityGr oupId = sg - securitygr oupid
& Amount = 3
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンス例
XML  形式
< RunInstanc esResponse > 
  < RequestId > 04F0F334 - 1335 - 436C - A1D7 - 6C044FE733 68 </
RequestId >

  < InstanceId Sets > 
    < InstanceId Set > 
      < InstanceId > i - instanceid 1 </ InstanceId > 
      < InstanceId > i - instanceid 2 </ InstanceId > 
      < InstanceId > i - instanceid 3 </ InstanceId > 
    </ InstanceId Set > 
  </ InstanceId Sets > 
</ RunInstanc esResponse > 

JSON  形式
{
 " RequestId ":" 04F0F334 - 1335 - 436C - A1D7 - 6C044FE733 68 "
 " InstanceId Sets ":{
  " InstanceId Set ":[
   " i - instanceid 1 ",
   " i - instanceid 2 ",
   " i - instanceid 3 "
  ]
 }
}
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エラー
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 意味

404 InvalidSec
urityGroupId

指定された SecurityGr
oupId が無効であるか、存在
しません。

指定されたセキュリティグ
ループ ID が存在しない場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidInt
ernetChargeType
.ValueNotSu
pported

指定された InternetCh
argeType は無効です。

指定されたインスタンス設定
変更タイプが存在しない場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

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
式が無効の場合に返されるエ
ラーメッセージ。

403 InvalidParams
.InstanceNa
meExceed

uniqueSuffix は名前空間
が 3 つ必要になります。
InstanceName を短くして
ください。

uniqueSuffix が3つの名前空
間を要するためにインスタン
ス名を短縮する必要がある場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

403 InvalidParams
.HostnameEx
ceed

uniqueSuffix は名前空間
が 3 つ必要になります。 
Hostname. を短くしてくだ
さい。

uniqueSuffix が 3 つの名前
空間を要するためにホスト名
を短縮する必要がある場合に
返されるエラーメッセージ。

400 InvalidPas
swordParam.
Mismatch

passwdInherit が true の場
合、⼊⼒パスワードは null
 にする必要があります。

PasswdInherit が true に設
定されていてパスワードを設
定できない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidSys
temDiskCategory
.ValueNotSu
pported

指定されたパラメーター "
SystemDisk.Category" は無
効です。

指定された SystemDisk.
Category は無効です。

400 InvalidDat
aDiskSize.
ValueNotSu
pported

指定された DataDisk.n.Size
 が許容範囲外であるか、ま
たはスナップショットの容量
が指定されたディスクカテゴ
リのサイズ制限を超えていま
す。

指定されたデータディスクの
最⼤サイズに達したときに返
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 意味

400 InvalidDat
aDiskCategory
.ValueNotSu
pported

指定されたパラメーター "
DataDisk.n.Category" は無
効です。

指定された DataDisk.N.
Category が無効な場合に返
されるエラーメッセージ。

400 InvalidSna
pshotId.
BasedSnaps
hotTooOld

指定されたスナップショット
は 2013 年 7 ⽉ 15 ⽇以前に
作成されたものです。

指定されたスナップショット
が 2013 年 7 ⽉ 15 ⽇以前に
作成されたときに返されるエ
ラーメッセージ。

403 InvalidSna
pshotId.
NotReady

指定されたスナップショット
は完了していません。

指定されたスナップショット
が完了していない場合に返さ
れるエラーメッセージ。

403 InvalidDevice.
InUse

指定されたデバイスは使⽤さ
れています。

指定されたデバイスがディス
クにアタッチされている場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

403 ImageRemov
edInMarket

指定されたマーケットイメー
ジが使⽤できないか、または
指定されたカスタムイメージ
に、マーケットプレイスから
⼊⼿されたイメージに基づく
プロダクトコードが含まれて
おり、同⼀のイメージがマー
ケットプレイスから削除され
ている場合。

指定されたマーケットプレー
スイメージが使⽤可能の場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

404 InvalidClusterId.
NotFound

指定された ClusterId は、レ
コードに存在しません。

指定された ClusterId がが
存在しない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidDis
kDescription.
Malformed

指定されたパラメーター "
SyatemDisk.DiskDescri
ption" または "DataDisk.n.
Description" は無効です。

指定された SyatemDisk.
DiskDescription または 
DataDisk.N.Description が
無効な場合に返されるエラー
メッセージ。

403 RegionUnau
tifiedized

指定されたリージョンにイン
スタンスを作成する権限があ
りません。

指定されたリージョンにイン
スタンスを作成する権限がな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。
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403 CategoryNo
tSupported

指定されたゾーンまたはクラ
スターに、指定されたディス
クカテゴリが存在しません。

指定されたディスクカテゴリ
が指定したゾーンまたはクラ
スターで使⽤できない場合に
返されるエラーメッセージ。

403 CategoryNo
tSupported

指定されたクラスターに、指
定のディスクカテゴリは存在
しません。

指定されたクラスターで指定
のディスクカテゴリが使⽤で
きない場合に返されるエラー
メッセージ。

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 InvalidPar
ameter.
Mismatch

指定されたセキュリティグ
ループと仮想スイッチは同じ 
VPC 内にありません。

指定されたセキュリティグ
ループが VSwitch と同じ 
VPC 内にない場合に返される
エラーメッセージ。

400 InvalidPri
vateIpAddress

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、 VSwitch の 同
じ CIDR ブロック内に存在
しない場合に返されるエラー
メッセージ。

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。

指定されたプライベート IP
 アドレスが無効な場合に返さ
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。

400 InvalidPar
ameter.
Mismatch

指定された仮想スイッチは指
定のゾーンに存在しません。

指定された VSwithc が指定
のゾーンに存在しない場合に
返されるエラーメッセージ。

400 MissingPar
ameter

このリクエスト処理に必
須の⼊⼒パラメーター "
VSwitchId" が指定されてい
ません。

VSwitchId パラメーターが空
の場合に返されるエラーメッ
セージ。

30 Document Version20190906



Elastic Compute Service API レファレンス /  1 インスタンス

HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 意味

400 InvalidDis
kCategory.
Mismatch

指定されたディスクカテゴリ
の組み合わせはサポートされ
ていません。

指定されたディスクタイプが
⼀緒に使⽤されている場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

403 Forbbiden 指定されたリソースで操作を
⾏う権限のないユーザー。

指定されたリソースで操作を
実⾏する権限がない場合に返
されるエラーメッセージ。

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該当の
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
確認してください。

403 InvalidDiskSize.
TooSmall

スナップショットのサイズよ
り⼩さいディスクサイズが指
定されました。

指定されたディスクにスナッ
プショット⽤のスペースが⼗
分に確保できない場合に返さ
れるエラーメッセージ。

404 InvalidIns
tanceCharg
eType.NotFound

InstanceChargeType はレ
コードに存在しません

指定されたインスタンス設定
タイプが存在しない場合に返
されるエラーメッセージ。

400 InvalidPeriod 指定された期間は無効です。 指定された期間が無効な場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidDat
aDiskCategory
.ValueNotSu
pported

指定されたパラメーター 
DataDisk.n.Category は無
効です。

指定されたディスクタイプが
無効な場合に返されるエラー
メッセージ。

400 InvalidSys
temDiskCategory
.ValueNotSu
pported

指定されたパラメーター 
SystemDisk.Category は無
効です。

指定されたディスクが無効な
場合に返されるエラーメッ
セージ。

403 InvalidDis
kCategory.
NotSupported

指定されたディスクカテゴリ
は、指定されたインスタンス
タイプをサポートしていませ
ん。

指定されたディスクタイプが
指定のインスタンスタイプで
サポートされていない場合に
返されるエラーメッセージ。
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400 InstanceDi
skCategory
LimitExceed

指定された DataDisk.N.Size
 が許容範囲外であるか、ま
たはスナップショットの容量
が指定されたディスクカテゴ
リのサイズ制限を超えていま
す。

指定されたデータディスクの
最⼤サイズに達した場合に返
されるエラーメッセージ。

403 QuotaExceed.
BuyImage

指定されたイメージはイメー
ジマーケットから⼊⼿されま
した 購⼊されていない、あ
るいはクォータを超えていま
す。

指定されたイメージが購⼊
されていないか、最⼤クォー
タに達したときに返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidCli
entToken.
ValueNotSu
pported

clienttoken が無効です。 指定された ClientToken が
無効な場合に返されるエラー
メッセージ。

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 が無
効な場合に返されるエラー
メッセージ。

400 InvalidInt
ernetMaxBa
ndwidthOut.
Malformed

指定されたパラメーター
InternetMaxBandwidth
Out は無効です。

指定された InternetMa
xBandwidthOut が無効な場
合に返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。

400 InvalidMin
Amount.
Malformed

指定されたパラメーター 
MinAmount は無効です。

指定された MinAmount が
無効な場合に返されるエラー
メッセージ。 内容が正しいか
確認してください。

400 InvalidMax
Amount.
Malformed

指定されたパラメーター 
Amount は無効です。

指定された MaxAmount が
無効な場合に返されるエラー
メッセージ。
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400 InvalidAut
oReleaseTime.
Malformed

指定されたパラメーター 
AutoReleaseTime は無効で
す。

指定された AutoReleas
eTime が無効な場合に返され
るエラーメッセージ。 ⽇付は 
ISO 8601、UTC 時間です。
形式： yyyy-MM-ddTHH:
mm:ssZ。

400 InvalidPri
vateIpAddress.
Malformed

指定されたパラメーター 
PrivateIpAddress は無効で
す。

指定された PrivateIpA
ddress が無効な場合に返さ
れるエラーメッセージ。

404 InvalidSys
temDiskSize
.LessThanIm
ageSize

指定されたパラメーター 
SystemDisk.Size はイメー
ジサイズより⼩さいサイズで
す。

指定された SystemDisk.Size
 がイメージサイズより⼩さ
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

403 OperationDenied 指定された RegionId は、
ネットワークタイプ ECS イン
スタンスの作成をサポートし
ていません。

指定されたリージョンでは該
当のネットワークタイプの 
ECS インスタンスを作成で
きない場合に返されるエラー
メッセージ。 指定されたリー
ジョンで該当のネットワーク
タイプが利⽤可能か確認して
ください。

400 OperationDenied
.NoVlan

指定されたパラメーター "
VlanId" が有効でないか、ま
たは vlan 内の IP アドレスが
不⾜しています。

指定された VLAN ID が無効
であるか、この VLAN で使⽤
可能な IP アドレスがない場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

403 OperationDenied
.SnapshotNo
tValid

指定されたスナップショット
はディスクの作成を許可され
ていません。

指定したスナップショットに
対してディスクが作成できな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

403 Code: 
OperationDenied
.NoStock

リソースは使⽤不能です。 インスタンスが実⾏中のス
テータスではない場合に表⽰
されるエラーメッセージ。 イ
ンスタンスを有効化するか、
適切な操作が実⾏されている
かを確認します。
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403 OperationDenied
.SnapshotPa
ramsNotValid

スナップショットの容量が、
指定されたディスクカテゴリ
のサイズ制限を超えている
か、指定されたカテゴリが許
可されていません。

スナップショットの最⼤サイ
ズに達したか、または指定さ
れたディスクタイプを使⽤す
る権限がない場合に返される
エラーメッセージ。

403 OperationDenied
.DiskTypeNo
tSupport

このディスクタイプでは、操
作を実⾏できません

指定された期間が無効な場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 Account.
Arrearage

アカウントに料⾦の滞納が発
⽣しています。

アカウントに⼗分な残⾼がな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。 アカウントの残⾼を
チャージして、もう⼀度お試
しください。

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。

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 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。

404 InvalidZoneId.
NotFound

指定された zoneId は存在し
ません。

指定されたゾーン ID が存在
しない場合に返されるエラー
メッセージ。

403 Zone.NotOnSale 指定されたゾーンのリソース
は販売停⽌されています。 他
のリージョンやゾーンをお試
しください。

指定されたゾーンで使⽤可能
なリソースがない場合に返さ
れるエラーメッセージ。
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403 InvalidRes
ourceType.
NotSupported

リソースタイプがサポートさ
れていません。 別のインス
タンスタイプでお試しくださ
い。

指定のインスタンスタイプが
サポートされていない場合に
返されるエラーメッセージ。

403 InvalidIns
tanceType.
ZoneNotSup
ported

指定されたゾーンはこのイン
スタンスタイプをサポートし
ていません。

指定されたインスタンスタイ
プが指定のゾーンでサポート
されていない場合に返される
エラーメッセージ。

400 InstanceDi
skNumber.
LimitExceed

インスタンス内の指定された
ディスクの総数を超えていま
す。

インスタンスにある指定の
ディスクの最⼤数に達した場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidDis
kCategory.
ValueNotSu
pported

指定された "DiskCategory"
パラメーターは無効です。

指定された DiskCategory が
無効な場合に返されるエラー
メッセージ。

400 InvalidPar
ameter.
Bandwidth

%s パラメーターが無効である場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidDat
aDiskCategory
.ValueNotSu
pported

%s パラメーターが無効である場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidSys
temDiskCategory
.ValueNotSu
pported

%s パラメーターが無効な場合に
返されるエラーメッセージ。

400 InvalidPar
ameter.Conflict

%s パラメーターが別のパラメー
ターと競合している場合に返
されるエラーメッセージ。

400 InvalidInt
ernetChargeType
.ValueNotSu
pported

%s パラメーターが無効である場
合に返されるエラーメッセー
ジ。
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400 InvalidIns
tanceType.
ValueNotSu
pported

%s 指定されたインスタンスタイ
プが無効な場合に表⽰される
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
プが利⽤できない場合に表⽰
されるエラーメッセージ。

400 InvalidSys
temDiskSize
.ValueNotSu
pported

%s パラメーターが無効である場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidDat
aDiskSize.
ValueNotSu
pported

%s パラメーターが無効である場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

404 InvalidKey
PairName.
NotFound

指定されたパラメーター "
KeyPairName" はレコード
に存在しません。

指定された KeyPairName が
が存在しない場合に返される
エラーメッセージ。

403 Dependency
Violation.
WindowsIns
tance

作成するインスタンスが 
windowsベースです。ログイ
ンに ssh キーペアを使⽤する
ことはできません。

Windows で SSH キーペアが
サポートされていない場合に
返されるエラーメッセージ。

400 InvalidIns
tanceType.
ValueNotSu
pported

指定されたパラメーター
"KeyPairName" は、
IoOptimized インスタンス
のみをサポートしています。

SSH キーペアが最適化インス
タンスでサポートされていな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

403 InvalidNet
workType.
MismatchRa
mRole

RAM ロールはクラシックイ
ンスタンスには使⽤できませ
ん。

RAM ロールがクラシックイ
ンスタンスでサポートされて
いない場合に返されるエラー
メッセージ。

404 InvalidRamRole.
NotFound

指定されたパラメーター "
RAMRoleName" は存在しま
せん。

指定された RAMRoleName
 が存在しない場合に返される
エラーメッセージ。
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404 <td class="en-
UStry align-left 
colsep-1 rowsep
-1"> InvalidLau
nchTemplate.
NotFound </td>

%s 指定されたテンプレート名が
⾒つからない場合に返される
エラーメッセージ。

404 <td class="en-
UStry align-left 
colsep-1 rowsep
-1"> InvalidLau
nchTemplat
eVersion.
NotFound </td>

%s 指定されたテンプレートバー
ジョンが⾒つからない場合に
返されるエラーメッセージ。

400 InvalidIns
tanceType
.ElasticNet
workInterf
aceNotSupp
orted

指定されたインスタンスタ
イプは Elastic Network 
Interface をサポートしてい
ません。Elastic Network 
Interface を Generation I
 インスタンスにアタッチする
ことはできません。

指定したインスタンスタイプ
で ENI がサポートされていな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidPar
ameter.
EncryptedIllegal

%s パラメーターが無効である場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidPar
ameter.
EncryptedN
otSupported

%s パラメーターが無効である場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidPar
ameter.
Encrypted.
KmsNotEnabled

暗号化されたディスクは 
KMS の有効化が必要です。

KMS が暗号化されたディス
クに対して有効になっていな
い場合に返されるエラーメッ
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。

403 Code: Forbidden.
RiskControl

この操作は Aliyun Risk 
Control システムによって禁
⽌されています。

リスク管理システムによって
操作が禁⽌されている場合に
返されるエラーメッセージ。
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403 InvalidInstance.
UnPaidOrder

指定されたインスタンスには
未払いの注⽂があります。

指定されたインスタンスに未
払いの注⽂がある場合に返さ
れるエラーメッセージ。

403 RealNameAu
thenticati
onError

実名認証が未完了です。 実名認証に失敗したときに返
されるエラーメッセージ。

403 InvalidAcc
ountStatus.
NotEnoughB
alance

アカウントに⼗分な残⾼があ
りません。

アカウントに⼗分な残⾼がな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidSpo
tPriceLimit.
LowerThanP
ublicPrice

指定されたパラメーター "
spotPriceLimit" は、現在の
販売価格より低くすることは
できません。

指定された spotPriceLimit
 が現在の市場価格より低い場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidRel
ationResource.
NotFound

関連リソースが削除されてい
ます。

関連のリソースが削除されて
いる場合に返されるエラー
メッセージ。

400 IncorrectR
ecycleBinStatus

このインスタンスのステータ
スでは許可されていない操作
です。

該当の操作がリソースの現在
のステータスでサポートさ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidHpc
ClusterId.
Unnecessary

指定された HpcClusterId は
不要です

指定された HpcClusterId が
不要である場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidVSwitchId
.Necessary

VSwitchId が必要です 必要なパラメーターが指定さ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidHpc
ClusterId.
Necessary

HpcClusterId が必要です 必要なパラメーターが指定さ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidHpc
ClusterId.
NotFound

指定された HpcClusterId が
⾒つかりません。

指定された HPC クラスター
が存在しない場合に返される
エラーメッセージ。

400 InvalidHpc
ClusterId.
Creating

指定された HpcClusterId は
作成中です

指定された HPC クラスター
が無効な場合に返されるエ
ラーメッセージ。
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404 InvalidVSwitchId
.NotExist

%s 指定された VSwitch が存在
しない場合に返されるエラー
メッセージ。

403 ImageNotSu
pportInsta
nceType

指定されたイメージは、指定
の InstanceType をサポート
していません。

指定されたイメージで指定の
インスタンスタイプがサポー
トされていない場合に返され
るエラーメッセージ。

400 InvalidSec
urityGroup.
NotInDefaultVpc

%s 指定されたセキュリティグ
ループがデフォルトの VPC
 に存在しない場合に返される
エラーメッセージ。

400 InvalidSpo
tInterrupt
ionBehavior

%s SpotInterruptionBehavior
 がサポートされていない場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

403 InvalidSpo
tInterrupt
ionBehavio
r.ClassicNet
workNotSupport

指定された SpotInterr
uptionBehavior は、クラ
シックネットワークインスタ
ンスをサポートしていませ
ん。

プリエンプティブインスタン
スがクラシックインスタンス
である場合に返されるエラー
メッセージ。

403 InvalidSpo
tInterrupt
ionBehavior
.LocalDiskN
otSupport

指定された SpotInterr
uptionBehavior は、ローカ
ルディスクインスタンスをサ
ポートしていません。

ローカルディスクを有するプ
リエンプティブインスタンス
の使⽤を試みると返されるエ
ラーメッセージす。

400 InvalidDep
loymentOnHost

%s 指定されたデプロイメント
セットで DDH がサポートさ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidIns
tanceCharg
eType.
NotSupport

Dedicated ホストは、指定さ
れたインスタンス料⾦タイプ
をサポートしていません。

該当の課⾦⽅法が DDH でサ
ポートされていない場合に返
されるエラーメッセージ。

400 InvalidNet
workType.
NotSupported

クラシックの networkTyp
e は、dedicatedHostでの 
ECS 作成をサポートしていま
せん

DDH でクラシックネット
ワークの使⽤を試みると返さ
れるエラーメッセージ。
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400 InvalidDed
icatedHostId.
NotFound

指定された DedicatedH
ostId は存在しません。

指定された DDH ID が存在
しない場合に返されるエラー
メッセージ。

400 InvalidDed
icatedHostStatus
.NotSupport

専⽤ホストのステータスが原
因で操作が拒否されました。

リソースの現在のステータス
で該当の操作がサポートさ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 IncorrectD
edicatedHo
stStatus

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。

リソースの現在のステータス
で該当の操作がサポートさ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 ChargeType
Violation.
PostPaidDe
dicatedHost

後払い専⽤ホストに前払いイ
ンスタンスの指定は禁⽌され
ています

DDH の課⾦⽅法が変更され
た場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidPeriod
.ExceededDe
dicatedHost

インスタンスの有効期限を専
⽤ホストの有効期限より⻑く
することはできません。

インスタンスの有効期限⽇が 
DDH の有効期限⽇よりも遅
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidIns
tanceType.
ValueUnaut
horized

指定された InstanceType は
許可されていません。

該当のインスタンスタイプを
使⽤する権限が付与されて
いない場合に返されるエラー
メッセージ。

400 DedicatedH
ostType.
Unmatched

指定された DedicatedH
ostType はインスタンスタイ
プと⼀致していません。

プリエンプティブインスタン
スが該当のイスタンスタイプ
をサポートしていない場合に
返されるエラーメッセージ。

400 LackResource 指定された専⽤ホストに⼗分
なリソースがありません。

DDH に⼗分なリソースがな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 MissingPar
ameter

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

必要なパラメーターが指定さ
れていない場合に返されるエ
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 意味

400 MissingPar
ameter

このリクエスト処理に必
須の⼊⼒パラメーター 
InstanceType が指定されて
いません。

必要なパラメーターが指定さ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 ChargeType
Violation.
PostPaidDe
dicatedHost

後払い専⽤ホストでの前払い
インスタンスの指定は許可さ
れていません。

DDH の課⾦⽅法が変更され
たときに返されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidParam
.NetworkInt
erface

%s 指定されたパラメーターが無
効な場合に返されるエラー
メッセージ。

401 InvalidRamRole.
NotEcsRole

指定された RAM ロールは 
ECS の権限が付与されていま
せん。ロールポリシーをご確
認ください。

指定された RAM ロールが 
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。

403 InvalidPar
ameter.
NotMatch

%s パラメーターが別のパラメー
ターと競合している場合に返
されるエラーメッセージ。

403 InvalidVSwitch
.DefaultVSw
itchNotSupport

指定された vpc のゾーンは、
デフォルトvSwitch の作成を
サポートしていません。

指定されたゾーンの VPC で
デフォルトの VSwitch がサ
ポートされていない場合に返
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
サポートされていません。

指定された CreditSpec
ification が該当のリージョ
ンでサポートされていない場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

404 InvalidMar
ketImage.
NotFound

指定されたマーケットプレイ
スイメージは存在しません。
imageId を変更してもう⼀度
お試しください。

指定されたイメージが 
Alibaba Cloud マーケットで
利⽤できない場合に返される
エラーメッセージ。

400 InvalidIns
tanceType.
NotSupported

指定された instanceType は
デプロイメントセットでサ
ポートされていません。

指定されたデプロイメント
セットで指定のインスタンス
タイプがサポートされていな
い場合に返されるエラーメッ
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 意味

400 InvalidVpcZone.
NotSupported

ご利⽤の VPC が属するゾー
ンでは許可されていない操作
です。別のゾーンでお試しく
ださい。

指定されたゾーンで該当の操
作がサポートされていない場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

40 IncorrectD
efaultVpcStatus

デフォルトの VPC のステー
タスが無効です。

デフォルト VPC のステータ
スが正しくない場合に返され
るエラーメッセージ。

404 DeploymentSet.
NotFound

指定されたデプロイメント
セットは存在しません。

指定されたデプロイメント
セットが存在しない場合に返
されるエラーメッセージ。

400 InvalidAut
oRenewPeriod
.ValueNotSu
pported

指定された autoRenewP
eriod が無効です。

指定された autoRenewP
eriod が無効な場合に返され
るエラーメッセージ。

403 DefaultVswitch.
Existed

VPC のデフォルト vswitch
 はすでに存在します。

VPC のデフォルトの 
VSwtich が作成済みである場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidMar
ketImageCh
argeType.
NotSupport

指定された marketImage の
chargeType はサポートされ
ていません。

マーケットプレイスイメージ
の課⾦⽅法が無効な場合に返
されるエラーメッセージ。

403 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。

リソースの現在のステータス
で該当の操作がサポートさ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

403 CategoryVi
olation

このインスタンスは、該当の
ディスクカテゴリではこの操
作をサポートしていません。

ローカルディスクが接続され
ているインスタンスの設定が
変更されたときに返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidPer
iodType.
ValueNotSu
pported

指定されたパラメーター 
PeriodType は無効です。

指定された PeriodType が
無効な場合に返されるエラー
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 意味

403 InvalidDisk.
SystemDiskSize

指定された SystemDiskSize
 は許容範囲を超えています。

指定されたシステムディスク
の最⼤サイズに達したときに
返されるエラーメッセージ。

400 IncorrectI
mageStatus

指定されたマーケットプレイ
スイメージは利⽤できませ
ん。

指定されたマーケットプレイ
スイメージが存在しない場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

403 MaxEniIpv6
IpsCountEx
ceeded

%s ENI に割り当てることができ
る IPv6 アドレスの最⼤数に
達したときに返されるエラー
メッセージ。

403 InvalidIp.
IpRepeated

%s The error message 
returned when the IP
 address is specified 
repeatedly.

403 InvalidIp.
IpAssigned

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

403 InvalidIp.
Address

%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。

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。

403 InvalidVSwitch.
Ipv6NotTurnOn

%s The error message 
returned when the IPv6 
feature is not enabled on 
the VSwitch.
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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 意味

403 InvalidParam.
Amount

%s 指定された期間が無効な場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

403 InvalidVSwitchId
.IpInvalid

%s 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。

403 Forbidden.
RegionId

%s 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。

400 IncorrectV
pcStatus

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。

403 InvalidCha
rgeType.
ValueNotSu
pported

The operation is not 
permitted due to deletion
 protection only support 
postPaid instance

The error message 
returned when release
 protection is not 
supported.

403 InvalidRegion.
NotSupport

指定されたリージョンはサ
ポートされていません。

The error message 
returned when BYOK 
is not supported in the 
specified region.

403 UserNotInT
heWhiteList

ユーザーはボリュームホワイ
トリストにありません。

The error message 
returned when you use 
BYOK.

400 InvalidPar
ameter.
EncryptedIllegal

The specified parameter
 Encrypted must be true
 when kmsKeyId is not 
empty.

The error message 
returned when the 
Encrypted feature is not
 enabled after you set 
KmsKeyId.

400 IoOptimized.
NotSupported

The specified instance
 must be IoOptimized 
instance when kmsKeyId 
is not empty.

The error message 
returned when optimized
 instances are not used 
after you set KmsKeyId.
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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 意味

404 InvalidPar
ameter.
KMSKeyId.
NotFound

指定された KMSKeyId は存
在しません。

指定された KMSKeyId が無
効な場合に返されるエラー
メッセージ。

403 InvalidPar
ameter.
KMSKeyId.
KMSUnautho
rized

ECS サービスに KMS にアク
セスする権限がありません。

ECS による KMSへのアクセ
スが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 CreateInstance
ECS インスタンスを作成します。

説明

注 :
インスタンスを作成する前に、 DescribeAvailableResource を呼び出して、指定されたリー
ジョンまたはゾーンで利⽤可能なリソースを表⽰することができます。 インスタンスの⾃動作
成や、⾃動的に実⾏（Running）状態に⼊ることを希望する場合は、RunInstances を呼び出
すことをお勧めします。

インスタンスの作成にはリソースに対する課⾦が発⽣するため、インスタンスを作成する前に
ECS の課⾦⽅法を⼗分にご確認ください。 詳しくは、課⾦⽅法 をご参照ください。 請求⽅法が
PrePaid に設定されている場合、アカウントで利⽤可能なクーポンが使⽤されます。

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。
instance types：
• IoOptimize d パラメーターを使⽤して、最適化されたインスタンスを作成するかどうか

を⽰すことができます。
• ephemeral_ ssd インスタンスの場合、インスタンスタイプは作成後に変更できませ

ん。
images：
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インスタンスを作成するときは、image を選択して、新しいインスタンスのシステムディスク
構成を決定する必要があります。 インスタンスが作成されると、そのシステムディスクはその 
image のクローンになります。
• インスタンスメモリが 512 MiB の場合、Windows Server 1709 image のみを使⽤できま

す。
• インスタンスメモリが 4 GiB 以上の場合、32 bit OS image は使⽤できません。
network configuration：
• VPC タイプのインスタンスを作成するには、VPC ネットワークと VSwitch を指定する必要

があります。 1 つのインスタンスは 1 つの VSwitch にのみ属することができます。
• VSwitchId を指定する場合は、 SecurityGr oupId  は VSwitchId と同じ VPC に

存在する必要があります。
• VSwitchId と PrivateIpA ddress の両⽅を指定する場合、 PrivateIpA ddress

 は VSwitch と同じ CIDR ブロックに存在する必要があります。
• PrivateIpA ddress は VSwitchId  に依存しているため、 PrivateIpA ddress

のみを指定することはできません。
• この API を呼び出してインスタンスを作成する場合、インスタンスにパブリック IP アドレス

は割り当てられません。 AllocatePublicIpAddress を呼び出して、パブリック IP アドレス
をインスタンスに割り当てることができます。

• InternetCh argeType  と InternetMa xBandwidth Out  パラメータを使⽤し
て、帯域幅料⾦を制限できます。 インスタンスのインバウンドトラフィックは無料であるた
め、 InternetMa xBandwidth In  は帯域幅の請求とは関係ありません。

• InternetCh argeType  と InternetMa xBandwidth Out  との関係は次のとお
りです：
- InternetCh argeType = PayByTraff ic はインスタンスが実際のトラフィック

に基づいて課⾦されることを⽰します。そのため、 InternetMa xBandwidth Out

の値は指定された帯域幅の上限値と同様です。 従量課⾦が使⽤されています。
security groups：
• CreateSecurityGroup を呼び出して、セキュリティグループを作成できます。
• インスタンスを作成するときにセキュリティグループの指定や、ModifyInstanceAttribute

 を呼び出してインスタンスのセキュリティグループを変更することができます。
• 同じセキュリティグループに属するインスタンスは相互にアクセスできますが、異なるセ

キュリティグループに属するインスタンスの間では相互アクセスはできません。 ただし、セ
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キュリティグループ認証を使⽤してファイアウォールアクセス許可を構成し、異なるセキュリ
ティグループのインスタンスが相互にアクセスできるようにすることができます。 詳細は、
AuthorizeSecurityGroup と AuthorizeSecurityGroupEgress をご参照ください。

• 1 つのセキュリティグループには、最⼤ 1,000 個のインスタンスを含めることができます。
storage：
• データディスクの最⼤容量は、ディスクのカテゴリによって異なります：

- シングルベーシックディスク（ cloud ）の最⼤容量は 2,000 GiB です。
- シングルウルトラディスク（ cloud_effi ciency ）の最⼤容量は 32 TiB（32,768

GiB）です。
- シングル SSD（ cloud_ssd ）の最⼤容量は 32 TiB（32,768 GiB）です。
- シングル ESSD（ cloud_essd ）の最⼤容量は 32 TiB（32,768 GiB）です。
- シングルローカル SSD（ ephemeral_ ssd ）の最⼤容量は 800 GiB です。

• ECS は、作成したインスタンスに適切なサイズのシステムディスクを割り当てます。 シス
テムディスクのキャパシティは、最⼤ {20, ImageSize} 以上である必要があります。 シス
テムディスクは、ベーシックディスク（ cloud ）、ウルトラディスク（ cloud_effi

ciency ）、SSD（ cloud_ssd ）、またはローカル SSD（ ephemeral_ ssd ）で
す。

• システムディスクがベーシックディスク（ cloud ）、ウルトラディスク（ cloud_effi

ciency ）、または SSD（ cloud_ssd ）の場合、データディスクをローカル SSD（
ephemeral_ ssd ）にすることはできません。

• 最適化されたインスタンスを選択すると、システムディスクはウルトラディスク（
cloud_effi ciency ）または SSD（ cloud_ssd ）のみになります。

• 1 つのインスタンスに最⼤ 16 個のデータディスクを接続できます。 データディスクのマウン
トポイントは、システムによってデフォルトの順序で /dev/xvdb から /dev/xvdz に割り当
てられます。 ローカル SSD（ ephemeral_ ssd ）がデータディスクとして使⽤される場
合、システムディスクはローカル SSD である必要があります。 インスタンスのローカル SSD
の合計容量は 1 TiB（システムディスクを除く 1,024 GiB）を超えることはできません。

• インスタンスを作成するときに、ローカル SSD ephemeral_ ssd を指定する必要があ
ります。 インスタンスの作成後に追加することはできません。 詳細は、インスタンスタイプ
ファミリー をご参照ください。

user data：
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インスタンスがユーザーデータの要件を満たしている場合、UserData 情報をインポートできま
す。 ユーザーデータは Base64 でエンコードされています。 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をインポートしないことをお
勧めします。 機密情報を転送する必要がある場合、インスタンスでインポートおよび暗号化解除
する前に、情報を暗号化して Base64 でエンコードすることをお勧めします。
others：
Alibaba Cloud CLI および SDK でこの API を呼び出す場合、まず次のパラメータからピ
リオド（。）を削除します： SystemDisk . Category 、 SystemDisk . Size 、
SystemDisk . Descriptio n 、 DataDisk . n . Size 、 DataDisk . n .

Category 、 DataDisk . n . SnapshotId 、 DataDisk . n . DiskName 、
DataDisk . n . Descriptio n 、 DataDisk . n . DeleteWith Instance  およ

び DataDisk . N . Performanc eLevel 。
たとえば、Alibaba Cloud CLI および SDK では、 Systemdisk category  は 
SystemDisk . Category  を表すために使⽤されます。

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
成ができます。

リクエストパラメーター
名前 データ型 必須/省

略可能
例 説明

ImageId String 必須 win2008r2_
64_ent_sp1_en
-us_40G_ali
base_20170915
.vhd

インスタンスを作成するときに
指定するイメージファイルの ID
。 Marketplace イメージの詳細
は、Alibaba Cloud Marketplace
の[製品の詳細]ページで ImageId

 をご参照ください。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

InstanceTy
pe

String 必須 ecs.g5.large インスタンスの種類 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 を呼び出
して最新のインスタンスタイプのリ
ストを取得します。

RegionId String 必須 cn-hangzhou インスタンスのリージョン ID 。 
DescribeRegions を呼び出して、
最新のリージョンリストを表⽰しま
す。

Action String 省略可能 CreateInstance 実⾏する操作。 値を CreateInst
ance に設定します。

AutoRenew Boolean 省略可能 true ⾃動更新が有効になっているかを
⽰します。 このパラメーターは、
InstanceCh argeType が
PrePaid に設定されている場合

にのみ有効になります。 有効値：
• true
• false

AutoRenewP
eriod

Integer 省略可能 2 インスタンスの⾃動更新期間。 こ
のパラメータは、AutoRenew が 
true に設定されている場合に必要
です。 有効値：
PeriodUnit が Month に設定され
ている場合： {“1”, “2”, “3”,
“6”, “12”}。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

ClientToke
n

String 省略可能 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 には ASCII ⽂
字のみが使⽤可能です。 ⻑さは 64
⽂字以下である必要があります。
詳細については、べき等性を確保す
る⽅法 をご参照ください。

ClusterId String 省略可能 c-clusterid1 インスタンスが属するクラスターの
ID。

注 :
このパラメーターは削除予定で
す。 互換性を確保するために他の
パラメーターを使⽤することを推
奨します。

CreditSpec
ification

String 省略可能 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/省
略可能

例 説明

DataDisk
. n .
Category

String 省略可能 cloud-ssd n 番⽬のデータディスクのカテゴ
リ。 既定値：cloud 有効値：
• cloud：ベーシックディスク
• cloud_efficiency：ウルトラ

ディスク。
• cloud_ssd：SSD
• ephemeral_ssd: ローカル SSD
• cloud_essd：ESSD ESSD はま

だパブリックベータテスト段階
であるため、⼀部の地域のみで
利⽤が可能です。 詳細について
は、 ESSD FAQ をご参照くださ
い。

DataDisk
. n .
DeleteWith
Instance

Boolean 省略可能 true インスタンスとともにデータディス
クがリリースされるかどうかを⽰し
ます。 既定値：true

DataDisk
. n .
Descriptio
n

String 省略可能 DataDiskFi
nance データディスクの説明。 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 。

DataDisk .
N . Device

String 省略可能 /dev/xvda n 番⽬のデータディスクのマウント
ポイント。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

DataDisk
. N .
DiskName

String 省略可能 DataDisk n 番⽬のデータディスクの名前。
⻑さは 2〜128 ⽂字である必要があ
ります。⼤⽂字と⼩⽂字、数字、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。
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。 既定
値 : null 。

DataDisk
. n .
Encrypted

Boolean 省略可能 false n 番⽬のデータディスクが暗号化さ
れているかを⽰します。 既定値：
false

DataDisk .
n . Size

Integer 省略可能 2,000 n 番⽬のデータディスクのサイズ。
n の範囲は 1〜16 です。 単位：
GiB。 有効値：
• cloud：5〜2,000。
• cloud_efficiency: 20 〜 32768
• cloud_ssd: 20 〜 32768
• cloud_essd：20 〜 32768
• ephemeral_ssd: 5 〜 800
この値のサイズは SnapshotId

以上である必要があります。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

DataDisk
. n .
SnapshotId

String 省略可能 s-bp17441ohw
ka0yuhx3h0 n 番⽬のデータディスクの作成

に使⽤されるスナップショッ
トの ID。n の範囲は 1〜16
です。 DataDisk . n .

SnapshotId が指定されている
場合、 DataDisk . n . Size

の値は無視されます。 新しいデー
タディスクのサイズは、指定された
スナップショットと同じサイズにな
ります。 2013 年 7 ⽉ 15 ⽇以前に
作成されたスナップショットはここ
では使⽤できません。 それ以外の
場合、エラーが返され、リクエスト
は拒否されます。

DedicatedH
ostId

String 省略可能 dh-dedicatedh
ost1 指定された専⽤ホスト (DDH)

で ECS インスタンスを作成す
るかを⽰します。 DescribeDe
dicatedHosts を呼び出して DDH
リストを表⽰することができます。
DDH でプリエンプティブイ
ンスタンスを作成することは
できません。 指定した場合
DedicatedH ostId   を指定

した場合、 SpotStrate gy

と SpotPriceL imit  の値は
無視されます。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

DeletionPr
otection

Boolean 省略可能 false インスタンスのリリース保護の属
性。 ECS コンソール上で、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：false 有効値：
• true：リリース保護を有効化し

ます。
• false：リリース保護を無効化し

ます。
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。

SystemDisk
.
Performanc
eLevel

String 省略可能 PL1 システムディスクとして使⽤される
ESSD クラウドディスクに対して選
択するパフォーマンスレベル。 有
効値：
• PL1  (既定値)：単1 つのディ

スクのランダム読み取り/書き込
み IOPS は最⼤ 50,000 です。

• PL2   ：単1 つのディスクのラ
ンダム読み取り/書き込み IOPS
は最⼤ 100,000 です。

• PL3   ：単1 つのディスクのラ
ンダム読み取り/書き込み IOPS
は最⼤ 1,000,000 です。

ESSD クラウドディスクのパフォー
マンスレベルを選択する⽅法につい
ては、「 ESSD クラウドディスク」
をご参照ください。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

DataDisk
. N .
Performanc
eLevel

String 省略可能 PL2 データディスクとして使⽤される
ESSD クラウドディスクに対して
選択するパフォーマンスレベル。
N の値は、 DataDisk . N .

Category  = cloud_essd の
値と同じである必要があります。
有効値：
• PL1  (既定値)：単1 つのディ

スクのランダム読み取り/書き込
み IOPS は最⼤ 50,000 です。

• PL2   ：単1 つのディスクのラ
ンダム読み取り/書き込み IOPS
は最⼤ 100,000 です。

• PL3   ：単1 つのディスクのラ
ンダム読み取り/書き込み IOPS
は最⼤ 1,000,000 です。

ESSD クラウドディスクのパフォー
マンスレベルを選択する⽅法につい
ては、 ESSD クラウドディスク を
ご参照ください。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

Affinity String 省略可能 default インスタンスが作成された DDH に
ECS インスタンスを関連付けるか
を⽰します。 有効値：
• デフォルト ：インスタンスが作

成される DDH にインスタンス
が関連付けられていません。 停
⽌した VPC インスタンスへの無
課⾦ (VPC 接続) 機能が有効化
されているインスタンスでは、
インスタンスの再起動後に元の
DDH に⼗分なリソースがない
場合、⾃動 DDH リソースプー
ルで該当のインスタンスは別の
DDH でホストされます。

• ホスト ：インスタンスは、イン
スタンスが作成されるDDHに関
連付けられます。 停⽌した VPC
インスタンスへの無課⾦ (VPC
接続)  機能が有効化されている
インスタンスは、再起動後も元
のDDH でホストされます。 元
の DDH に⼗分なリソースがな
い場合、インスタンスの再起動
は失敗します。

規定値：default
Tenancy String 省略可能 default DDH で ECS インスタンスを作成

するかを⽰します。 有効値：
• デフォルト ： DDH 上にECS イ

ンスタンスが作成されません。
• ホスト：DDH 上に ECS イン

スタンスが作成されます。 
DedicatedH ostId を指定

しない場合、Alibaba Cloud が
インスタンスの DDH を⾃動的
に選択します。

規定値：default
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

Deployment
SetId

String 省略可能 ds-
bp1brhwhoq
inyjd6tn3x

デプロイメントセットの ID。

Descriptio
n

String 省略可能 InstanceFi
nance インスタンスの説明。 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 。

DryRun Boolean 省略可能 false チェックリクエストのみを送信する
かを⽰します。 既定値：false
• true: 確認要求は送信されます

が、インスタンスは作成されま
せん。 システムが必要なパラ
メーターが設定されているかを
確認し、要求形式、サービス制
限、使⽤可能な ECS インスタン
スを検証します。 確認が失敗し
た場合、対応するエラーコード
が返されます。 確認が成功した
場合、 DryRunOper ation

が返されます。
• false：要求が送信され、インス

タンスが作成されます。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

HostName String 省略可能 LocalHost インスタンスのホスト名
• 名前の先頭または末尾の⽂字は

ピリオド (.) またはハイフン (-)
にすることはできず、連続する
ピリオド (.) またはハイフン (-)
は指定できません。

• Windows の場合：ホスト名は 
2〜15 ⽂字の⻑さである必要が
あります。⼤⽂字と⼩⽂字、数
字、ハイフン (-) を含めることが
できます。 ピリオド (.) や数字
だけを指定することはできませ
ん。

• その他のオペレーティングシス
テムの場合：ホスト名の⻑さは 
2〜64 ⽂字である必要がありま
す。⼤⽂字と⼩⽂字、数字、ハ
イフン (-) を含めることができま
す。 ピリオド (.) で区切ること
ができます。

HpcCluster
Id

String 省略可能 hpc-hpccluster
id インスタンスが属する HPC クラス

ターの ID。
InnerIpAdd
ress

String 省略可能 XX.XXX.XX.
XXX インスタンスのプライベート IP ア

ドレス。
InstanceCh
argeType

String 省略可能 PrePaid インスタンスの課⾦⽅法。 既定
値：PostPaid。 有効値：
• PrePaid：サブスクリプション

PrePaid に設定されている場合
は、⽀払⼝座に⼗分な残⾼また
はクレジットがあることを確認
してください。 それ以外の場合
は InvalidPay Method エ
ラーコードが返されます。

• PostPaid：従量課⾦

58 Document Version20190906



Elastic Compute Service API レファレンス /  1 インスタンス

名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

InstanceNa
me

String 省略可能 yk20181206
1032 インスタンスの名前。 ⻑さは 2〜

128 ⽂字で、⼤⽂字と⼩⽂字、数
字、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。 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。 このパラメーターが指定
されていない場合、デフォルトで 
InstanceId が使⽤されます。

InternetCh
argeType

String 省略可能 PayByTraffic インスタンスの課⾦⽅法。 既定値
: PayByTraffic 有効値：
• PayByTraffic：実際のトラ

フィックに基づいて課⾦されま
す。

InternetMa
xBandwidth
In

Integer 省略可能 200 パブリックネットワークのインバウ
ンド帯域幅の最⼤値。 単位：Mbit/
s。 有効値：1〜200。
既定値 : 200

InternetMa
xBandwidth
Out

Integer 省略可能 5 パブリックネットワークのアウト
バウンド帯域幅の最⼤値。 単位：
Mbit/s。 有効値：0〜100。
既定値：0
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

IoOptimize
d

String 省略可能 optimized インスタンスが I/O 最適化インス
タンスであるかを⽰します。フェー
ズアウトインスタンスタイプの既定
値は none で、その他のインスタン
スの場合は optimized です。 有効
値：
• none。
• optimized。

KeyPairNam
e

String 省略可能 インスタンステ
スト キーペアの名前。

• Windows インスタンスの場合
は、このパラメーターを無視し
てください。 既定値 : null 。 こ
のパラメーターが指定されてい
る場合でも、パスワード値が使
⽤されます。

• Linux インスタンスの場合、初
期化の段階ではパスワードログ
オン⽅法は禁⽌されています。
インスタンスのセキュリティを
改善するには、キーペア接続⽅
法を使⽤することをお勧めしま
す。

NodeContro
llerId

String 省略可能 nc-nodecontro
ller このパラメータは破棄されました。

OwnerAccou
nt

String 省略可能 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/省
略可能

例 説明

パスワード String 省略可能 EcsV587! インスタンスのパスワード。 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。 以下の記号が
使⽤可能です。

括弧（（））、グレイヴアクセント（ `）、チルダ（〜）、感嘆符（！）、アットマーク（@）、番号記号（＃）、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（=）、縦線（|）、中括弧（{}）、括弧（[]] ）、コロン（:)、セミコロン（;）、アキュートアクセント（ '）、⼭括弧（<>）、コンマ（、）、ピリオド（。）、疑問符（？）、スラッシュ（/）。
Windows の場合、パスワードの先
頭をスラッシュ (/) にすることはで
きません。

注 :
パスワード 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。 インスタンスのセキュリ
ティを改善するには、キーペア接
続⽅法を使⽤することをお勧めし
ます。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

PasswordIn
herit

Boolean 省略可能 false イメージで事前定義されたパス
ワードを使⽤するかを⽰します。 
PasswordInherit が指定されてい
る場合、 Password は null である
必要があります。 選択したイメー
ジにパスワードが設定されているこ
とをご確認ください。

Period Integer No 1 インスタンスのサブスクリプショ
ン期間。 単位：month 。 このパ
ラメーターは、 InstanceCh

argeType が PrePaid に設定
されている場合にのみ有効・必要
になります。 DedicatedHostId が
指定されている場合、Period パラ
メーター値の範囲は DDH のサブス
クリプション期間内である必要があ
ります。 有効値：
PeriodUnit が month に設定され
ている場合：{ “1”, “2”, “3”,
“4”, “5”, “6”, “7”, “8”,
“9”, “12”, “24”, “36”,”
48”,”60”} 。

PeriodUnit String 省略可能 Month サブスクリプション期間の単位。
既定値：Month 。 有効値：Week
、Month。

PrivateIpA
ddress

String 省略可能 172.16.236.14X インスタンスのプライベート IP ア
ドレス。 PrivateIpAddress は 
VSwitchId に依存し、個別に指定
することはできません。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

RamRoleNam
e

String 省略可能 FinanceDept インスタンスの RAM ロール名。 
ListRoles 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。

ResourceGr
oupId

String 省略可能 rg-resourcegr
oupid インスタンスが属するリソースグ

ループの ID 。
SecurityEn
hancementS
trategy

String 省略可能 Active セキュリティー強化を有効化するか
を⽰します。 有効値：
• Active：セキュリティ強化を有

効化します。 システムイメージ
にのみ適⽤できます。

• Deactive：セキュリティ強化を
無効化します。 すべてのイメー
ジに適⽤可能です。

SecurityGr
oupId

String 省略可能 sg-bp15ed6xe1
yxeycg7ov3 インスタンスが属するリソースグ

ループの ID 。 同じセキュリティグ
ループ内のインスタンスは相互にア
クセスすることができます。

SpotInterr
uptionBeha
vior

String 省略可能 Terminate プリエンプティブインスタンスの中
断モード。 インスタンスがリリー
スされる終了モードのみがサポート
されています。

SpotPriceL
imit

Float 省略可能 0.98 インスタンスの最⾼価格/時。
⼩数点以下 3 桁まで正確で
す。 SpotStrate gy  が
SpotWithPr iceLimit  に設

定されている場合にのみ有効になり
ます。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

SpotStrate
gy

String 省略可能 NoSpot 従量課⾦インスタンスのプリエ
ンプティブポリシー。 このパラ
メーターは、 InstanceCh

argeType が PostPaid に設定
されている場合にのみ有効になりま
す。 デフォルト値 : NoSpot。 有効
値：
• NoSpot：通常の従量課⾦インス

タンス。
• SpotWithPriceLimit：価格上

限が定義されたプリエンプティ
ブインスタンス。

• SpotAsPriceGo：現在の市場価
格に基づいた従量課⾦のインス
タンス。

SystemDisk
. Category

String 省略可能 cloud-ssd システムディスクのカテゴ
リ。フェースアウトインスタンスタ
イプの non-optimized インスタン
スのデフォルト値は Cloud です。
その他のインスタンスの規定値は
cloud_efficiency です。 有効値：
• cloud：ベーシックディスク
• cloud_efficiency：ウルトラ

ディスク。
• cloud_ssd：SSD
• ephemeral_ssd: ローカル SSD
• cloud_essd：ESSD ESSD クラ

ウドディスクはまだパブリック
ベータテストフェーズにあり、
⼀部のリージョンでのみ利⽤
可能です。 詳細については、 
ESSD FAQ をご参照ください。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

SystemDisk
.
Descriptio
n

String 省略可能 SystemDisk
Finance システムディスクの説明。 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 。

SystemDisk
. DiskName

String 省略可能 SystemDisk システムディスクの名前。 ⻑さは 
2〜128 ⽂字である必要がありま
す。⼤⽂字と⼩⽂字、数字、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。 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。 既定値
: null 。

SystemDisk
. Size

Integer 省略可能 40 システムディスクのサイズ。 単
位：GiB。 有効値：20 〜 500 。
この値は、最⼤ {20, ImageSize}
以上である必要があります。 既定
値：最⼤ {40, ImageSize}

Tag . N .
Key

String 省略可能 FinanceDept インスタンス、ディスク、プライマ
リ NIC のタグキー。 n の範囲は 1
〜20 です。 このパラメーターを指
定する場合、空にすることはでき
ません。 ⻑さは 64 ⽂字以下である
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。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

Tag . N .
Value

String 省略可能 FinanceDep
tJoshua インスタンス、ディスク、プライ

マリ NIC のタグ値。 n の範囲は 1
〜20 です。 このパラメーターを指
定する場合、空にすることができ
ます。 ⻑さは 128 ⽂字以下である
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。

Tag . N .
key

String 省略可能 FinanceDept インスタンス、ディスク、およびプ
ライマリ NIC のタグキー。

注 :
このパラメーターは削除予定
です。 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。

Tag . N .
value

String 省略可能 FinanceDep
tJoshua インスタンス、ディスク、およびプ

ライマリ NIC のタグキー。
注 :

このパラメーターは削除予定
です。 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。

UseAdditio
nalService

Boolean 省略可能 true Alibaba Cloud によって提供され
る仮想マシンシステム構成を使⽤す
るかどうかを⽰します（Windows
：NTP と KMS。 Linux: NTP と 
YUM).
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

UserData String 省略可能 ZWNobyBoZW
xsbyBlY3Mh インスタンスのユーザーデータ。 

Base64 でエンコードする必要があ
ります。 ユーザーデータの最⼤サ
イズは 16 KB です。

VSwitchId String 省略可能 vsw-
bp1s5fnvk4
gn2tws03ziX

VSwitch の ID。 VPC タイプのイ
ンスタンスの作成時に指定する必要
があります。

VlanId String 省略可能 10 インスタンスの VLAN ID 。
ZoneId String 省略可能 cn-hangzhou-d インスタンスのゾーン ID 。 詳細

は、 DescribeZonesをご参照くだ
さい。
既定値 : null 。 ゾーンを指定しな
い場合、システムはランダムにゾー
ンを選択します。

レスポンスパラメーター
名前 データ型 例 説明
InstanceId String i-instance1 インスタンスの ID 。 インスタンスの⼀

意の識別⼦です。
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 = CreateInst ance
& RegionId = cn - hangzhou  
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& ImageId = _32_23c472 _201208221 72155_alig uest . vhd  
& SecurityGr oupId = sg - c0003e8b9  
& HostName = Bctest01  
& InstanceTy pe = ecs . t1 . small
&< Common  request  parameters >

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

  < InstanceId > i - instance1 </ InstanceId >
</ CreateInst anceRespon se > 

JSON  形式
{
 " InstanceId ":" i - instance1 ",
 " RequestId ":" 04F0F334 - 1335 - 436C - A1D7 - 6C044FE733 68 "
}

エラー
HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 意味

400 InvalidInt
ernetChargeType
.ValueNotSu
pported

The specified InternetCh
argeType is not valid.

指定されたインスタンスタイ
プが存在しない場合に返され
るエラーメッセージ。

400 InvalidSys
temDiskCategory
.ValueNotSu
pported

The specified parameter " 
SystemDisk.Category" is 
not valid.

指定されたディスクタイプが
無効な場合に返されるエラー
メッセージ。

400 InvalidDat
aDiskSize.
ValueNotSu
pported

The specified DataDisk.N.
Size beyond the permitted
 range, or the capacity of 
snapshot exceeds the size 
limit of the specified disk 
category.

指定されたデータディスクの
最⼤サイズに達した場合に返
されるエラーメッセージ。

403 InvalidDis
kCategory.
NotSupported

The specified disk 
category is not support 
the specified instance type
.

指定されたディスクタイプが
指定のインスタンスタイプで
サポートされていない場合に
返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 意味

400 InvalidIns
tanceType.
ValueNotSu
pported

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

指定のインスタンスタイプが
サポートされていない場合に
返されるエラーメッセージ。

404 InvalidSec
urityGroupId.
NotFound

The specified SecurityGr
oupId does not exist.

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。

400 InvalidHos
tName.
Malformed

The specified parameter "
HostName" is not valid.

指定された HostName の形
式が無効の場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidPas
swordParam.
Mismatch

The input password 
should be null when 
passwdInherit is true.

PasswdInherit が true に設
定されていてパスワードを設
定できない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidSys
temDiskCategory
.ValueNotSu
pported

The specified parameter "
SystemDisk.Category" is 
not valid.

指定された SystemDisk.
Category が無効な場合に返
されるエラーメッセージ。

400 InvalidDis
kDescription.
Malformed

The specified parameter
 "SystemDisk.DiskDescri
ption" or "DataDisk.N.
Description" is not valid.

指定された SyatemDisk.
DiskDescription または 
DataDisk.N.Description が
無効な場合に返されるエラー
メッセージ。

400 InvalidDat
aDiskCategory
.ValueNotSu
pported

The specified parameter "
DataDisk.N.Category" is 
not valid.

指定された DataDisk.N.
Category が無効な場合に返
されるエラーメッセージ。

400 OperationDenied The specified parameter
 "VlanId" is not valid or 
vlan has not enough IP 
address.

指定された VLAN ID が無効
であるか、この VLAN で使⽤
可能な IP アドレスがない場
合に返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 意味

400 InvalidSna
pshotId.
BasedSnaps
hotTooOld

The specified snapshot is 
created before 2013-07-15.

指定されたスナップショット
が 2013 年 7 ⽉ 15 ⽇以前に
作成されたときに返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidMar
ketImageCh
argeType.
NotSupport

The specified chargeType
 of marketImage is 
unsupported.

マーケットプレイスイメージ
の課⾦⽅法が無効な場合に返
されるエラーメッセージ。

403 OperationDenied The specified Image is 
disabled or is deleted.

指定されたイメージが無効、
または削除された場合に表⽰
されるエラーメッセージ。

403 InvalidSna
pshotId.
NotReady

The specified snapshot 
has not completed yet.

指定されたスナップショット
が完了していない場合に返さ
れるエラーメッセージ。

403 OperationDenied The specified snapshot is 
not allowed to create disk.

指定したスナップショットに
対してディスクが作成できな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

403 InvalidDevice.
InUse

The specified device has 
been occupied.

指定されたデバイスがディス
クにアタッチされている場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

403 ImageRemov
edInMarket

The specified market 
image is not available, or 
the specified user defined
 image includes product
 code because it is based
 on an image subscribed
 from marketplace, and 
that image in marketplace
 including exact the same
 product code has been 
removed.

指定されたマーケットプレー
スイメージが使⽤可能の場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

404 InvalidClusterId.
NotFound

The ClusterId provided
 does not exist in our 
records.

指定された ClusterId がが
存在しない場合に返されるエ
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 意味

403 OperationDenied The creation of Instance 
to the specified Zone is not
 allowed.

指定したゾーンにインスタン
スを作成できない場合に返さ
れるエラーメッセージ。

403 OperationDenied The specified Zone or 
cluster does not offer the
 specified disk category 
or the specified zone and 
cluster do not match.

指定されたゾーンまたはクラ
スターで指定されたディスク
カテゴリが使⽤できない場
合、または指定されたゾーン
とクラスターが⼀致しない場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidDis
kDescription.
Malformed

The specified parameter
 "SystemDisk.DiskDescri
ption or DataDisk.N.
Description" is not valid.

指定された SyatemDisk.
DiskDescription または 
DataDisk.N.Description が
無効な場合に返されるエラー
メッセージ。

403 RegionUnau
tifiedized

There is no authority to
 create instance in the 
specified region.

指定されたリージョンにイン
スタンスを作成する権限がな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

403 CategoryNo
tSupported

The specified Zone or 
cluster does not offer the 
specified disk category.

指定されたディスクカテゴリ
が指定したゾーンまたはクラ
スターで使⽤できない場合に
返されるエラーメッセージ。

403 CategoryNo
tSupported

The specified cluster does 
not offer the specified disk
 category.

指定されたクラスターで指定
のディスクカテゴリが使⽤で
きない場合に返されるエラー
メッセージ。

404 InvalidVSwitchId
.NotFound

Specified virtual switch 
does not exist.

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 InvalidPar
ameter.
Mismatch

Specified security group 
and virtual switch are not 
in the same VPC.

指定されたセキュリティグ
ループが VSwitch と同じ 
VPC 内にない場合に返される
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 意味

400 InvalidPri
vateIpAddress

Specified private IP 
address is not in the CIDR 
block of virtual switch.

指定されたプライベート IP
 アドレスが、 VSwitch の 同
じ CIDR ブロック内に存在
しない場合に返されるエラー
メッセージ。

400 InvalidPri
vateIpAddress.
Malformed

Specified private IP 
address is malformed.

指定されたプライベート IP
 アドレスが無効な場合に返さ
れるエラーメッセージ。

400 IncorrectV
SwitchStatus

The current status of 
virtual switch does not 
support this operation.

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。

400 InvalidPar
ameter.
Mismatch

Specified virtual switch is 
not in the specified zone.

指定された VSwithc が指定
のゾーンに存在しない場合に
返されるエラーメッセージ。

400 MissingPar
ameter

The input parameter
 "VSwitchId" that is 
mandatory for processing
 this request is not 
supplied.

VSwitchId パラメーターが空
の場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidDis
kCategory.
Mismatch

The specified disk 
categories' combination is
 not supported.

指定されたディスクタイプが
⼀緒に使⽤されている場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

404 InvalidImageId.
NotFound

The specified ImageId 
does not exist.

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
合に返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 OperationDenied Another Instance has 
been creating

新しいインスタンスを作成で
きない場合に返されるエラー
メッセージ。

403 InvalidDiskSize.
TooSmall

Specified disk size is less 
than the size of snapshot

指定されたディスクにスナッ
プショット⽤のスペースが⼗
分に確保できない場合に返さ
れるエラーメッセージ。

72 Document Version20190906



Elastic Compute Service API レファレンス /  1 インスタンス

HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 意味

403 OperationDenied The type of the disk does 
not support the operation

現⾏ディスクカテゴリが指定
された操作をサポートして
いない場合に返されるエラー
メッセージ。

404 InvalidIns
tanceCharg
eType.NotFound

The InstanceChargeType
 does not exist in our 
records

指定されたインスタンスタイ
プが存在しない場合に返され
るエラーメッセージ。

400 InvalidPeriod The specified period is not
 valid.

指定されたパラメーターが無
効な場合に返されるエラー
メッセージ。

400 InvalidDat
aDiskCategory
.ValueNotSu
pported

The specified parameter " 
DataDisk.N.Category " is 
not valid.

指定されたディスクタイプが
無効な場合に返されるエラー
メッセージ。

400 InstanceDi
skCategory
LimitExceed

The specified DataDisk.N.
Size beyond the permitted
 range, or the capacity of 
snapshot exceeds the size 
limit of the specified disk 
category.

指定されたデータディスクの
最⼤サイズに達した場合に返
されるエラーメッセージ。

403 OperationDenied The resource is out of 
usage.

インスタンスが実⾏中のス
テータスではない場合に表⽰
されるエラーメッセージ。 イ
ンスタンスを有効化するか、
適切な操作が実⾏されている
かを確認します。

404 InvalidSys
temDiskSize
.LessThanIm
ageSize

The specified parameter
 SystemDisk.Size is less 
than the image size.

指定された SystemDisk.Size
 がイメージサイズより⼩さ
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidSys
temDiskCategory
.ValueNotSu
pported

The specified parameter
 SystemDisk.Category is 
not valid.

指定された DiskCategory が
無効な場合に返されるエラー
メッセージ。

Document Version20190906 73



Elastic Compute Service API レファレンス /  1 インスタンス

HTTP ス
テータス
コード

エラーコード エラーメッセージ 意味

403 InvalidPar
ameter.
ResourceOw
nerAccount

ResourceOwnerAccount is
 Invalid.

指定された autoRenewP
eriod が無効な場合に返され
るエラーメッセージ。

403 InvalidUserData.
Forbidden

User not authorized to
 input the parameter "
UserData", please apply 
for permission "UserData"

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。

400 InvalidUserData.
NotSupported

The specified parameter
 "UserData" only support 
the vpc and IoOptimized 
Instance.

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。

403 InvalidRes
ourceType.
NotSupported

This resource type is not
 supported; please try 
other resource types.

指定されたリソースタイプが
不⾜の場合に返されるエラー
メッセージ。

403 InvalidIns
tanceType.
ZoneNotSup
ported

The specified zone 
does not support this 
instancetype.

指定されたインスタンスタイ
プが指定のゾーンでサポート
されていない場合に返される
エラーメッセージ。

400 InstanceDi
skNumber.
LimitExceed

The total number of
 specified disk in an 
instance exceeds.

インスタンスにある指定の
ディスクの最⼤数に達した場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 Account.
Arrearage

Your account has an 
outstanding payment.

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。

400 InvalidDis
kCategory.
ValueNotSu
pported

The specified parameter "
DiskCategory" is not valid.

指定された DiskCategory が
無効な場合に返されるエラー
メッセージ。

400 InvalidAut
oRenewPeriod
.ValueNotSu
pported

The specified autoRenewP
eriod is not valid.

指定された autoRenewP
eriod が無効な場合に返され
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 意味

400 InvalidPar
ameter.
Bandwidth

%s パラメーターが無効である場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidDat
aDiskCategory
.ValueNotSu
pported

%s パラメーターが無効である場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidSys
temDiskCategory
.ValueNotSu
pported

%s パラメーターが無効である場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidPar
ameter.Conflict

%s パラメーターが別のパラメー
ターと競合している場合に返
されるエラーメッセージ。

400 InvalidInt
ernetChargeType
.ValueNotSu
pported

%s パラメーターが無効である場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidIns
tanceType.
ValueNotSu
pported

%s 指定されたインスタンスタイ
プが無効な場合に表⽰される
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
プが利⽤できない場合に表⽰
されるエラーメッセージ。

500 InternalError %s 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。

400 InvalidSys
temDiskSize
.ValueNotSu
pported

%s パラメーターが無効である場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidDat
aDiskSize.
ValueNotSu
pported

%s パラメーターが無効である場
合に返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 意味

404 InvalidKey
PairName.
NotFound

The specified parameter
 "KeyPairName" does not 
exist in our records.

指定された KeyPairName が
が存在しない場合に返される
エラーメッセージ。

403 Dependency
Violation.
WindowsIns
tance

The instance creating is 
window, cannot use ssh 
key pair to login.

Windows で SSH キーペアが
サポートされていない場合に
返されるエラーメッセージ。

400 InvalidIns
tanceType.
ValueNotSu
pported

The specified parameter
 "KeyPairName" only 
support IoOptimized 
Instance.

SSH キーペアが最適化インス
タンスでサポートされていな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

403 RealNameAu
thenticati
onError

Your account has not 
passed the real-name 
authentication yet.

実名認証に失敗したときに返
されるエラーメッセージ。

400 OperationDenied The specified instance
 type or Zone is not
 available or not 
authorized.

指定されたインスタンスタイ
プまたはゾーンが使⽤でき
ないか、許可されていない場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

403 InvalidAcc
ountStatus.
NotEnoughB
alance

Your account does not 
have enough balance.

アカウントに⼗分な残⾼がな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidPar
ameter.
EncryptedIllegal

%s パラメーターが無効である場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidPar
ameter.
EncryptedN
otSupported

%s パラメーターが無効である場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 EncryptedOption
.Conflict

%s パラメーターが無効である場
合に返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 意味

400 InvalidPar
ameter.
Encrypted.
KmsNotEnabled

The encrypted disk need 
enable KMS

KMS が暗号化されたディス
クに対して有効になっていな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

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た場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidSpo
tPriceLimit.
LowerThanP
ublicPrice

The specified parameter "
soptPriceLimit" can't be 
lower than current public
 price.

指定された spotPriceLimit
 が現在の価格より低い場合に
返されるエラーメッセージ。

400 InvalidHpc
ClusterId.
Unnecessary

The specified HpcCluster
Id is unnecessary.

指定した HpcClusterId が
無効な場合に返されるエラー
メッセージ。

400 InvalidVSwitchId
.Necessary

The VSwitchId is 
necessary.

VSwitchId が指定されていな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidHpc
ClusterId.
Necessary

The HpcClusterId is 
necessary.

HpcClusterId が指定されて
いない場合に返されるエラー
メッセージ。

400 InvalidHpc
ClusterId.
NotFound

The specified HpcCluster
Id is not found.

指定された HPC クラスター 
ID が存在しない場合に返され
るエラーメッセージ。

400 InvalidHpc
ClusterId.
Creating

The specified HpcCluster
Id is creating.

指定された HPC クラスター
が無効な場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidPer
iodUnit.
ValueNotSu
pported

The specified parameter 
PeriodUnit is not valid.

指定された PeriodUnit が
無効な場合に返されるエラー
メッセージ。

400 IncorrectI
mageStatus

Encrypted snapshots do 
not support this operation
.

暗号化されたスナップショッ
トで操作がサポートされて
いない場合に返されるエラー
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 意味

400 InvalidTagValue.
Malformed

The specified Tag.N.Value 
is not valid.

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 InvalidSec
urityGroup.
NotInDefaultVpc

%s 指定されたセキュリティグ
ループがデフォルトの VPC
 に存在しない場合に返される
エラーメッセージ。

403 InvalidPar
ameter.
NotMatch

%s パラメーターが別のパラメー
ターと競合している場合に返
されるエラーメッセージ。

400 InvalidSpo
tInterrupt
ionBehavior

%s SpotInterruptionBehavior
 がサポートされていない場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

403 InvalidSpo
tInterrupt
ionBehavio
r.ClassicNet
workNotSupport

The specified SpotInterr
uptionBehavior does not 
support Classic network 
Instance.

プリエンプティブインスタン
スがクラシックインスタンス
である場合に返されるエラー
メッセージ。

403 InvalidSpo
tInterrupt
ionBehavior
.LocalDiskN
otSupport

The specified SpotInterr
uptionBehavior does 
not support local disk 
instance.

ローカルディスクを有するプ
リエンプティブインスタンス
の使⽤を試みると返されるエ
ラーメッセージす。

400 InvalidDep
loymentOnHost

%s 指定されたデプロイメント
セットで DDH がサポートさ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidIns
tanceCharg
eType.
NotSupport

The Dedicated host not
 support the specified 
Instance charge type.

該当の課⾦⽅法が DDH でサ
ポートされていない場合に返
されるエラーメッセージ。

400 InvalidNet
workType.
NotSupported

The classic networkType 
not support create ECS on 
dedicatedHost

DDH でクラシックネット
ワークの使⽤を試みると返さ
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 意味

400 InvalidDed
icatedHostId.
NotFound

The specified DedicatedH
ostId does not exist.

指定された DDH ID が存在
しない場合に返されるエラー
メッセージ。

400 InvalidDed
icatedHostStatus
.NotSupport

Operation denied due to 
dedicated host status.

リソースの現在のステータス
で該当の操作がサポートさ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 IncorrectD
edicatedHo
stStatus

The current status of the 
resource does not support
 this operation.

リソースの現在のステータス
で該当の操作がサポートさ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 ChargeType
Violation.
PostPaidDe
dicatedHost

Prepaid instance onto 
postpaid dedicated host is
 not allowed

DDH の課⾦⽅法が変更され
た場合に返されるエラーメッ
セージ。

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⽇が 
DDH の有効期限⽇よりも遅
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidIns
tanceType.
ValueUnaut
horized

The specified InstanceTy
pe is not authorize.

該当のインスタンスタイプを
使⽤する権限が付与されて
いない場合に返されるエラー
メッセージ。

400 DedicatedH
ostType.
Unmatched

The specified DedicatedH
ostType doesn't match the
 instance type.

プリエンプティブインスタン
スが該当のイスタンスタイプ
をサポートしていない場合に
返されるエラーメッセージ。

400 LackResource There's no enough 
resource on the specified 
dedicated host.

DDH に⼗分なリソースがな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 ChargeType
Violation.
PostPaidDe
dicatedHost

Prepaid instance onto 
postpaid dedicated host is
 not allowed.

DDH の課⾦⽅法が変更され
たときに返されるエラーメッ
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 意味

403 InvalidVSwitch
.DefaultVSw
itchNotSupport

The specified zone in 
vpc can't support create 
default vSwitch.

指定されたゾーンの VPC で
デフォルトの VSwitch がサ
ポートされていない場合に返
されるエラーメッセージ。

400 InvalidPar
ameter.
CreditSpec
ification

The specified CreditSpec
ification is not supported 
in this region.

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 IncorrectI
mageStatus

The specified Image is not
 available.

指定されたソースイメージの
ステータスが正しくない場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

404 InvalidMar
ketImage.
NotFound

The specified marketplac
e image does not exist, 
please change the imageId
 and try again.

指定されたマーケットプレイ
スイメージが存在しない場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidIns
tanceType.
NotSupported

The specified instanceTy
pe is not supported by the 
deployment set.

指定されたデプロイメント
セットで指定のインスタンス
タイプがサポートされていな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidVpcZone.
NotSupported

Zone of the specified 
VSwitch is not available 
for creating, please try in 
other zones.

指定されたゾーンの VPC で
デフォルトの VSwitch がサ
ポートされていない場合に返
されるエラーメッセージ。

40 IncorrectD
efaultVpcStatus

The status of the default 
VPC is invalid.

デフォルト VPC のステータ
スが正しくない場合に返され
るエラーメッセージ。

404 DeploymentSet.
NotFound

The specified deployment 
set does not exist.

指定されたデプロイメント
セットが存在しない場合に返
されるエラーメッセージ。

エラーコードの表⽰
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1.3 DescribeInstances
この API を呼び出して、1 つや複数のインスタンスの詳細を表⽰できます。

説明
AND 演算⼦は、複数のリクエストパラメータ間の関係を定義するために使⽤されます。 パラ
メータの値が null の場合、リクエストは失敗します。 ただし、InstanceIds が空の JSON 配列
に設定されている場合、有効と⾒なされ、null が返されます。

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
成ができます。

リクエストパラメーター
名前 データ型 必須/省

略可能
例 説明

RegionId String 必須 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 省略可能 DescribeIn
stances 実⾏する操作。 値を DescribeIn

stances に設定します。
InstanceId
s

String 省略可能 ["ds-
xxxxxxxxx", "
ds-yyyyyyyyy
", … "ds-
zzzzzzzzz"]

インスタンス ID。 複数のインスタ
ンス ID で構成される JSON 配列に
することができます。 複数のイン
スタンス ID はコンマ（、）で区切
ります。 ⼀度に最⼤ 100 個のイン
スタンス ID を⼊⼒できます。

VpcId String 省略可能 v-vpcid1 VPC の ID。
VSwitchId String 省略可能 vsw-

vswitchid1 VSwitch の ID。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

InstanceNe
tworkType

String 省略可能 VPC インスタンスのネットワークタイ
プ。 有効値：
• クラシック
• VPC。

SecurityGr
oupId

String 省略可能 sg-securitygr
oupid1 インスタンスが属するリソースグ

ループの ID 。
ZoneId String 省略可能 cn-hangzhou-d インスタンスのゾーン ID 。
PageNumber Integer No 1 ページ番号。 この値は 1 から始ま

ります。 既定値：1。
PageSize Integer 省略可能 10 1 ページあたりの⾏数。 最⼤値：

100。 デフォルト値: 10。
InnerIpAdd
resses

String 省略可能 ["10.1.1.1", "10
.1.2.1", … "10.1
.10.1"]

クラシックインスタンスのプラ
イベート IP アドレスリスト。 
InstanceNetworkType が classic
に設定されている場合に有効です。
値は、複数の IP アドレスで構成さ
れる JSON 配列にすることができ
ます。 複数の IP アドレスはカンマ
(,) で区切ります。 ⼀度に最⼤ 100
 個の IP アドレスを⼊⼒できます。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

PrivateIpA
ddresses

String 省略可能 ["172.16.1.1", "
172.16.2.1", … "
172.16.10.1"]

VPC タイプインスタンスのプラ
イベート IP アドレスリスト。 
InstanceNetworkType が VPC に
設定されている場合に有効です。
値は、複数の IP アドレスで構成さ
れる JSON 配列にすることができ
ます。 複数の IP アドレスはカンマ
(,) で区切ります。 ⼀度に最⼤ 100
 個の IP アドレスを⼊⼒できます。

PublicIpAd
dresses

String 省略可能 ["42.1.1.1", "42
.1.2.1", … "42.1
.10.1"]

インスタンスのパブリック IP
 アドレスリスト。 InstanceNe
tworkType が classic に設定さ
れている場合に有効です。 値は、
複数の IP アドレスで構成される 
JSON 配列にすることができます。
複数の IP アドレスはカンマ (,) で
区切ります。 ⼀度に最⼤ 100 個の 
IP アドレスを⼊⼒できます。

EipAddress
es

String 省略可能 ["42.1.1.1", "42
.1.2.1", … "42.1
.10.1"]

インスタンスの EIP アドレスリス
ト。 InstanceNetworkType が 
VPC に設定されている場合に有効
です。 値は、複数の IP アドレスで
構成される JSON 配列にすること
ができます。 複数の IP アドレスは
カンマ (,) で区切ります。 ⼀度に最
⼤ 100 個の IP アドレスを⼊⼒でき
ます。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

InstanceCh
argeType

String 省略可能 PostPaid インスタンスの課⾦⽅法。 有効
値：
• PostPaid： 従量課⾦
• PrePaid：サブスクリプション

InternetCh
argeType

String 省略可能 PayByTraffic インスタンスの課⾦⽅法。 既定値
: PayByTraffic 有効値：
• PayByTraffic：実際のトラ

フィックに基づいて課⾦されま
す。

InstanceNa
me

String 省略可能 *Joshua インスタンスの名前。 ワイルド
カード「*」を使⽤したファジー検
索がサポートされています。

ImageId String 省略可能 m-imageid1 イメージ ID。
Status String 省略可能 Running インスタンスのステータス。 有効

値：
• Running.
• Starting.
• Stopping.
• Stopped.

LockReason String 省略可能 security リソースがロックされている理由。
IoOptimize
d

Boolean 省略可能 true 最適化インスタンスであるかを⽰し
ます。

NeedSaleCy
cle

Boolean 省略可能 false サブスクリプションインスタンスの
販売サイクルを返すかどうかを⽰し
ます。 デフォルト値：false。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

Tag . N .
Key

String 省略可能 FinanceDept インスタンスのタグキー。 n の範
囲は 1〜20 です。 このパラメー
ターを指定する場合、空にするこ
とはできません。 ⻑さは 64 ⽂字以
下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。

Tag . N .
Value

String 省略可能 FinanceDep
tJoshua インスタンスのタグ値。 n の範囲

は 1〜20 です。 このパラメーター
を指定する場合、空にすることが
できます。 ⻑さは 128 ⽂字以下で
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。

InstanceTy
pe

String 省略可能 ecs.g5.larger インスタンスの種類
InstanceTy
peFamily

String 省略可能 ecs.g5 インスタンスのタイプファミリー
KeyPairNam
e

String 省略可能 FinanceJoshua インスタンスの SSH キーペアの名
前。

ResourceGr
oupId

String 省略可能 rg-resourcegr
oupid1 インスタンスが属するリソースグ

ループの ID 。
HpcCluster
Id

String 省略可能 hpc-hpclusteri
d1 インスタンスが属する HPC クラス

ターの ID。
RdmaIpAddr
esses

String 省略可能 10.10.10.102 HPC インスタンスの RDMA IP ア
ドレス。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

DryRun Boolean 省略可能 false チェックリクエストのみを送信する
かを⽰します。 既定値：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：2XX HTTP ステータス
コードが返された場合、リクエ
ストが送信され、クエリが実⾏
されます。

レスポンスパラメータ
名前 データ型 例 説明
インスタンス 返されたインスタンス情報。 これは、

InstanceAttributesType データで構成
される配列です。

└AutoReleas
eTime

String 2017-12-10T04:
04Z 従量課⾦インスタンスの⾃動リリース時

間。
└ClusterId String c-clusterid1 インスタンスが属するクラスターの ID

。
注 :

このパラメーターは削除予定です。 互
換性を確保するために他のパラメー
ターを使⽤することを推奨します。

└Cpu Integer 8 vCPU の数。
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名前 データ型 例 説明
└CreationTi
me

String 2017-12-10T04:
04Z インスタンスが作成された時刻。

└CreditSpec
ification

String 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。

└
DedicatedH
ostAttribute

DedicatedHostId および DedicatedH
ostName で構成されるホストの配列。

└
DedicatedH
ostId

String dh-dedicatedh
ostid1 DDH の ID。

└
DedicatedH
ostName

String FinanceDept DDH の名前。

└DeletionPr
otection

Boolean 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。、
• true：リリース保護を有効化しま

す。
• false：リリース保護を無効化しま

す。
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。

Document Version20190906 87

~~90635~~
~~90581~~
~~90581~~


Elastic Compute Service API レファレンス /  1 インスタンス

名前 データ型 例 説明
└
Deployment
SetId

String ds-deployment
id1 デプロイメントセットの ID。

└Descriptio
n

String FinanceJoshua インスタンスの説明。
└EcsCapacit
yReservati
onAttr

インスタンスの容量予約属性。

└ 
EipAddress EIP アドレスバインディング情報。
└Allocation
Id

String i-instanceid1 EIP アドレスにバインドされたインスタ
ンスの ID。

└Bandwidth Integer 5 EIP アドレスのピーク速度。 単位：
Mbit/秒
既定値：5。

└InternetCh
argeType

String PayByTraffic EIP アドレスの課⾦⽅法。
└IpAddress String xxx.xx.xxx.xx EIP アドレス。
└IsSupportU
nassociate

Boolean true EIP アドレスをバインド解除できるかど
うかを⽰します。

└
ExpiredTime

String 2017-12-10T04:
04Z インスタンスの有効期限。 時間は、

ISO 8601 標準、UTC 時間です。 形
式：yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。

└
GPUAmount

Integer 4 インスタンスタイプの GPU の数。
└GPUSpec String NVIDIA V100 インスタンスタイプの GPU のカテゴ

リ。
└HostName String JoshuaHost インスタンスのホスト名。
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名前 データ型 例 説明
└HpcCluster
Id

String hpc-hpccluster
id1 インスタンスが属する HPC クラスター

の ID。
└ImageId String m-imageid1 インスタンスが実⾏されているイメージ

の ID。
└
InnerIpAdd
ress

10.170. XX.XXX インスタンスのプライベート IP アドレ
ス。

└InstanceCh
argeType

String PostPaid インスタンスの課⾦⽅法。 有効値：
• PrePaid：サブスクリプション
• PostPaid：従量課⾦

└InstanceId String i-instanceid1 インスタンス ID。
└InstanceNa
me

String FinanceJoshua インスタンスの名前。
└InstanceNe
tworkType

String VPC インスタンスのネットワークタイプ。 有
効値：
• classic。
• VPC。

└InstanceTy
pe

String ecs.g5.large インスタンスのタイプ。
└InstanceTy
peFamily

String ecs.g5 インスタンスのタイプファミリー。
└InternetCh
argeType

String PayByTraffic インスタンスの課⾦⽅法。 有効値：
• PayByTraffic：実際のトラフィック

に基づいて課⾦されます。
└InternetMa
xBandwidth
In

Integer 100 パブリックネットワークのインバウンド
帯域幅の最⼤値。

└InternetMa
xBandwidth
Out

Integer 5 パブリックネットワークのアウトバウン
ド帯域幅の最⼤値。
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名前 データ型 例 説明
└IoOptimize
d

Boolean true 最適化インスタンスであるかを⽰しま
す。

└
KeyPairName

String FinanceJoshua キーペアの名前。
└LocalStora
geAmount

Integer 2 インスタンスが接続されているローカル
ディスクの数。

└LocalStora
geCapacity

Long 1000 インスタンスが接続されているローカル
ディスクの容量。

└Memory Integer 1024 インスタンスのメモリーサイズ。 単
位：MiB。

└NetworkInt
erfaces インスタンスの ENI リスト。
└
MacAddress

String 00:16:3e:32:b4:
dc ENI の MAC アドレス。

└NetworkInt
erfaceId

String eni-2zeh9atcld
uxvf1zcyal ENI の ID。

└
PrimaryIpA
ddress

String 172.17. XX.XXX プライマリ ENI のプライベート IP アド
レス。

└OSName String Ubuntu 16.04 64 インスタンスのオペレーティングシステ
ムの名前。

└OSType String Linux インスタンスのオペレーティングシス
テムのタイプ。 有効値：Windows、
Linux。

└OperationL
ocks インスタンスがロックされている理由。
└LockMsg String ファイナンシャル

上の理由により、
指定されたインス
タンスはロックさ
れています。

インスタンスがロックされている場合に
表⽰されるエラーメッセージ。

90 Document Version20190906



Elastic Compute Service API レファレンス /  1 インスタンス

名前 データ型 例 説明
└
LockReason

String recycling インスタンスがロックされている理由の
タイプ。 有効値：
• financial：期限切れの⽀払い。
• security：セキュリティに関する考

慮事項。
• recycling：プリエンプティブインス

タンスは、リリース保護のためロッ
クされています。

• dedicatedhostfinancial：ECS イン
スタンスは、DDH の期限切れの⽀払
いのためにロックされています。

└PublicIpAd
dress

172.17. XX.XXX インスタンスのパブリック IP アドレ
ス。

└
RdmaIpAddr
ess

10.10.10.102 HPC インスタンスの RDMA IP アドレ
ス。

└Recyclable Boolean false インスタンスがリサイクル可能かを⽰し
ます。

└RegionId String cn-hangzhou インスタンスのリージョン ID 。
└
ResourceGr
oupId

String rg-resourcegr
oupid1 インスタンスが属するリソースグループ

の ID 。
└SaleCycle String month サブスクリプションインスタンスの購⼊

サイクルの単位。 有効値：
• week
• month
• year

└SecurityGr
oupIds

sg-securitygr
oupid1 インスタンスが属するセキュリティグ

ループの ID 。
└
SerialNumb
er

String 51d1353b-22bf
-4567-a176-
8b3e12e43135

インスタンスのシリアル番号。
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名前 データ型 例 説明
└SpotPriceL
imit

Float 0.98 インスタンスの最⾼価格/時。 ⼩数点以
下 3 桁まで正確です。 SpotStrategy が 
SpotWithPriceLimit に設定されてい
る場合にのみ有効です。

└SpotStrate
gy

String NoSpot 従量課⾦インスタンスのプリエンプティ
ブポリシー。 有効値：
• NoSpot：通常の従量課⾦インスタン

ス。
• SpotWithPriceLimit：価格上限が

定義されたプリエンプティブインス
タンス。

• SpotAsPriceGo：現在の市場価格に
基づいた従量課⾦のインスタンス。

デフォルト値 : NoSpot。
└StartTime String 2017-12-10T04:

04Z インスタンスのプリエンプションモード
の開始時刻。

└Status String Running インスタンスのステータス。
└
StoppedMod
e

String KeepCharging ECSインスタンスが停⽌後もまだ請求さ
れているかどうかを⽰します。 有効値：
• KeepCharging：インスタンスの停

⽌後も引き続き請求され、現有のリ
ソースを予約します。

• StopCharging：インスタンスの停
⽌後に請求されません。 ECS インス
タンスが停⽌すると、vCPU、メモ
リ、パブリック IP アドレスなどのリ
ソースがリリースされます。 リソー
スの⼀部が現⾏リージョンで不⾜し
ている場合、インスタンスを再起動
できないことがあります。

• Not-applicable：StopCharging の
みがサポートされます。

└Tags インスタンスのタグリスト。
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名前 データ型 例 説明
└TagKey String FinanceDept インスタンスのタグキー。
└TagValue String FinanceDept.

Joshua インスタンスのタグ値。
└VlanId String 10 インスタンスの VLAN ID 。

注 :
このパラメーターは削除予定です。 互
換性を確保するために他のパラメー
ターを使⽤することを推奨します。

└VpcAttribu
tes インスタンスの VPC 属性。
└NatIpAddre
ss

String 172.17. XX.XXX インスタンスのパブリック IP アドレ
ス。 異なる VPC の ECS インスタンス
が互いに通信するために使⽤されます。

└PrivateIpA
ddress

172.17. XX.XXX インスタンスのプライベート IP アドレ
ス。

└VSwitchId String vsw-2zeh0r1pab
wtg6wcssgca VSwitch の ID。

└VpcId String vpc-2zeuphj08t
t7q3brdb36x VPC の ID。

└ZoneId String cn-hangzhou-d インスタンスのゾーン ID 。
PageNumber Integer 1 ページ番号。
PageSize Integer 10 1 ページあたりの⾏数。
RequestId String 473469C7-AA6F

-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエスト ID 。

TotalCount Integer 6 インスタンスの総数。
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例
リクエストの例

https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = DescribeIn stances
& RegionId = cn - hangzhou
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< DescribeIn stancesRes ponse >
  < PageNumber > 1 </ PageNumber > 
  < TotalCount > 6 </ TotalCount > 
  < PageSize > 10 </ PageSize >
  < RequestId > 8EF01A45 - FFFA - 497B - B5C3 - 1DE1B74DB3 2D </
RequestId > 

  < Instances >
    < Instance >
      < InnerIpAdd ress /> 
      < ImageId > ubuntu_16_ 0402_64_20 G_alibase_ 20170818 . vhd
</ ImageId > 

      < InstanceTy peFamily > ecs . g5 </ InstanceTy peFamily > 
      < VlanId /> 
      < NetworkInt erfaces > 
        < NetworkInt erface > 
          < MacAddress > 00 : 16 : 3e : 32 : b4 : dc </ MacAddress > 
          < PrimaryIpA ddress > 172 . 17 . XX . XXX </ PrimaryIpA
ddress > 

          < NetworkInt erfaceId > eni - 2zeh9atcld uxvf1zcyal </
NetworkInt erfaceId > 

        </ NetworkInt erface > 
      </ NetworkInt erfaces > 
      < InstanceId > XXXXXXXXXX X </ InstanceId > 
      < EipAddress > 
        < IpAddress /> 
        < Allocation Id /> 
        < InternetCh argeType /> 
      </ EipAddress > 
      < InternetMa xBandwidth In > 1000 </ InternetMa xBandwidth
In > 

      < ZoneId > cn - beijing - e </ ZoneId > 
      < InternetCh argeType > PayByBandw idth </ InternetCh
argeType >

      < SpotStrate gy > NoSpot </ SpotStrate gy > 
      < StoppedMod e > Not - applicable </ StoppedMod e > 
      < SerialNumb er > d9bd1cdc - 624d - 4736 - 9da5 - 2ba2f741a3
04 </ SerialNumb er > 

      < IoOptimize d > true </ IoOptimize d > 
      < Memory > 8192 </ Memory > 
      < Cpu > 2 </ Cpu > 
      < VpcAttribu tes > 
        < NatIpAddre ss />
        < PrivateIpA ddress > 
          < IpAddress > 172 . 17 . XX . XXX </ IpAddress > 
        </ PrivateIpA ddress > 
        < VSwitchId > vsw - 2zeh0r1pab wtg6wcssgc a </ VSwitchId > 
        < VpcId > vpc - 2zeuphj08t t7q3brdb36 x </ VpcId >
      </ VpcAttribu tes > 
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      < InternetMa xBandwidth Out > 1 </ InternetMa xBandwidth Out
> 

      < SecurityGr oupIds > 
        < SecurityGr oupId > sg - 2ze21r9qb6 38hvtrvsus </
SecurityGr oupId > 

      </ SecurityGr oupIds > 
      < SpotPriceL imit > 0 . 0 </ SpotPriceL imit > 
      < SaleCycle > Week </ SaleCycle > 
      < AutoReleas eTime /> 
      < InstanceNa me > ECS - BUY - 2017 - 57 - 10 </ InstanceNa me
> 

      < Descriptio n />
      < ResourceGr oupId />
      < OSType > linux </ OSType > 
      < OSName > Ubuntu  16 . 04  64 </ OSName > 
      < InstanceNe tworkType > vpc </ InstanceNe tworkType > 
      < PublicIpAd dress > 
        < IpAddress > 47 . 94 . XX . XX </ IpAddress >
      </ PublicIpAd dress > 
      < HostName > iZ2zeh9atc lduxvf1zxu ylZ </ HostName > 
      < InstanceTy pe > ecs . g5 . large </ InstanceTy pe > 
      < CreationTi me > 2017 - 12 - 10T04 : 04Z </ CreationTi me > 
      < Tags > 
        < Tag >
          < TagValue > fqwfew </ TagValue > 
          < TagKey > fefqe </ TagKey > 
        </ Tag >
        < Tag >
          < TagValue > weqfwq  </ TagValue > 
          < TagKey > fqewfwqewf </ TagKey > 
        </ Tag >
        < Tag >
          < TagValue > ewqffeqw </ TagValue > 
          < TagKey > fqfwewfqw </ TagKey > 
        </ Tag >
      </ Tags > 
      < Status > Running </ Status > 
      < ClusterId /> 
      < Recyclable > false </ Recyclable > 
      < RegionId > cn - beijing </ RegionId >
      < GPUSpec /> 
      < OperationL ocks /> 
      < GPUAmount > 0 </ GPUAmount > 
      < InstanceCh argeType > PrePaid </ InstanceCh argeType > 
      < ExpiredTim e > 2017 - 12 - 17T16 : 00Z </ ExpiredTim e > 
    </ Instance >
  </ Instances >
</ DescribeIn stancesRes ponse >

JSON  形式
{
 " PageNumber ":" 1 ",
 " TotalCount ":" 1 ",
 " PageSize ":" 10 ",
 " RequestId ":" 14A07460 - EBE7 - 47CA - 9757 - 12CC4761D4 7A ",
 " Instances ":{
  " Instance ":[
   {
    " ImageId ":" centos6u5_ 64_20G_ali aegis_2015 0130 . vhd ",
    " InnerIpAdd ress ":{
     " IpAddress ":[
      " 10 . 170 . XX . XXX "
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     ]
    },
    " InstanceId ":" XXXXXXXXX ",
    " EipAddress ":{},
    " InternetMa xBandwidth In ":"- 1 ",
    " ZoneId ":" cn - shenzhen - a ",
    " InstanceNe tworkType ":" classic ",
    " PublicIpAd dress ":{
     " IpAddress ":[
      " 120 . 25 . XX . XXX "
     ]
    },
    " InternetCh argeType ":" PayByTraff ic ",
    " HostName ":" iZ94t3s0jx kZ ",
    " InstanceTy pe ":" ecs . s2 . large ",
    " SerialNumb er ":" 51d1353b - 22bf - 4567 - a176 - 8b3e12e431
35 ",

    " IoOptimize d ":" false ",
    " CreationTi me ":" 2015 - 07 - 27T07 : 08Z ",
    " Status ":" Running ",
    " VpcAttribu tes ":{
     " PrivateIpA ddress ":{
      " IpAddress ":[]
     }
    },
    " InternetMa xBandwidth Out ":" 1 ",
    " SecurityGr oupIds ":{
     " SecurityGr oupId ":[
      " sg - 94kd0cyg0 "
     ]
    },
    " RegionId ":" cn - shenzhen ",
    " OperationL ocks ":{
     " LockReason ":[]
    },
    " InstanceCh argeType ":" PostPaid ",
    " ExpiredTim e ":" 2011 - 09 - 08T16 : 00Z ",
    " InstanceNa me ":" dd  performanc e  test "
   }
  ]
 }
}

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 InvalidIns
tanceCharg
eType.NotFound

The InstanceChargeType
 does not exist in our 
records

指定されたインスタンスタイ
プが存在しない場合に返され
るエラーメッセージ。

404 InvalidInt
ernetChargeType
.ValueNotSu
pported

The specified InternetCh
argeType is not valid

指定された請求⽅法が無効な
場合に返されるエラーメッ
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 InvalidNet
workType.
NotFound

The specified InstanceNe
tworkType is not found

指定された帯域幅タイプが
存在しない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidHpc
ClusterId.
NotFound

The specified HpcCluster
Id is not found.

指定された HPC クラスター 
ID が存在しない場合に返され
るエラーメッセージ。

400 InvalidHpc
ClusterId.
Creating

The specified HpcCluster
Id is creating.

指定された HPC クラスター
が無効な場合に返されるエ
ラーメッセージ。

エラーコードの表⽰

1.4 StartInstance
この API は、MongoDB インスタンスを再起動する場合に呼び出すことができます。

説明
• インスタンスのステータスは、stopped ( Stopped )である必要があります。
• インスタンスが開始されると、そのステータスはstarting（ Starting ）になります。
• Security Control が有効になっており、 OperationL ocks タグが" LockReason " :

" security "として付いている ECS インスタンスを起動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
成ができます。

リクエストパラメーター
名前 データ型 必須/省

略可能
例 説明

InstanceId String 必須 i-instanceid1 インスタンスの ID。
Action String 省略可能 StartInstance 実⾏する操作。 値を StartInsta

nce に設定します。
Document Version20190906 97

https://error-center.aliyun.com/status/product/Ecs
~~25695~~
https://api.aliyun.com/#product=Ecs&api=StartInstance


Elastic Compute Service API レファレンス /  1 インスタンス

名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

InitLocalD
isk

Boolean 省略可能 false インスタンスの初期ヘルスステータ
スを復元するかどうかを⽰します。
D1、I1、I2 などのローカルディス
クを含むインスタンスタイプファミ
リーのインスタンスに適⽤できま
す。 D1、I1、 I2 インスタンスタイ
プのローカルディスクに障害が発⽣
した場合、このパラメーターを使⽤
して、インスタンスの起動時にイン
スタンスの初期ヘルスステータスを
復元できます。 その後、ローカル
ディスク内のすべてのデータが失わ
れます。 既定値：false 有効値：
• true 。
• false 。

OwnerAccou
nt

String 省略可能 ECSforCloud@
Alibaba.com RAM ユーザーのログインネーム。

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 = StartInsta nce

& InstanceId = i - instanceid 1
& InitLocalD isk = false
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
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XML  形式
< StartInsta nceRespons e >
  < RequestId > C0003E8B - B930 - 4F59 - ADC0 - 0E20xxxxxx xx </
RequestId >

</ StartInsta nceRespons e > 

JSON  形式
{
 " RequestId ":" C0003E8B - B930 - 4F59 - ADC0 - 0E20xxxxxx xx "
}

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 IncorrectI
nstanceStatus

The current status of the 
resource does not support
 this operation.

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。

403 DiskError IncorrectDiskStatus。 指定された DiskCategory が
無効な場合に返されるエラー
メッセージ。

403 InstanceExpired The postPaid instance 
has been expired. Please 
ensure your account have 
enough balance.

期限切れの⽀払いが原因で従
量課⾦インスタンスが停⽌し
たときに返されるエラーメッ
セージ。

403 InstanceExpired The prePaid instance has 
been expired.

期限切れの⽀払いが原因で従
量課⾦インスタンスが停⽌し
たときに返されるエラーメッ
セージ。

403 InstanceNo
tReady

The specified instance is 
not ready for use

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。 数分後に再試⾏してくだ
さい。

403 IncorrectI
nstanceStatus

%s 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。
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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 InvalidPar
ameter.
KMSKeyId.
KMSUnautho
rized

ECS service have no right 
to access your KMS.

ECS による KMSへのアクセ
スが許可されていない場合に
返されるエラーメッセージ。

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た場合
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 DeleteInstance
この API を呼び出して、期限が切れた従量課⾦制インスタンスまたはサブスクリプションインス
タンスを解放できます。

説明
• インスタンスが解放されると、そのインスタンスで使⽤されていたすべての物理リソースが回

収されます。 データは消去され、復元できません。 DeleteWith Instance = True 値
を持つアタッチされたデータディスクは解放されますが、それらの⾃動スナップショットは
保持されます。 これは DeleteAuto Snapshot の値に依存します。 値が DeleteAuto

Snapshot = false の場合、⾃動スナップショットは保持されます。 値が DeleteAuto

Snapshot = true の場合、⾃動スナップショットが解放されます。
• Security Control が有効で、 OperationL ocks タグが" LockReason " : "

security "として付けられた ECS インスタンスの場合、アタッチされたデータディスクの
DeleteWith Instance が False に設定されていても、この値は無視され、アタッチ

されたデータディスクは解放されます。
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
成ができます。
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リクエストパラメーター
名前 データ型 必須/省

略可能
例 説明

InstanceId String 必須 i-instance1 インスタンスの ID。
Action String 省略可能 DeleteInstance 実⾏する操作。 値を DeleteInst

ance に設定します。
Force Boolean 省略可能 false 実⾏中（ Running ）状態のイン

スタンスを強制的に解放するかどう
かを⽰します。 既定値：false 有効
値：
• true：実⾏中（ Running ）

状態のインスタンスを強制的に
解放します。 この値を選択する
と、インスタンスのメモリとス
トレージの⼀時データが消去さ
れ、復元できなくなります。

• false：停⽌（ Stopped ）状
態にあるインスタンスに対して
のみ、この値を選択できます。

OwnerAccou
nt

String 省略可能 ECSforCloud@
Alibaba.com RAM ユーザーのログインネーム。

TerminateS
ubscriptio
n

Boolean 省略可能 false 期限切れのサブスクリプションイン
スタンスを解放するかどうかを⽰し
ます。 デフォルト値：false。

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。
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例
リクエストの例

https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = DeleteInst ance
& InstanceId = i - instance1  
& Force = false
& TerminateS ubscriptio n = false
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< DeleteInst anceRespon se >
  < RequestId > 928E2273 - 5715 - 46B9 - A730 - 238DC996A5 33 </
RequestId >

</ DeleteInst anceRespon se >

JSON  形式
{
 " RequestId ":" 928E2273 - 5715 - 46B9 - A730 - 238DC996A5 33 "
}

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 IncorrectI
nstanceStatus

The current status of the 
resource does not support
 this operation.

リソースの現在のステータス
で該当の操作がサポートさ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

403 ChargeType
Violation

The operation is not 
permitted due to charge 
type of the instance.

該当の課⾦⽅法が選択されて
いると、操作が実⾏せきな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 Dependency
Violation.
RouteEntry

Specified instance is used 
by route entry.

VPC にまだカスタムルーティ
ングルールが存在する場合に
返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 InvalidPar
ameter

The input parameter 
InstanceId is invalid.

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。 InstanceIdが
存在しているかどうか、そし
て正しいかどうかをご確認く
ださい。

403 IncorrectI
nstanceStatus.
Initializing

The specified instance 
status does not support 
this operation.

インスタンスが初期化されて
おり、解放できないときに返
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。

403 IncorrectI
nstanceStatus

The specified instance is 
still attached by volumes.

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。

403 InvalidOperation
.DeletionPr
otection

%s インスタンスの解放保護が有
効になっているときに返され
るエラーメッセージ。

403 InvalidOperation
.NotInWhiteList

%s パラメーターがホワイトリ
ストに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

1.6 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。

Document Version20190906 103

https://error-center.aliyun.com/status/product/Ecs
https://api.aliyun.com/#product=Ecs&api=AttachInstanceRamRole


Elastic Compute Service API レファレンス /  1 インスタンス

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。

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。
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名前 型 例 説明
└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。
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 >
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  < 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
}

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。

1.7 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。
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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。
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。
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名前 型 例 説明
└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。

└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 > 
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    < 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 ":[
   {
    " 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

1.8 DescribeInstanceStatus
この API を呼び出して、複数のインスタンスのステータスを取得できます。

説明
• すべてのインスタンスステータスが返されます。 詳細は、インスタンスステータス をご参照

ください。
• この API を呼び出して、インスタンスリストを取得することもできます。

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。
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リクエストパラメーター
名前 データ型 必須/省

略可能
例 説明

RegionId String 必須 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 省略可能 DescribeIn
stanceStatus 実⾏する操作。 値を DescribeIn

stanceStatus に設定します。
ClusterId String 省略可能 cls-clusterid1 インスタンスが属するクラスターの

ID。
注 :

このパラメーターは削除予定で
す。 互換性を確保するために他の
パラメーターを使⽤することを推
奨します。

OwnerAccou
nt

String 省略可能 ECSforCloud RAM ユーザーのログインネーム。
PageNumber Integer 省略可能 1 ページ番号。 この値は 1 から始ま

ります。
既定値 : 1。

PageSize Integer 省略可能 10 1 ページあたりの⾏数。 有効値：1
 〜 50 。
既定値：1

ZoneId String 省略可能 cn-hangzhou インスタンスのゾーン ID 。
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レスポンスパラメーター
名前 データ型 例 説明
InstanceSt
atuses 返されたインスタンスステータスの情

報。 これは、InstanceStatusSetType
 データで構成される配列です。

└InstanceId String i-instance1 インスタンスの ID 。
└Status String Running インスタンスの状態。
PageNumber Integer 1 ページ番号。
PageSize Integer 10 1 ページあたりの⾏数。
RequestId String 473469C7-AA6F

-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエスト ID 。

TotalCount Integer 2 インスタンスの総数。
例

リクエスト例

https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = DescribeIn stanceStat
us

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

通常のレスポンスの例
XML  形式
< DescribeIn stanceStat usResponse >
  < RequestId > 6EF60BEC - 0242 - 43AF - BB20 - 270359FB54 A7 </
RequestId > 

  < TotalCount > 2 </ TotalCount > 
  < PageNumber > 1 </ PageNumber > 
  < PageSize > 10 </ PageSize > 
  < InstanceSt atuses >
    < InstanceSt atus >
      < InstanceId > i - instance1 </ InstanceId >
      < Status > Running </ Status >
    </ InstanceSt atus >
    < InstanceSt atus >
      < InstanceId > i - ae4r89pp </ InstanceId >
      < Status > Stopped </ Status >
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    </ InstanceSt atus >
  </ InstanceSt atuses >
</ DescribeIn stanceStat usResponse >

JSON  形式
{
 " PageNumber ": 1 ,
 " InstanceSt atuses ":{
  " InstanceSt atus ":[
   {
    " Status ":" Running ",
    " InstanceId ":" i - instance1 "
   },
   {
    " Status ":" Stopped ",
    " InstanceId ":" i - ae4r89pp "
   }
  ]
 },
 " TotalCount ": 2 ,
 " PageSize ": 10 ,
 " RequestId ":" 6EF60BEC - 0242 - 43AF - BB20 - 270359FB54 A7 "
}

エラーコード
エラーコードの表⽰

1.9 RenewInstance
この API を呼び出してサブスクリプション ECS インスタンスを更新することができます。

説明
この操作を実⾏する前に、 ECS の課⾦⽅法と料⾦表の内容を⼗分に確認してください。
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。
• サブスクリプション ECS インスタンスのみがサポートされています。
• この更新の操作では、アカウントで利⽤可能なクーポンがデフォルトで使⽤されます。 割引ア

カウントは対象外です。
• ⽀払⼝座に⼗分な残⾼またはクレジットがあることを確認してください。

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。

112 Document Version20190906

https://error-center.aliyun.com/status/product/Ecs
https://www.alibabacloud.com/product/ecs#pricing
https://api.aliyun.com/#product=Ecs&api=RenewInstance


Elastic Compute Service API レファレンス /  1 インスタンス

リクエストパラメーター
名前 データ型 必須 / 省

略可能
例 説明

InstanceId String 必須 i-instance1 インスタンスの ID 。
Period Integer 必須 1 サブスクリプションインスタンスの

更新期間。 DedicatedHostId が
指定されている場合、Period パラ
メーター値の範囲は DDH のサブス
クリプション期間内にする必要があ
ります。 有効値：
• PeriodUnit が Month に設定さ

れている場合は、1〜12、24、
36、48、60。

Action String 省略可能 RenewInsta
nce 実⾏する操作。 値を RenewDBIns

tance に設定します。
OwnerAccou
nt

String 省略可能 happyCusto
mer RAM ユーザーのログインネーム。

PeriodUnit String 省略可能 Month 更新期間の単位 ( Period ) 。 既定
値：Month 。 有効値：
• Month 。

ClientToke
n

String 省略可能 0c593ea1-3bea
-11e9-b96b-
88e9fe637760

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 には ASCII ⽂
字のみが使⽤可能です。 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」をご参照ください。
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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 。

例
リクエストの例

https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = RenewInsta nce
& InstanceId = i - instance1  
& Period = 1  
& PeriodUnit = Year  
& ClientToke n = 0c593ea1 - 3bea - 11e9 - b96b - 88e9fe6377 60
&< Common  request  parameters >

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

</ ModifyInst anceSpecRe sponse > 

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 InvalidInt
ernetChargeType
.ValueNotSu
pported

指定された InternetCh
argeType は無効です。

指定されたインスタンスタイ
プが存在しない場合に返され
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
ンと異なる場合に返されるエ
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 ChargeType
Violation

この操作は、インスタンスの
課⾦タイプが原因で許可され
ていません。

該当の課⾦⽅法が選択されて
いると、操作が実⾏せきな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

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
サポートされていない場合に
返されるエラーメッセージ。

403 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。

リソースの現在のステータス
で該当の操作がサポートさ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidInt
ernetChargeType
.InstanceNo
tSupported

vpc にある指定のインス
タンスは、パラメーター 
InternetChargeType をサ
ポートしていません。

指定された課⾦⽅法が指定の 
VPC インスタンスタイプをサ
ポートしていない場合に返さ
れるエラーメッセージ。

400 Invalidperiod 指定された期間は無効です。 指定された期間が無効な場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

403 Instance.
UnPaidOrder

指定されたインスタンスには
未払いの注⽂があります。

アカウントに未払いの注⽂が
ある場合に返されるエラー
メッセージ。

400 OperationDenied 指定されたインスタンスは 
VPC にあります。

指定されたインスタンスが 
VPC にある場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidPar
ameter

指定されたパラメーター "
InternetMaxBandwidth
Out" は無効です。

指定された InternetMa
xBandwidthOut が無効な場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 Dependency
Violation.
InstanceType

現在の instancetype は指定
された内容への変更はできま
せん。

現在のインスタンスタイプが
指定の内容に変更された場合
にエラーメッセージ。

400 InvalidPer
iodUnit.
ValueNotSu
pported

指定されたパラメーター 
PeriodUnit は無効です。

指定された PeriodUnit が
無効な場合に返されるエラー
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 InvalidDed
icatedHostId.
NotFound

指定された DedicatedH
ostId は存在しません。

指定された DDH ID が存在
しない場合に返されるエラー
メッセージ。

400 InvalidDed
icatedHostStatus
.NotSupport

専⽤ホストのステータスが原
因で操作が拒否されました。

リソースの現在のステータス
で該当の操作がサポートさ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 IncorrectD
edicatedHo
stStatus

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。

リソースの現在のステータス
で該当の操作がサポートさ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidPeriod
.ExceededDe
dicatedHost

インスタンスの有効期限を専
⽤ホストの有効期限より⻑く
することはできません。

インスタンスの有効期限⽇が 
DDH の有効期限⽇よりも遅
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidStatus.
Upgrading

インスタンスはアップグレー
ド中です。後ほど、もう⼀度
お試しください。

指定された InstanceId が無
効な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。

400 InvalidPeriod
.ExceededMa
ximumExpir
ationDate

最⼤有効期限を超える更新期
間を指定することはできませ
ん。 次回指定する際、更新期
間を短くすることを推奨しま
す。

指定された更新期間⽇が最⼤
有効期限⽇よりも遅い場合に
返されるエラーメッセージ。

400 LastOrderP
rocessing

前の注⽂の処理が完了してい
ません。しばらくしてからも
う⼀度お試しください。

注⽂が処理中の場合に返され
たエラーメッセージ。 しばら
くしてからもう⼀度お試しく
ださい。

エラーコードの表⽰

1.10  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。

116 Document Version20190906

https://error-center.aliyun.com/status/product/Ecs


Elastic Compute Service API レファレンス /  1 インスタンス

• 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。

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 "
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}

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。

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。
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1.11 RedeployInstance
RedeployInstance を呼び出して、ECS インスタンスがイベント通知を受信した再にインスタ
ンスを再デプロイすることができます。

説明
RedeployInstance は⾮同期処理です。 この操作では、インスタンスの再起動前にデータを移
⾏します。 再デプロイメントが成功すると、インスタンスは使⽤中の状態になります。 再デプ
ロイメントが失敗すると、インスタンスは元の物理サーバーに戻り、操作前の元の状態に戻りま
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。
• 以下のいずれかのシステムイベントが発⽣した場合は、RedeployInstance を実⾏すること

ができます。 システムイベントに関する詳細については、システムイベントをご参照くださ
い。
- SystemMaintenance.Reboot および SystemMaintenance.Redeploy のイベントがス

ケジュール済みの状態である。
- SystemFailure.Reboot のイベントが実⾏中の状態である (ローカルディスクのインスタ

ンスのみが対象) 。

警告 :
ローカルディスクのインスタンスを再デプロイすると、ディスクは初期化・クリアされま
す。 この操作を⾏う際は注意を払ってください。

• ターゲットインスタンスのステータスは実⾏中または停⽌中である必要があります。 再デプロ
イメント後、インスタンスのステータスは次のように変わります。
- 使⽤中のインスタンスは停⽌中の状態になります。
- 停⽌中のインスタンスは起動中の状態になります。

• OperationLocks パラメーターの値が LockReason: security の場合は、インスタンスを再
デプロイすることはできません。

• 専⽤ホストのインスタンスは再デプロイすることはできません。
デバッグ

Alibaba Cloud は、API の使⽤を簡素化するために 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。
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リクエストパラメーター
パラメーター データ型 必須/省

略可能
例 説明

InstanceId String 必須 i-bp1azkttqp
ldxgted**** 使⽤中または停⽌中の状態のインス

タンスの ID 。
Action String 省略可能 RedeployIn

stance 実⾏する操作。 このパラメーター
を RedeployInstance に設定
します。 リクエスト HTTP ま
たは HTTPS URL に異なるパラ
メーターが含まれている場合、
Action が必要になります。

ForceStop Boolean 省略可能 false 使⽤中のインスタンスの使⽤停⽌
を強制するかを指定します。 規定
値：false

注 :
強制停⽌はサーバーの物理的な終
了と同等です。 この操作は、イン
スタンスのデータがディスクに書
き込まれていない場合、データ損
失の原因になる場合があります。
停⽌中の状態のインスタンスを再
デプロイすることを推奨します。

レスポンスパラメーター
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 。
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パラメーター データ型 例 説明
TaskId String t-bp10e8orkp

********8x 再デプロイメントタスクの ID 。 
DescribeTasks を呼び出してマイグ
レーション結果を表⽰することができま
す。 DescribeTasks を呼び出す際の必
要パラメーターの例は以下の通りです。
• リクエスト例： TaskIds =[" t

- bp10e8or ****** c74o8x
", " t - bp10e8orkp
qm0lc74o8y "]、 TaskAction
= RedeployIn stance

• レスポンス例：
- TaskStatus=Processing. インス

タンスの再デプロイ中の状態であ
ることを⽰します。

- TaskStatus=Finished. インスタ
ンスの再デプロイが完了し、使⽤
中の状態であることを⽰します。

- TaskStatus=Failed. 再デプロイ
が失敗した状態を⽰します。イン
スタンスは元の物理サーバーに
戻り、操作前の元の状態が復元さ
れています。 操作が失敗した場
合、Alibaba Cloud にチケットを
起票してテクニカルサポートへお
問い合わせください。

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

& InstanceId = i - bp1azkttqp ldxgted ****
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンス例
XML  形式
< RedeployIn stanceResp onse >
    < RequestId > 1C488B66 - B819 - 4D14 - 8711 - C4EAAA13AC 01 </
RequestId >

    < TaskId > t - bp10e8orkp ******** 8x </ TaskId >
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</ RedeployIn stanceResp onse >

JSON  形式
{
 " RequestId ": " 1C488B66 - B819 - 4D14 - 8711 - C4EAAA13AC 01 "
 " TaskId ":" t - bp10e8orkp ******** 8x "
}

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 InvalidIns
tanceId.
NotFound

指定された InstanceId は、
レコードに存在しません。

指定されたインスタンスが
存在しない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

403 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。

リソースの現在のステータス
で該当の操作がサポートさ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

403 InstanceLo
ckedForSecurity

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
拒否されました。

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、該当の操作がサ
ポートされていない場合に返
されるエラーメッセージ。

403 DiskError IncorrectDiskStatus。 指定されたディスクステータ
スが無効な場合に返されるエ
ラーメッセージ。

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。

403 InstanceEx
piredOrInA
rrears

前払いインスタンスが期限切
れ (前払いモード) または延
滞 (後払いモード) のため、指
定された操作が拒否されまし
た。

サブスクリプションインスタ
ンスの有効期限が切れた場
合に返されるエラーメッセー
ジ。 インスタンスを更新し
て、もう⼀度お試しくださ
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 IncorrectI
nstanceStatus

%s 現在のインスタンスのステー
タスで該当の操作がサポート
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

1.12 DescribeInstanceVncUrl
この API を呼び出して、ECS インスタンスの Web 管理端末 URL をクエリできます。

説明
本 API を呼び出す際は次の点に留意してください。
• 管理端末の URL は 15 秒間のみ有効です。 クエリが成功してから 15 秒以内に接続が確⽴さ

れない場合、URL は期限切れになり、再度クエリする必要があります。
• 管理端末接続の KeepAlive 時間は60秒です。 60 秒以内に管理端末と対話しない場合、管理

端末は⾃動的に切断されます。
• 管理端末が切断されている場合、管理端末に再接続できるのは 1 分間に 30 回までです。
• https://g.alicdn.com/aliyun/ecs-console-vnc2/0.0.5/index.html? の末尾に、 vncUrl

= xxxx 、 instanceId = xxx 、 isWindows = True 、 isWindows = False 、
および password = XXXXXX を追加します。 これらのパラメーターを&で接続します。 こ
こで:
- vncUrl ：クエリの成功後に VncUrl の値が返されます。
- instanceId ：クエリするインスタンスの ID。
- isWindows ：インスタンスのオペレーティングシステムが Windows であるかど

うかを指定します。 true の値は Windows システムを⽰します。 false の値
は、Windows システムが使⽤されていないことを⽰します。

- password ：省略可能。 インスタンスからリモート接続を確⽴するためのパスワード。
⻑さは 6 ⽂字である必要があり、数字、⼤⽂字、⼩⽂字を含めることができます。 この
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パラメーターにより、接続の確⽴時に管理端末でパスワードを⼊⼒する必要がなくなりま
す。
例 :

       https :// g . alicdn . com / aliyun / ecs - console -
vnc2 / 0 . 0 . 5 / index . html ? vncUrl = ws % 3A % 2F % xxx &
instanceId = i - wz9hhwq5a6 tmxxxxxxx & isWindows = true

       

または

       https :// g . alicdn . com / aliyun / ecs - console -
vnc2 / 0 . 0 . 5 / index . html ? vncUrl = ws % 3A % 2F % xxx
& instanceId = i - wz9hhwq5a6 tmxxxxxxx & isWindows = true &
password = 111111

       

デバッグ
Alibaba Cloud は、API の使⽤を簡素化するために 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 データ型 必須/省

略可能
例 説明

InstanceId String 必須 i-AY12101803
3933eaxxxxxxx クエリされるインスタンスの ID。

RegionId String 必須 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 省略可能 DescribeIn
stanceVncUrl 実⾏する操作。 値を DescribeIn

stanceVncUrl に設定します。
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レスポンスパラメーター
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 。

VncUrl String ws%3A%2F%
2Fhz01-vncproxy
.aliyun.com
%2Fwebsocki
fy%2F%3Fs%
3DDvh%252FIA
%252BYc73gW
O48cBx2gBx
UDVzaAnSKr
74pq30mzqU
YgeUMcB%
252FbkNixD
xdEA996

管理端末の URL。

例
リクエストの例
https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = DescribeIn stanceVncU
rl

& InstanceId = i - AY12101803 3933eaxxxx xxx
& RegionId = cn - hangzhou
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンス例
XML  形式
< DescribeIn stanceVncU rlResponse >
  < RequestId > 1450F2D7 - 5435 - 4420 - BBC9 - 49C5xxxxxx xx </
RequestId >

  < VncUrl > ws % 3A % 2F % 2Fhz01 - vncproxy . aliyun . com %
2Fwebsocki fy % 2F % 3Fs % 3DDvh % 252FIA % 252BYc73gW O48cBx2gBx
UDVzaAnSKr 74pq30mzqU YgeUMcB % 252FbkNixD xdEA996 </ VncUrl >

</ DescribeIn stanceVncU rlResponse >

JSON  形式
{
 " VncUrl ":" ws % 3A % 2F % 2Fhz01 - vncproxy . aliyun . com %
2Fwebsocki fy % 2F % 3Fs % 3DDvh % 252FIA % 252BYc73gW O48cBx2gBx
UDVzaAnSKr 74pq30mzqU YgeUMcB % 252FbkNixD xdEA996 ",

 " RequestId ":" 1450F2D7 - 5435 - 4420 - BBC9 - 49C5xxxxxx xx "
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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

The specified RegionId 
does not exist.

指定された DiskId パラメー
ターが存在しない場合に返さ
れるエラーメッセージ。

404 InvalidIns
tanceId.
NotFound

The specified InstanceId 
does not exist.

指定された InstanceId パラ
メーターが存在しない場合に
返されるエラーメッセージ。

403 IncorrectI
nstanceStatus

The current status of the 
resource does not support
 this operation.

リソースの現在のステータス
で該当の操作がサポートさ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

500 InternalError The request processing
 has failed due to some 
unknown error.

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。

403 InstanceNo
tReady

The specified instance is 
not ready for use

リソースの現在のステータス
で該当の操作がサポートさ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。 数分後に再
試⾏してください。

エラーコードの表⽰

1.13 DescribeUserData
この API を呼び出して、ECS インスタンスのユーザーデータをクエリできます。

説明　
• 返されるユーザーデータは Base64 でエンコードされています。
• ユーザーデータが存在しない場合、ヌル値が返されます。
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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
名前 データ型 必須/省

略可能
例 説明

InstanceId String 必須 i-instanceid1 インスタンス ID。
RegionId String 必須 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 省略可能 DescribeUs
erData 実⾏する操作。 値を DescribeUs

erdata に設定します。

レスポンスパラメーター
名前 データ型 例 説明
InstanceId String i-instanceid1 インスタンス ID。
RegionId String cn-hangzhou インスタンスのリージョン ID 。
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。

UserData String ZWNobyBoZW
xsbyBlY3Mh インスタンスのユーザーデータ。 

Base64 でエンコードする必要がありま
す。
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例
リクエストの例

https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = DescribeUs erdata
& RegionId = cn - shenzhen
& InstanceId = i - instance1  
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< DescribeUs erdataResp onse >
  < RequestId > 473469C7 - AA6F - 4DC5 - B3DB - A3DC0DE3C8 3E </
RequestId > 

  < UserData > userdata1 </ UserData >
  < InstanceId > i - instance1 </ InstanceId >
  < RegionId > cn - shenzhen  </ RegionId >
</ DescribeUs erdataResp onse >

JSON  形式
{
 " UserData  ":" userdata1 ",
 " RequestId ":" 473469C7 - AA6F - 4DC5 - B3DB - A3DC0DE3C8 3E ",
 " InstanceId  ":" i - instance1 ",
 " RegionId ":" cn - shenzhen "
}

エラーコード
エラーコードの表⽰

1.14 DescribeInstanceAutoRenewAttribute
この API を呼び出して、1 つまたは複数のサブスクリプションインスタンスの⾃動更新ステータ
スをクエリできます。

説明
⾃動更新または⼿動更新を設定する前に、インスタンスの⾃動更新ステータスをクエリできま
す。
この API はサブスクリプションインスタンスにのみサポートされます。 従量課⾦インスタンスで
この API を呼び出す場合、エラーが返されます。
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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
名前 データ型 必須/省

略可能
例 説明

RegionId String 必須 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 省略可能 DescribeIn
stanceAuto
RenewAttri
bute

実⾏する操作。 値を DescribeIn
stanceAutoRenewAttribute に設
定します。

InstanceId String 省略可能 i-instance1,i-
instance2 インスタンス ID。 ⼀度に 100 件ま

でのサブスクリプションインスタン
ス ID を⼊⼒できます。 複数のイン
スタンス ID はコンマ（、）で区切
ります。

OwnerAccou
nt

String 省略可能 ECSforCloud@
Alibaba.com RAM ユーザーのログインネーム。

PageNumber String 省略可能 1 ページ番号。
この値は 1 から始まります。
既定値 : 1。

PageSize String 省略可能 10 1 ページあたりの⾏数。
最⼤値：100。
デフォルト値: 10。

Document Version20190906 129

https://api.aliyun.com/#product=Ecs&api=DescribeInstanceAutoRenewAttribute
~~25609~~
~~25609~~


Elastic Compute Service API レファレンス /  1 インスタンス

名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

RenewalSta
tus

String 省略可能 AutoRenewal インスタンスの⾃動更新ステータ
ス。 有効値：
• AutoRenewal：⾃動更新を有

効にします。
• Normal：⾃動更新を無効にし

ます。
• NotRenewa：更新を使⽤しま

せん。 システムは有効期限リ
マインダーを送信しなくなりま
したが、有効期限の 3 ⽇前に⾮
更新リマインダーのみを送信し
ます。 更新が使⽤されないイン
スタンスの場合、ModifyInst
anceAutoRenewAttribute
 API を呼び出して、⾃動更新ス
テータスを Normal に変更で
きます。 そして、⼿動更新か、
⾃動更新に設定できます。

レスポンスパラメーター
名前 データ型 例 説明
InstanceRe
newAttribu
tes

更新属性セット。

└
AutoRenewE
nabled

Boolean false ⾃動更新が有効になっているかどうかを
⽰します。

└Duration Integer 1 ⾃動更新期間。
└InstanceId String i-instanceid1 インスタンス ID。
└PeriodUnit String week ⾃動更新期間の単位。
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名前 データ型 例 説明
└RenewalSta
tus

String Normal インスタンスの⾃動更新ステータス。
有効値：
• AutoRenewal：⾃動更新を有効にし

ます。
• Normal：⾃動更新を無効にします。
• NotRenewa：更新を使⽤しません。

システムは有効期限リマインダーを
送信しなくなりましたが、有効期限
の 3 ⽇前に⾮更新リマインダーのみ
を送信します。 更新が使⽤されない
インスタンスの場合、ModifyInst
anceAutoRenewAttribute API を
呼び出して、⾃動更新ステータス
を Normal に変更できます。 そし
て、⼿動更新か、⾃動更新に設定で
きます。

PageNumber Integer 1 ページ番号。
この値は 1 から始まります。
既定値 : 1。

PageSize Integer 10 1 ページあたりの⾏数。
最⼤値：100。
デフォルト値: 10。

RequestId String 473469C7-AA6F
-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

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 6 インスタンスの総数。
例

リクエストの例

https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = DescribeIn stanceAuto
RenewAttri bute
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& RegionId = cn - hangzhou  
& InstanceId = i - instance1 , i - instance2  
& PageNumber = 1  
& PageSize = 10  
& RenewalSta tus = AutoRenewa l
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< DescribeIn stanceAuto RenewAttri buteRespon se >
  < RequestId > 04F0F334 - 1335 - 436C - A1D7 - 6C044FE733 68 </
RequestId > 

  < InstanceRe newAttribu tes >
    < InstanceRe newAttribu te >
      < Instance > 
        < InstanceId > i - instance1 </ InstanceId >
        < Duration > 0 </ Duration > 
        < AutoRenewE nalbed > false </ AutoRenewE nalbed > 
        < RenewalSta tus > Normal </ RenewalSta tus >
      </ Instance > 
      < Instance > 
        < InstanceId > i - instance2 </ InstanceId >
        < Duration > 1 </ Duration > 
        < AutoRenewE nalbed > true </ AutoRenewE nalbed > 
        < RenewalSta tus > AutoRenewa l </ RenewalSta tus > 
      </ Instance > 
    </ InstanceRe newAttribu te >
  </ InstanceRe newAttribu tes >
</ DescribeIn stanceAuto RenewAttri buteRespon se >

JSON  形式
{
 " InstanceRe newAttribu tes ":{
  " InstanceRe newAttribu te ":[
   {
    " RenewalSta tus ":" Normal ",
    " InstanceId ":" i - instance1 ",
    " Duration ": 0 ,
    " AutoRenewE nabled ": false
   },
   {
    " RenewalSta tus ":" AutoRenewa l ",
    " InstanceId ":" i - instance2 ",
    " Duration ": 1 ,
    " AutoRenewE nabled ": true
   }
  ]
 },
 " 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

403 MissingPar
ameter.
InstanceId

InstanceId should not be 
null.

InstanceId 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 InvalidPar
ameter.
InvalidIns
tanceId

%s InstanceId が無効な場合に
返されるエラーメッセージ。

403 IncorrectI
nstanceStatus

The current status of the 
resource does not support
 this operation.

リソースの現在のステータス
で該当の操作がサポートさ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

403 InvalidPar
ameter.
RenewalStatus

The specified parameter 
RenewalStatus is not valid
.

指定された RenewalStatus
 が無効な場合に返されるエ
ラーメッセージ。

403 InvalidPar
ameter.
RenewalSta
tusInstanceId

The parameter 
RenewalStatus and 
InstanceId cannot be both
 empty.

RenewalStatus と 
InstanceId の両⽅が指定さ
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

1.15 DescribeInstanceRamRole
この API を呼び出して、1 つや複数の ECS インスタンスに接続されている RAM ロールをクエ
リできます。

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。
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リクエストパラメーター
名前 データ型 必須/省

略可能
例 説明

RegionId String 必須 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 省略可能 DescribeIn
stanceRamR
ole

実⾏する操作。 値を DescribeIn
stanceRamRole に設定します。

InstanceId
s

String 省略可能 ["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。

PageNumber Integer 省略可能 1 ページ番号。
この値は 1 から始まります。
既定値 : 1。

PageSize Integer 省略可能 10 1 ページあたりの⾏数。
最⼤値：50
既定値: 10 。

RamRoleNam
e

String 省略可能 FinanceDep
tOnly 指定された RAM ロールがアタッチ

されているすべての ECS インスタ
ンス。 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。
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レスポンスパラメーター
名前 データ型 例 説明
InstanceRa
mRoleSets 返された RAM ロールの情報。 

DetachInstanceRamRoleResult デー
タからなる配列です。

└InstanceId String i-instance1 インスタンスの ID 。
└
RamRoleNam
e

String FinanceDep
tOnly RAM ロール名のリスト。

RegionId String 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。

RequestId String 473469C7-AA6F
-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエスト ID 。

TotalCount Integer 1 RAM ロールの総数
例

リクエストの例

https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = DescribeIn stanceRamR
ole

& RegionId = cn - hangzhou  
& InstanceId s =[" i - instance1 "] 
& PageNumber = 1  
& PageSize = 100  
& RamRoleNam e = FinanceDep tOnly
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< DescribeIn stanceRamR oleRespons e >
  < RequestId > 8F4CAE3F - 7892 - 4662 - 83A5 - 2C2FFD6395 53 </
RequestId >

  < InstanceRa mRoleSets >
    < InstanceRa mRoleSet >
      < InstanceId > i - instance1 </ InstanceId >
      < RamRoleNam e > RamRoleTes t </ RamRoleNam e >
    </ InstanceRa mRoleSet >
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  </ InstanceRa mRoleSets >
  < TotalCount > 1 </ TotalCount > 
</ DescribeIn stanceRamR oleRespons e >

JSON  形式
{
 " TotalCount ": 1 ,
 " RequestId ":" 8F4CAE3F - 7892 - 4662 - 83A5 - 2C2FFD6395 53 ",
 " InstanceRa mRoleSets ":{
  " InstanceRa mRoleSet ":[
   {
    " InstanceId ":" i - instance1 ",
    " RamRoleNam e ":" RamRoleTes t "
   }
  ]
 }
}

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 InvalidPar
ameter.AllEmpty

%s 必要なパラメーターが指定さ
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

1.16 DescribeSpotPriceHistory
この操作を呼び出して、過去 30 ⽇間のプリエンプティブルインスタンスの料⾦履歴を照会する
ことができます。

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。
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リクエストパラメーター
名前 データ型 必須/省

略可能
例 説明

InstanceTy
pe

String 必須 ecs.t1.xsmall インスタンスの種類
NetworkTyp
e

String 必須 VPC <td class="en-UStry align-left
 colsep-1 rowsep-1" headers
="SpotPriceType__Respo
nseParameters__en-UStry__3
">プリエンプティブルインスタンス
のネットワークタイプ。 </td> 有効
値：
• クラシック
• vpc

RegionId String 必須 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 省略可能 DescribeSp
otPriceHistory 実⾏する操作。 値を DescribeSp

otPriceHistory に設定します。
EndTime String 省略可能 2017-08-22T08

:45:08Z クエリの終了時刻。 時間は、ISO
 8601 標準、UTC 時間です。 形
式：yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。
既定値 : null 。 このパラメーター
が未⼊⼒の場合、現在時刻が使⽤さ
れます。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

IoOptimize
d

String 省略可能 none インスタンスが I/O 最適化インス
タンスであるかを⽰します。 有効
値：
• optimized
• none
既定値：generation I インスタン
スの場合はなし。
generations II および III インス
タンスの場合は optimized 。

OSType String 省略可能 Linux オペレーティングシステムプラット
フォームのタイプ。

Offset Integer 省略可能 0 クエリの開始時刻。
既定値：0

OwnerAccou
nt

String 省略可能 ECSforCloud@
Alibaba.com RAM ユーザーのログインネーム。

StartTime String 省略可能 2017-08-22T08
:45:08Z クエリの開始時刻。 時間は、ISO

 8601 標準、UTC 時間です。 形
式：yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。
既定値 : null 。 このパラメーター
が未⼊⼒の場合は、開始時刻は指
定された EndTime の 3 ⽇前にな
ります。 StartTime は、指定の 
EndTime の最⼤ 30 ⽇前までの値
が指定可能です。

ZoneId String 省略可能 cn-hangzhou インスタンスのゾーン ID 。
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レスポンスパラメーター
名前 データ型 例 説明
Currency String CNY 価格の通貨単位
NextOffset Integer 1000 次のページの最初の⾏。 Offset の値で

す。
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。

SpotPrices 価格の詳細。
└InstanceTy
pe

String ecs.t1.xsmall インスタンスのタイプ。
└IoOptimize
d

String none 最適化インスタンスであるかを⽰しま
す。

└
NetworkType

String PayByTraffic <td class="en-UStry align-left 
colsep-1 rowsep-1" headers="
SpotPriceType__ResponseParamet
ers__en-UStry__3 ">プリエンプティブ
ルインスタンスのネットワークタイプ。
</td>

└OriginPrice Float 0.028 従量課⾦インスタンスの元の価格。
└SpotPrice Float 0.69 プリエンプティブルインスタンスのス

ポット料⾦。
└Timestamp String 2017-09-18T11:00

:00Z 価格に対する時間。 形式：yyyy-MM-
ddTHH:mm:ssZ。

└ZoneId String cn-hangzhou-d プリエンプティブルインスタンスのゾー
ン ID 。
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例
リクエストの例

https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = DescribeSp otPriceHis
tory＆ NetworkTyp e  = vpc  

& RegionId = cn - hangzhou  
& InstanceTy pe = ecs . t1 . xsmall  
& IoOptimize d  = none  
& Offset = 0  
& StartTime = 2017 - 08 - 22T08 : 45 : 08Z
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< DescribeSp otPriceHis toryRespon se >
  < RequestId > xxxxxxxxxx xxxx </ RequestId >
  < NextOffset > 1000 </ NextOffset >
  < SpotPrices >
    < SpotPriceT ype >
      < IoOptimize d > none </ IoOptimize d >
      < OriginPric e > 0 . 028  </ OriginPric e >
      < NetworkTyp e > classic </ NetworkTyp e >
      < Timestamp > 2017 - 09 - 18T11 : 00 : 00Z </ Timestamp >
      < ZoneId > cn - hangzhou - c </ ZoneId >
      < SpotPrice > 0 . 006 </ SpotPrice >
      < InstanceTy pe > ecs . t1 . xsmall </ InstanceTy pe > 
    </ SpotPriceT ype >
    < SpotPriceT ype >
      < IoOptimize d > none </ IoOptimize d >
      < OriginPric e > 0 . 028 </ OriginPric e >
      < NetworkTyp e > classic < NetworkTyp e >
      < Timestamp > 2017 - 09 - 18T12 : 00 : 00Z </ Timestamp >
      < ZoneId > cn - hangzhou - c </ ZoneId >
      < SpotPrice > 0 . 006 </ SpotPrice >
      < InstanceTy pe > ecs . t1 . xsmall </ InstanceTy pe > 
    </ SpotPriceT ype >
  </ SpotPrices >
</ DescribeSp otPriceHis toryRespon se >

JSON  形式
{
 " RequestId ":" xxxxxxxxxx xxxx ",
 " SpotPrices ":{
  " SpotPriceT ype ":[
   {
    " IoOptimize d ":" none ",
    " NetworkTyp e ":" classic ",
    " OriginPric e ": 0 . 028 ,
    " ZoneId ":" cn - hangzhou - c ",
    " Timestamp ":" 2017 - 09 - 18T11 : 00 : 00Z ",
    " InstanceTy pe ":" ecs . t1 . xsmall ",
    " SpotPrice ": 0 . 006
   }
  ]
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 },
 " NextOffset ": 1000
}

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 InvalidUserType.
NotSupported

%s ご利⽤のアカウントタイプが
サポートされていない場合に
返されるエラーメッセージ。

403 InvalidUserType.
NotSupported

%s Alibaba Cloud のアカウン
トが存在しないか、または 
AccessKey の期限が切れて
いる場合に返されるエラー
メッセージ。

400 MissingPar
ameter

%s 必要なパラメーターが指定さ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

403 Forbidden.
NotSupportRAM

%s RAM ユーザーに該当の操作
を実⾏する権限が付与されて
いない場合に返されるエラー
メッセージ。

403 Forbidden.
SubUser

%s RAM ユーザーに該当の操作
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

%s パラメーターの形式が正しく
ない場合に返されるエラー
メッセージ。

400 InvalidIns
tanceId.
MalFormed

%s インスタンス ID が正しくな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidParams.
StartTime

%s StartTime の形式が正しくな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidParams.
EndTime

%s EndTime の形式が正しくな
い場合に返されるエラーメッ
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 Abs.Abs.
InvalidSpo
tInstanceUID

%s プリエンプティブインスタン
ス ID が正しくない場合に返
されるエラーメッセージ。

400 InvalidParams.
NetworkType

%s インスタンスのネットワーク
タイプが正しくない場合に返
されるエラーメッセージ。

400 InvalidParams.
IoOptimized

%s インスタンスの IoOptimize
d パラメーターが正しくない
場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidParams.
OSType

%s インスタンスの OSType の
パラメーターが正しくない場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 Abs.IoOptimize
d.ValueNotSu
pported

%s インスタンスの IoOptimize
d パラメーターが正しくない
場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidParams.
ZoneId

%s インスタンスの ZoneId パラ
メーターが正しくない場合に
返されるエラーメッセージ。

400 InvalidParams.
RegionId

%s インスタンスの RegionId パ
ラメーターが正しくない場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidParams.
InstanceType

%s インスタンスの InstanceTy
pe のパラメーターが正しくな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidParams.
PageSize

%s インスタンスの PageSize パ
ラメーターが正しくない場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidParams.
Offset

%s インスタンスの Offset パラ
メーターが正しくない場合に
返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 InstanceType のパラメー
ターが正しくない場合に返さ
れるエラーメッセージ。

エラーコードの表⽰

1.17 DescribeInstanceTypeFamilies
この API を呼び出して、ECS が提供するインスタンスタイプファミリーリストをクエリできま
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
名前 データ型 必須/省

略可能
例 説明

RegionId String 必須 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 省略可能 DescribeIn
stanceType
Families

実⾏する操作。 値を DescribeIn
stanceTypeFamilies に設定しま
す。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

Generation String 省略可能 ecs-3 インスタンスタイプファミリーの
ジェネレーション。 詳細は、イン
スタンスタイプファミリー をご参
照ください。 有効値：
• ecs-1：ジェネレーション I。

初代インスタンスタイプファミ
リ。費⽤対効果の⾼いインスタ
ンスタイプで構成されていま
す。

• ecs-2：ジェネレーションII。
第 2 世代のインスタンスタイプ
ファミリ。

• ecs-3：ジェネレーションIII。
クイックレスポンスおよび⾼性
能インスタンスタイプで構成さ
れています。

• ecs-4：ジェネレーションIV。最
新、低遅延、およびワイドアプ
リケーションのインスタンスタ
イプで構成されます。

OwnerAccou
nt

String 省略可能 ECSforCloud@
Alibaba.com RAM ユーザーのログインネーム。

レスポンスパラメーター
名前 データ型 例 説明
InstanceTy
peFamilies 返されるインスタンスタイプファミ

リーの情報。 InstanceTypeFamilyIt
emType データからなる配列。

└Generation String ecs-1 インスタンスタイプファミリーのジェネ
レーション。

└InstanceTy
peFamilyId

String ecs.g5 インスタンスタイプファミリーの ID。
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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 = DescribeIn stanceType
Families

& RegionId = cn - hangzhou  
& Generation = ecs - 3
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< DescribeIn stanceType FamiliesRe sponse >
  < InstanceTy peFamilies >
    < InstanceTy peFamily >
      < InstanceTy peFamilyId > ecs . t1 </ InstanceTy peFamilyId >
      < Generation > ecs - 1 </ Generation >
    </ InstanceTy peFamily >
    < InstanceTy peFamily >
      < InstanceTy peFamilyId > ecs . s2 </ InstanceTy peFamilyId >
      < Generation > ecs - 1 </ Generation >
    </ InstanceTy peFamily >
    < InstanceTy peFamily >
      < InstanceTy peFamilyId > ecs . s3 </ InstanceTy peFamilyId >
      < Generation > ecs - 1 </ Generation >
    </ InstanceTy peFamily >
  </ InstanceTy peFamilies >
  < RequestId > 6B187E0A - C075 - 4D08 - 8B6F - 6213950E87 33 </
RequestId >

</ DescribeIn stanceType FamiliesRe sponse >

JSON  形式
{
 " InstanceTy peFamilies ":{
  " InstanceTy peFamily ":[
   {
    " InstanceTy peFamilyId ":" ecs . t1 ",
    " Generation ":" ecs - 1 "
   },
   {
    " InstanceTy peFamilyId ":" ecs . s2 ",
    " Generation ":" ecs - 1 "
   },
   {
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    " InstanceTy peFamilyId ":" ecs . s3 ",
    " Generation ":" ecs - 1 "
   }
  ]
 },
 " RequestId ":" 6B187E0A - C075 - 4D08 - 8B6F - 6213950E87 33 "
}

エラーコード
エラーコードの表⽰

1.18 DescribeInstanceTypes
この API を呼び出して、ECS が提供するインスタンスタイプリストをクエリできます。

説明　
DescribeInstanceTypes は、インスタンスが作成された後、従量課⾦インスタンスのリストと
同じインスタンスタイプリストを返します。 詳細は、従量課⾦と制約をご参照ください。
詳細は、インスタンスタイプファミリー をご参照ください。
インスタンスタイプの詳細に関しては、チケットを起票してご連絡ください。

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
名前 データ型 必須/省

略可能
例 説明

Action String 省略可能 DescribeIn
stanceTypes 実⾏する操作。 値を DescribeIn

stanceTypes に設定します。
InstanceTy
peFamily

String 省略可能 ecs.t1 インスタンスタイプファミリー 詳
細は、インスタンスタイプファミ
リー をご参照ください。

OwnerAccou
nt

String 省略可能 ECSforCloud@
Alibaba.com RAM ユーザーのログインネーム。
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レスポンスパラメーター
名前 データ型 例 説明
InstanceTy
pes 返されたインスタンスタイプ情報。 

InstanceTypeItemType データからな
る配列。

└BaselineCr
edit

Integer 4 バースト可能なパフォーマンスインス
タンス（t5）の（組み合わせた）ベン
チマーク vCPU コンピューティングパ
フォーマンス。

└
CpuCoreCou
nt

Integer 8 vCPU の数。

└EniPrivate
IpAddressQ
uantity

Integer 2 インスタンスにバインドされた ENI に
割り当てられたプライベート IP アドレ
スの数。

└EniQuantit
y

Integer 2 インスタンスタイプにアタッチされた 
ENI の最⼤数。

└
GPUAmount

Integer 2 インスタンスタイプの GPU の数。
└GPUSpec String NVIDIA V100 インスタンスタイプの GPU のカテゴ

リ。
└InitialCre
dit

Integer 120 バースト可能なパフォーマンスインスタ
ンスの初期クレジット値（t5）。

└InstanceBa
ndwidthRx

Integer 2,000 インスタンスのインバウンド帯域幅制
限。 単位：Kbit/秒

└InstanceBa
ndwidthTx

Integer 2,000 インスタンスのアウトバウンド帯域幅制
限。 単位：Kbit/秒
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名前 データ型 例 説明
└InstanceFa
milyLevel

String EnterpriseLevel インスタンスタイプのレベル。 有効値：
• EntryLevel。
• EnterpriseLevel。
• CreditEntryLevel：この値は、バー

スト可能なパフォーマンスインスタ
ンス（t5）に対してのみ有効です。

└InstancePp
sRx

Long 300 インスタンスのインバウンド PPS 制
限。

└InstancePp
sTx

Long 300 インスタンスのアウトバウンド PPS 制
限。

└InstanceTy
peFamily

String ecs.g5 インスタンスタイプファミリー。
└InstanceTy
peId

String ecs.g5.large インスタンスタイプの ID。
└LocalStora
geAmount

Integer 1 インスタンスにアタッチされているロー
カルディスクの数。

└LocalStora
geCapacity

Long 5000 ローカルディスクの容量。
└LocalStora
geCategory

String ephemeral_ssd インスタンスにアタッチされているロー
カルディスクのカテゴリ。

└
MemorySize

Float 1024 メモリーの容量 単位：GiB。
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 = DescribeIn stanceType s
& InstanceTy peFamily = ecs . t1
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&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< DescribeIn stanceType sResponse >
  < InstanceTy pes >
    < InstanceTy pe >
      < CpuCoreCou nt > 1 </ CpuCoreCou nt >
      < InstanceTy peFamily > ecs . t1 </ InstanceTy peFamily >
      < EniQuantit y > 1 </ EniQuantit y >
      < InstanceTy peId > ecs . t1 . xsmall </ InstanceTy peId >
      < InstanceFa milyLevel > EntryLevel </ InstanceFa milyLevel >
      < GPUSpec />
      < MemorySize > 0 . 5 </ MemorySize >
      < GPUAmount > 0 </ GPUAmount >
      < LocalStora geCategory /> 
    </ InstanceTy pe >
    < InstanceTy pe >
      < CpuCoreCou nt > 1 </ CpuCoreCou nt >
      < InstanceTy peFamily > ecs . t1 </ InstanceTy peFamily >
      < EniQuantit y > 1 </ EniQuantit y >
      < InstanceTy peId > ecs . t1 . small </ InstanceTy peId >
      < InstanceFa milyLevel > EntryLevel </ InstanceFa milyLevel >
      < GPUSpec />
      < MemorySize > 1 </ MemorySize >
      < GPUAmount > 0 </ GPUAmount >
      < LocalStora geCategory /> 
    </ InstanceTy pe >
  </ InstanceTy pes >
  < RequestId > 01D5A075 - FB83 - 4DDC - 9F00 - 24A17AB386 F6 </
RequestId >

</ DescribeIn stanceType sResponse >

JSON  形式
{
 " InstanceTy pes ":{
  " InstanceTy pe ":[
   {
    " CpuCoreCou nt ": 1 ,
    " InstanceTy peFamily ":" ecs . t1 ",
    " EniQuantit y ": 1 ,
    " InstanceTy peId ":" ecs . t1 . xsmall ",
    " GPUSpec ":"",
    " InstanceFa milyLevel ":" EntryLevel ",
    " MemorySize ": 0 . 5 ,
    " GPUAmount ": 0 ,
    " LocalStora geCategory ":""
   },
   {
    " CpuCoreCou nt ": 1 ,
    " InstanceTy peFamily ":" ecs . t1 ",
    " EniQuantit y ": 1 ,
    " InstanceTy peId ":" ecs . t1 . small ",
    " GPUSpec ":"",
    " InstanceFa milyLevel ":" EntryLevel ",
    " MemorySize ": 1 ,
    " GPUAmount ": 0 ,
    " LocalStora geCategory ":""
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   }
  ]
 },
 " RequestId ":" 01D5A075 - FB83 - 4DDC - 9F00 - 24A17AB386 F6 "
}

エラーコード
エラーコードの表⽰

1.19 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。

• 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。
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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。

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。
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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。

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。
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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 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

1.20 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。
• 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。
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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。

Document Version20190906 157



Elastic Compute Service API レファレンス /  1 インスタンス

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
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1.21 ModifyInstanceVncPasswd
この API を呼び出して、ECS インスタンスの Web 管理端末パスワードをクエリできます。

説明
• パスワードの⻑さは 6 ⽂字である必要があり、⼤⽂字、⼩⽂字、および数字を含めることがで

きます。
• パスワードの変更後：

- 最適化インスタンスの場合、新しいパスワードは直ちに有効になります。
- non-optimaized インスタンスの場合、コンソールからインスタンスを再起動するか、

RebootInstance API を呼び出して変更を検証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
名前 データ型 必須/省

略可能
例 説明

InstanceId String 必須 i-AY12101803
3933eae8689 インスタンス ID。

RegionId String 必須 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。

VncPasswor
d

String 必須 123456 管理端末の新しいパスワード。
Action String 省略可能 ModifyInst

anceVncPas
swd

実⾏する操作。 値を ModifyInst
anceVncPasswd に設定します。

OwnerAccou
nt

String 省略可能 ECSforCloud@
Alibaba.com RAM ユーザーのログインネーム。
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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 anceVncPas
swd

& RegionId = cn - hangzhou  
& InstanceId = i - AY12101803 3933eae868 9
& VncPasswor d = 123456  
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< ModifyInst anceVncPas swdRespons e >
  < RequestId > FDB6C963 - 9CE8 - 4B7F - BCA3 - 845F6BD29A FC </
RequestId >

</ ModifyInst anceVncPas swdRespons e >

JSON  形式
{
 " RequestId ":" FDB6C963 - 9CE8 - 4B7F - BCA3 - 845F6BD29A FC "
}

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 IncorrectI
nstanceStatus

The current status of the 
resource does not support
 this operation.

リソースの現在のステータス
で該当の操作がサポートさ
れていない場合に返されるエ
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 IncorrectV
ncPassword.
Malformed

The specified parameter 
VncPassword is not valid.

指定された VNC パスワード
が無効な場合に返されるエ
ラーメッセージ。

404 NoSuchResource The specified resource is 
not found.

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

1.22 ModifyInstanceAutoReleaseTime
この API を呼び出して、従量課⾦インスタンスの⾃動リリース時間を設定またはキャンセルでき
ます。 インスタンスは有効期限が切れると⾃動的にリリースされるため、⾃動リリース時間を設
定する際はご注意ください。

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
名前 データ型 必須/省

略可能
例 説明

InstanceId String 必須 i-instanceid1 インスタンスの ID。
Action String 省略可能 ModifyInst

anceAutoRe
leaseTime

実⾏する操作。 値を ModifyInst
anceAutoReleaseTime に設定し
ます。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

AutoReleas
eTime

String 省略可能 2018-01-01T01
:02:03Z インスタンスの⾃動リリース

の時刻。 時間は、ISO 8601 標
準、UTC 時間です。 形式：yyyy-
MM-ddTHH:mm:ssZ。
• ss が 00 以外の値に設定さ

れている場合、 mm の値のみが
使⽤されます (ss が 00 に変わり
ます)。

• ⾃動リリースの時間は、現在の
時刻から 30 分以上あとである必
要があります。

• ⾃動リリースの時間は、現在の
時刻から 3 年未満である必要が
あります。

AutoReleas eTime が指定さ
れていない場合、⾃動リリース属性
がキャンセルされ、ECS インスタ
ンスが⾃動的にリリースされないこ
とを⽰します。

OwnerAccou
nt

String 省略可能 ECSforCloud@
Alibaba.com RAM ユーザーのログインネーム。

RegionId String 省略可能 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。

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。
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例
リクエストの例

https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = ModifyInst anceAutoRe
leaseTime

& InstanceId = i - instance1  
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< ModifyInst anceAutoRe leaseTimeR esponse >
  < RequestId > 04F0F334 - 1335 - 436C - A1D7 - 6C044FE733 68 </
RequestId > 

</ ModifyInst anceAutoRe leaseTimeR esponse >

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

400 MissingPar
ameter

InstanceId should not be 
null.

RegionId が指定されていな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

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た場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

403 ChargeType
Violation

The operation is not 
permitted due to charge 
type of the instance.

該当の課⾦⽅法が選択されて
いると、操作が実⾏せきな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

404 NoSuchResource The specified resource is 
not found.

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
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1.23 ModifyInstanceAutoRenewAttribute
この API を呼び出して、1 つや複数のサブスクリプションインスタンスを⾃動更新ステータスに
設定できます。 インスタンスの有効期限が切れた際のメンテナンスに要するワークロード低減の
ため、サブスクリプション ECS インスタンスの⾃動更新を設定することができます。

説明
この API を呼び出す前に、ECS  の課⾦⽅法と料⾦表の内容を⼗分にご確認ください。
• ⾃動更新の⽀払いは、インスタンスの有効期限が切れる 9 ⽇前の 08:00:00（UTC + 8）に始

めて⾏われます。
• 初めての⽀払いが失敗した場合、⽀払いを成功させるか、9 ⽇間の期間が終了してインスタン

スがロックされるまで、このプロセスは毎⽇繰り返されます。 ⽀払⼝座に⼗分な残⾼またはク
レジットがあることをご確認ください。

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
名前 データ型 必須/省

略可能
例 説明

InstanceId String 必須 i-instance1,i-
instance2 インスタンス ID。 ⼀度に最⼤ 100

 個のインスタンスを⼊⼒できま
す。 複数のインジケーターはコン
マ（、）で区切ります。

RegionId String 必須 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 省略可能 ModifyInst
anceAutoRe
newAttribute

実⾏する操作。 値を ModifyInst
anceAutoRenewAttribute に設定
します。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

AutoRenew Boolean 省略可能 true ⾃動更新が有効になっているかを⽰
します。 デフォルト値：false。

Duration Integer 省略可能 2 ⾃動更新期間。
• PeriodUnit 年に設定した場

合、購⼊期間を {"1", "2", "3 "}
にすることができます。

• PeriodUnit Month に設定
した場合、購⼊期間を {"1", "2",
"3", "6", "12 "} にすることがで
きます。

OwnerAccou
nt

String 省略可能 ECSforCloud@
Alibaba.com RAM ユーザーのログインネーム。

PeriodUnit String 省略可能 Week Period の単位。 既定
値：Month 。 有効値：
• Month 。
• Year。
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名前 データ型 必須/省
略可能

例 説明

RenewalSta
tus

String 省略可能 AutoRenewal インスタンスを更新するかどう
かを⽰します。 RenewalSta

tus の優先度は AutoRenew

よりも⾼くなっています。 
RenewalSta tus が指定さ

れていない場合、デフォルトで
AutoRenew の値が使⽤されま

す。 有効値：
• AutoRenewal：⾃動更新を有

効にします。
• Normal：⾃動更新を無効にし

ます。
• NotRenewa：更新を使⽤しま

せん。 システムは有効期限リマ
インダーを送信しなくなりまし
たが、有効期限の 3 ⽇前に⾮更
新リマインダーのみを送信しま
す。 更新が使⽤されないインス
タンスの場合、⾃動更新ステー
タスを Normal に変更できま
す。 そして、⼿動更新か、⾃動
更新に設定できます。

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
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https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = ModifyInst anceAutoRe
newAttribu te

& RegionId = cn - hangzhou  
& InstanceId = i - instance1 , i - instance2  
& Duration = 2  
& AutoRenew = True  
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< ModifyInst anceAutoRe newAttribu teResponse >
  < RequestId > 04F0F334 - 1335 - 436C - A1D7 - 6C044FE733 68 </
RequestId > 

</ ModifyInst anceAutoRe newAttribu teResponse >

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

Error codes
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 MissingPar
ameter.
InstanceId

InstanceId should not be 
null.

InstanceId 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 InvalidPar
ameter.
InvalidIns
tanceId

%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。

403 IncorrectI
nstanceStatus

The current status of the 
resource does not support
 this operation.

リソースの現在のステータス
で該当の操作がサポートさ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

403 InvalidPar
ameter.Duration

%s Duration パラメータが無効
な場合に返されるエラーメッ
セージ。

403 InvalidPar
ameter.
RenewalStatus

%s RenewalStatus パラメー
ターが無効な場合に返される
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 InvalidPer
iodUnit.
ValueNotSu
pported

The specified parameter
 “Period” is not valid.

指定された PeriodUnit が
無効な場合に返されるエラー
メッセージ。

エラーコードの表⽰

1.24 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
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
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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。
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

Document Version20190906 171

https://api.aliyun.com/#product=Ecs&api=ModifyInstanceChargeType
~~25609~~


Elastic Compute Service API レファレンス /  1 インスタンス

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

1.25 ModifyInstanceSpec
この API を呼び出して、従量課⾦インスタンスのインスタンスタイプや、パブリック帯域幅を変
更できます。

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。
• インスタンスの⽀払いが期限超過でないこと。
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• インスタンスが実⾏中（ Running ）または停⽌（ Stopped ）状態にある場合にのみ、パ
ブリック帯域幅を変更できます。

• 従量課⾦インスタンスタイプを変更する前に、DescribeResourcesModificatio  API を呼び
出して、利⽤可能なインスタンスタイプをクエリすることができます。

• インスタンスが停⽌（ Stopped ）状態にある場合にのみ、インスタンスタイプを変更でき
ます。

• 1 度に変更できるのはインスタンスタイプまたはパブリック帯域幅のいずれかのみである。
• ダウングレードが正常に完了したら、別のインスタンスタイプのダウングレードを開始する前

に 5 分間待つ必要があります。
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
名前 データ型 必須 例 説明
InstanceId String 必須 i-instanceid1 インスタンスの ID。
Action String 省略可能 ModifyInst

anceSpec 実⾏する操作。 値を ModifyInst
anceSpec に設定します。
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名前 データ型 必須 例 説明
AllowMigra
teAcrossZo
ne

Boolean 省略可能 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
AllowMigrateAcrossZone 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（
cloud）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
（cloud）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。
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名前 データ型 必須 例 説明
Async Boolean 省略可能 false ⾮同期リクエストを送信するかどう

かを⽰します。
既定値：false

InstanceTy
pe

String 省略可能 ecs.g5.large 新しいインスタンスタイプ 詳細
は、インスタンスタイプファミ
リーを参照するか、DescribeIn
stanceTypesを呼び出して最新の
インスタンスタイプのリストを取得
します。

InternetMa
xBandwidth
In

Integer 省略可能 200 パブリックネットワークのインバウ
ンド帯域幅の最⼤値。 単位：Mbit/
s。 有効値：1~200。

InternetMa
xBandwidth
Out

Integer 省略可能 10 パブリックネットワークのアウ
トバウンド帯域幅の最⼤値。 単
位：Mbit/s。 有効値：0~100。

OwnerAccou
nt

String 省略可能 ECSforCloud RAM ユーザーのログインネーム。
SystemDisk
. Category

String 省略可能 cloud_ssd 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。
有効値：
• cloud_efficiency：ウルトラ

ディスク。
• cloud_ssd：SSD
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名前 データ型 必須 例 説明
Temporary .
EndTime

String 省略可能 2017-12-05T22
:40:00Z ⼀時的な帯域幅のアップグレード

の終了時刻。 時間は、ISO 8601 標
準、UTC 時間です。 形式：yyyy-
MM-ddTHH:mm:ssZ。

注 :
このパラメーターは削除予定で
す。 互換性を確保するために他の
パラメーターを使⽤することを推
奨します。

Temporary .
InternetMa
xBandwidth
Out

Integer 省略可能 50 ⼀時的な帯域幅のアップグレード後
のパブリックネットワークの最⼤
アウトバウンド帯域幅。 有効値：1
 〜 100 。

注 :
このパラメーターは削除予定で
す。 互換性を確保するために他の
パラメーターを使⽤することを推
奨します。

Temporary .
StartTime

String 省略可能 2017-12-05T22
:40:00Z ⼀時的な帯域幅のアップグレード

の開始時刻。 時間は、ISO 8601 標
準、UTC 時間です。 形式：yyyy-
MM-ddTHH:mm:ssZ。

注 :
このパラメーターは削除予定で
す。 互換性を確保するために他の
パラメーターを使⽤することを推
奨します。
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名前 データ型 必須 例 説明
ClientToke
n

String 省略可能 0c593ea1-3bea
-11e9-b96b-
88e9fe637760

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
クンを⽣成できますが、グローバ
ルに⼀意であることを確認する必
要があります。ClientToken には
ASCII ⽂字のみを含めることがで
きます。 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ご参照くださ
い。

レスポンスのパラメータ
名前 データ型 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 anceSpec
& InstanceId = i - xxxxx1  
& InstanceTy pe = ecs . s1 . large  
& InternetMa xBandwidth Out = 10  
& InternetMa xBandwidth In = 100  
& ClientToke n = xxxxxxxxx  
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< ModifyInst anceSpecRe sponse > 
  < RequestId > 04F0F334 - 1335 - 436C - A1D7 - 6C044FE733 68 </
RequestId > 

</ ModifyInst anceSpecRe sponse > 

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 InvalidInt
ernetChargeType
.ValueNotSu
pported

The specified InternetCh
argeType is not valid.

指定されたインスタンスタイ
プが存在しない場合に返され
るエラーメッセージ。

400 InvalidIns
tanceType.
ValueUnaut
horized

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

指定のインスタンスタイプが
サポートされていない場合に
返されるエラーメッセージ。

400 InvalidIns
tanceType.
ValueNotSu
pported

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

指定のインスタンスタイプが
サポートされていない場合に
返されるエラーメッセージ。

400 InvalidPar
ameter.
Mismatch

Too many parameters in 
one request.

リクエストに含まれるパラ
メーターが多すぎる場合に返
されるエラーメッセージ。

403 CategoryVi
olation

The specified instance
 does not support this 
operation because of its 
disk category.

ローカルディスクが接続され
ているインスタンスの設定が
変更されたときに返されるエ
ラーメッセージ。

403 InvalidStatus
.ValueNotSu
pported

The current status of the 
resource does not support
 this operation.

リソースの現在のステータス
で該当の操作がサポートさ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

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た場合
に表⽰されるエラーメッセー
ジ。

403 InvalidAcc
ountStatus.
NotEnoughB
alance

Your account does not 
have enough balance.

アカウントに⼗分な残⾼がな
い場合に返されるエラーメッ
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 ChargeType
Violation

The operation is not 
permitted due to charge 
type of the instance.

該当の課⾦⽅法が選択されて
いると、操作が実⾏せきな
い場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 BandwidthU
pgradeDenied
.EipBoundIn
stance

The specified VPC 
instance has bound EIP
, temporary bandwidth 
upgrade is denied.

EIP がこのインスタンスにバ
インドされている間に⼀時的
な帯域幅のアップグレードが
サポートされていない場合に
返されるエラーメッセージ。

404 MissingTem
porary.
StartTime

Temporary.StartTime is 
not specified.

⼀時的な帯域幅のアップグ
レードの開始時刻が指定さ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

404 MissingTem
porary.EndTime

Temporary.EndTime is 
not specified.

⼀時的な帯域幅のアップグ
レードの終了時刻が指定さ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidTem
porary.
StartTime

The specifed Temporary.
StartTime is not valid.

⼀時的な帯域幅のアップグ
レードの開始時刻が無効な場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidTem
porary.EndTime

The specifed Temporary.
EndTime is not valid.

⼀時的な帯域幅アップグレー
ドの終了時間時刻が無効な場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 Downgrade.
NotSupported

Downgrade operation is 
not supported.

構成のダウングレードがサ
ポートされていない場合に返
されるエラーメッセージ。

400 Dependency
Violation.
InstanceType

The current InstanceType
 cannot be changed to the 
specified InstanceType.

インスタンスを指定されたイ
ンスタンスタイプに変更で
きない場合に返されるエラー
メッセージ。

403 InvalidIns
tanceType.
ValueNotSu
pported

The specified zone does
 not offer the specified 
instancetype.

指定のインスタンスタイプが
サポートされていない場合に
返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 Account.
Arrearage

Your account has an 
outstanding payment.

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。

400 InvalidPar
ameter.
AllowMigra
teAcrossZone

The specified parameter 
CanMigrateAcrossZone is 
not valid.

指定された CanMigrate
AcrossZone が無効な場合に
返されるエラーメッセージ。

400 InvalidParam
.SystemDisk
Category

The specified param 
SystemDisk.Category is 
not valid.

指定された SystemDisk.
Category が無効な場合に返
されるエラーメッセージ。

403 InstanceType.
Offline

The specified InstanceTy
pe has been offline

Alibaba Cloud マーケットで
インスタンスタイプが利⽤で
きない場合に返されるエラー
メッセージ。

400 Idempotenc
eParamNotM
atch

There is a idempotenc
e signature mismatch 
between this and last 
request.

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。

403 InvalidPar
ameter.
NotMatch

%s パラメーターが別のパラメー
ターと競合している場合に返
されるエラーメッセージ。

403 InvalidInstance.
EipNotSupport

The specified instance 
with eip is not supported
, please unassociate eip 
first.

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。

400 InvalidAction.
NotSupport

The ecs on dedicatedH
ost not support modify 
instanceType.

DDH 上のインスタンスがイ
ンスタンスタイプの変更をサ
ポートしていない場合に返さ
れるエラーメッセージ。

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。
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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 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。

エラーコードの表⽰

1.26 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。
• 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。
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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 起動テンプレート
2.1 CreateLaunchTemplate

インスタンス起動テンプレート (略して起動テンプレート) を作成します。 インスタンス起動テン
プレートを使⽤すると、インスタンス作成時に多数のパラメーターをその都度設定する必要がな
くなります。

説明
インスタンス起動テンプレートには、インスタンスリージョン、イメージ ID、インスタンスタ
イプ、セキュリティグループ ID、パブリック帯域幅設定など、インスタンスの作成に使⽤される
プリセット構成が含まれています。 特定のパラメーターの構成がテンプレートに含まれていない
場合、そのパラメーターはインスタンス作成中に⼿動で指定する必要があります。 テンプレート
（ CreateLaun chTemplate ）を作成すると、そのバージョン番号はデフォルトで 1 に設
定されます。 このテンプレートに基づいて複数のバージョン（ CreateLaun chTemplate

Version ）を作成できます。 バージョン番号は 1 から始まり、順番に増加します。 ECS イン
スタンスの作成 (RunInstances) 時にテンプレートのバージョン番号の指定がない場合、デフォ
ルトのバージョンが使⽤されます。
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。
• 各リージョンで最⼤ 30 のインスタンス起動テンプレートを作成できます。 各テンプレートは

最⼤ 30 のバージョンを持つことができます。
• ほとんどのインスタンス起動テンプレートパラメータは省略可能です。 テンプレートを作成

する際、ECS はそのパラメーター値の存在または有効性を検証しません。 テンプレートを使
⽤してインスタンスを作成するまで、指定したパラメーター値の有効性を検証できません。

• インスタンス起動テンプレートで特定のパラメーターを構成する場合、インスタンス（
RunInstances）の作成時にこのパラメーターをフィルターで除外することはできません。
たとえば、テンプレートで HostName = LocalHost が構成されており、 RunInstanc

es  API で HostName パラメーターの値が指定されていない場合、インスタンスのホスト
名は引き続き LocalHost となります。 HostName = LocalHost 構成を上書きする場
合、 HostName = MyHost  API で RunInstanc es 及びその他のパラメーターを構成
できます。
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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
名前 データ型 必須 例 説明
LaunchTemp
lateName

String 必須 JoshuaWinP
rePaid インスタンス起動テンプレートの名

前。 名前の⻑さは 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。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。

RegionId String 必須 cn-hangzhou リージョンの ID です。 
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 省略可能 CreateLaun
chTemplate 実⾏する操作。 値を CreateLaun

chTemplate に設定します。
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名前 データ型 必須 例 説明
AutoReleas
eTime

String 省略可能 2018-01-01T12
:05:00Z インスタンスが⾃動的に解放さ

れた時刻。 時間は、ISO 8601 標
準、UTC 時間です。 形式： yyyy-
MM-ddTHH:mm:ssZ。
• 秒（ ss ）の値が 00 でなけ

れば、時刻は⾃動的に現在時刻
の分（ mm ）に設定されます。

• 指定されたリリース時刻は、現
在の時刻から 30 分以上あとであ
る必要があります。

• 指定されたリリース時刻は、現
在の時刻より 3 年以上あとにす
ることはできません。

DataDisk
. n .
Category

String 省略可能 cloud_ssd データディスク N のカテゴリ。有
効値：
• cloud：ベーシックディスク
• cloud_efficiency：ウルトラ

ディスク
• cloud_ssd：SSD
• ephemeral_ssd: ローカル SSD
• cloud_essd：ESSD ディスク

DataDisk
. n .
DeleteWith
Instance

Boolean 省略可能 true データディスク N がインスタンス
とともにリリースされるかどうかを
⽰します。

DataDisk
. n .
Descriptio
n

String 省略可能 FinanceDept データディスク N の説明。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。
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名前 データ型 必須 例 説明
DataDisk
. n .
DiskName

String 省略可能 cloud_ssdData データディスクの名前。 名前の⻑
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。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。

DataDisk
. n .
Encrypted

String 省略可能 false データディスクが暗号化されている
かを⽰します。

DataDisk .
n . Size

Integer 省略可能 2000 データディスク N のサイズ。N の
有効値：1~16。 単位：GiB。 有効
値：
• cloud：5~2000
• cloud_efficiency: 20~32768
• cloud_ssd: 20~32768
• cloud_essd：20~32768
• ephemeral_ssd: 5~800
このパラメーターの値は、
SnapshotId パラメーターで指

定されたスナップショットの値より
⼤きくする必要があります。
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名前 データ型 必須 例 説明
DataDisk
. n .
SnapshotId

String 省略可能 s-bp17441ohw
ka0yuhx3h0 データディスクの作成に使⽤され

たスナップショットの ID。 N の有
効値：1~16。 DataDisk . n .

SnapshotId パラメーターが指
定されている場合、 DataDisk .

n . Size パラメーターは無視さ
れ、作成されたディスクのサイズは
指定されたスナップショットのサイ
ズになります。 指定されたスナッ
プショットは 2013 年 7 ⽉ 15 ⽇以
前に作成することはできません。
でなければ、エラーが返されます。

Descriptio
n

String 省略可能 FinaceDept インスタンスの説明。 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。

EnableVmOs
Config

Boolean 省略可能 false インスタンスのオペレーティングシ
ステム構成を有効にするかどうかを
⽰します。

注 :
このパラメーターは削除予定で
す。 互換性を確保するために他の
パラメーターを使⽤することを推
奨します。
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名前 データ型 必須 例 説明
HostName String 省略可能 JoshuaHost 作成された ECS インスタンスを含

むホストの名前。
• 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
(-) を連続して使⽤することはで
きません。

• Windows では、ホスト名の⻑
さは 2~15 ⽂字である必要があ
ります。 ホスト名にピリオド
（.）を含めたり、数字のみを含
めたりすることはできません。
⽂字、数字、ハイフン（-）を含
めることができます。

• Linux などの他の OS の場合：
ホスト名は 2~64 ⽂字の⻑さに
する必要があります。 ピリオ
ド (.) でセグメントを区切るこ
とができます。 各セグメントに
は、⽂字、数字、およびハイフ
ン（-）を含めることができま
す。

ImageId String 省略可能 win2008r2_
64_ent_sp1_en
-us_40G_ali
base_20170915
.vhd

インスタンスの作成に使⽤さ
れるイメージファイルの ID。 
DescribeImages を呼び出して、
利⽤可能な画像をクエリできます。
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名前 データ型 必須 例 説明
ImageOwner
Alias

String 省略可能 system イメージのソース。 有効値：
• system：Alibaba Cloud が提

供するパブリックイメージ。
• self：ユーザーのカスタムイ

メージ。
• others：他の Alibaba Cloud

 ユーザーからの共有画像。
• marketplace：Alibaba Cloud

 Marketplace  から⼊⼿可能
な画像。 marketplace の画像
が結果に返された場合、事前の
サブスクリプションなしでこれ
らの画像を直接使⽤できます。
Marketplace からの画像の請
求明細に注意する必要がありま
す。

デフォルト値：null。system、
self、および others に⼀致する結
果が返されることを⽰します。

InstanceCh
argeType

String 省略可能 PrePaid インスタンスの課⾦⽅法です。 有
効値：
• PrePaid：サブスクリプショ

ン。この請求⽅法を選択する場
合、アカウントのクレジット
カード⽀払いが有効になってい
ることをご確認ください。 そう
でなければ、エラーメッセージ
InvalidPay Method が返

されます。
• PostPaid：従量課⾦

202 Document Version20190906

https://marketplace.alibabacloud.com/
https://marketplace.alibabacloud.com/


Elastic Compute Service API レファレンス /  2 起動テンプレート

名前 データ型 必須 例 説明
InstanceNa
me

String 省略可能 JoshuaHost インスタンスの名前。 名前の⻑さ
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。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。

InstanceTy
pe

String 省略可能 ecs.g5.large インスタンスのタイプ。 詳細
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を呼び出
して最新のインスタンスタイプのリ
ストを取得します。

InternetCh
argeType

String 省略可能 PayByTraffic ネットワーク帯域幅の課⾦⽅法。
有効値：
• PayByTraffic：トラフィックで

使⽤される実際の帯域幅に基づ
いて請求されます。

InternetMa
xBandwidth
In

Integer 省略可能 200 インターネットからのインバウンド
帯域幅の最⼤値。 単位：Mbit/s。
有効値：1~200。

InternetMa
xBandwidth
Out

Integer 省略可能 5 インターネットへのアウトバウンド
帯域幅の最⼤値。 単位：Mbit/s。
有効値：0~100。
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名前 データ型 必須 例 説明
IoOptimize
d

String 省略可能 optimized インスタンスは I/O 最適化されて
いるかを⽰します。 有効値：
• none : インスタンスは I/O 最

適化インスタンスではありませ
ん。

• optimized：インスタンスは I/
O 最適化インスタンスです。

KeyPairNam
e

String 省略可能 インスタンステ
スト キーペアの名前。

• Windows ECS インスタンスの
場合、このパラメーターは無視
されます。 パスワードパラメー
ターは、KeyPairName パラ
メーターが指定されている場合
でも有効です。

• Linux ECS インスタンスの場
合、ユーザー名とパスワードの
認証⽅法はデフォルトで無効に
なっています。

NetworkInt
erface
. n .
Descriptio
n

String 省略可能 FinnanceDept ENI の説明。 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。

注 :
NetworkInt erface . N パ

ラメーターの N の値は 0 または 1
である必要があります。

NetworkInt
erface
. n .
NetworkInt
erfaceName

String 省略可能 FinnanceJo
shua ENI の名前。

注 :
NetworkInt erface . N パ

ラメーターの N の値は 0 または 1
である必要があります。
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名前 データ型 必須 例 説明
NetworkInt
erface
. n .
PrimaryIpA
ddress

String 省略可能 192.168.2.XXX ENI のプライマリプライベート IP
 アドレス。

注 :
NetworkInt erface . N パ

ラメーターの N の値は 0 または 1
である必要があります。

NetworkInt
erface
. n .
SecurityGr
oupId

String 省略可能 sg-bp15ed6xe1
yxeycg7ov3 ENI が属するセキュリティグループ

の ID 。 ENI のセキュリティグルー
プは、インスタンスと同じ VPC に
属している必要があります。

注 :
NetworkInt erface . N パ

ラメーターの N の値は 0 または 1
である必要があります。

NetworkInt
erface . n
. VSwitchId

String 省略可能 vsw-
bp1s5fnvk4
gn2tws03ziX

ENI が属する VSwitch の ID。 イ
ンスタンスは、ENI と同じ VPC
ネットワークの同じゾーンにある必
要がありますが、異なる VSwitch
 に属することができます。

注 :
NetworkInt erface . N パ

ラメーターの N の値は 0 または 1
である必要があります。

NetworkTyp
e

String 省略可能 vpc インスタンスのネットワークタイ
プ。 有効値：
• classic
• vpc
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名前 データ型 必須 例 説明
Period Integer 省略可能 1 サブスクリプションの期間。 単

位：month 。 このパラメーター
は、 InstanceCh argeType

パラメーターの値が PrePaid

に設定されている場合に必要
であり、この条件が満たされ
た場合にのみ有効になります。
DedicatedHostId パラメータが指
定されたら、Period パラメータの
値の範囲は専⽤ホストのサブスクリ
プション期間内にする必要がありま
す。 有効値：
• PeriodUnit パラメータが 

Week に設定した場合、 Period
パラメータの有効値が、 {"1", "2
", "3", "4"} になります。

• PeriodUnit パラメータが 
Month に設定した場合、 
Period パラメータの有効値が、
{ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "
8", "9", "12", "24", "36", "48", "
60"} になります。

RamRoleNam
e

String 省略可能 FinanceDept インスタンスの RAM ロール名。
RAM API の ListRoles を呼び出
して、お客様より作成された RAM
ロールをクエリできます。

ResourceGr
oupId

String 省略可能 rg-resourcegr
oupid1 インスタンス、ディスク、ENI が属

するリソースグループの ID 。
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名前 データ型 必須 例 説明
SecurityEn
hancementS
trategy

String 省略可能 Deactive オペレーティングシステムのセキュ
リティ強化を有効にするかどうかを
⽰します。 有効値：
• Active：パブリックイメージの

セキュリティ強化を有効にしま
す。

• Deactive：すべてのイメージの
セキュリティ強化を無効にしま
す。

SecurityGr
oupId

String 省略可能 sg-bp15ed6xe1
yxeycg7ov3 作成したインスタンスが属するセ

キュリティグループの ID。 同じセ
キュリティグループ内のインスタン
スは相互にアクセスすることができ
ます。 1 つのセキュリティグループ
には、最⼤ 1,000 個のインスタン
スを含めることができます。

SpotDurati
on

Integer 省略可能 1 インスタンスの保護期間。
注 :

このパラメーターは削除予定で
す。 互換性を確保するために他の
パラメーターを使⽤することを推
奨します。

SpotPriceL
imit

Float 省略可能 0.97 インスタンスの最⾼価格/時。 こ
のパラメーターは⼩数点以下 3 桁
までサポートし、 SpotStrate

gy  パラメーターの値が
SpotWithPr iceLimit  の場

合に有効になります。
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名前 データ型 必須 例 説明
SpotStrate
gy

String 省略可能 NoSpot 従量課⾦インスタンスのプリエ
ンプティブポリシー。 このパラ
メーターは、 InstanceCh

argeType パラメーターの値が
PostPaid の場合にのみ有効で

す。 有効値：
• NoSpot：通常の従量課⾦インス

タンス。
• SpotWithPriceLimit：プリエ

ンプティブインスタンの最⾼価
格/時。

• SpotAsPriceGo：実際の市場価
格に基づいて請求されるインス
タンス

SystemDisk
. Category

String 省略可能 cloud_ssd システムディスクのカテゴリ。 有
効値：
• cloud：ベーシックディスク
• cloud_efficiency：ウルトラ

ディスク。
• cloud_ssd：SSD
• ephemeral_ssd: ローカル SSD
• cloud_essd：ESSD

SystemDisk
.
Descriptio
n

String 省略可能 FinanceDept システムディスクの説明。 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。
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名前 データ型 必須 例 説明
SystemDisk
. DiskName

String 省略可能 cloud_ssdS
ystem システムディスクの名前。 名前の

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。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。

SystemDisk
. Size

Integer 省略可能 40 システムディスクのサイズ。 単
位：GiB。 有効値：20~500 。
このパラメーターの値は、少なくと
も 20 GiB、または ImageSize の
値以上である必要があります。

Tag . N .
Key

String 省略可能 FinanceDept インスタンス、ディスク、または 
NIC のタグキー。 N の有効値：1~
5。 null 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。 aliyun または 
acs: で始め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 省略可能 FinanceDept.
Joshua インスタンス、ディスク、または 

NIC のタグキー。 N の有効値：1~
5。 null ⽂字列にできます。 ⻑さ
は 128 ⽂字以内である必要があり
ます。 aliyun または acs: で始め
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。
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名前 データ型 必須 例 説明
TemplateRe
sourceGrou
pId

String 省略可能 rg-resourcegr
oupid2 起動テンプレートが属するリソース

グループの ID 。
TemplateTa
g . N . Key

String 省略可能 LTFinance 起動テンプレートおタグキー。 N
 の有効値：1 〜 20。 null 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。 
aliyun または acs: で始めることは
できません。 http:// または https
:// を含めることはできません。

TemplateTa
g . N .
Value

String 省略可能 LTFinanceJ
oshua 起動テンプレートのタグ値。 N の

有効値：1 〜 20。 null ⽂字列に
できます。 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。

UserData String 省略可能 ZWNobyBoZW
xsbyBlY3Mh インスタンスのカスタムデータ。 

Base64 でエンコードする必要があ
ります。 ⽣データの最⼤サイズは 
16 KB です。

VSwitchId String 省略可能 vsw-
bp1s5fnvk4
gn2tws03ziX

VSwitch の ID。 VPC タイプのイ
ンスタンスを作成摺る場合、この
パラメータを指定する必要がありま
す。

VersionDes
cription

String 省略可能 LTFinanceJ
oshua インスタンス起動テンプレートバー

ジョン 1 の説明。 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。
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名前 データ型 必須 例 説明
VpcId String 省略可能 vpc-

bp12433upq
1y5sceni07X

VPC の ID。

ZoneId String 省略可能 cn-hangzhou インスタンスが属するゾーン ID。

レスポンスパラメーター
名前 データ型 例 説明
LaunchTemp
lateId

String lt-m5eiaupmvm
2op9dxxxxx インスタンス起動テンプレートの ID 。

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 = CreateLaun chTemplate

& LaunchTemp lateName = JoshuaWinP rePaid  
& RegionId = cn - hangzhou
& TemplateTa g . 1 . Key = LTFinance
& TemplateTa g . 1 . Value = LTFinanceJ oshua
& VersionDes cription = LTFinanceJ oshua
& ImageId = win2008r2_ 64_ent_sp1 _en - us_40G_ali base_20170 915
. vhd

& InstanceTy pe = ecs . g5 . large
& SecurityGr oupId = sg - bp15ed6xe1 yxeycg7ov3
& VpcId = vpc - bp12433upq 1y5sceni07 X
& VSwitchId = vsw - bp1s5fnvk4 gn2tws03zi X
& InstanceNa me = JoshuaHost
& Descriptio n = FinaceDept
& InternetMa xBandwidth In = 200
& InternetMa xBandwidth Out = 5  
& HostName = JoshuaHost
& ZoneId = cn - hangzhou - g
& SystemDisk . Category = cloud_ssd
& SystemDisk . Size = 40  
& SystemDisk . DiskName = cloud_ssdS ystem
& SystemDisk . Descriptio n = FinanceDep t
& DataDisk . 1 . Size = 2000
& DataDisk . 1 . SnapshotId = s - bp17441ohw ka0yuhx3h0
& DataDisk . 1 . Category = cloud_ssd
& DataDisk . 1 . Encrypted = false
& DataDisk . 1 . DiskName = cloud_ssdD ata
& DataDisk . 1 . Descriptio n = FinanceDep t
& DataDisk . 1 . DeleteWith Instance = true
& IoOptimize d = optimized
& NetworkInt erface . 1 . PrimaryIpA ddress = 192 . 168 . 2 . 
XXX
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& NetworkInt erface . 1 . VSwitchId = vsw - bp1s5fnvk4 gn2tws03zi
X

& NetworkInt erface . 1 . SecurityGr oupId = sg - bp15ed6xe1
yxeycg7ov3

& NetworkInt erface . 1 . 1etworkInt erfaceName = FinnanceJo shua
& NetworkInt erface . 1 . Descriptio n = FinnanceDe pt
& InstanceCh argeType = PrePaid
& Period = 1
& InternetCh argeType = PayByTraff ic
& NetworkTyp e = vpc
& UserData = ZWNobyBoZW xsbyBlY3Mh
& KeyPairNam e = Instancete st
& RamRoleNam e = FinanceDep t
& AutoReleas eTime = 2018 - 01 - 01T12 : 05 : 00Z
& SpotStrate gy = NoSpot
& SpotPriceL imit = 0 . 97
& SecurityEn hancementS trategy = Deactive
& Tag . 1 . Key = FinanceDep t
& Tag . 1 . Value = FinanceDep t . Joshua
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< CreateLaun chTemplate Response >
  < RequestId > 04F0F334 - 1335 - 436C - A1D7 - 6C044FExxx xx </
RequestId >

  < LaunchTemp lateId > lt - m5eiaupmvm 2op9dxxxxx </ LaunchTemp
lateId >

</ CreateLaun chTemplate Response >

JSON  形式
{
 " LaunchTemp lateId ":" lt - m5eiaupmvm 2op9dxxxxx ",
 " RequestId ":" 04F0F334 - 1335 - 436C - A1D7 - 6C044FExxx xx "
}

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 InvalidRegion.
NotExist

%s 指定されたリージョンが存在
しない場合に返されるエラー
メッセージ。

403 LaunchTemp
lateLimitExceed

%s 起動テンプレートの数が上
限に達したときに返されるエ
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 LaunchTemp
lateName.
Duplicated

%s 指定されたテンプレート名が
すでに使⽤されている場合に
返されるエラーメッセージ。

400 MissingPar
ameter

%s 必要なパラメーターが指定さ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidPar
ameter

%s パラメーターが無効である場
合に返されるエラーメッセー
ジ。

400 InvalidLau
nchTemplat
eName.
Malformed

The specified parameter 
LaunchTemplateName is 
not valid.

LaunchTemplateName パ
ラメーターの指定値が無効
な場合に返されるエラーメッ
セージ。

400 InvalidDes
cription.
Malformed

The specified parameter 
VersionDescription is not 
valid.

指定されたテンプレートバー
ジョンの説明の形式が無効な
場合に返されるエラーメッ
セージ。

403 InnerServi
ceFailed

%s 内部サービスの呼び出しに失
敗したときに返されるエラー
メッセージ。

400 InvalidUserData.
SizeExceeded

%s 指定されたカスタムデータの
サイズが制限を超えたときに
返されるエラーメッセージ。

400 InvalidUserData
.Base64Form
atInvalid

%s 指定されたテンプレートバー
ジョンの説明形式が無効な場
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 DeleteLaunchTemplate
インスタンス起動テンプレートを削除します。
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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
名前 データ型 必須/省

略可能
例 説明

RegionId String 必須 cn-hangzhou インスタンス起動テンプレー
トが属するリージョンの ID 。 
DescribeRegions を呼び出して
Alibaba Cloud の最新リージョン
を表⽰することができます。

Action String 省略可能 DeleteLaun
chTemplate 実⾏する操作。 値を DeleteLaun

chTemplate に設定します。
LaunchTemp
lateId

String 省略可能 lt-bp1apo0bbb
kuy0rj3b9X インスタンス起動テンプレー

トの ID 。 詳細については、 
DescribeLaunchTemplates を実
⾏してください。 起動テンプレー
トを決めるには、 LaunchTemp

lateId  パラメーター、または 
LaunchTemp lateName  パラ

メーターのいずれかを指定する必要
があります。

LaunchTemp
lateName

String 省略可能 JoshuaWinP
ostPaid インスタンス起動テンプレートの名

前。 起動テンプレートを決めるに
は、 LaunchTemp lateId パラ
メーター、または LaunchTemp

lateName パラメーターのいずれ
かを指定する必要があります。
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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 。

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

& RegionId = cn - hangzhou  
& LaunchTemp lateId = lt - bp1apo0bbb kuy0rj3b9X
& LaunchTemp lateName = JoshuaWinP ostPaid
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< DeleteLaun chTemplate Response >
  < RequestId > 04F0F334 - 1335 - 436C - A1D7 - 6C044FExxx xx </
RequestId >

</ DeleteLaun chTemplate Response >

JSON  形式
{
 " RequestId ":" 04F0F334 - 1335 - 436C - A1D7 - 6C044FExxx xx "
}

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 InvalidRegion.
NotExist

%s 指定されたリージョンが存在
しない場合に返されるエラー
メッセージ。

400 MissingPar
ameter

%s 必要なパラメーターが指定さ
れていない場合に返されるエ
ラーメッセージ。

400 InvalidPar
ameter

%s パラメーターが形式が無効で
ある場合に返されるエラー
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 InnerServi
ceFailed

%s 内部サービスの呼び出しに失
敗した場合に返されるエラー
メッセージ。

エラーコードの表⽰

216 Document Version20190906

https://error-center.aliyun.com/status/product/Ecs


Elastic Compute Service API レファレンス /  3 イメージ

3 イメージ
3.1 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。

3.2 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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4 スナップショット
4.1 DescribeSnapshotLinks

1 つ以上のディスクのスナップショットチェーンを照会します。 スナップショットチェーンは
ディスクのすべてのスナップショットのチェーンであり、ディスクはスナップショットのチェー
ンに対応するため、スナップショットチェーン ID がディスク ID になります。

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。
• RegionId、DiskIds、InstanceId などのリクエストパラメーターはフィルター条件として機

能し、パラメーター間にはブール値 AND 関係が存在します。
• パラメーターが指定されていない場合、フィルター条件は適⽤されません。 DiskIds および 

SnapshotLinkIds パラメーターが空のJSON 配列（[]）の場合、フィルター条件は有効と⾒
なされ、空の結果が返されます。

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
名前 データ型 必須 / 省

略可能
例 説明

RegionId String 必須 cn-hangzhou ディスク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 省略可能 DescribeSn
apshotLinks 実⾏する操作。 値を DescribeSn

apshotLinks に設定します。
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名前 データ型 必須 / 省
略可能

例 説明

DiskIds String 省略可能 ["ds-
xxxxxxxxx", "
ds-yyyyyyyyy
", … "ds-
zzzzzzzzz"]

照会するディスクの ID 。 ⼀度に最
⼤ 100 件のディスク ID を指定でき
ます。 パラメーター値は、コンマ
（、）で区切られたディスク ID の
配列です。

InstanceId String 省略可能 i-instanceid1 インスタンスの ID 。
PageNumber Integer 省略可能 1 ディスクステータスリストで照会す

るページ番号。 開始値：1。
既定値 : 1。

PageSize Integer 省略可能 10 1 ページあたりのエントリー数。
有効値：1 〜 50 。
既定値: 10 。

SnapshotLi
nkIds

String 省略可能 ["ds-
xxxxxxxxx", "
ds-yyyyyyyyy
", … "ds-
zzzzzzzzz"]

照会するスナップショットチェー
ンの ID 。 ⼀度に最⼤ 100 件のス
ナップショットチェーン ID を指定
できます。 パラメーター値は、カ
ンマ（、）で区切られたスナップ
ショットチェーン ID の配列です。

レスポンスパラメーター
名前 データ型 例 説明
PageNumber Integer 1 スナップショットチェーンリストでクエ

リを実⾏するページ番号。
PageSize Integer 10 1 ページあたりのエントリー数。
RequestId String 473469C7-AA6F

-4DC5-B3DB-
A3DC0DE3C83E

リクエストの ID 。
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名前 データ型 例 説明
SnapshotLi
nks ⼀連のスナップショットチェーン。
└InstanceId String i-instanceid1 インスタンスの ID 。
└InstanceNa
me

String FinanceJoshua インスタンスの名前。
└RegionId String cn-hangzhou スナップショットチェーンのソースディ

スクが属するリージョンの ID 。
└SnapshotLi
nkId

String p-2ze0y1jwzp
b1geqxkroq スナップショットチェーンの ID 。

└SourceDisk
Id

String d-diskid1 ソースインスタンスの ID。 このパラ
メーターは、スナップショットのソー
スディスクが削除された後も保持されま
す。

└SourceDisk
Name

String FinanceJoshua ソースディスクの名前。
└SourceDisk
Size

Integer 40 ソースディスクのサイズ。 単位：GiB。
└SourceDisk
Type

String cloud_ssd ソースディスクのタイプ。 有効値：
• cloud：ベーシックディスク
• cloud_efficiency：ウルトラディス

ク。
• cloud_ssd：SSD
• ephemeral_ssd: ローカル SSD
• cloud_essd：ESSD

└TotalCount Integer 1 スナップショットの総数。
└TotalSize Integer 2097152 スナップショットチェーン内のスナップ

ショットのサイズ。 単位：Byte。
TotalCount Integer 9 スナップショットチェーンの総数。
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例
リクエストの例
https :// ecs . aliyuncs . com /? Action = DescribeSn apshotLink s

& RegionId = cn - hangzhou
& InstanceId = i - instance1
& DiskIds =[" d - xxxxxxxxx ", " d - yyyyyyyyy ", … " d - zzzzzzzzz "]
& SnapshotLi nkIds =[" p - xxxxxxxxx ", " p - yyyyyyyyy ", … " p -
zzzzzzzzz "]

& PageNumber = 1
& PageSize = 100
&< Common  request  parameters >

通常のレスポンスの例
XML  形式
< DescribeSn apshotLink sResponse >
  < SnapshotLi nks >
    < SnapshotLi nk >
      < SnapshotLi nkId > d - 25okbh2pj  </ SnapshotLi nkId >
      < SourceDisk Id > d - 25okbh2pj  </ SourceDisk Id >
      < SourceDisk Type > data  </ SourceDisk Type >
      < SourceDisk Size > 20  </ SourceDisk Size >
      < RegionId > cn - beijing </ RegionId >
      < TotalCount > 1 </ TotalCount >
      < TotalSize > 2097152  </ TotalSize >
    </ SnapshotLi nk >
    < SnapshotLi nk >
      < SnapshotLi nkId > d - 2ze0y1jwzp b1geqxkroq  </ SnapshotLi
nkId >

      < SourceDisk Id > d - 2ze0y1jwzp b1geqxkroq  </ SourceDisk
Id >

      < SourceDisk Type > system  </ SourceDisk Type >
      < SourceDisk Size > 40  </ SourceDisk Size >
      < RegionId > cn - beijing </ RegionId >
      < TotalCount > 1 </ TotalCount >
      < TotalSize > 2097152 </ TotalSize >
    </ SnapshotLi nk >
  </ SnapshotLi nks >
  < PageNumber > 1 </ PageNumber >
  < PageSize > 20 </ PageSize >
  < TotalCount > 1 </ TotalCount >
  < RequestId > ED5CF6DD - 71CA - 462C - 9C94 - A61A78A014 79  </
RequestId >

</ DescribeSn apshotLink sResponse >

JSON  形式
{
 " PageNumber ": 1 ,
 " TotalCount ": 9 ,
 " PageSize ": 2 ,
 " RequestId ":" ACD9BBB0 - A9D1 - 46D7 - 9630 - B7A69889E1 10 ",
 " SnapshotLi nks ":{
  " SnapshotLi nk ":[
   {
    " TotalCount ": 1 ,
    " SourceDisk Type ":" data ",
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    " SourceDisk Id ":" d - 25okbh2pj ",
    " RegionId ":" cn - beijing ",
    " SourceDisk Size ": 20 ,
    " SnapshotLi nkId ":" d - 25okbh2pj ",
    " TotalSize ": 2097152
   },
   {
    " TotalCount ": 1 ,
    " SourceDisk Type ":" data ",
    " SourceDisk Id ":" d - 2ze0y1jwzp b1geqxkroq ",
    " RegionId ":" cn - beijing - btc - a01 ",
    " SourceDisk Size ": 40 ,
    " SnapshotLi nkId ":" d - 2ze0y1jwzp b1geqxkroq ",
    " TotalSize ": 2097152
   }
  ]
 }
}

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 InvalidDiskIds 指定された diskIds は無効で
す。

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

エラーコードの表⽰

4.2 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。
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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。

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 >
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</ 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。

エラーコードの表⽰

4.3 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。
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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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5 セキュリティグループ
5.1 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。
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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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5.2 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。

Document Version20190906 251



Elastic Compute Service API レファレンス /  5 セキュリティグループ

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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5.3 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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6 デプロイメントセット
6.1 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。
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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。

6.2 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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7 ネットワーク
7.1 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。

268 Document Version20190906

https://jp.alibabacloud.com/help/doc-detail/25490.htm
https://jp.alibabacloud.com/help/doc-detail/25490.htm


Elastic Compute Service API レファレンス /  7 ネットワーク

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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7.2 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

7.3 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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