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IBM Cloud Storage Solutions for i V1.2.0 ユーザーズ・ガイド

IBM® Cloud Storage Solutions for i V1.2.0 ユーザーズ・ガイド

2017 年 11 月現在の新機能
IBM Cloud Storage Solutions for IBM i V1.2.0 の新機能は以下のとおりです。

Cloud Storage Solutions Advanced Edition

Cloud Storage Solutions の Advanced Edition が使用可能になりました。
Advanced Edition には、ファイル圧縮と、保存中ファイルの暗号化が含ま
れます。基本エディションには、前のリリースの機能に加えて、SSL 転送暗
号化と、ファイル転送を追跡するジョブ・モニターが含まれます。

Cloud Storage Solutions Advanced Edition は、インストール後 70 日間
はどなたでも使用できます。60 日を過ぎると、Advanced Edition 機能の
有効期限が切れるという警告と、いつでも Advanced Edition にアップグ
レードできることを示すプロンプトが出されます。70 日を過ぎると、基本
エディション機能しか使用できなくなります。

圧縮、暗号化、および SSL

非常に大きなファイルの転送効率を向上させるため、ファイルをクラウドに
コピーする前に圧縮するように Cloud Storage Solutions を構成できま
す。ファイルを暗号化してからクラウドにコピーするように Cloud Storage
Solutions を構成して、ファイルが暗号化された状態でクラウドに保存され
るようにできます。また、クラウドとの間で転送されている間にファイルを
暗号化するように Cloud Storage Solutions を構成できます。

圧縮および保存中暗号化は、Cloud Storage Solutions Advanced Edition
で使用可能です。転送暗号化はすべてのエディションで使用可能です。

ジョブ・モニター
ジョブ・モニターは、ファイル転送を追跡することによって、Cloud
Storage Solutions データベース内で正確な情報を保守し、その情報を
Cloud Storage Solutions 出口点に送信します。これには QICCJOBMON
と QICCEXTPRC という 2 つのジョブが含まれていて、それらは常に
Cloud Storage Solutions サブシステム (QICCSBS) で実行中でなければな
りません。

IBM Cloud Storage Solutions for i V1.2.0 ユーザーズ・ガイドの PDF
ファイル

この情報の PDF ファイルを表示および印刷することができます。

本書の PDF 版を表示またはダウンロードするには、「IBM Cloud Storage
Solutions for i V1.2.0 ユーザーズ・ガイド」を選択します。
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PDF ファイルの保存

表示または印刷のために PDF をワークステーションに保存するには、以下のよう
にします。

1. ブラウザーで PDF のリンクを右クリックします。

2. PDF をローカルに保存するオプションをクリックします。

3. PDF を保存するディレクトリーに移動します。

4. 「保存」をクリックします。

Adobe Reader のダウンロード

これらの PDF を表示または印刷するには、ご使用のシステムに Adobe Reader が
インストールされている必要があります。このアプリケーションは、Adobe Web
サイト (https://get.adobe.com/reader/) から無償でダウンロードできます。

IBM Cloud Storage Solutions for i
IBM Cloud Storage Solutions for i は、IBM i ファイルをクラウドに保管するた
めの IBM ソリューションです。

Cloud Storage Solutions を使用すると、クラウドとの間でファイルを安全にコピー
でき、オフサイト・ストレージ用の磁気テープ装置、テープ・カートリッジ、およ
びクーリエ・サービスが不要になります。

Cloud Storage Solutions を使用するには、クラウド・サーバー・スペースを取得す
る必要があります。スペースは、サード・パーティーのクラウド・サービス・プロ
バイダー (SoftLayer® など) でのアカウントを作成することで取得できます。ある
いは、独自のサーバーを構成して、そのサーバーがファイル転送プロトコル (FTP)
を使用し、クラウド・サーバーとして動作するようにすることでもスペースを取得
できます。

クラウド・サーバー・スペースを取得した後、そのスペースを表す Cloud Storage
Solutions リソースを作成できます。例えば、リソースは、クラウド・プロバイダー
でのアカウントまたは FTP 対応サーバーを表すことができます。その後、そのリソ
ースを使用して、IBM i コンピューターと、そのリソースで表されるクラウド・ス
ペースとの間でファイルをコピーできます。

リソースおよびファイルを直接操作するために、Cloud Storage Solutions ネイティ
ブ IBM i インターフェースを使用できます。リソースおよびファイルを操作するよ
うにアプリケーションをプログラムするために、Cloud Storage Solutions API を
使用できます。

Cloud Storage Solutions は、クラウド・ファイル転送情報を、登録済みの IBM i
出口点に渡します。アプリケーションがその情報を受け取るようにするには、アプ
リケーションを出口プログラムとして登録し、それを Cloud Storage Solutions 出
口点に関連付けます。

Backup, Recovery, and Media Services (BRMS) for i5/OS™ を Cloud Storage
Solutions と共に使用して、仮想保管メディアをクラウドへ、またはクラウドから転
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送することができます。Cloud Storage Solutions を BRMS と共に使用することに
ついて詳しくは、Using Cloud Storage Solutions for i with BRMS wiki ページを
参照してください。

サービス更新およびサポート情報
ソフトウェア・フィックスパック、PTF、よくある質問 (FAQ)、技術情報、トラブ
ルシューティング情報、ダウンロードなど、本製品のサービス更新情報およびサポ
ート情報は、Web で提供されています。

サービス更新およびサポート情報を検索するには、次の Web サイトを参照してく
ださい。

https://www-947.ibm.com/support/entry/portal/support?lnk=msdTS-supo-usen

製品資料および更新情報
Web サイトからIBM Cloud Storage Solutions for i 情報を入手できます。IBM
My Notifications サービスに登録すると、Cloud Storage Solutions 情報の更新を
自動的に受け取ることができます。

Web 上の情報

IBM Knowledge Center の IBM i 7.1、7.2、および 7.3 の各セクションで Cloud
Storage Solutions の資料にアクセスできます。

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter

資料の更新の自動受信

新しい技術情報のリリース、既存の製品資料の更新、および新しい製品資料の公開
を通知する E メールを自動的に受信するには、IBM My Notifications サービスに
登録します。このサービスは、指定した IBM 製品のみに関する情報を受信するよ
うにカスタマイズできます。

My Notifications サービスに登録するには、以下のようにします。

1. http://www.ibm.com/support/mysupport にアクセスします。

2. IBM ID およびパスワードを入力するか、「IBM Identity の生成」をクリック
して ID を作成します。

3. 「My Notifications」ページが表示されたら、「Subscribe」をクリックして、
情報更新を受け取りたい製品を選択します。

4. 「Continue」をクリックして、受信したい更新のタイプを指定します。

5. 「Submit」をクリックしてプロファイルを保管します。

アクセシビリティー機能
アクセシビリティー機能は、運動障害または視覚障害など身体に障害を持つユーザ
ーがソフトウェア・プロダクトを快適に使用できるようにサポートします。

以下のリストは、この製品の主なアクセシビリティー機能を示しています。

v キーボードのみを使用する操作

IBM Cloud Storage Solutions for i V1.2.0 ユーザーズ・ガイド 3
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v スクリーン・リーダー (読み上げソフト) が一般的に使用しているインターフェ
ース

v タッチにより認識可能なキー (タッチのみではアクティブ化しない)

v ポートおよびコネクター用の業界標準装置

v 代替の入出力装置の接続

アクセシビリティーに対する IBM の取り組みについて詳しくは、「IBM® Human
Ability and Accessibility Center」を参照してください。

Cloud Storage Solutions 管理
Cloud Storage Solutions の管理には、インストール中の Web インターフェースの
構成、必要なライセンスの決定とインストール、クラウド・ストレージ・スペース
の取得、ファイル暗号化の準備が含まれます。

Cloud Storage Solutions システム要件
Cloud Storage Solutions をインストールする前に、次のソフトウェア要件を満たし
てください。

次の IBM PTF を製品 5770SS1 の該当する IBM i バージョンにインストールして
ください。

v IBM i バージョン 7.1.0: PTF 番号 SI65711

v IBM i バージョン 7.2.0: PTF 番号 SI65710

v IBM i バージョン 7.3.0: PTF 番号 SI65678

クラウド・ストレージ・スペースの取得
Cloud Storage Solutions を使用するには、クラウド・サーバー・スペースを取得す
る必要があります。サード・パーティーのクラウド・サービス・プロバイダーでオ
ブジェクト・ストレージ・アカウントを作成するか、または、ファイル転送プロト
コル (FTP) を使用するように構成することによってご自身のコンピューターをクラ
ウド・サーバーとして使用することができます。

サード・パーティーのクラウド・プロバイダーの使用

クラウド・サービス・プロバイダーでオブジェクト・ストレージ・アカウントを作
成すると、クラウド・サーバー・スペースのロケーションと、そのスペースにアク
セスするために必要な資格情報がプロバイダーから送られてきます。アカウントの
作成について詳しくは、サポートされている以下のクラウド・プロバイダーのいず
れかを参照してください。

v SoftLayer: http://www.softlayer.com/object-storage

v AWS S3: https://aws.amazon.com

v IBM Cloud Object Storage: https://www.ibm.com/cloud-computing/
products/storage/object-storage/cloud/
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独自のクラウド・サーバーの使用

FTP がインストールされている任意の IBM i コンピューター、Linux コンピュー
ター、または AIX コンピューターをクラウド・サーバーとして使用できます。この
シナリオでは、ターゲット・コンピューターとホスト IBM i コンピューターの両方
に FTP をインストールして、2 台のコンピューターが通信できるようにする必要が
あります。IBM i への FTP のインストールについて詳しくは、IBM Knowledge
Center で TCP/IP のインストールのトピックを参照してください。Linux または
AIX での FTP のインストールについて詳しくは、該当するオペレーティング・シ
ステムの資料を参照してください。

Cloud Storage Solutions のライセンス
70 日の試用期間中は Cloud Storage Solutions を使用できます。それを過ぎると、
ライセンスを購入する必要があります。

Cloud Storage Solutions ライセンスがあると、Cloud Storage Solutions の 1 つ
のインスタンスを 1 つのパーティションにインストールできます。

Cloud Storage Solutions Advanced Edition には、ファイル圧縮と、保存中ファイ
ルの暗号化が含まれます。基本エディションには、前のリリースのすべての機能に
加えて、SSL 転送暗号化、およびジョブ・モニターが含まれます。

Cloud Storage Solutions Advanced Edition は、70 日の試用期間中はどなたでも
使用できます。60 日を過ぎると、Advanced Edition 機能の有効期限が切れるとい
う警告と、いつでも Advanced Edition にアップグレードできることを示すプロン
プトが出されます。70 日を過ぎると、基本機能しか使用できなくなります。

製品を購入すると、IBM からライセンス・キーを含むライセンス情報が送られてき
ます。製品をアップグレードする場合、新しいキーをインストールすると前のキー
はオーバーライドされます。ライセンス・キーをアンインストールすることはでき
ません。IBM i ライセンス・キーについて詳しくは、Software license keys のトピ
ックを参照してください。

Cloud Storage Solutions ライセンスをインストールするには、以下の手順を実行し
ます。

1. *ALLOBJ 権限を持っているユーザーとして IBM i コンピューターにログイン
します。

2. 「ライセンス情報の処理」コマンドを要求するため、以下のコマンドを入力して
Enter を押します。

WRKLICINF

3. 以下の行の OPT フィールドに 1 を入力します。

製品 ライセンス条項 フィーチャー 説明

5733ICC V1R2M0 5101 Cloud Storage

4. Advanced Edition を購入した場合、以下の行の OPT フィールドに 1 を入力
します。

IBM Cloud Storage Solutions for i V1.2.0 ユーザーズ・ガイド 5
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製品 ライセンス条項 フィーチャー 説明

5733ICC V1R2M0 5102 Advanced

5. Enter を押します。

6. 「ライセンス・キー情報の追加」パネルで、IBM によって提供される必要なラ
イセンス情報を入力し、Enter を押します。

Cloud Storage Solutions 暗号化の構成
データを保護するために、Secure Sockets Layer (SSL) を使用して、クラウドへの
転送中およびクラウドからの転送中にファイルを暗号化できます。また、Advanced
Encryption Standard (AES) 対称暗号化を使用して、クラウドにコピーされる前に
ファイルを暗号化することもできます。そうすると、クラウドでの保存中に暗号化
されたままになります。

Cloud Storage Solutions ファイル転送暗号化の構成
クラウドへの転送中およびクラウドからの転送中にファイルを Secure Sockets
Layer (SSL) を使用して暗号化するように Cloud Storage Solutions を構成できま
す。

v このタスクには、*SYSTEM 証明書鍵ストアを作成するステップが含まれていま
す。この鍵ストアは既に作成済みである場合があります。その場合は、そのパス
ワードが必要になります。IBM i 管理者からその情報を入手してください。

v ファイルを暗号化するには、クラウド・プロバイダーから正しい認証局をダウン
ロードする必要があります。認証局をダウンロードするには、クラウド・ストレ
ージの Uniform Resource Identifier (URI) をブラウザーに入力する必要があり
ます。サード・パーティーのクラウド・プロバイダーでアカウントを作成する
と、プロバイダーからこのストレージ URI が送られてきます。認証局をダウン
ロードするために入力する URI が実際のストレージ・ロケーション URI であ
ることを確認する必要があります。そうでないと、誤った認証局をダウンロード
することになり、リソースに関するアクションは失敗します。

プロバイダー・サイトによっては、ブラウザーに URI を入力すると別のページ
に自動的にリダイレクトされることがあります。リダイレクトされる場合、URI
を編集してストレージ URI に一致するようにする必要があります。また、 S3
リソースが自動的に生成されます。例えば、S3 リソースを作成するときには、
URI https://s3.amazonaws.com を指定します。しかし、実際のバケット・ロケ
ーションは https://companyA-west.s3.amazonaws.com/companyA-west、また
はこれに似たものである可能性があります。正しい S3 URI を確実に入力する必
要があります。

v 使用する必要のある SSL オプション (SSL プロトコル、SSL 暗号、SSL 署名ア
ルゴリズムなど) に影響するような社内ポリシーをすべて把握しておく必要があ
ります。

Cloud Storage Solutions を SSL 暗号化用に構成するには、アカウント作成時にク
ラウド・プロバイダーから受け取った資源 URI から認証局をダウンロードする必要
があります。その後、IBM i デジタル証明書マネージャー (DCM) を使用して
*SYSTEM 証明書鍵ストアを作成し、その鍵ストアに認証局を追加し、認証局を
Cloud Storage Solutions アプリケーションと関連付けることができます。
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SSL を構成した後、アカウントを使用するリソースを作成または変更し、資源 URI
に https プロトコルを含める必要があります。そうすると、そのリソースを使用し
てクラウドにコピーされるファイルは、コピーされている間は暗号化され、クラウ
ド・コンピューターに到達すると暗号化解除されます。同じリソースを使用してク
ラウドからホスト IBM i コンピューターにファイルをコピーして戻すときには、フ
ァイルはコピーされている間は暗号化され、その後、暗号化したときと同じ鍵を使
用して IBM i で暗号化解除されます。

クラウド・コンピューターで保存されている間にファイルを暗号化するには、『 9
ページの『Cloud Storage Solutions ファイルの保存中暗号化の構成』』を参照して
ください。

SSL 暗号化は Cloud Storage Solutions 基本エディションで使用可能です。

IBM i での SSL の使用に関する一般情報については、「IBM i Security Sockets
Layer Guide」を参照してください。

SSL 暗号化を構成するには、以下の手順を実行してください。

1. *SYSTEM 証明書鍵ストアを作成します。

a. デジタル証明書マネージャーを使用する権限を持つユーザーとして IBM
Navigator for i にログインします。

b. ナビゲーション・ペインで「インターネット構成」をクリックします。

c. 「デジタル証明書マネージャー」をクリックします。

d. 「新規証明書ストアの作成」をクリックします。

e. 「*SYSTEM」を選択し、「続行」をクリックします。

注: 唯一のオプションが「他のシステム証明書ストア」である場合、
*SYSTEM 証明書ストアは既に存在します。「キャンセル」をクリックし、
ステップ 2 に進んでください。

f. 「いいえ。証明書を証明書ストアに作成しません」を選択します。

g. 証明書鍵ストアのパスワードを入力し、確認のためにもう一度入力してから
「続行」 をクリックします。

h. 「OK」をクリックします。ログアウトしないでください。

2. 資源 URI ロケーションから認証局をダウンロードします。例えば、Microsoft
Windows の Chrome ブラウザーで、以下のステップを実行します。

a. ブラウザーで資源 URI を入力します。(サイトに「無許可」ページが表示さ
れる場合、続行します) クラウド・プロバイダー Web サイトで別のページ
にリダイレクトされないことを確認してください。別のページにリダイレク
トされる場合、URI を編集して、資源 URI と完全に一致するようにしてく
ださい。

b. ブラウザーのカスタマイズとコントロールのアイコンをクリックします。

c. 「その他のツール」 > 「デベロッパー・ツール」を選択します。

d. 「セキュリティー」タブをクリックし、「証明書の表示」をクリックしま
す。

e. 「証明書」ダイアログで、「詳細」タブをクリックします。

f. 「ファイルにコピー」をクリックします。
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g. 「証明書のエクスポート」ウィザードで「次へ」をクリックします。

h. 「Cryptographic Message Syntax Standard - PKCS #7 証明書 (.P7B)」
形式を選択し、「証明のパスにある証明書を可能であればすべて含む」を選
択します。 ご使用のブラウザーに関係なく、証明パスにあるすべての認証
局がダウンロードされていることを確認する必要があります。

i. 「参照」をクリックして、ファイル名とローカルな場所を指定し、ファイル
を保存します。

j. 証明書ファイルを IBM i コンピューター上の任意のディレクトリーにコピ
ーします。

3. 証明書を *SYSTEM 鍵ストアにインポートします。

a. IBM Navigator for i で、デジタル証明書マネージャーを開きます。

b. ナビゲーション・ペインで、「証明書ストアの選択」をクリックします。

c. 「*SYSTEM」を選択し、「続行」をクリックします。

d. 「証明書ストアのパスワード」フィールドに、ステップ 1 で作成した
*SYSTEM 鍵ストアのパスワードを入力し、「続行」をクリックします。ナ
ビゲーション・ペインに、*SYSTEM 鍵ストアを使用して実行できるタスク
が表示されます。

e. ナビゲーション・ペインで、「証明書の管理」 > 「証明書のインポート」
をクリックします。

f. インポートする証明書のタイプとして「認証局 (CA)」を選択し、「続行」
をクリックします。

g. ステップ 2 で IBM i コンピューターにコピーした証明書ファイルのパスと
ファイル名を入力し、「続行」をクリックします。

h. 証明書のラベルを入力し、「続行」をクリックします。証明書が *SYSTEM
鍵ストアにインポートされます。「OK」をクリックします。デジタル証明
書マネージャーからログアウトしないでください。

4. Cloud Storage Solutions をクライアント・アプリケーションのリストに追加し
ます。

a. デジタル証明書マネージャーのナビゲーション・ペインで、「アプリケーシ
ョンの管理」 > 「アプリケーションの追加」をクリックします。

b. 「クライアント」を選択し、「続行」をクリックします。

c. 「アプリケーションの追加」ページの「アプリケーション ID」フィールド
に IBM_QICC と入力します。

d. 「アプリケーションの説明」を選択し、フィールドに IBM Cloud Storage

Solutions for i と入力します。

e. 「CA トラストの定義」リスト・フィールドで「はい」を選択します。

f. 企業ポリシーに一致する SSL 値 (SSL プロトコル、SSL 暗号、SSL 署名ア
ルゴリズムなど) を選択します。

g. 「追加」をクリックし、「OK」をクリックします。

5. 認証局を Cloud Storage Solutions トラスト・リストに追加します。

a. デジタル証明書マネージャーのナビゲーション・ペインで、「アプリケーシ
ョンの管理」 > 「CA トラスト・リストの定義」をクリックします。

b. 「クライアント」を選択し、「続行」をクリックします。
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c. 「IBM Cloud Storage Solutions for i」を選択し、「CA トラスト・リス
トの定義」をクリックします。

d. ステップ 3 でインポートしたすべての認証局を選択し、「OK」をクリック
します。

リソース内で SSL を有効にするには、リソースを作成または変更し、資源 URI に
https プロトコルを指定します。

Cloud Storage Solutions ファイルの保存中暗号化の構成
ファイルがクラウドに保存されている間は暗号化された状態になり、クラウドから
コピーして戻されるときに暗号化解除されるように、Cloud Storage Solutions を構
成できます。

Cloud Storage Solutions は、鍵の長さ 128 ビットで Advanced Encryption
Standard (AES) 対称暗号化アルゴリズムを使用して、保存中ファイルを暗号化しま
す。ファイルを暗号化するには、鍵ストア・ファイルを作成する必要があります。
次に、ラベルの付いた鍵を作成し、その鍵を鍵ストア・ファイルに追加します。

鍵ストア・ファイルおよび鍵を作成した後、リソースを作成または変更し、鍵スト
アおよび鍵の情報を提供することができます。その後、そのリソースを使用してク
ラウドにコピーされるファイルは、コピーされる前に暗号化され、クラウドに保存
されている間も暗号化されたままになります。暗号化されたファイルを同じリソー
スを使用してクラウドからホスト IBM i コンピューターにコピーして戻すと、ファ
イルは暗号化したときと同じ鍵を使用して暗号化解除されます。

SSL を使用してクラウドとの間でコピーされるファイルを暗号化するには、『 6 ペ
ージの『Cloud Storage Solutions ファイル転送暗号化の構成』』を参照してくださ
い。SSL と保存中暗号化の両方が有効になっている場合、ファイルはコピーされる
際に二重に暗号化されます。

クラウド・プロバイダー独自の保存中暗号化がある場合は、それを使用することを
お勧めします。

保存中暗号化は、Cloud Storage Solutions Advanced Edition で使用可能です。

IBM i での鍵ストア・ファイルおよびラベル付き鍵の作成について詳しくは、IBM
Knowledge Center でManaging cryptographic keystore file のトピックを参照し
てください。IBM i の包括的なセキュリティー情報については、「IBM System i
Security: Protecting i5/OS Data with Encryption」Redbook を参照してくださ
い。

保存中暗号化を構成するには、以下の手順を実行してください。

1. IBM Navigator for i にログインします。

2. ナビゲーション・ペインで、「セキュリティー」 > 「すべてのタスク」 >
「暗号サービス鍵管理」 > 「マスター鍵の管理」をクリックします。

3. 「1」を選択し、「アクションの選択」ドロップダウンから「パーツのロード」
を選択します。

4. 「マスター鍵パーツのロード」ダイアログで、パスフレーズを入力し、
「OK」をクリックします。
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5. 「マスター鍵の管理」ダイアログで、もう一度「1」を選択し、「アクションの
選択」ドロップダウンから「設定」を選択します。 「1」の行で、「タイプ」
列の値は「設定」になり、「現行の鍵検証値」列には長い英数字値が入った状
態になります。

6. 「閉じる」をクリックします。

7. ナビゲーション・ペインで、「セキュリティー」 > 「すべてのタスク」 >
「暗号サービス鍵管理」 > 「鍵ストアの管理」をクリックします。

8. 「新規鍵ストアの作成」をクリックし、鍵ストアの詳細を入力してから
「OK」をクリックします。「鍵ストアの管理」ダイアログに、新しい鍵スト
アがリスト表示されるようになります。

9. 新しい鍵ストアを選択し、「アクション」 > 「鍵ストアを開く」をクリック
します。

10. 「新規鍵レコード」をクリックし、新規鍵のラベルを入力し、「次へ」をクリ
ックします。

11. 「許可されない機能」ダイアログでは、機能を何も選択しないでください。
「次へ」をクリックします。

12. 「鍵タイプ」ダイアログで、「AES」を選択し、「次へ」をクリックします。

13. 「鍵値の生成」ダイアログで、「自動生成」を選択し、「次へ」をクリックし
ます。

14. 「AES 鍵サイズ (ビット単位)」フィールドに 128 と入力し、「次へ」をクリ
ックします。

15. 「要約」ダイアログで、行った選択内容が正しいことを確認します。「戻る」
をクリックして変更を行うか、「終了」をクリックします。

リソースでの保存中暗号化を有効にするには、リソースを作成または変更し、必要
な鍵ストア、ライブラリー、および鍵ラベルの情報を指定します。

Cloud Storage Solutions の管理上の注意
Cloud Storage Solutions を管理する前に、以下の注意点とベスト・プラクティスを
お読みください。

アップグレードした後、既存のリソースのユーザー ID およびパスワードを再入力
してください。

Cloud Storage Solutions バージョン 1.2 では、リソースのユーザ名および
パスワードの暗号化が強化されました。バージョン 1.1 からバージョン 1.2
にアップグレードする場合、アップグレードした後にそれぞれの既存のリソ
ースを編集して、ユーザー ID およびパスワードを再入力してください。こ
の情報を再入力しなければ、リソースを使用してファイルをコピーすること
はできません。

QICCJOBMON ジョブおよび QICCEXTPRC ジョブをキャンセルしないこと

QICCJOBMON ジョブおよび QICCEXTPRC ジョブは、常に Cloud
Storage Solutions サブシステム (QICCSBS) で実行中でなければなりませ
ん。これらは、正確な Cloud Storage Solutions データの保守と公開のた
めに非常に重要です。QICCJOBMON (ジョブ・モニター) ジョブは、ファ
イル転送をモニターし、データベース内の正確な情報を保守します。
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QICCEXTPRC (出口プロセッサー) ジョブは、データベース情報を Cloud
Storage Solutions 出口点に送信します。

これらのジョブは、QICCSBS サブシステムの始動時に開始し、そのサブシ
ステムの停止時に終了します。

IBM i コンピューター上で TCP/IP バッファーが小さく、ネットワーク・トラフィ
ックが大きいと、FTP 転送速度に影響する

FTP ファイル・コピーが遅い場合は、ホスト IBM i コンピューター上の
TCP/IP 送信バッファー・サイズおよび受信バッファー・サイズを
CHGTCPA コマンドを使用してチェックしてください。デフォルトのバッ
ファー・サイズは両方とも 65535 ですが、コンピューターとの間のネット
ワーク・トラフィックを管理するために、システム管理者はこれらのサイズ
を変更できます。小さいバッファーまたは高ネットワーク・トラフィック
は、FTP クラウド・リソースとの間の転送速度に影響を与えます。

Cloud Storage Solutions でのリソースの操作
Cloud Storage Solutions コマンドを使用して、リソースを作成、変更、および表示
します。リソースは、クラウド・サーバーのロケーションと、そのロケーションへ
のアクセスに必要な資格情報を定義します。

クラウド・サービス・プロバイダーまたは FTP サーバー管理者は、リソースのロケ
ーションと資格情報を提供する必要があります。Cloud Storage Solutions は、
SoftLayer、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、IBM Cloud Object
Storage など、いくつかのクラウド・サービス・プロバイダーをサポートしていま
す。

リソースを作成および使用するために、Cloud Storage Solutions コマンド、Web
インターフェース (Advanced Edition のみ)、または Cloud Storage Solutions
API を使用して、IBM i コンピューター上の IFS ディレクトリーとクラウド・サ
ーバーとの間でファイルをコピーできます。/QSYS.LIBファイル・システム内のフ
ァイルを操作することはできません。

AWS S3 または IBM Cloud Object Storage リソースの作成
CRTS3RICC コマンドを使用して、Cloud Storage Solutions AWS S3 または IBM
Cloud Object Storage リソースを作成します。リソースは、クラウド・サーバーの
ロケーションと、そのロケーションへのアクセスに必要な資格情報を定義します。
リソースの作成後、IFS ディレクトリーとクラウド・サーバー位置の間でファイル
をコピーできます。

AWS S3 クラウド・サーバーまたは IBM Cloud Object Storage クラウド・サーバ
ー上でストレージ・スペースを取得する必要があります。詳しくは、『 4 ページの
『クラウド・ストレージ・スペースの取得』』を参照してください。

固有のリソース名を決める必要があります。名前は最大 10 文字で、Cloud Storage
Solutions リソース間で固有でなければなりません。リソース名は、*NAME タイプ
制限を遵守する必要のある IBM i 基本名です。基本名では、先頭に A から
Z、$、#、または @ のいずれかの文字を使用でき、その後に 9 文字以下の文字が
指定できます。2 文字目以降には、最初の文字と同じ文字のほか、数字の 0 から
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9、下線 (_)、およびピリオド (.) も使用できます。小文字はシステムによって大文
字に変換されます。詳細について、および引用された形式の名前については、IBM
Knowledge Center 内のトピック『Names (*NAME)』を参照してください。

Cloud Storage Solutions Advanced Edition がある場合、このリソースを使用して
クラウドにファイルがコピーされる際、クラウドに保存中のファイルを Cloud
Storage Solutions が暗号化するように指定できます。保存中暗号化のためのリソー
スを指定するには、鍵ストア・ファイル名とライブラリー、および鍵ラベルを、
IBM i コンピューター上にこれらを作成した管理者から入手する必要があります。
暗号化について詳しくは、『 6 ページの『Cloud Storage Solutions 暗号化の構
成』』を参照してください。

クラウド・サービス・プロバイダーから、以下の情報を入手してください。

v クラウド・サーバー位置にアクセスする権限があるユーザーの名前。

v クラウド・サーバー位置へのアクセスに必要な許可キー。

v バケットの名前。バケットは、クラウド・サーバー・ロケーションにある、ルー
ト・ディレクトリーとして機能するディレクトリーです。ファイルをクラウドに
コピーすると、ファイルは指定されたバケット・ディレクトリーの下に置かれま
す。ファイルをコピーする前にバケット・ディレクトリーを作成する必要があり
ます。バケット名は大/小文字が区別されるため、名前を指定するときには大/小
文字を正しく使用する必要があります。

v ストレージ・ロケーションの URI。AWS S3 リソースの場合、これは常に
s3.amazonaws.com です。IBM Cloud Object Storage リソースの場合は、アカウ
ント所有者に問い合わせてください。または、ストレージ・ロケーションが企業
ネットワーク内に構成されている場合は、管理者に問い合わせてください。保存
中暗号化を有効にした場合は、URI の先頭に https:// プロトコルを含めます
(例: https://s3.amazonaws.com)。

Cloud Storage Solutions Advanced Edition をご使用の場合、Cloud Storage
Solutions がファイルをクラウドにコピーする前にファイルを圧縮し、クラウドから
ファイルをコピーした後で圧縮解除するように指定できます。リソースの作成時ま
たは変更時に、圧縮を有効にすることができます。

Cloud Storage Solutions を使用して /QSYS.LIBファイル・システム内のファイル
を操作することはできません。このコマンドはスレッド・セーフではありません。

1. IBM i コマンド・ラインで、CRTS3RICC と入力して F4 を押します。

2. 以下の必須フィールドに値を入力し、Enter を押します。

フィールド アクション

資源名 IBM i 基本名の *NAME 制限に準拠する最
大 10 文字の固有リソース名を入力します。

資源記述 最大 50 文字の説明を入力します。

アクセス・キー ID 許可ユーザーの名前を入力します。

秘密アクセス・キー 許可キーを入力します。

圧縮の使用 クラウドにコピーされる前にファイルを圧縮
するには、*YES と入力します。圧縮は
Advanced Edition で使用可能です。
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フィールド アクション

暗号化の使用 *YES と入力して Enter を押し、サブフィー
ルドに値を指定します。暗号化は Advanced
Edition で使用可能です。

鍵ストア・ファイル 暗号化の使用フィールドのサブフィールド。
鍵ストア・ファイルの名前を入力します。

ライブラリー 鍵ストア・ファイルフィールドのサブフィー
ルド。鍵ストア・ファイルを含むライブラリ
ーの名前を入力します。

鍵ラベル 暗号化の使用フィールドのサブフィールド。
鍵ラベルの名前を入力します。

バケット 大/小文字を正しく使用してバケット・ディ
レクトリー名を入力します。ファイルをコピ
ーする前にこのディレクトリーを作成する必
要があります。

資源 URI 次のいずれかの資源 URI を入力します。

v AWS S3 リソースの場合、
s3.amazonaws.com を入力します。

v IBM Cloud Object Storage リソースの場
合、アカウント所有者または管理者に問い
合わせます。

保存中暗号化を有効にした場合は、URI の先
頭にセキュア・プロトコル https:// を含め
ます。

完全修飾 IFS ディレクトリー名 [このパラメーターは現在実装されていませ
ん。] オプション。表示するには、F10 を押
してページ送りします。リソースと関連付け
るディレクトリーの完全修飾パス位置を入力
します。このディレクトリーからクラウド・
サーバーへファイルをコピーした後、両方の
ロケーションのファイルの同期が保たれま
す。デフォルト値は *NONE です。

ファイルをリソースにコピーする場合は、 26 ページの『クラウドへのファイルの
コピー』を参照してください。

AWS S3 または IBM Cloud Object Storage リソースの変更
CHGS3RICC コマンドを使用して、AWS S3 または IBM Cloud Object Storage リソ
ースを変更します。リソースは、AWS S3 または IBM Cloud Object Storage クラ
ウド・サーバーのロケーションと、そのロケーションへのアクセスに必要な資格情
報を定義します。異なる資格情報を使用して同じバケットにアクセスしたり、別の
バケットを指定したりするには、リソースを変更してください。

Cloud Storage Solutions Advanced Edition がある場合、このリソースを使用して
クラウドにファイルがコピーされる際、クラウドに保存中のファイルを Cloud
Storage Solutions が暗号化するように指定できます。保存中暗号化のためのリソー
スを指定するには、鍵ストア・ファイル名とライブラリー、および鍵ラベルを、
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IBM i コンピューター上にこれらを作成した管理者から入手する必要があります。
暗号化について詳しくは、『 6 ページの『Cloud Storage Solutions 暗号化の構
成』』を参照してください。

Cloud Storage Solutions Advanced Edition をご使用の場合、Cloud Storage
Solutions がファイルをクラウドにコピーする前にファイルを圧縮し、クラウドから
ファイルをコピーした後で圧縮解除するように指定できます。リソースの作成時ま
たは変更時に、圧縮を有効にすることができます。

このコマンドでリソース名を変更することはできません。このコマンドはスレッ
ド・セーフではありません。

1. IBM i コマンド・ラインで、CHGS3RICC と入力して F4 を押します。

2. 資源名フィールドに、リソースの名前を入力し、Enter を押します。 リソース
名が分からない場合は、F4 を押して、リソースのリストを表示してください。

3. 以下のフィールドのうちの 1 つ以上を編集し、Enter を押します。

フィールド アクション

資源記述 説明を変更します。

アクセス・キー ID 許可ユーザーの名前を変更します。セキュリ
ティー上の理由から、デフォルト値は *SAME
です。元の名前を保持するには、*SAME 値を
変更しないでください。

秘密アクセス・キー 許可キーを変更します。セキュリティー上の
理由から、デフォルト値は *SAME です。元
のキーを保持するには、*SAME 値を変更しな
いでください。

バケット 大/小文字を正しく使用してバケット名を変
更します。これによってクラウド・サーバー
上のバケットの名前が変更されることはあり
ません。これは、リソースがアクセスするバ
ケットを変更します。

圧縮の使用 クラウドにコピーされる前にファイルを圧縮
するには、*YES と入力します。圧縮は
Advanced Edition で使用可能です。

暗号化の使用 *YES と入力して Enter を押し、サブフィー
ルドに値を指定します。暗号化は Advanced
Edition で使用可能です。

鍵ストア・ファイル 暗号化の使用フィールドのサブフィールド。
鍵ストア・ファイルの名前を入力します。

ライブラリー 鍵ストア・ファイルフィールドのサブフィー
ルド。鍵ストア・ファイルを含むライブラリ
ーの名前を入力します。

鍵ラベル 暗号化の使用フィールドのサブフィールド。
鍵ラベルの名前を入力します。
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フィールド アクション

資源 URI
資源 URI を変更します。AWS S3 リソース
の場合、URI は s3.amazonaws.com でなけれ
ばなりません。IBM Cloud Object Storage
URI は変更できます。

保存中暗号化を有効にした場合は、URI の先
頭にセキュア・プロトコル https:// を含め
ます。

完全修飾 IFS ディレクトリー名 [このパラメーターは現在実装されていませ
ん。] オプション。表示するには、F10 を押
してページ送りします。リソースと関連付け
るディレクトリーの完全修飾パス位置を変更
します。このディレクトリーからリソースへ
ファイルをコピーした後は、Cloud Storage
Solutions によって、両方の位置のファイル
が同期した状態が維持されます。*NONE と入
力すると、現在のデータが削除され、値が
*NONE に設定されます。

AWS S3 または IBM Cloud Object Storage リソースの表示
DSPS3RICC コマンドを使用して、AWS S3 または IBM Cloud Object Storage リソ
ースを表示します。リソースは、AWS S3 または IBM Cloud Object Storage クラ
ウド・サーバーのロケーションと、そのロケーションへのアクセスに必要な資格情
報を定義します。

セキュリティー上の理由から、DSPS3RICC コマンドは、アクセス・キー IDフィール
ドと秘密アクセス・キーフィールドを表示しません。このコマンドはスレッド・セ
ーフではありません。

1. IBM i コマンド・ラインで、DSPS3RICC と入力して F4 を押します。

2. 資源名フィールドに、リソースの名前を入力し、Enter を押します。 リソース
名が分からない場合は、F4 を押して、リソースのリストを表示してください。

SoftLayer リソースの作成
CRTSLRICC コマンドを使用して、Cloud Storage Solutions SoftLayer リソースを作
成します。リソースは、クラウド・サーバーのロケーションと、そのロケーション
へのアクセスに必要な資格情報を定義します。リソースの作成後、IFS ディレクト
リーとクラウド・サーバー位置の間でファイルをコピーできます。

SoftLayer クラウド・サーバー上にストレージ・スペースを作成する必要がありま
す。詳しくは、『『SoftLayer リソースの作成』』を参照してください。

固有のリソース名を決める必要があります。名前は最大 10 文字で、Cloud Storage
Solutions リソース間で固有でなければなりません。リソース名は、*NAME タイプ
制限を遵守する必要のある IBM i 基本名です。基本名では、先頭に A から
Z、$、#、または @ のいずれかの文字を使用でき、その後に 9 文字以下の文字が
指定できます。2 文字目以降には、最初の文字と同じ文字のほか、数字の 0 から
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9、下線 (_)、およびピリオド (.) も使用できます。小文字はシステムによって大文
字に変換されます。詳細について、および引用された形式の名前については、IBM
Knowledge Center 内のトピック『Names (*NAME)』を参照してください。

Cloud Storage Solutions Advanced Edition がある場合、このリソースを使用して
クラウドにファイルがコピーされる際、クラウドに保存中のファイルを Cloud
Storage Solutions が暗号化するように指定できます。保存中暗号化のためのリソー
スを指定するには、鍵ストア・ファイル名とライブラリー、および鍵ラベルを、
IBM i コンピューター上にこれらを作成した管理者から入手する必要があります。
暗号化について詳しくは、『 6 ページの『Cloud Storage Solutions 暗号化の構
成』』を参照してください。

SoftLayer から、以下の情報を入手してください。

v クラウド・サーバー位置にアクセスする権限があるユーザーの名前。

v クラウド・サーバー位置へのアクセスに必要な許可キー。

v リソース・コンテナーの名前。コンテナーは、クラウド・サーバー・ロケーショ
ンにある、ルート・ディレクトリーとして機能するディレクトリーです。ファイ
ルをクラウドにコピーすると、ファイルは指定されたコンテナー・ディレクトリ
ーの下に置かれます。ファイルをコピーする前にコンテナー・ディレクトリーを
作成する必要があります。SoftLayer コンテナー名は大/小文字が区別されるた
め、名前を指定するときには大/小文字を正しく使用する必要があります。

v サーバーの URI。保存中暗号化を有効にする場合は、URI の先頭に https:// プ
ロトコルを含めます。

Cloud Storage Solutions Advanced Edition をご使用の場合、Cloud Storage
Solutions がファイルをクラウドにコピーする前にファイルを圧縮し、クラウドから
ファイルをコピーした後で圧縮解除するように指定できます。リソースの作成時ま
たは変更時に、圧縮を有効にすることができます。

Cloud Storage Solutions を使用して /QSYS.LIBファイル・システム内のファイル
を操作することはできません。このコマンドはスレッド・セーフではありません。

1. IBM i コマンド・ラインで、CRTSLRICC と入力して F4 を押します。

2. 以下の必須フィールドに値を入力し、Enter を押します。

フィールド アクション

資源名 IBM i 基本名の *NAME 制限に準拠する最
大 10 文字の固有リソース名を入力します。

資源記述 最大 50 文字の説明を入力します。

許可ユーザー 許可ユーザーの名前を入力します。

許可キー 許可キーを入力します。

圧縮の使用 クラウドにコピーされる前にファイルを圧縮
するには、*YES と入力します。圧縮は
Advanced Edition で使用可能です。

暗号化の使用 *YES と入力して Enter を押し、サブフィー
ルドに値を指定します。暗号化は Advanced
Edition で使用可能です。
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フィールド アクション

鍵ストア・ファイル 暗号化の使用フィールドのサブフィールド。
鍵ストア・ファイルの名前を入力します。

ライブラリー 鍵ストア・ファイルフィールドのサブフィー
ルド。鍵ストア・ファイルを含むライブラリ
ーの名前を入力します。

鍵ラベル 暗号化の使用フィールドのサブフィールド。
鍵ラベルの名前を入力します。

コンテナー 大/小文字を正しく使用してコンテナー名を
入力します。ファイルをコピーする前にこの
ディレクトリーを作成する必要があります。

資源 URI 資源 URI を入力します。保存中暗号化を有
効にした場合は、URI の先頭にセキュア・プ
ロトコル https:// を含めます。

完全修飾 IFS ディレクトリー名 [このパラメーターは現在実装されていませ
ん。] オプション。表示するには、F10 を押
してページ送りします。リソースと関連付け
るディレクトリーの完全修飾パス位置を入力
します。このディレクトリーからクラウド・
サーバーへファイルをコピーした後、両方の
ロケーションのファイルの同期が保たれま
す。デフォルト値は *NONE です。

ファイルをリソースにコピーする場合は、 26 ページの『クラウドへのファイルの
コピー』を参照してください。

SoftLayer リソースの変更
CHGSLRICC コマンドを使用して、SoftLayer リソースを変更します。リソースは、
SoftLayer クラウド・サーバーのロケーションと、そのロケーションへのアクセスに
必要な資格情報を定義します。

Cloud Storage Solutions Advanced Edition がある場合、このリソースを使用して
クラウドにファイルがコピーされる際、クラウドに保存中のファイルを Cloud
Storage Solutions が暗号化するように指定できます。保存中暗号化のためのリソー
スを指定するには、鍵ストア・ファイル名とライブラリー、および鍵ラベルを、
IBM i コンピューター上にこれらを作成した管理者から入手する必要があります。
暗号化について詳しくは、『 6 ページの『Cloud Storage Solutions 暗号化の構
成』』を参照してください。

Cloud Storage Solutions Advanced Edition をご使用の場合、Cloud Storage
Solutions がファイルをクラウドにコピーする前にファイルを圧縮し、クラウドから
ファイルをコピーした後で圧縮解除するように指定できます。リソースの作成時ま
たは変更時に、圧縮を有効にすることができます。

このコマンドでリソース名を変更することはできません。このコマンドはスレッ
ド・セーフではありません。

1. IBM i コマンド・ラインで、CHGSLRICC と入力して F4 を押します。
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2. 資源名フィールドに、リソースの名前を入力し、Enter を押します。 リソース
名が分からない場合は、F4 を押して、リソースのリストを表示してください。

3. 以下のフィールドのうちの 1 つ以上を編集し、Enter を押します。

フィールド アクション

資源記述 説明を変更します。

許可ユーザー 許可ユーザーの名前を変更します。セキュリ
ティー上の理由から、デフォルト値は *SAME
です。元の名前を保持するには、*SAME 値を
変更しないでください。

許可キー 許可キーを変更します。セキュリティー上の
理由から、デフォルト値は *SAME です。元
のキーを保持するには、*SAME 値を変更しな
いでください。

圧縮の使用 クラウドにコピーされる前にファイルを圧縮
するには、*YES と入力します。圧縮は
Advanced Edition で使用可能です。

暗号化の使用 *YES と入力して Enter を押し、サブフィー
ルドに値を指定します。暗号化は Advanced
Edition で使用可能です。

鍵ストア・ファイル 暗号化の使用フィールドのサブフィールド。
鍵ストア・ファイルの名前を入力します。

ライブラリー 鍵ストア・ファイルフィールドのサブフィー
ルド。鍵ストア・ファイルを含むライブラリ
ーの名前を入力します。

鍵ラベル 暗号化の使用フィールドのサブフィールド。
鍵ラベルの名前を入力します。

コンテナー 大/小文字を正しく使用してコンテナー名を
変更します。

資源 URI 資源 URI を変更します。保存中暗号化を有
効にした場合は、URI の先頭にセキュア・プ
ロトコル https:// を含めます。

完全修飾 IFS ディレクトリー名 [このパラメーターは現在実装されていませ
ん。] オプション。表示するには、F10 を押
してページ送りします。リソースと関連付け
るディレクトリーの完全修飾パス位置を変更
します。このディレクトリーからリソースへ
ファイルをコピーした後は、Cloud Storage
Solutions によって、両方の位置のファイル
が同期した状態が維持されます。*NONE と入
力すると、現在のデータが削除され、値が
*NONE に設定されます。

SoftLayer リソースの表示
DSPSLRICC コマンドを使用して、SoftLayer リソースを表示します。リソースは、
SoftLayer クラウド・サーバーのロケーションと、そのロケーションへのアクセスに
必要な資格情報を定義します。
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セキュリティー上の理由から、DSPSLRICC コマンドは、許可ユーザーフィールドと
許可キーフィールドを表示しません。このコマンドはスレッド・セーフではありま
せん。

1. IBM i コマンド・ラインで、DSPSLRICC と入力して F4 を押します。

2. 資源名フィールドに、リソースの名前を入力し、Enter を押します。 リソース
名が分からない場合は、F4 を押して、リソースのリストを表示してください。

FTP リソースの作成
CRTFPRICC コマンドを使用して、FTP リソースを作成します。リソースの作成後、
IFS ディレクトリーとリソースの間でファイルをコピーできます。

最大 10 文字の固有のリソース名を選択します。リソース名は、すべてのプロバイ
ダーと転送タイプにわたって固有でなければなりません。リソース名は、*NAME
タイプ制限を遵守する必要のある IBM i 基本名です。基本名では、先頭に A から
Z、$、#、または @ のいずれかの文字を使用でき、その後に 9 文字以下の文字が
指定できます。2 文字目以降には、最初の文字と同じ文字のほか、数字の 0 から
9、下線 (_)、およびピリオド (.) も使用できます。小文字はシステムによって大文
字に変換されます。詳細について、および引用された形式の名前については、IBM
Knowledge Center 内のトピック『Names (*NAME)』を参照してください。

Cloud Storage Solutions Advanced Edition がある場合、このリソースを使用して
クラウドにファイルがコピーされる際、クラウドに保存中のファイルを Cloud
Storage Solutions が暗号化するように指定できます。保存中暗号化のためのリソー
スを指定するには、鍵ストア・ファイル名とライブラリー、および鍵ラベルを、
IBM i コンピューター上にこれらを作成した管理者から入手する必要があります。
暗号化について詳しくは、『 6 ページの『Cloud Storage Solutions 暗号化の構
成』』を参照してください。

サーバー管理者から、以下の情報を入手してください。

v FTP サーバーへのログインを許可され、ルート・ディレクトリーへのアクセス権
限を持つユーザーの、ID およびパスワード。

v FTP サーバーのルート・ディレクトリー。ファイルをクラウドにコピーすると、
ファイルは指定されたルート・ディレクトリーの下に置かれます。ファイルをコ
ピーする前にルート・ディレクトリーを作成する必要があります。IBM i システ
ム上では FTP ルート・ディレクトリー名は大/小文字の区別はありませ
ん。/home/backups と /HOME/Backups は同じパスです。

v FTP サーバーをホストするコンピューターの完全修飾名 (例えば
myserver.enterprise.com) を含む、FTP サーバーの資源 URI。保存中暗号化を
有効にする場合を除き、プロトコル (ftp://) はオプションです。その場合は以下
の例のように URI の先頭に ftps:// プロトコルを含めます。

ftps://myserver.enterprise.com

FTP ポートは、21 の場合はオプションです。21 以外の値を使用している場合
は、ポート番号を含める必要があります。例:

ftps://myserver.enterprise.com
ftps://myserver.enterprise.com:23
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Cloud Storage Solutions Advanced Edition をご使用の場合、Cloud Storage
Solutions がファイルをクラウドにコピーする前にファイルを圧縮し、クラウドから
ファイルをコピーした後で圧縮解除するように指定できます。リソースの作成時ま
たは変更時に、圧縮を有効にすることができます。

FTP リソースは、Linux コンピューター、AIX コンピューター、または IBM i コ
ンピューターをターゲットにできます。Cloud Storage Solutions を使用して
/QSYS.LIBファイル・システム内のファイルを操作することはできません。このコ
マンドはスレッド・セーフではありません。

1. IBM i コマンド・ラインで、CRTFPRICC と入力して F4 を押します。

2. 以下の必須フィールドに値を入力し、Enter を押します。

フィールド アクション

資源名 IBM i 基本名の *NAME 制限に準拠する最
大 10 文字の固有リソース名を入力します。

資源記述 最大 50 文字の説明を入力します。

ログイン ID 許可ユーザーのログイン ID を入力します。

ログイン・パスワード 許可ユーザーのパスワード。

圧縮の使用 クラウドにコピーされる前にファイルを圧縮
するには、*YES と入力します。圧縮は
Advanced Edition で使用可能です。

暗号化の使用 *YES と入力して Enter を押し、サブフィー
ルドに値を指定します。暗号化は Advanced
Edition で使用可能です。

鍵ストア・ファイル 暗号化の使用フィールドのサブフィールド。
鍵ストア・ファイルの名前を入力します。

ライブラリー 鍵ストア・ファイルフィールドのサブフィー
ルド。鍵ストア・ファイルを含むライブラリ
ーの名前を入力します。

鍵ラベル 暗号化の使用フィールドのサブフィールド。
鍵ラベルの名前を入力します。

ルート・ディレクトリー ルート・ディレクトリーを入力します。例え
ば /home/backups とします。ディレクトリ
ー・パスの先頭はスラッシュ (/) でなけれ
ばなりません。Linux および AIX では大/
小文字が区別され、IBM i ではターゲットが
/QOpenSys ファイル・システム上にある場
合を除いて大/小文字が区別されません。フ
ァイルをコピーする前にこのディレクトリー
を作成する必要があります。

20 IBMi: IBM Cloud Storage Solutions for i の使用



フィールド アクション

資源 URI FTP サーバーの完全修飾名を含む資源 URI
を入力します。保存中暗号化を有効にした場
合は、URI の先頭にセキュア・プロトコル
ftps:// を含めます。保存中暗号化を有効に
しなかった場合は、プロトコルはオプション
です。ポート番号が、デフォルトの 21 では
ない場合は、ポートを含める必要があります
(例えば ftps://
myserver.enterprise.com:23)。

完全修飾 IFS ディレクトリー名 [このパラメーターは現在実装されていませ
ん。] オプション。表示するには、F10 を押
してページ送りします。リソースと関連付け
るディレクトリーの完全修飾パス位置を入力
します。このディレクトリーからリソースへ
ファイルをコピーした後は、Cloud Storage
Solutions によって、両方の位置のファイル
が同期した状態が維持されます。デフォルト
値は *NONE です。

ファイルをリソースにコピーする場合は、 26 ページの『クラウドへのファイルの
コピー』を参照してください。

FTP リソースの変更
CHGFPRICC コマンドを使用して、FTP リソースのパラメーターを編集します。

Cloud Storage Solutions Advanced Edition がある場合、このリソースを使用して
クラウドにファイルがコピーされる際、クラウドに保存中のファイルを Cloud
Storage Solutions が暗号化するように指定できます。保存中暗号化のためのリソー
スを指定するには、鍵ストア・ファイル名とライブラリー、および鍵ラベルを、
IBM i コンピューター上にこれらを作成した管理者から入手する必要があります。
暗号化について詳しくは、『 6 ページの『Cloud Storage Solutions 暗号化の構
成』』を参照してください。

サーバー管理者から新規リソース情報を入手します。

Cloud Storage Solutions Advanced Edition をご使用の場合、Cloud Storage
Solutions がファイルをクラウドにコピーする前にファイルを圧縮し、クラウドから
ファイルをコピーした後で圧縮解除するように指定できます。リソースの作成時ま
たは変更時に、圧縮を有効にすることができます。

このコマンドを使用してリソース名を変更することはできません。このコマンドは
スレッド・セーフではありません。

1. IBM i コマンド・ラインで、CHGFPRICC と入力して F4 を押します。

2. 資源名フィールドに、リソースの名前を入力し、Enter を押します。 リソース
名が分からない場合は、F4 を押して、リソースのリストを表示してください。

3. 以下のフィールドのうちの 1 つ以上を編集し、Enter を押します。
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フィールド 説明

資源記述 説明を編集します。

ログイン ID 許可ユーザーの名前を変更します。セキュリ
ティー上の理由から、デフォルト値は *SAME
です。元の値を保持するには、フィールドの
値を *SAME のままにします。

ログイン・パスワード ログイン・パスワードを変更します。セキュ
リティー上の理由から、デフォルト値は
*SAME です。元の値を保持するには、フィー
ルドの値を *SAME のままにします。

圧縮の使用 クラウドにコピーされる前にファイルを圧縮
するには、*YES と入力します。圧縮は
Advanced Edition で使用可能です。

暗号化の使用 *YES と入力して Enter を押し、サブフィー
ルドに値を指定します。暗号化は Advanced
Edition で使用可能です。

鍵ストア・ファイル 暗号化の使用フィールドのサブフィールド。
鍵ストア・ファイルの名前を入力します。

ライブラリー 鍵ストア・ファイルフィールドのサブフィー
ルド。鍵ストア・ファイルを含むライブラリ
ーの名前を入力します。

鍵ラベル 暗号化の使用フィールドのサブフィールド。
鍵ラベルの名前を入力します。

ルート・ディレクトリー ルート・ディレクトリーを変更します。ディ
レクトリー・パスはスラッシュ (/) で始まら
なければならず、大/小文字の区別はありま
せん。

資源 URI 資源 URI を変更します。FTP サーバーの完
全修飾名を含めます。保存中暗号化を有効に
した場合は、URI の先頭にセキュア・プロト
コル ftps:// を含めます。保存中暗号化を有
効にしなかった場合は、プロトコルはオプシ
ョンです。ポート番号が、デフォルトの 21
ではない場合は、ポートを含める必要があり
ます (例えば ftps://
myserver.enterprise.com:23)。

完全修飾 IFS ディレクトリー名 [このパラメーターは現在実装されていませ
ん。] オプション。表示するには、F10 を押
してページ送りします。リソースと関連付け
るディレクトリーの完全修飾パス位置を入力
します。このディレクトリーからリソースへ
ファイルをコピーした後は、Cloud Storage
Solutions によって、両方の位置のファイル
が同期した状態が維持されます。*NONE と入
力すると、現在のデータが削除され、値が
*NONE に設定されます。
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FTP リソースの表示
DSPFPRICC コマンドを使用して、FTP リソースを表示します。

セキュリティー上の理由から、DSPFPRICC コマンドは、ログイン IDフィールドとロ
グイン・パスワードフィールドを表示しません。このコマンドはスレッド・セーフ
ではありません。

1. IBM i コマンド・ラインで、DSPFPRICC と入力して F4 を押します。

2. 資源名フィールドに、リソースの名前を入力し、Enter を押します。 リソース
名が分からない場合は、F4 を押して、リソースのリストを表示してください。

リソースの削除
DLTRSCICC コマンドを使用して、リソースを削除します。リソースの削除後には、
IFS とリソースの間でファイルをコピーすることはできません。

このコマンドはスレッド・セーフではありません。

1. IBM i コマンド・ラインで、DLTRSCICC と入力して F4 を押します。

2. 資源名フィールドに、リソースの名前を入力し、Enter を押します。 リソース
名が分からない場合は、F4 を押して、リソースのリストを表示してください。

3. 「Delete ICC Resource」パネルで Enter を押します。リソースが削除されま
す。

リソースの操作
WRKCFGICC コマンドを使用して、リソースを作成、変更、削除、および表示しま
す。

このコマンドはスレッド・セーフではありません。

1. IBM i コマンド・ラインで、WRKCFGICC と入力して F4 を押します。

2. 資源名フィールドに、リソースの名前を入力し、Enter を押します。 リソース
名が分からないか、複数のリソースを操作したい場合は、値を *ALL のままにし
て Enter を押すことで、すべてのリソースを表示します。ワイルドカードを使
用してリソースを見つけるには、リソース名の最初の数文字と、それに続いてア
スタリスク (*) を入力してから、Enter を押します。

3. 以下のいずれかのステップを実行します。

v 新規リソースを作成するには、最初の行の OPT 列で 1 と入力します。最大
10 文字を使用して「資源名」列に名前を入力します。「Type」列にリソー
ス・タイプを入力し、Enter を押します。該当するトピック ( 15 ページの
『SoftLayer リソースの作成』、 19 ページの『FTP リソースの作成』、ま
たは 11 ページの『AWS S3 または IBM Cloud Object Storage リソースの
作成』) の手順に従って、リソースを完成させます。

v 既存のリソースを操作するには、リソースの横の OPT 列で、次の表のオプ
ションのいずれかを入力し、Enter を押します。
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オプション アクション

2 リソースを変更します。リソース名以外のす
べてのものを変更できます。詳しくは、 17
ページの『SoftLayer リソースの変更』また
は 21 ページの『FTP リソースの変更』を参
照してください。

4 リソースを削除します。複数のリソースを削
除するには、各リソースの横で 4 を入力し
ます。リソースの削除後には、2 つの位置の
間でファイルをコピーすることはできませ
ん。

5 リソースを表示します。リソースを定義する
情報を表示します。

状況の操作
ファイルをコピーまたは削除する場合、ジョブで操作が実行されます。 WRKSTSICC
コマンドを使用して、それらのジョブの状況を表示し、必要な場合はそれらを終了
することができます。

クラウドへ、またはクラウドからファイルをコピーするとき、操作は非同期で実行
されます。すなわち、コマンドと同じジョブではなく、専用のバッチ・ジョブで実
行されます。ファイルを非同期にコピーする場合は、別のコマンドを実行する前
に、大規模なファイルのコピーが完了するのを長時間待機する必要はありません。
また、IBM i 機能を使用して、非同期ジョブを操作することもできます。例えばジ
ョブがいつ実行されるかをスケジュールします。ジョブを表示する前に、同期ジョ
ブのみ、または非同期ジョブのみを表示できるジョブ・タイプ・フィルターを指定
できます。ファイルのコピーについては、『クラウドへのファイルのコピー
(CPYTOCLD)』および『クラウドからのファイルのコピー (CPYFRMCLD)』を参照
してください。

このコマンドはスレッド・セーフではありません。

1. IBM i コマンド・ラインで、WRKSTSICC と入力して F4 を押します。

2. 表示するジョブのリストをフィルタリングするために、以下のフィールドに値を
入力して、Enterを押します。

注: フィールドで使用可能な値を表示するには、フィールド内にカーソルを置い
て F4 を押します。

フィールド アクション

資源タイプ 表示するジョブのリソース・タイプを入力します。例
えば、SoftLayer ジョブを表示するには、SoftLayer と
入力します。すべてのリソース・タイプのジョブを表
示するには、 *ALL と入力します。
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フィールド アクション

状況 以下のいずれかの値を入力して、表示する転送ジョブ
の状況を指定します。

v *ALL - すべての状況のジョブ

v *ACTIVE - 現在実行中のジョブ (デフォルト)

v *WAITING - ジョブ待ち行列内のジョブ

v *FAILED - 失敗したジョブ

v *SUCCESSFUL - 正常に完了したジョブ

v *ENDED - 失敗したか正常に完了したジョブ

v *NOTENDED - 待機中またはアクティブであるジョブ

ジョブ・タイプ 以下のいずれかの値を入力して、表示するジョブのタ
イプを指定します。

v *ALL - 同期して実行されるジョブと非同期で実行さ
れるジョブ (デフォルト)

v *ASYNC - 非同期で実行されるジョブ

v *SYNC - 同期して実行されるジョブ

経過日数 表示するジョブの最大経過日数を入力します。例え
ば、デフォルト値の 7 のままにすると、このコマンド
では、実行されている期間が 7 日間以下のジョブが表
示されます。

操作 以下のいずれかの値を入力して、表示するジョブの操
作を指定します。

v *ALL - すべての操作 (デフォルト)

v *FRMCLD - クラウドからのファイルのコピー操作

v *TOCLD - クラウドへのファイルのコピー操作

v *COPY - クラウドをコピー元およびコピー先とする
すべてのコピー操作

v *DELETE - クラウドからの削除操作

ジョブ名 表示するジョブのジョブ名を入力します。*ALL の値の
ままにすると、どのような名前のジョブも表示されま
す。いくつかの文字の後にアスタリスクを追加するこ
とによって、それらの文字で始まる名前を検索するこ
とができます。例えば、名前が L00000006 で始まるジ
ョブを見つけるには、L00000006* と指定します。

ジョブのユーザー あるユーザーが実行したジョブを表示する場合にその
ユーザーの名前を入力します。*ALL の値のままにする
と、すべてのユーザーが実行したジョブが表示されま
す。

配置先: *LAST の値のままにすると、ジョブ・リストの一番下
の部分 (最新のジョブ) が表示されます。*FIRST と入
力すると、ジョブ・リストの一番上の部分 (最も古いジ
ョブ) が表示されます。リストを表示した後に、ページ
を進めたり戻したりして、リストをスクロールするこ
とができます。

表示されるリストには、以下の列があります。
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列 内容

OPT ジョブに対してアクションを実行するための
オプション・フィールド。

ファイル名/時刻 2 つの列が結合されており、1 つはコピーま
たは削除されるファイルのパスと名前、もう
1 つはジョブが開始された日時です。パスと
ファイル名は、長すぎて全体を表示できない
場合、切り捨てられます。

名前 ジョブの名前。

ユーザー ジョブを開始したユーザー。

番号 ジョブ番号。

状況 現在のジョブ状況。例えば「Active」は、ジ
ョブが実行中であることを意味します。

操作 実行されている操作。例えば「TOCLD」
は、クラウドへのコピー操作です。

グラフィック% / 完了%
2 つの列が結合されており、1 つ目の
「Graphic %」は、操作がどれだけ完了した
かを示すグラフィック表現です。アスタリス
ク 1 つが操作の 10 パーセントを表し、付
加された数値が 1 の位を表します。例え
ば、以下の値では、9 個のアスタリスクが
90 パーセントに相当し、それに 5 を加え
て、95% 完了したことを表します。

*********5

「Complete %」は、操作がどれだけ完了し
たかを示す数値表現です。例えば 95 は、操
作の 95 パーセントが完了したことを意味し
ます。

3. オプション: ジョブを終了するには、ジョブの横にある OPT 列に 4 と入力
し、Enter を押します。

4. オプション: フィルターの選択を変更するには、F17 を押します。

Cloud Storage Solutions でのファイルの操作
コマンドを使用して、クラウド・リソースとの間でファイルをコピーしたり、クラ
ウドからファイルを削除したりすることができます。

クラウドへのファイルのコピー
CPYTOCLD コマンドを使用して、ファイルを IFS からクラウド・リソースにコピー
します。

v クラウド・リソースを作成する必要があります。

v コピーするファイルに対する IBM i 読み取り (*R) 権限と、ファイルに通じるパ
ス内のすべてのディレクトリーに対する実行 (*X) 権限が必要です。例えば、フ
ァイル /home/user/jdoe/file.txt をコピーする場合、home 、user、および
jdoe ディレクトリーに対する実行権限と、file.txt に対する読み取り権限が必
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要です。権限については、IBM Knowledge Center 内の『Planning integrated
file system security』を参照してください。

Cloud Storage Solutions を使用して /QSYS.LIBファイル・システム内のファイル
を操作することはできません。

リソースにコピーできるファイルのサイズは、クラウド・サービス・プロバイダー
によって決定されます。 SoftLayer で現在許可される最大ファイル・サイズは 5
GB です。 5 GB を超える大きさのファイルを SoftLayer リソースにコピーする場
合、Cloud Storage Solutions は、それをそれぞれ約 100 MB の小さいファイルに
分割します。これらのセグメントは SoftLayer アカウントで表示されます。

SoftLayer アカウントからファイルをコピーする場合、ファイルは、IBM i コンピ
ューターにコピーされる前に再構築されます。クラウドからのファイルの削除
(DLTCLDF) コマンドを使用してクラウドからファイルを削除する場合、すべての
セグメントが削除されます。

SoftLayer で現在許可されるセグメント数は、ファイルごとに 1,000 個のみです。
ファイルが 100 GB を超える場合、セグメントのサイズはファイル・サイズを
1,000 で除算したものになります。

クラウドへ、またはクラウドからファイルをコピーするとき、操作は非同期で実行
されます。すなわち、コマンドと同じジョブではなく、専用のバッチ・ジョブで実
行されます。ファイルを非同期にコピーする場合は、別のコマンドを実行する前
に、大規模なファイルのコピーが完了するのを長時間待機する必要はありません。
また、IBM i 機能を使用して、非同期ジョブを操作することもできます。例えばジ
ョブがいつ実行されるかをスケジュールします。代わりに、バッチへの投入フィー
ルドで、コピー操作をコマンドと同じジョブで実行するように指定できます。

このコマンドはスレッド・セーフではありません。

1. IBM i コマンド・ラインで、CPYTOCLD と入力して F4 を押します。

2. 以下の必須フィールドに値を入力し、Enter を押します。

フィールド アクション

資源名 既存リソースの名前を入力します。

バッチへの投入 コピー操作をコマンドを同じジョブで実行す
るには、*NO と入力します。コピー操作を専
用のジョブで実行するには、*YES の値のま
まにします。

ローカル・ファイル名 コピーするファイルの IFS パスおよび名前
を入力します。例えば以下のようにします。

/home/user/jdoe/file.txt

パスはスラッシュ (/) で始まらなければなら
ず、大/小文字の区別はありません。
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フィールド アクション

クラウド・ファイル名 ファイルのクラウド・コピーのパスおよび名
前を入力します。例えば以下のようにしま
す。

dir1/dir2/file.txt

パスが存在しない場合は、ファイルが作成さ
れます。

このパスを指定する際、リソースに定義され
ているコンテナー、バケット、またはルー
ト・ディレクトリーを含めないでください。
Cloud Storage Solutions は、そのディレク
トリーをこのパスと組み合わせて、クラウド
内の絶対パスを作成します。

リソースに定義されているコンテナー、バケ
ット、またはルート・ディレクトリーは、フ
ァイルをクラウドにコピーする前に存在して
いなければなりません。

既存ファイルを上書きする際、ほとんどのケ
ースではディレクトリーおよびファイル名で
は大文字と小文字が区別されます。 IBM i
FTP コンピューター上のファイルを上書きす
る場合、ディレクトリーおよびファイル名
は、/QOpensys ファイル・システム上にあ
る場合を除いて大/小文字の区別がありませ
ん。

クラウドからのファイルのコピー
CPYFRMCLD コマンドを使用して、ファイルをクラウド・リソースから IFS にコピー
します。

ファイルのコピー先とするパス内のすべてのディレクトリーに対する実行 (*X) 権限
と、パス内の最後のディレクトリーに対する書き込み (*W) 権限を持っていなけれ
ばなりません。そのファイルが以前にコピーされ、パス内に存在する場合、ユーザ
ーはそのファイルに対する書き込み権限を持っていなければなりません。例えば、
file.txt を /home/user/jdoe にコピーするには、home、user、および jdoe ディ
レクトリーに対する実行権限と、jdoe に対する書き込み権限が必要です。file.txt

がパス内に既にある場合は、それに対する書き込み権限が必要です。権限について
は、IBM Knowledge Center 内の『Planning integrated file system security』を参照
してください。

Cloud Storage Solutions を使用して /QSYS.LIBファイル・システム内のファイル
を操作することはできません。

ファイルを FTP クラウド・サーバーから IBM i コンピューターにコピーすると
き、そのファイルが元来 Cloud Storage Solutions を使用して FTP サーバーにコ
ピーされたのではない場合、Cloud Storage Solutions はそのファイルに 65535 と
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いうコード化文字セット ID (CCSID) を割り当てます。CCSID 65535 は、オペレ
ーティング・システムがファイルをバイナリー・データとして扱い、そのファイル
をエディターで読み取れないことを意味します。

ファイルを SoftLayer、Amazon S3、または IBM Cloud Object Storage クラウ
ド・サーバーから IBM i コンピューターにコピーするとき、そのファイルが元来
Cloud Storage Solutions を使用してクラウド・サーバーにコピーされたのではない
場合、Cloud Storage Solutions はデータを読み取り、それに基づいてファイルに
1208 (UTF-8) (テキストの場合) または 65535 (バイナリーの場合) のいずれかのコ
ード化文字セット ID (CCSID) を割り当てます。

ダウンロードされたファイルの CCSID が正しくない場合は、それを変更すること
ができます。詳しくは、IBM Knowledge Center 内のトピック『 Changing the
Coded Character Set Identifier (CCSID)』を参照してください。

クラウドへ、またはクラウドからファイルをコピーするとき、操作は非同期で実行
されます。すなわち、コマンドと同じジョブではなく、専用のバッチ・ジョブで実
行されます。ファイルを非同期にコピーする場合は、別のコマンドを実行する前
に、大規模なファイルのコピーが完了するのを長時間待機する必要はありません。
また、IBM i 機能を使用して、非同期ジョブを操作することもできます。例えばジ
ョブがいつ実行されるかをスケジュールします。代わりに、バッチへの投入フィー
ルドで、コピー操作をコマンドと同じジョブで実行するように指定できます。

このコマンドはスレッド・セーフではありません。

1. IBM i コマンド・ラインで、CPYFRMCLD と入力して F4 を押します。

2. 以下の必須フィールドに値を入力し、Enter を押します。

フィールド アクション

資源名 ファイルを含むリソースの名前を入力しま
す。

バッチへの投入 コピー操作をコマンドを同じジョブで実行す
るには、*NO と入力します。コピー操作を専
用のジョブで実行するには、*YES の値のま
まにします。
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フィールド アクション

クラウド・ファイル名 コピーされるファイルのクラウド・パスおよ
び名前を入力します。例えば以下のようにし
ます。

dir1/dir2/file.txt

リソースで定義されているコンテナーまたは
バケットを含めないでください。クラウド・
ファイル名パスをディレクトリーに付加し
て、ファイルのクラウド・コピーの絶対パス
を構成します。

ほとんどの場合、ディレクトリーおよびファ
イル名では大文字と小文字が区別されます。
ディレクトリーおよびファイル名
は、/QOpensys ファイル・システム上にあ
る場合を除いて、IBM i FTP リソースでは
大/小文字の区別がありません。

ローカル・ファイル名 コピーされるファイルの IFS パスおよびフ
ァイル名を入力します。例えば以下のように
します。

/home/user/jdoe/file.txt

パスの先頭はスラッシュ (/) でなければな
りません。パスおよびファイル名では大/小
文字の区別はありません。

パス・ディレクトリーがローカルに存在しな
い場合は作成されます。

クラウド・ファイル名とは異なるローカル・
ファイル名を入力できます。

クラウドからのファイルの削除
DLTCLDF コマンドを使用して、クラウド・リソースからファイルを削除します。

クラウドからファイルを削除するには、そのファイルを含むリソースの名前と、リ
ソース内でのファイルのパスと名前をあらかじめ知っていなければなりません。

このコマンドはスレッド・セーフではありません。

1. IBM i コマンド・ラインで、DLTCLDF と入力して F4 を押します。

2. 「Resource」フィールドに、ファイルを含むリソースの名前を入力します。

3. クラウド・ファイル名フィールドに、削除するファイルのリソース・パスおよび
名前を入力し、Enter を押します。 ほとんどの場合、パスおよびファイル名で
は大文字と小文字が区別されます。ただし、IBM i FTP コンピューターからフ
ァイルを削除する場合、および、/QOpenSys システム以外のファイル・システ
ムからファイルを削除する場合は、パスおよびファイル名に大/小文字の区別は
ありません。
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Cloud Storage Solutions API
Cloud Storage Solutions API を使用して、リソースおよびファイルを操作しま
す。

Cloud Storage Solutions リソース API
リソース API を使用して、リソース情報の作成、更新、取得、および削除を行うこ
とができます。また、リソースのリストを取得したり、システムに壊滅的な障害が
あった場合にすべてのリソースを再作成するために必要な情報を取得したりもでき
ます。

リソースの作成、更新、および取得のための新しい API が Cloud Storage
Solutions バージョン 1.2 で導入されました。これらの操作を行うためのバージョ
ン 1.1 API は非推奨になりました。バージョン 1.2 以降で動作するように開発され
るアプリケーションでは新しい API を使用する必要があります。

新しいリソース API は、クラウド・プロバイダー固有ではなく、汎用です。例え
ば、AWS S3 リソース、SoftLayer リソース、または FTP リソースを作成するた
めに、同じリソース作成 API を呼び出します。リソース情報フォーマットを含むパ
ラメーターを指定することで、作成するリソースのタイプを指定します。

リソース情報フォーマットは、タイプ固有のリソース情報を定義する構造体を示す
8 文字の ID です。例えば、SoftLayer リソースを作成するには、
Qicc_create_resource API を呼び出し、SoftLayer 固有の情報を含んでいる構造体
を示すフォーマット QICC0110 を指定します。AWS S3 リソースを作成するに
は、同じ API を呼び出し、AWS S3 固有の情報を含んでいる構造体を示すフォー
マット QICC0310 を指定します。

バージョン 1.1 のリソース作成、更新、および取得の API を使用するように開発
されたアプリケーションがある場合、新しい API を使用するようにコードを書き直
すことをお勧めします。バージョン 1.2 で導入された新しい圧縮機能および暗号化
機能を使用したくない場合は、後方互換性のために用意されている、それらの機能
のパラメーターを含んでいない新しいフォーマットを指定できます。これらのフォ
ーマットでは、圧縮および暗号化は、無効のデフォルト状態に設定されます。圧縮
および暗号化を使用するには、対応するパラメーターで新しいフォーマットを使用
する必要があります。

古い API を使用し続けることもできます。古い API は非推奨ですが、引き続きサ
ポートされ、文書化されています。

リソースを作成、更新、および取得するためのフォーマットに加えて、すべてのリ
ソースに含まれる基本情報 (ID、タイプ、名前、説明、および IBM i ディレクトリ
ー・ロケーション) を取得および更新するためのフォーマットがあります。

リソース作成 API
Qicc_create_resource API を使用して、Cloud Storage Solutions リソースを作成し
ます。

必須パラメーター・グループ:
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1 Resource information format Input Char(8)
2 Size of resource information parameter Input Binary(4)
3 Resource information Input Char(*)
4 Error code I/O Char(*)

スレッド・セーフ: なし

必須パラメーター・グループ

Resource information format
入力、CHAR(8)

リソース情報のフォーマットを示す 8 文字の ID。フォーマットは、処理対象
のリソースのコンテキストおよびクラウド・プロバイダーを定義します。以下の
いずれかのフォーマットを指定してください。

フォーマット 説明

QICC0100 SoftLayer リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を使用
したくない場合は、このフォーマットを使用してください。

QICC0110 SoftLayer リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を有効
にするためのフィールドが含まれています。

QICC0200 FTP リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を使用した
くない場合は、このフォーマットを使用してください。

QICC0210 FTP リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を有効にす
るためのフィールドが含まれています。

QICC0300 S3 リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を使用したく
ない場合は、このフォーマットを使用してください。

QICC0310 S3 リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を有効にする
ためのフィールドが含まれています。

Size of resource information parameter
入力、BINARY(4)

Resource information パラメーターのサイズ。

Resource information
入力、CHAR(*)

リソース情報。このパラメーターで指定されるリソース情報は、Resource
information format パラメーターで指定されたフォーマットによって決まりま
す。

Error code
出入力、CHAR(*)

ERRC0100 形式のエラー・コード情報の構造。詳しくは、IBM Knowledge
Center の『エラー・コード・パラメーター』のトピックを参照してください。

リソース更新 API
Qicc_update_resource API を使用して、Cloud Storage Solutions リソースを更新
します。

必須パラメーター・グループ:
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1 Resource information format Input Char(8)
2 Size of resource information parameter Input Binary(4)
3 Resource information Input Char(*)
4 Error code I/O Char(*)

スレッド・セーフ: なし

必須パラメーター・グループ

Resource information format
入力、CHAR(8)

リソース情報のフォーマットを示す 8 文字の ID。フォーマットは、処理対象
のリソースのコンテキストおよびクラウド・プロバイダーを定義します。以下の
いずれかのフォーマットを指定してください。

フォーマット 説明

QICC0000 基本リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を使用したく
ない場合は、このフォーマットを使用してください。

QICC0010 基本リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を有効にする
ためのフィールドが含まれています。

QICC0100 SoftLayer リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を使用
したくない場合は、このフォーマットを使用してください。

QICC0110 SoftLayer リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を有効
にするためのフィールドが含まれています。

QICC0200 FTP リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を使用したく
ない場合は、このフォーマットを使用してください。

QICC0210 FTP リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を有効にする
ためのフィールドが含まれています。

QICC0300 S3 リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を使用したくな
い場合は、このフォーマットを使用してください。

QICC0310 S3 リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を有効にするた
めのフィールドが含まれています。

Size of resource information parameter
入力、BINARY(4)

Resource information パラメーターのサイズ。

Resource information
入力、CHAR(*)

リソース情報。このパラメーターで指定されるリソース情報は、Resource
information format パラメーターで指定されたフォーマットによって決まりま
す。

Error code
出入力、CHAR(*)

ERRC0100 形式のエラー・コード情報の構造。詳しくは、IBM Knowledge
Center の『エラー・コード・パラメーター』のトピックを参照してください。
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リソース API の取得
Qicc_update_resource API を使用して、Cloud Storage Solutions リソースを取得
します。

必須パラメーター・グループ:

1 Resource name Input Char(10)
2 Resource information format Input Char(8)

3
Size of resource information
parameter

Input Binary(4)

4 Resource information Input Char(*)

5
Resource information bytes
supplied

Input Binary(4)

6 Error code I/O Char(*)
スレッド・セーフ: なし

必須パラメーター・グループ

Resource name
入力、CHAR(10)

取得するリソースの名前。

Resource information format
入力、CHAR(8)

リソース情報のフォーマットを示す 8 文字の ID。フォーマットは、処理対象
のリソースのコンテキストおよびクラウド・プロバイダーを定義します。以下の
いずれかのフォーマットを指定してください。

フォーマット 説明

QICC0000 基本リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を使用したく
ない場合は、このフォーマットを使用してください。

QICC0010 基本リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を有効にする
ためのフィールドが含まれています。

QICC0100 SoftLayer リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を使用し
たくない場合は、このフォーマットを使用してください。

QICC0110 SoftLayer リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を有効に
するためのフィールドが含まれています。

QICC0200 FTP リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を使用したく
ない場合は、このフォーマットを使用してください。

QICC0210 FTP リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を有効にする
ためのフィールドが含まれています。

QICC0300 S3 リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を使用したくな
い場合は、このフォーマットを使用してください。

QICC0310 S3 リソース情報のフォーマット。圧縮および暗号化を有効にするた
めのフィールドが含まれています。

Size of resource information parameter
入力、BINARY(4)

Resource information パラメーターのサイズ。
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Resource information
入力、CHAR(*)

リソース情報。このパラメーターで指定されるリソース情報は、Resource
information format パラメーターで指定されたフォーマットによって決まりま
す。

Resource information bytes supplied
入力、BINARY(4)

Resource information パラメーター値のバイト数。

Error code
出入力、CHAR(*)

ERRC0100 形式のエラー・コード情報の構造。詳しくは、IBM Knowledge
Center の『エラー・コード・パラメーター』のトピックを参照してください。

リソースの削除 API
Qicc_delete_resource API を使用して、リソースを削除します。

必須パラメーター・グループ:

1 Resource name Input Char(10)
2 Error code I/O Char(*)

スレッド・セーフ: なし

必須パラメーター・グループ

Resource name
入力、CHAR(10)

リソースの固有の名前を指定します。名前は 1 文字から 10 文字までの間であ
り、左寄せにしてスペースを埋め込む必要があります。

Error code
出入力、CHAR(*)

ERRC0100 形式のエラー・コード情報の構造。詳しくは、IBM Knowledge
Center の『エラー・コード・パラメーター』のトピックを参照してください。

リソース・リストの取得 API
Qicc_get_resource_list API を使用して、既存のリソースの名前のリストを返しま
す。

必須パラメーター・グループ:

1 Resource name Input Char(10)
2 Resource list I/O Char(28)
3 Result buffer Output Char(*)
2 Error code I/O Char(*)

スレッド・セーフ: なし

必須パラメーター・グループ

Resource name
入力、CHAR(10)
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リソース名を指定するための UTF-8 (30 バイト) または UTF-16 (20 バイト)
のリソース名。単純名、総称名、または *ALL (必ず大文字で記述) を使用でき
ます。単純名の場合、返される名前は多くても 1 つです。総称名は一連の類似
したリソース名の最初の数文字とそれに続くワイルドカードとして機能するアス
タリスクを含みます。総称名を入力するとアスタリスクの前の文字から始まるリ
ソースを返します。 総称名には、類似した名前を持つ一連のリソースの最初の
数文字と、その後にアスタリスク (ワイルドカードとして機能) が含まれます。
総称名を入力すると、アスタリスクの前に指定された文字で始まるリソースが返
されます。

Resource list
入力、CHAR(28)

指定されたバッファー・サイズと CCSID 値、および返されたリスト内容。形
式の説明については、このトピックの『リソース・リストの取得のフォーマッ
ト』セクションを参照してください。

Result buffer
出力、CHAR(*)

結果を保持するために提供されているバッファー。リソース・リストの取得形式
内の Buffer provided フィールドがゼロである場合は、NULL ポインターであ
ってもかまいません。最初の呼び出しで、必要なバッファーの長さを決定できま
す。

Error code
出入力、CHAR(*)

ERRC0100 形式のエラー・コード情報の構造。詳しくは、IBM Knowledge
Center の『エラー・コード・パラメーター』のトピックを参照してください。

リソース・リストの取得のフォーマット

表 1. リソース・リストの取得のフォーマット

オフセット

用途 型 フィールド10 進 16 進

0 0 INPUT Binary(4) Buffer provided

4 4 INPUT Binary(4) Input CCSID

8 8 INPUT Binary(4) Output CCSID

12 C OUTPUT Binary(4) Buffer available

16 10 OUTPUT Binary(4) Name length

20 14 OUTPUT Binary(4) Returned names

24 18 OUTPUT Binary(4) Available names

フィールド

Buffer provided
Result buffer パラメーターで指定されたバッファーの長さ (バイト単位)。

Input CCSID
Resource name パラメーターの CCSID。1200 または 1208 でなければなりま
せん。
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Output CCSID
Result buffer パラメーターの CCSID。1200 または 1208 でなければなりま
せん。

Buffer available
Resource name パラメーターで指定された値に一致し、Output CCSID フィール
ドで指定された CCSID を使用する名前を保持するために必要なバッファーの
サイズ。

Name length
Result buffer パラメーター内のそれぞれの名前の長さ (バイト単位)。Output
CCSID フィールドが 1200 である場合、Name length の値は 20 です。Output
CCSID フィールドが 1208 である場合、Name length の値は 30 です。

Returned names
Result buffer パラメーターで返された名前の数。

Available names
Resource name パラメーターで指定された名前と一致する名前の総数。

復元コマンドの取得 API
Qicc_get_cl_command API を使用して、すべてのリソースを再作成するために必要
な情報を返します。安全な場所に情報を保管すれば、後でシステムに壊滅的な被害
が発生した場合に、その情報を使用してリソースを再作成できます。

リソース情報を取得するには、リソースの名前を指定します。すると、そのリソー
スを再作成するために必要となる完全な IBM i 制御言語 (CL) コマンドが、関数に
よってストリングとして返されます。

必須パラメーター・グループ:

1 Resource name Input Char(10)
2 Control Language command Output Char(1024)
3 Error code I/O Char(*)

スレッド・セーフ: なし

必須パラメーター・グループ

Resource name
入力、CHAR(10)

リソースの固有の名前を指定します。名前は 1 文字から 10 文字までの間であ
り、左寄せにしてスペースを埋め込む必要があります。

Control Language command
出力、CHAR(1024)

リソースを再作成するために必要な、完全な制御言語 (CL) コマンド (ストリン
グとして)。

Error code
出入力、CHAR(*)

ERRC0100 形式のエラー・コード情報の構造。詳しくは、IBM Knowledge
Center の『エラー・コード・パラメーター』のトピックを参照してください。
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リソース情報フォーマット
API を使用してクラウド・リソースを作成、更新、または取得するには、使用可能
なリソース情報フォーマットの 1 つでリソース情報を提供する必要があります。任
意のリソースの更新または情報取得に使用できる基本フォーマットがあります。固
有のリソース・タイプに対して、作成、更新、または情報取得を行うには、その他
のフォーマットを使用できます。例えば、SoftLayer リソースを作成するには、
Qicc_create_resource API を呼び出し、QICC0100 または QICC0110 のいずれかの
フォーマットを指定する必要があります。

基本リソース情報フォーマット:

リソース更新 API およびリソース取得 API を呼び出すときに、タイプ固有の情報
を更新または取得する必要がなければ、基本リソース情報フォーマットを使用でき
ます (リソースを作成する場合は、タイプ固有フォーマットのうちの 1 つを使用す
る必要があります)。

すべてのタイプのリソースに共通する情報を含む基本フォーマットは 2 つありま
す。 QICC0000 フォーマットには、Cloud Storage Solutions バージョン 1.2 で導
入された圧縮および暗号化のパラメーターは含まれません。これは、バージョン 1.1
API を使用するように作成されたアプリケーションとの後方互換性を目的としてい
ます。QICC0010 には、圧縮および暗号化のパラメーターが含まれます。

リソースを更新する場合、更新するリソースを識別するために resource_name フィ
ールドに名前を指定する必要があります。次に、更新するフィールドに新しい値を
指定します。更新したくないフィールドには、現行値を指定するか、値 *SAME を指
定します。リソース ID を更新することはできません。

リソースを取得する場合、フォーマット値は指定しないでください。フォーマット
は取得 API に指定されたリソースのすべての情報を返します。

QICC0000 フォーマットおよび QICC0010 フォーマットには、以下のリソース情報
が含まれます。

オフセット

型 フィールド10 進 16 進

0 0 INT resource_id

4 4 INT resource_type

8 8 CHAR(10) resource_name

18 12 CHAR(100) resource_desc

108 6C CHAR(1024) directory_name (現在はサポートされていません)

1132 46C CHAR compress_data (QICC0010 のみ)

1133 46D CHAR encrypt_data (QICC0010 のみ)

1134 46E CHAR(20) keystore (QICC0010 のみ)

1154 482 CHAR(32) keylabel (QICC0010 のみ)

38 IBMi: IBM Cloud Storage Solutions for i の使用



フィールド

resource_id
リソースの作成時に Cloud Storage Solutions によってリソースに割り当てら
れた固有の ID。リソース ID は更新できません。

resource_type
クラウド・サービス・プロバイダー。可能な値は次のとおりです。

v 0: AWSS3 および IBM Cloud Object Storage

v 1: SoftLayer

v 4: FTP

resource_name
固有のリソース名。名前は最大で 10 文字であり、*NAME タイプ制限を遵守
する必要のある IBM i 基本名です。基本名では、先頭に A から Z、$、#、ま
たは @ のいずれかの文字を使用でき、その後に 9 文字以下の文字が指定でき
ます。2 文字目以降には、最初の文字と同じ文字のほか、数字の 0 から 9、下
線 (_)、およびピリオド (.) も使用できます。小文字はシステムによって大文字
に変換されます。IBM 提供のコマンドで使用する基本名は 10 文字以下でなけ
ればなりません。しかし、ユーザー定義のコマンドでは、タイプ *NAME のパ
ラメーター (PARM ステートメント、または ELEM ステートメントの TYPE
パラメーターで指定される) を、最大 256 文字で定義することができます。詳
細について、および引用された形式の名前については、IBM Knowledge Center
内のトピック『Names (*NAME)』を参照してください。

resource_desc
資源の記述。

directory_name
リソースと同期した状態を維持するIFS ディレクトリーの名前。[このフィール
ドは現在はサポートされていません。]

compress_data
ファイル圧縮を有効または無効に切り替えます。値 0 は圧縮が無効であること
を、値 1 は圧縮が有効であることを意味します。このフィールドは、
QICC0010 でのみ使用可能です。

encrypt_data
ファイル暗号化を有効または無効に切り替えます。値 0 は暗号化が無効である
ことを、値 1 は暗号化が有効であることを意味します。有効にされていると、
Cloud Storage Solutions は Advanced Encryption Standard (AES) 暗号化ア
ルゴリズムを使用して、クラウドにコピーされる前にファイルを暗号化します。
ファイルはクラウドに保存されている間も暗号化されたままになり、ホスト
IBM i コンピューターにコピーして戻されるときに暗号化解除されます。この
フィールドは、QICC0010 でのみ使用可能です。

keystore
リソースを使用してクラウドに保存されたファイルを暗号化するために Cloud
Storage Solutions が使用する必要のある証明書が入っている鍵ストア・ファイ
ルの名前。このフィールドは、QICC0010 でのみ使用可能です。

keylabel
リソースを使用して保存されたファイルを暗号化するために Cloud Storage
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Solutions が使用する必要のある証明書のラベル。この証明書は、keystore フィ
ールドで指定された鍵ストア・ファイル内になければなりません。このフィール
ドは、QICC0010 でのみ使用可能です。

SoftLayer リソース情報フォーマット:

リソースの作成、更新、および取得の API を呼び出すときに、これらのフォーマッ
トを使用して SoftLayer リソース情報を指定できます。

2 つの SoftLayer フォーマットがあります。 QICC0100 フォーマットには、Cloud
Storage Solutions バージョン 1.2 で導入された圧縮および暗号化のパラメーターは
含まれません。これは、バージョン 1.1 API を使用するように作成されたアプリケ
ーションとの後方互換性を目的としています。QICC0110 には、圧縮および暗号化
のパラメーターが含まれます。

リソースを作成する場合、resource_id 以外のすべてのフィールド値を指定する必
要があります。リソース ID は、リソースを作成するときに Cloud Storage
Solutions によって生成されます。

リソースを更新する場合、更新するリソースを識別するために resource_name フィ
ールドに名前を指定する必要があります。次に、更新するフィールドに新しい値を
指定します。更新したくないフィールドには、現行値を指定するか、値 *SAME を指
定します。リソース ID を更新することはできません。

リソースを取得する場合、フォーマット値は指定しないでください。フォーマット
は取得 API に指定されたリソースのすべての情報を返します。

QICC0100 フォーマットおよび QICC0110 フォーマットには、以下のリソース情報
が含まれます。

オフセット

型 フィールド10 進 16 進

0 0 INT resource_id

4 4 INT resource_type

8 8 CHAR(10) resource_name

18 12 CHAR(100) resource_desc

108 6C CHAR(1024) directory_name

1132 46C CHAR(2046) resource_uri

3178 C6A CHAR(510) container_name

3688 E68 CHAR(256) auth_user

3944 F68 CHAR(512) auth_key

4456 1168 CHAR compress_data (QICC0010 のみ)

4457 1169 CHAR encrypt_data (QICC0010 のみ)

4458 116A CHAR(20) keystore (QICC0010 のみ)

4478 117E CHAR(32) keylabel (QICC0010 のみ)
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フィールド

resource_id
リソースの作成時に Cloud Storage Solutions によってリソースに割り当てら
れた固有の ID。リソース ID は更新できません。

resource_type
クラウド・サービス・プロバイダー。可能な値は次のとおりです。

v 0: AWSS3 および IBM Cloud Object Storage

v 1: SoftLayer

v 4: FTP

resource_name
固有のリソース名。名前は最大で 10 文字であり、*NAME タイプ制限を遵守
する必要のある IBM i 基本名です。基本名では、先頭に A から Z、$、#、ま
たは @ のいずれかの文字を使用でき、その後に 9 文字以下の文字が指定でき
ます。2 文字目以降には、最初の文字と同じ文字のほか、数字の 0 から 9、下
線 (_)、およびピリオド (.) も使用できます。小文字はシステムによって大文字
に変換されます。IBM 提供のコマンドで使用する基本名は 10 文字以下でなけ
ればなりません。しかし、ユーザー定義のコマンドでは、タイプ *NAME のパ
ラメーター (PARM ステートメント、または ELEM ステートメントの TYPE
パラメーターで指定される) を、最大 256 文字で定義することができます。詳
細について、および引用された形式の名前については、IBM Knowledge Center
内のトピック『Names (*NAME)』を参照してください。

resource_desc
資源の記述。

directory_name
リソースと同期した状態を維持するIFS ディレクトリーの名前。[このフィール
ドは現在はサポートされていません。]

resource_uri
コンテナーの URI。

container_name
クラウド・サーバー上のルート・ディレクトリー・ロケーションであるコンテナ
ーの名前。このディレクトリーは、そこにファイルをコピーする前に存在してい
る必要があります。コンテナー名は大/小文字が区別されるため、名前を指定す
るときには大/小文字を正しく使用する必要があります。

auth_user
コンテナーにアクセスする権限があるユーザーの名前。

auth_key
コンテナーへのアクセスに必要な許可キー。

compress_data
ファイル圧縮を有効または無効に切り替えます。値 0 は圧縮が無効であること
を、値 1 は圧縮が有効であることを意味します。このフィールドは、
QICC0010 でのみ使用可能です。

encrypt_data
ファイル暗号化を有効または無効に切り替えます。値 0 は暗号化が無効である
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ことを、値 1 は暗号化が有効であることを意味します。有効にされていると、
Cloud Storage Solutions は Advanced Encryption Standard (AES) 暗号化ア
ルゴリズムを使用して、クラウドにコピーされる前にファイルを暗号化します。
ファイルはクラウドに保存されている間も暗号化されたままになり、ホスト
IBM i コンピューターにコピーして戻されるときに暗号化解除されます。この
フィールドは、QICC0010 でのみ使用可能です。

keystore
リソースを使用してクラウドに保存されたファイルを暗号化するために Cloud
Storage Solutions が使用する必要のある証明書が入っている鍵ストア・ファイ
ルの名前。このフィールドは、QICC0010 でのみ使用可能です。

keylabel
リソースを使用して保存されたファイルを暗号化するために Cloud Storage
Solutions が使用する必要のある証明書のラベル。この証明書は、keystore フィ
ールドで指定された鍵ストア・ファイル内になければなりません。このフィール
ドは、QICC0010 でのみ使用可能です。

FTP リソース情報フォーマット:

リソースの作成、更新、および取得の API を呼び出すときに、これらのフォーマッ
トを使用して FTP リソース情報を指定できます。

FTP リソース情報を含むフォーマットは 2 つあります。 QICC0200 フォーマット
には、Cloud Storage Solutions バージョン 1.2 で導入された圧縮および暗号化の
パラメーターは含まれません。これは、バージョン 1.1 API を使用するように作成
されたアプリケーションとの後方互換性を目的としています。QICC0210 には、圧
縮および暗号化のパラメーターが含まれます。

リソースを作成する場合、resource_id 以外のすべてのフィールド値を指定する必
要があります。リソース ID は、リソースを作成するときに Cloud Storage
Solutions によって生成されます。

リソースを更新する場合、更新するリソースを識別するために resource_name フィ
ールドに名前を指定する必要があります。次に、更新するフィールドに新しい値を
指定します。更新したくないフィールドには、現行値を指定するか、値 *SAME を指
定します。リソース ID を更新することはできません。

リソースを取得する場合、フォーマット値は指定しないでください。フォーマット
は取得 API に指定されたリソースのすべての情報を返します。

QICC0200 フォーマットおよび QICC0210 フォーマットには、以下のリソース情報
が含まれます。

オフセット

型 フィールド10 進 16 進

0 0 INT resource_id

4 4 INT resource_type

8 8 CHAR(10) resource_name

18 12 CHAR(100) resource_desc

108 6C CHAR(1024) directory_name
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オフセット

型 フィールド10 進 16 進

1132 46C CHAR(2046) resource_uri

3178 C6A CHAR(510) container_name

3688 E68 CHAR(256) auth_user

3944 F68 CHAR(512) auth_pwd

4456 1168 CHAR compress_data (QICC0010 のみ)

4457 1169 CHAR encrypt_data (QICC0010 のみ)

4458 116A CHAR(20) keystore (QICC0010 のみ)

4478 117E CHAR(32) keylabel (QICC0010 のみ)

フィールド

resource_id
リソースの作成時に Cloud Storage Solutions によってリソースに割り当てら
れた固有の ID。リソース ID は更新できません。

resource_type
クラウド・サービス・プロバイダー。可能な値は次のとおりです。

v 0: AWSS3 および IBM Cloud Object Storage

v 1: SoftLayer

v 4: FTP

resource_name
固有のリソース名。名前は最大で 10 文字であり、*NAME タイプ制限を遵守
する必要のある IBM i 基本名です。基本名では、先頭に A から Z、$、#、ま
たは @ のいずれかの文字を使用でき、その後に 9 文字以下の文字が指定でき
ます。2 文字目以降には、最初の文字と同じ文字のほか、数字の 0 から 9、下
線 (_)、およびピリオド (.) も使用できます。小文字はシステムによって大文字
に変換されます。IBM 提供のコマンドで使用する基本名は 10 文字以下でなけ
ればなりません。しかし、ユーザー定義のコマンドでは、タイプ *NAME のパ
ラメーター (PARM ステートメント、または ELEM ステートメントの TYPE
パラメーターで指定される) を、最大 256 文字で定義することができます。詳
細について、および引用された形式の名前については、IBM Knowledge Center
内のトピック『Names (*NAME)』を参照してください。

resource_desc
資源の記述。

directory_name
リソースと同期した状態を維持するIFS ディレクトリーの名前。[このフィール
ドは現在はサポートされていません。]

resource_uri
ストレージ・ロケーションの URI。FTP サーバーをホストするコンピューター
の完全修飾名 (例えば myserver.enterprise.com) を含みます。FTP サーバー・
コンピューターのポート番号が、デフォルトのポート番号である 21 ではない場
合は、ポートを含める必要があります (例えば myserver.enterprise.com:23)。
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container_name
サーバー・ルート・ディレクトリー。ディレクトリーの先頭はスラッシュ (/)
でなければなりません。前もってディレクトリーが存在していないと、ファイル
をそこにコピーすることはできません。IBM i コンピューター用に作成される
FTP リソースの場合、ルート・ディレクトリー名には大/小文字の区別はありま
せん。非 IBM i コンピューター用に FTP を使用する場合は、ルート・ディレ
クトリー名は大/小文字が区別されます。

auth_user
FTP サーバーにログインできるユーザーの ID。

auth_pwd
auth_user で指定されたユーザーのパスワード。

compress_data
ファイル圧縮を有効または無効に切り替えます。値 0 は圧縮が無効であること
を、値 1 は圧縮が有効であることを意味します。このフィールドは、
QICC0010 でのみ使用可能です。

encrypt_data
ファイル暗号化を有効または無効に切り替えます。値 0 は暗号化が無効である
ことを、値 1 は暗号化が有効であることを意味します。有効にされていると、
Cloud Storage Solutions は Advanced Encryption Standard (AES) 暗号化ア
ルゴリズムを使用して、クラウドにコピーされる前にファイルを暗号化します。
ファイルはクラウドに保存されている間も暗号化されたままになり、ホスト
IBM i コンピューターにコピーして戻されるときに暗号化解除されます。この
フィールドは、QICC0010 でのみ使用可能です。

keystore
リソースを使用してクラウドに保存されたファイルを暗号化するために Cloud
Storage Solutions が使用する必要のある証明書が入っている鍵ストア・ファイ
ルの名前。このフィールドは、QICC0010 でのみ使用可能です。

keylabel
リソースを使用して保存されたファイルを暗号化するために Cloud Storage
Solutions が使用する必要のある証明書のラベル。この証明書は、keystore フィ
ールドで指定された鍵ストア・ファイル内になければなりません。このフィール
ドは、QICC0010 でのみ使用可能です。

S3 または IBM Cloud Object Storage リソース情報フォーマット:

リソースの作成、更新、および取得の API を呼び出すときに、これらのフォーマッ
トを使用して S3 リソース情報または IBM Cloud Object Storage リソース情報を
指定できます。

S3 および IBM Cloud Object Storage のリソース情報を含むフォーマットは 2 つ
あります。 QICC0300 フォーマットには、Cloud Storage Solutions バージョン
1.2 で導入された圧縮および暗号化のパラメーターは含まれません。これは、バージ
ョン 1.1 API を使用するように作成されたアプリケーションとの後方互換性を目的
としています。QICC0310 には、圧縮および暗号化のパラメーターが含まれます。
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リソースを作成する場合、resource_id 以外のすべてのフィールド値を指定する必
要があります。リソース ID は、リソースを作成するときに Cloud Storage
Solutions によって生成されます。

リソースを更新する場合、更新するリソースを識別するために resource_name フィ
ールドに名前を指定する必要があります。次に、更新するフィールドに新しい値を
指定します。更新したくないフィールドには、現行値を指定するか、値 *SAME を指
定します。リソース ID を更新することはできません。

リソースを取得する場合、フォーマット値は指定しないでください。フォーマット
は取得 API に指定されたリソースのすべての情報を返します。

QICC0300 フォーマットおよび QICC0310 フォーマットには、以下のリソース情報
が含まれます。

オフセット

型 フィールド10 進 16 進

0 0 INT resource_id

4 4 INT resource_type

8 8 CHAR(10) resource_name

18 12 CHAR(100) resource_desc

108 6C CHAR(1024) directory_name

1132 46C CHAR(2046) resource_uri

3178 C6A CHAR(126) bucket_name

3304 CE8 CHAR(40) key_id

3344 D10 CHAR(80) secret_key

3424 D60 CHAR compress_data (QICC0210 のみ)

3425 D61 CHAR encrypt_data (QICC0210 のみ)

3426 D62 CHAR(20) keystore (QICC0210 のみ)

3446 D76 CHAR(32) keylabel (QICC0210 のみ)

フィールド

resource_id
リソースの作成時に Cloud Storage Solutions によってリソースに割り当てら
れた固有の ID。リソース ID は更新できません。

resource_type
クラウド・サービス・プロバイダー。可能な値は次のとおりです。

v 0: AWSS3 および IBM Cloud Object Storage

v 1: SoftLayer

v 4: FTP

resource_name
固有のリソース名。名前は最大で 10 文字であり、*NAME タイプ制限を遵守
する必要のある IBM i 基本名です。基本名では、先頭に A から Z、$、#、ま
たは @ のいずれかの文字を使用でき、その後に 9 文字以下の文字が指定でき
ます。2 文字目以降には、最初の文字と同じ文字のほか、数字の 0 から 9、下
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線 (_)、およびピリオド (.) も使用できます。小文字はシステムによって大文字
に変換されます。IBM 提供のコマンドで使用する基本名は 10 文字以下でなけ
ればなりません。しかし、ユーザー定義のコマンドでは、タイプ *NAME のパ
ラメーター (PARM ステートメント、または ELEM ステートメントの TYPE
パラメーターで指定される) を、最大 256 文字で定義することができます。詳
細について、および引用された形式の名前については、IBM Knowledge Center
内のトピック『Names (*NAME)』を参照してください。

resource_desc
資源の記述。

directory_name
リソースと同期した状態を維持するIFS ディレクトリーの名前。[このフィール
ドは現在はサポートされていません。]

resource_uri
バケットの URI。

bucket_name
クラウド・サーバー上のルート・ディレクトリー・ロケーションであるバケット
の名前。このディレクトリーは、そこにファイルをコピーする前に存在している
必要があります。バケット名は大/小文字が区別されるため、名前を指定すると
きには大/小文字を正しく使用する必要があります。

key_id
バケットにアクセスする権限があるユーザーの名前。

secret_key
バケットへのアクセスに必要な許可キー。

compress_data
ファイル圧縮を有効または無効に切り替えます。値 0 は圧縮が無効であること
を、値 1 は圧縮が有効であることを意味します。このフィールドは、
QICC0010 でのみ使用可能です。

encrypt_data
ファイル暗号化を有効または無効に切り替えます。値 0 は暗号化が無効である
ことを、値 1 は暗号化が有効であることを意味します。有効にされていると、
Cloud Storage Solutions は Advanced Encryption Standard (AES) 暗号化ア
ルゴリズムを使用して、クラウドにコピーされる前にファイルを暗号化します。
ファイルはクラウドに保存されている間も暗号化されたままになり、ホスト
IBM i コンピューターにコピーして戻されるときに暗号化解除されます。この
フィールドは、QICC0010 でのみ使用可能です。

keystore
リソースを使用してクラウドに保存されたファイルを暗号化するために Cloud
Storage Solutions が使用する必要のある証明書が入っている鍵ストア・ファイ
ルの名前。このフィールドは、QICC0010 でのみ使用可能です。

keylabel
リソースを使用して保存されたファイルを暗号化するために Cloud Storage
Solutions が使用する必要のある証明書のラベル。この証明書は、keystore フィ
ールドで指定された鍵ストア・ファイル内になければなりません。このフィール
ドは、QICC0010 でのみ使用可能です。
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リソース API (非推奨)
このセクションにある、リソースの作成、更新、および取得のための API は、非推
奨ですが、それらを使用するように開発されたアプリケーションのために引き続き
サポートされています。

新規アプリケーションでは、現行のリソース API にある、Cloud Storage
Solutions リソースの作成、更新、および取得を使用するようにしてください。

AWS S3 または IBM Cloud Object Storage リソースの作成 API (非推奨):

Qicc_create_AWSS3_resource API を使用して、AWS S3 または IBM Cloud
Object Storage リソースを作成します。

必須パラメーター・グループ:

1
Resource
information

Input AWS S3 リソース構造

2 Error code I/O エラー・コード情報構造
スレッド・セーフ: なし

必須パラメーター・グループ

resource_info
入力、AWS S3 リソース構造

リソースの作成に必要な情報を入力します。構造の形式については、 52 ページ
の『Qicc AWS S3 リソース情報構造 (非推奨)』を参照してください。

Error code
出入力、エラー・コード情報構造

ERRC0100 形式のエラー・コード情報の構造。詳しくは、IBM Knowledge
Center の『エラー・コード・パラメーター』のトピックを参照してください。

AWS S3 または IBM Cloud Object Storage リソースの変更 API (非推奨):

Qicc_update_AWSS3_resource API を使用して、AWS S3 または IBM Cloud
Object Storage リソースのパラメーターを編集します。

必須パラメーター・グループ:

1 Resource information Input S3 リソース構造
2 Error code I/O エラー・コード情報構造

スレッド・セーフ: なし

必須パラメーター・グループ

Resource information
入力、S3 リソース構造

リソースの変更に必要な情報を入力します。構造の形式については、 52 ページ
の『Qicc AWS S3 リソース情報構造 (非推奨)』を参照してください。

Error code
出入力、エラー・コード情報構造
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ERRC0100 形式のエラー・コード情報の構造。詳しくは、IBM Knowledge
Center の『エラー・コード・パラメーター』のトピックを参照してください。

AWS S3 または IBM Cloud Object Storage リソース情報の取得 API (非推奨):

Qicc_get_AWSS3_resource_info API を使用して、AWS S3 または IBM Cloud
Object Storage リソースに関する情報を取得します。

必須パラメーター・グループ:

1 Resource name Input Char(10)
2 Resource information Output S3 リソース構造
3 Error code I/O エラー・コード構造

スレッド・セーフ: なし

必須パラメーター・グループ

Resource name
入力、CHAR(10)

リソースの固有の名前を指定します。名前は 1 文字から 10 文字までの間であ
り、左寄せにしてスペースを埋め込む必要があります。

Resource information
出力、S3 リソース構造

Resource name パラメーターで指定されたクラウド・リソースに関して返された
情報。構造の形式については、 52 ページの『Qicc AWS S3 リソース情報構造
(非推奨)』を参照してください。

Error code
出入力、エラー・コード構造

ERRC0100 形式のエラー・コード情報の構造。詳しくは、IBM Knowledge
Center の『エラー・コード・パラメーター』のトピックを参照してください。

SoftLayer リソースの作成 API (非推奨):

Qicc_create_softlayer_resource API を使用して、SoftLayer リソースを作成しま
す。

必須パラメーター・グループ:

1 Resource information Input SoftLayer リソース構造
2 Error code I/O エラー・コード情報構造

スレッド・セーフ: なし

必須パラメーター・グループ

resource_info
入力、SoftLayer リソース構造

リソースの作成に必要な情報を入力します。構造の形式については、 52 ページ
の『Qicc SoftLayer リソース情報構造 (非推奨)』を参照してください。

Error code
出入力、エラー・コード情報構造
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ERRC0100 形式のエラー・コード情報の構造。詳しくは、IBM Knowledge
Center の『エラー・コード・パラメーター』のトピックを参照してください。

SoftLayer リソースの変更 API (非推奨):

Qicc_update_softlayer_resource API を使用して、SoftLayer リソースのパラメータ
ーを編集します。

必須パラメーター・グループ:

1 Resource information Input SoftLayer リソース構造
2 Error code I/O エラー・コード情報構造

スレッド・セーフ: なし

必須パラメーター・グループ

Resource information
入力、SoftLayer リソース構造

リソースの変更に必要な情報を入力します。構造の形式については、 52 ページ
の『Qicc SoftLayer リソース情報構造 (非推奨)』を参照してください。

Error code
出入力、エラー・コード情報構造

ERRC0100 形式のエラー・コード情報の構造。詳しくは、IBM Knowledge
Center の『エラー・コード・パラメーター』のトピックを参照してください。

SoftLayer リソース情報の取得 API (非推奨):

Qicc_get_softlayer_resource_info API を使用して、SoftLayer リソースに関する情
報を取得します。

必須パラメーター・グループ:

1 Resource name Input Char(10)
2 Resource information Output SoftLayer リソース構造
3 Error code I/O エラー・コード構造

スレッド・セーフ: なし

必須パラメーター・グループ

Resource name
入力、CHAR(10)

リソースの固有の名前を指定します。名前は 1 文字から 10 文字までの間であ
り、左寄せにしてスペースを埋め込む必要があります。

Resource information
出力、SoftLayer リソース構造

Resource name パラメーターで指定されたクラウド・リソースに関して返された
情報。構造の形式については、 52 ページの『Qicc SoftLayer リソース情報構
造 (非推奨)』を参照してください。

Error code
出入力、エラー・コード構造
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ERRC0100 形式のエラー・コード情報の構造。詳しくは、IBM Knowledge
Center の『エラー・コード・パラメーター』のトピックを参照してください。

FTP リソースの作成 API (非推奨):

Qicc_create_ftp_resource API を使用して、FTP リソースを作成します。

必須パラメーター・グループ:

1 Resource information Input FTP リソース構
造

2 Error code I/O エラー・コード
構造

スレッド・セーフ: なし

必須パラメーター・グループ

resource_info
入力、FTP リソース構造

リソースの作成に必要な情報を入力します。構造の形式については、『Qicc
FTP リソース情報構造』を参照してください。

Error code
出入力、エラー・コード構造

ERRC0100 形式のエラー・コード情報の構造。詳しくは、IBM Knowledge
Center の『エラー・コード・パラメーター』のトピックを参照してください。

FTP リソースの変更 API (非推奨):

Qicc_update_ftp_resource API を使用して、FTP リソースのパラメーターを編集し
ます。

必須パラメーター・グループ:

1 Resource information Input FTP リソース構
造

2 Error code I/O エラー・コード
構造

スレッド・セーフ: なし

必須パラメーター・グループ

Resource information
入力、FTP リソース構造

リソースの作成に必要な情報を入力します。構造の形式については、『Qicc
FTP リソース情報構造』を参照してください。

Error code
出入力、エラー・コード構造

ERRC0100 形式のエラー・コード情報の構造。詳しくは、IBM Knowledge
Center の『エラー・コード・パラメーター』のトピックを参照してください。
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Cloud Storage Solutions リソース構造 (非推奨):

Cloud Storage Solutions リソース構造を使用して、API にリソース情報を渡しま
す。

構造

Qicc 基本リソース情報

Qicc S3 リソース情報

Qicc SoftLayer リソース情報

Qicc FTP リソース情報

Qicc 基本リソース情報構造 (非推奨):

Qicc 基本リソース情報構造には、すべてのリソース・タイプに共通する情報が含ま
れています。

フィールド

in resource_id: byte [4]

out resource_type: byte [4]

out resource_name: char [10]

out resource_desc: char [50]

out directory_name: char [1024] [このフィールドは現在はサポートされていませ
ん。]

フィールドの説明

resource_id
リソースの作成時に Cloud Storage Solutions によってリソースに割り当てら
れた固有の ID。

resource_type
クラウド・サービス・プロバイダー。値は以下のとおりです。

v 0: AWSS3 および IBM Cloud Object Storage

v 1: SoftLayer

v 4: FTP

resource_name
固有のリソース名。名前は最大で 10 文字であり、*NAME タイプ制限を遵守
する必要のある IBM i 基本名です。基本名では、先頭に A から Z、$、#、ま
たは @ のいずれかの文字を使用でき、その後に 9 文字以下の文字が指定でき
ます。2 文字目以降には、最初の文字と同じ文字のほか、数字の 0 から 9、下
線 (_)、およびピリオド (.) も使用できます。小文字はシステムによって大文字
に変換されます。IBM 提供のコマンドで使用する基本名は 10 文字以下でなけ
ればなりません。しかし、ユーザー定義のコマンドでは、タイプ *NAME のパ
ラメーター (PARM ステートメント、または ELEM ステートメントの TYPE
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パラメーターで指定される) を、最大 256 文字で定義することができます。詳
細について、および引用された形式の名前については、IBM Knowledge Center
内のトピック『Names (*NAME)』を参照してください。

resource_desc
資源の記述。

directory_name
リソースと同期した状態を維持するIFS ディレクトリーの名前。[このフィール
ドは現在はサポートされていません。]

Qicc AWS S3 リソース情報構造 (非推奨):

AWS S3 リソースおよび IBM Cloud Object Storage リソースの取得、作成、およ
び変更の API は、Qicc AWS S3 リソース情報構造を使用します。どちらのリソー
スも AWS S3 プロトコルを使用します。

フィールド

I/O Qicc_AWSS3_Resource_Info_t: Qicc 基本リソース情報構造

I/O resource_uri: char [2046]

I/O bucket_name: char [126]

I/O key_id: char [40]

I/O secret_key: char [80]

フィールドの説明

Qicc_AWSS3_Resource_Info_t
Qicc 基本リソース情報構造。 51 ページの『Qicc 基本リソース情報構造 (非推
奨)』を参照してください。

resource_uri
バケットの URI。

bucket_name
クラウド・サーバー上のルート・ディレクトリー・ロケーションであるバケット
の名前。このディレクトリーは、そこにファイルをコピーする前に存在している
必要があります。バケット名は大/小文字が区別されるため、名前を指定すると
きには大/小文字を正しく使用する必要があります。

key_id
バケットにアクセスする権限があるユーザーの名前。

secret_key
バケットへのアクセスに必要な許可キー。

Qicc SoftLayer リソース情報構造 (非推奨):

SoftLayer リソースの取得、作成、および変更の各 API では、Qicc SoftLayer リソ
ース情報構造を使用します。
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フィールド

I/O resource_info_fields: Qicc 基本リソース情報構造

I/O resource_uri: char [2046]

I/O container_name: char [510]

I/O auth_user: char [256]

I/O auth_key: char [512]

フィールドの説明

resource_info_fields
Qicc 基本リソース情報構造。 51 ページの『Qicc 基本リソース情報構造 (非推
奨)』を参照してください。

resource_uri
コンテナーの URI。

container_name
クラウド・サーバー上のルート・ディレクトリー・ロケーションであるコンテナ
ーの名前。このディレクトリーは、そこにファイルをコピーする前に存在してい
る必要があります。コンテナー名は大/小文字が区別されるため、名前を指定す
るときには大/小文字を正しく使用する必要があります。

auth_user
コンテナーにアクセスする権限があるユーザーの名前。

auth_key
コンテナーへのアクセスに必要な許可キー。

Qicc FTP リソース情報構造 (非推奨):

FTP リソースの作成 API および FTP リソースの変更 API は、Qicc FTP リソー
ス情報構造を使用します。

フィールド

I/O resource_info_fields: Qicc 基本リソース情報構造

I/O resource_uri: char [2046]

I/O container_name: char [510]

I/O auth_user: char [256]

I/O auth_pwd: char [512]

フィールドの説明

resource_info_fields
Qicc 基本リソース情報構造。 51 ページの『Qicc 基本リソース情報構造 (非推
奨)』を参照してください。
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resource_uri
ストレージ・ロケーションの URI。FTP サーバーをホストするコンピューター
の完全修飾名 (例えば myserver.enterprise.com) を含みます。FTP サーバー・
コンピューターのポート番号が、デフォルトのポート番号である 21 ではない場
合は、ポートを含める必要があります (例えば myserver.enterprise.com:23)。

container_name
サーバー・ルート・ディレクトリー。ディレクトリーの先頭はスラッシュ (/)
でなければなりません。前もってディレクトリーが存在していないと、ファイル
をそこにコピーすることはできません。IBM i コンピューター用に作成される
FTP リソースの場合、ルート・ディレクトリー名には大/小文字の区別はありま
せん。非 IBM i コンピューター用に FTP を使用する場合は、ルート・ディレ
クトリー名は大/小文字が区別されます。

auth_user
FTP サーバーにログインできるユーザーの ID。

auth_pwd
auth_user で指定されたユーザーのパスワード。

Cloud Storage Solutions ファイル API
Cloud Storage Solutions API を使用して、ファイルおよびクラウドを操作しま
す。

クラウドへのファイルのコピー API
Qicc_copy_file_to_cloud API を使用して、ファイルを IFS からクラウドにコピー
します。ファイルが存在する場合、そのファイルは更新されます。ファイルが存在
しない場合は、ファイルが作成されます。

Cloud Storage Solutions を使用して /QSYS.LIBファイル・システム内のファイル
を操作することはできません。

リソースにコピーできるファイルのサイズは、クラウド・サービス・プロバイダー
によって決定されます。 SoftLayer で現在許可される最大ファイル・サイズは 5
GB です。 5 GB を超える大きさのファイルを SoftLayer リソースにコピーする場
合、Cloud Storage Solutions は、それをそれぞれ約 100 MB の小さいファイルに
分割します。これらのセグメントは SoftLayer アカウントで表示されます。

SoftLayer アカウントからファイルをコピーする場合、ファイルは、IBM i コンピ
ューターにコピーされる前に再構築されます。Cloud Storage Solutions を使用して
クラウドからファイルを削除する場合、すべてのセグメントが削除されます。

SoftLayer で現在許可されるセグメント数は、ファイルごとに 1,000 個のみです。
ファイルが 100 GB を超える場合、セグメントのサイズはファイル・サイズを
1,000 で除算したものになります。

必須パラメーター・グループ:

1 Resource name Input Char(10)
2 IFS file name Input パス名構造
3 Cloud file name Input パス名構造
4 User data Input Char(52)

54 IBMi: IBM Cloud Storage Solutions for i の使用



5 Asynchronous flag Input Byte(4)
6 Handle Output Byte(4)
7 Error code I/O エラー・コード構造

スレッド・セーフ: なし

必須パラメーター・グループ

Resource name
入力、CHAR(10)

リソースの固有の名前を指定します。名前は 1 文字から 10 文字までの間であ
り、左寄せにしてスペースを埋め込む必要があります。

IFS file name
入力、パス名構造

クラウドにコピーするファイルのパスおよび名前。C++ プログラムでは、これ
は Qlg_Path_Name_T 構造体です。パスの先頭はスラッシュ (/) でなければな
りません。ファイルに対する読み取り (*R) 権限と、ファイルに通じるパス内の
すべてのディレクトリーに対する実行 (*X) 権限が必要です。例え
ば、/home/user/jdoe/file.txt をコピーするには、home、user、および jdoe
ディレクトリーに対する実行権限と、file.txt に対する読み取り権限が必要で
す。権限については、IBM Knowledge Center 内の『Planning integrated file
system security』を参照してください。パス名構造については、IBM
Knowledge Center 内の『Path name format』を参照してください。

Cloud file name
入力、パス名構造

クラウド内でのファイルのパスおよび名前。C++ プログラムでは、これは
Qlg_Path_Name_T 構造体です。リソースで指定されたコンテナーまたはバケッ
ト・ノードを含めないでください。パス・ディレクトリーが存在しない場合は、
作成されます。ほとんどのリソースでは、既存ファイルを上書きする場合、ディ
レクトリー名およびファイル名には大/小文字の区別があります。例えば、上記
のファイル例を既にコピーし、その後で dir1/dir2/FILE.txt を指定した場合、
Cloud Storage Solutions は、元の file.txt とは別に、FILE.txt という名前
の 2 つ目のファイルを作成します。IBM i コンピューター上の IFS ディレク
トリーにコピーされる場合、FTP リソースは大/小文字が区別されません。パス
名構造については、IBM Knowledge Center 内の『Path name format』を参照
してください。

User data
入力、CHAR(52)

どのアップロードが完了したかを呼び出し元が識別するために役立つように、呼
び出し元が提供し、出口プログラムに渡されたデータ。

Asynchronous flag
入力、BYTE(4)

コピー操作が、コマンドと同じジョブで実行されるか、専用の別個のバッチ・ジ
ョブで非同期に実行されるかを指定します。ファイルを非同期にコピーする場合
は、別のコマンドを実行する前に、大規模なファイルのコピーが完了するのを待
機する必要はありません。待機する場合は長時間かかる可能性があります。IBM
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i 機能を使用して、非同期ジョブを操作することもできます。例えばジョブがい
つ実行されるかをスケジュールします。

ゼロの場合、この関数は、コピーが終了するまで待機してから呼び出し元にリタ
ーンします。ゼロ以外の場合、この関数はコピーを開始すると、コピーが終了す
るのを待機せずにリターンします。

Handle
出力、BYTE(4)

このファイル転送を一意的に識別する ID。完了したファイル転送を一意的に識
別するために、Cloud Connect 出口点に登録された出口プログラムに渡されま
す。

Error code
出入力、エラー・コード構造

ERRC0100 形式のエラー・コード情報の構造。詳しくは、IBM Knowledge
Center の『エラー・コード・パラメーター』のトピックを参照してください。

クラウドからのファイルのコピー API
Qicc_copy_cloud_to_file API を使用して、ファイルをクラウドから IFS にコピー
します。ファイルが存在する場合、そのファイルは更新されます。ファイルが存在
しない場合は、ファイルが作成されます。

Cloud Storage Solutions を使用して /QSYS.LIBファイル・システム内のファイル
を操作することはできません。

ファイルを FTP クラウド・サーバーから IBM i コンピューターにコピーすると
き、そのファイルが元来 Cloud Storage Solutions を使用して FTP サーバーにコ
ピーされたのではない場合、Cloud Storage Solutions はそのファイルに 65535 と
いうコード化文字セット ID (CCSID) を割り当てます。CCSID 65535 は、オペレ
ーティング・システムがファイルをバイナリー・データとして扱い、そのファイル
をエディターで読み取れないことを意味します。

ファイルを SoftLayer、Amazon S3、または IBM Cloud Object Storage クラウ
ド・サーバーから IBM i コンピューターにコピーするとき、そのファイルが元来
Cloud Storage Solutions を使用してクラウド・サーバーにコピーされたのではない
場合、Cloud Storage Solutions はデータを読み取り、それに基づいてファイルに
1208 (UTF-8) (テキストの場合) または 65535 (バイナリーの場合) のいずれかのコ
ード化文字セット ID (CCSID) を割り当てます。

ダウンロードされたファイルの CCSID が正しくない場合は、それを変更すること
ができます。IBM Knowledge Center 内のトピック『 Changing the Coded
Character Set Identifier (CCSID)』を参照してください。

必須パラメーター・グループ:

1 Resource name Input Char(10)
2 Cloud file name Input パス名構造
3 IFS file name Input パス名構造
4 User data Input Char(52)
5 Asynchronous flag Input Byte(4)
6 Handle Output Byte(4)
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7 Error code I/O エラー・コード構造
スレッド・セーフ: なし

必須パラメーター・グループ

Resource name
入力、CHAR(10)

リソースの固有の名前を指定します。名前は 1 文字から 10 文字までの間であ
り、左寄せにしてスペースを埋め込む必要があります。

Cloud file name
入力、パス名構造

クラウド内のファイルのパスおよび名前 (例えば dir1/dir2/file.txt)。C++
プログラムでは、これは Qlg_Path_Name_T 構造体です。リソースに定義され
ているコンテナー、バケット、またはルート・ディレクトリーを含めないでくだ
さい。ほとんどのリソースでは、ディレクトリー名およびファイル名には大/小
文字の区別があります。IBM i コンピューター上の IFS ディレクトリーにコピ
ーされる場合、FTP リソースは大/小文字が区別されません。パス名構造につい
ては、IBM Knowledge Center 内の『Path name format』を参照してくださ
い。

IFS file name
入力、パス名構造

クラウドからコピーされるファイルの IFS パスおよび名前。C++ プログラムで
は、これは Qlg_Path_Name_T 構造体です。パスの先頭はスラッシュ (/) でな
ければなりません。ディレクトリーが存在しない場合は、作成されます。ファイ
ルをコピーするユーザーは、パス内のすべてのディレクトリーに対する実行
(*X) 権限と、パス内の最後のディレクトリーに対する書き込み (*W) 権限を持
っていなければなりません。そのファイルが以前にコピーされ、パス内に存在す
る場合、ユーザーはそのファイルに対する書き込み権限を持っていなければなり
ません。例えば、file.txt を /home/user/jdoe にコピーするには、home、
user、および jdoe ディレクトリーに対する実行権限と、jdoe に対する書き込
み権限が必要です。file.txt がパス内に既にある場合は、それに対する書き込
み権限が必要です。権限については、IBM Knowledge Center 内の『Planning
integrated file system security』を参照してください。パス名構造については、
IBM Knowledge Center 内の『Path name format』を参照してください。

User data
入力、CHAR(52)

どのファイル・コピーが完了したかを呼び出し元が識別するために役立つよう
に、呼び出し元が提供し、出口プログラムに渡されたデータ。

Asynchronous flag
入力、BYTE(4)

コピー操作が、コマンドと同じジョブで実行されるか、専用の別個のバッチ・ジ
ョブで非同期に実行されるかを指定します。ファイルを非同期にコピーする場合
は、別のコマンドを実行する前に、大規模なファイルのコピーが完了するのを待
機する必要はありません。待機する場合は長時間かかる可能性があります。IBM

IBM Cloud Storage Solutions for i V1.2.0 ユーザーズ・ガイド 57



i 機能を使用して、非同期ジョブを操作することもできます。例えばジョブがい
つ実行されるかをスケジュールします。

ゼロの場合、この関数は、コピーが終了するまで待機してから呼び出し元にリタ
ーンします。ゼロ以外の場合、この関数はコピーを開始すると、コピーが終了す
るのを待機せずにリターンします。

Handle
出力、BYTE(4)

このファイル転送を一意的に識別する ID。完了したファイル転送を一意的に識
別するために、Cloud Connect 出口点に登録された出口プログラムに渡されま
す。

Error code
出入力、エラー・コード構造

ERRC0100 形式のエラー・コード情報の構造。詳しくは、IBM Knowledge
Center の『エラー・コード・パラメーター』のトピックを参照してください。

クラウドからのファイルの削除 API
Qicc_delete_file_from_cloud API を使用して、クラウドからファイルを削除しま
す。

必須パラメーター・グループ:

1 Resource name Input Char(10)
2 Cloud file name Input パス名構造
3 Error code I/O エラー・コード構造

スレッド・セーフ: なし

必須パラメーター・グループ

Resource name
入力、CHAR(10)

リソースの固有の名前を指定します。名前は 1 文字から 10 文字までの間であ
り、左寄せにしてスペースを埋め込む必要があります。

Cloud file name
入力、パス名構造

クラウド内のファイルのパスおよび名前。C++ プログラムでは、これは
Qlg_Path_Name_T 構造体です。リソースで定義されているコンテナーまたはバ
ケット・ノードを含めないでください。ほとんどのリソースでは、ディレクトリ
ー名およびファイル名には大/小文字の区別があります。IBM i コンピューター
上の IFS ディレクトリーにコピーされる場合、FTP リソースは大/小文字が区
別されません。詳しくは、IBM Knowledge Center 内の『Path name format』
を参照してください。

Error code
出入力、エラー・コード構造

ERRC0100 形式のエラー・コード情報の構造。詳しくは、IBM Knowledge
Center の『エラー・コード・パラメーター』のトピックを参照してください。
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クラウド内のファイルのリスト API
Qicc_list_files_in_cloud API を使用して、クラウド・リソース内のファイルをリス
トします。この API を使用して、特定のファイルがクラウド内にあることを確認で
きます。

必須パラメーター・グループ:

1 Resource name Input Char(10)
2 Cloud file name Input Char(**)
3 Handle I/O Byte(4)
4 File list Output Char(**)
5 Error code I/O エラー・コード構造

スレッド・セーフ: なし

必須パラメーター・グループ

Resource name
入力、CHAR(10)

これは、リソースの固有の名前です。名前は 1 文字から 10 文字までの間であ
り、左寄せにしてスペースを埋め込む必要があります。

Cloud file name
入力、CHAR(**)

これはオプションです。文字またはワイルドカードを指定して、リソースに保管
されているファイルを返すことがきます。例えば、A* と指定すると、A で始ま
るファイルを返すことができます。指定されない場合、すべてのファイルが返さ
れます。

Handle
入出力、BYTE(4)

関数が操作するリストを一意的に識別する ID およびリスト内の位置。最初の
関数呼び出しではこの値を 0 (ゼロ) に設定してください。関数のリターン時
に、関数によってハンドル値が設定されます。それ以降にこの関数を呼び出すと
きには、このハンドルを渡してください。

File list
出力、CHAR(**)

Cloud file name パラメーターで定義されたパターンに一致する、リスト内の最
初のファイル名。リスト内のすべての名前を取得するには、この関数を繰り返し
呼び出します。呼び出すごとに、リスト内の次の名前が返されます。リスト内の
すべての名前が返されると、値は空になります。

Error code
出入力、エラー・コード構造

ERRC0100 形式のエラー・コード情報の構造。詳しくは、IBM Knowledge
Center の『エラー・コード・パラメーター』のトピックを参照してください。

クラウド転送状態の取得 API
Qicc_get_cloud_transfer_state API を使用して、クラウドを転送先または転送元と
する特定のファイル転送の状態を取得します。

IBM Cloud Storage Solutions for i V1.2.0 ユーザーズ・ガイド 59



必須パラメーター・グループ:

1 Handle Output Byte(4)
2 Error code I/O エラー・コード構造

スレッド・セーフ: なし

必須パラメーター・グループ

Handle
出力、BYTE(4)

このファイル転送を一意的に識別する ID。これは、 54 ページの『クラウドへ
のファイルのコピー API』 および 56 ページの『クラウドからのファイルのコ
ピー API』 によって返されます。完了したファイル転送を一意的に識別するた
めに出口点に渡されます。

Error code
出入力、エラー・コード構造

ERRC0100 形式のエラー・コード情報の構造。詳しくは、IBM Knowledge
Center の『エラー・コード・パラメーター』のトピックを参照してください。

Cloud Storage Solutions 出口点構造
Cloud Storage Solutions が、クラウドを転送元および転送先としてファイルを転送
する前に、プログラムを呼び出してデータを渡すようにするには、Cloud Storage
Solutions QIBM_QICC_XFER_CLS 出口点に出口プログラムを登録します。出口プ
ログラムは、呼び出されたときに、呼び出しの成功または失敗を指定するパラメー
ターを Cloud Storage Solutions に渡す必要もあります。

出口プログラムの例を含む、出口点および出口プログラムに関する一般情報につい
ては、IBM Knowledge Centerを参照してください。

Cloud Storage Solutions 出口点は CLS00100 形式を使用し、また、スレッド・セ
ーフではありません。出口点は、Cloud Storage Solutions のインストール時に
IBM i 登録機構によって登録され、Cloud Storage Solutions がアンインストール
されると登録解除されます。

Cloud Storage Solutions は、出口プログラムを呼び出すときに 2 つのパラメータ
ーを渡します。1 つ目はファイルがアップロードされたかダウンロードされたかを
指定し、2 つ目は転送に関する情報を指定します。Cloud Storage Solutions が呼び
出す各出口プログラムは、その呼び出しの成功または失敗を表すパラメーターを返
します。3 つのすべてのパラメーターに、構造内のフィールドを表すバイト・スト
リーム値が含まれています。

構造

Qicc 出口記述

Qicc 出口操作

Qicc 出口制御値
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Qicc 出口記述構造
Qicc 出口記述構造には、構造バイト・ストリームの長さと、記述されている操作の
タイプが含まれています。

フィールド

v in exit_description_len (オフセット 0x00): byte [4]

v in operation (オフセット 0x04): byte [4]

フィールドの説明

exit_description_len
Qicc 出口記述構造バイト・ストリームの長さ。この値は 4 バイトです。バイ
ト・ストリームでは、16 進形式の値は 0x00000004 です。

operation
記述されている操作のタイプ。0 はファイルのアップロードを意味し、1 はファ
イルのダウンロードを意味します。バイト・ストリームでは、16 進形式の値は
0x00 または 0x01 です。

Qicc 出口操作構造
Qicc 出口操作構造には、操作に関する情報が含まれています。

フィールド

v in operation_info_len (オフセット 0x00): byte [4]

v in control_value_len (オフセット 0x04): int [4]

v in handle (オフセット 0x08): byte [4]

v in cloud_resource_name (オフセット 0x0C): char [10]

v in reserved (オフセット 0x16): byte [2]

v in cloud_service_name (オフセット 0x18): char [20]

v in cloud_resource_uri (オフセット 0x2C): char [1024]

v in operation (オフセット 0x42C): byte [4]

v in transfer_state (オフセット 0x430): byte [4]

v in transfer_error_code (オフセット 0x434): byte [4]

v in exit_user_data (オフセット 0x438): char [52]

v in async (オフセット 0x46C): byte [4]

v in cloud_path_name (オフセット 0x470): Qlg_Path_Name_T

Qlg_Path_Name_T 構造体については、IBM Knowledge Center 内の『Path name
format』を参照してください。

フィールドの説明

operation_info_len
Qicc 出口操作構造バイト・ストリームの長さ。この値は、1168 に
cloud_path_name の長さを加えたものです。

control_value_len
Qicc 出口制御値構造バイト・ストリームの長さ。値は 4 バイトの整数です。バ
イト・ストリームでは、16 進形式の値は 0x00000004 です。
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handle
ファイル転送を一意的に識別する ID。

cloud_resource_name
操作に関わるクラウド・リソースの固有の名前。

cloud_service_name
操作に関わるリソースを提供するクラウド・サービスの固有の名前。

cloud_resource_uri
操作に関わるリソースの URI。

operation
操作のタイプ。0 はファイルのアップロードを意味し、1 はファイルのダウンロ
ードを意味します。バイト・ストリームでは、16 進形式の値は 0x00000000 ま
たは 0x00000001 です。

transfer_state
ファイル転送の状況。以下のいずれかの値になります。

v 0: 成功

v 1: 失敗

v 2: 失敗 (再試行可能なエラー)

バイト・ストリームでは、16 進形式の値は 0x00000000、0x00000001、または
0x00000002 です。

transfer_error_code
転送失敗の理由。以下のいずれかの値になります。

v 0000: エラーはありません

v 0001: ダウンロードされたファイルにデフォルト値が与えられたという警告

v 0002: サーバーへの接続がありません

v 0003: クライアントとサーバーの間の通信エラー

v 0004: パスワードが無効です

v 0005: ユーザーが無効です

v 0006: 接続が失われました

v 0007: 接続がタイムアウトしました

v 0008: ストレージが足りなくなりました

v 0009: 転送がキャンセルされました

v 0010: 最大試行回数を超えました

v 0011: データ・エラー

v 0012: クラウド・サーバーでの権限の問題

v 0013: ローカル・ファイルのオープン、読み取り、または書き込みを行うこ
とができませんでした (I/O エラー)

v 0014: クラウド・ファイルが見つかりません

v 0015: ローカル・ファイルが見つかりません

v 0016: 内部プログラム・エラー

バイト・ストリームでは、16 進形式の値 0001 の例は 0x00000001 です。
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exit_user_data
クラウドのアップロードまたはダウンロード API を呼び出したユーザー。この
情報は、アップロード API またはダウンロード API を呼び出したプログラム
によって Cloud Storage Solutions に渡されます。このデータを使用して、API
の特定の呼び出しを識別できます。

async
操作が同期的に行われるか、非同期的に行われるかを示します。

cloud_path_name
ファイルのアップロード先またはダウンロード元となったクラウド内のパス。こ
の値は、 Qlg_Path_Name_T パス名形式を使用します。IBM Knowledge
Center 内の『Path name format』を参照してください。

Qicc 出口制御値構造
プログラムは、Qicc 出口制御値構造を使用して、Cloud Storage Solutions プログ
ラムからパラメーターを受け取る際に成功したか失敗したかを指定します。

フィールド

out process_return_code (オフセット 0x00): byte [4]

フィールドの説明

process_return_code

出口プログラムは、Cloud Storage Solutions プログラムからパラメーターを受
け取る際に成功したか失敗したかを示す 4 バイトの整数を返します。0 は成功
を意味し、1 は失敗を意味します。

Qicc 出口制御値構造は 4 バイトの整数です。バイト・ストリームでは、16 進
形式の値は 0x00000001 です。

例:

次の例では、Qicc 出口制御値構造バイト・ストリーム (16 進形式) は 4 バイト長
であり、Cloud Storage Solutions プログラムからの呼び出しが成功したことを表し
ます。

0x00000000
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特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合
があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM
の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービス
に言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能
であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を
侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用す
ることができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの
評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を
保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実
施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わ
せは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19番21号
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およ
びその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供
し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべ
ての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によって
は、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を
受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的
に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なしに、随
時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を
行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜の
ため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありま
せん。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではあり
ません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うこと
のない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとしま
す。

65



本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプロ
グラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の
相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする
方は、下記に連絡してください。

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator, Department YBWA
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901
U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができま
すが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、
IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれ
と同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定された
ものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。
一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値
が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一
部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があ
ります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要がありま
す。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公
に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っ
ておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要
求については確証できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製
品の供給者にお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回
される場合があり、単に目標を示しているものです。

表示されている IBM の価格は IBM が小売り価格として提示しているもので、現行
価格であり、通知なしに変更されるものです。卸価格は、異なる場合があります。

本書はプランニング目的としてのみ記述されています。 記述内容は製品が使用可能
になる前に変更になる場合があります。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。よ
り具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品
などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであ
り、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎませ
ん。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を
例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されていま
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す。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラット
フォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプ
リケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式
においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することが
できます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを
経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、
利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。
これらのサンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態で提供されるも
のであり、いかなる保証も提供されません。 IBM は、お客様の当該サンプル・プ
ログラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的
創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。

© (お客様の会社名) (西暦年).このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プログ
ラムから取られています。

© Copyright IBM Corp. _年を入れる_.

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示さ
れない場合があります。

プログラミング・インターフェース情報
この「ユーザーズ・ガイド」資料には、プログラムを作成するユーザーが IBM
Cloud Storage Solutions for i のサービスを使用するためのプログラミング・イン
ターフェースが記述されています。

商標
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com は、世界の多くの国で登録された International
Business Machines Corp. の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞ
れ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストに
ついては、www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft
Corporation の米国およびその他の国における商標です。

UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

Java™ およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米
国およびその他の国における商標または登録商標です。

他の製品名およびサービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標である場合が
あります。
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製品資料に関するご使用条件
これらの資料は、以下のご使用条件に同意していただける場合に限りご使用いただ
けます。

適用範囲: IBM Web サイトのご利用条件に加えて、以下のご使用条件があります。

個人使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただく
ことを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができます。た
だし、IBM の明示的な承諾をえずに、これらの資料またはその一部について、二次
的著作物を作成したり、配布 (頒布、送信を含む) または表示 (上映を含む) するこ
とはできません。

商業的使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただ
くことを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することができ
ます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずにこれらの資料の二次的著作物を作成し
たり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、または表示することは
できません。

権利: ここで明示的に許可されているもの以外に、資料や資料内に含まれる情報、デ
ータ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、ライセン
ス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありません。

資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切に守ら
れていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、ここで与えた許
可を撤回できるものとさせていただきます。

お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国のすべて
の輸出入 関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとします。

IBM は、これらの資料の内容についていかなる保証もしません。これらの資料は、
特定物として現存するままの状態で提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保
証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任なしで
提供されます。

プライバシー・ポリシーに関する考慮事項
サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品
(「ソフトウェア・オファリング」) では、製品の使用に関する情報の収集、エン
ド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザーとの対話またはその他の目的のた
めに、Cookie はじめさまざまなテクノロジーを使用することがあります。多くの場
合、ソフトウェア・オファリングにより個人情報が収集されることはありません。
IBM の「ソフトウェア・オファリング」の一部には、個人情報を収集できる機能を
持つものがあります。ご使用の「ソフトウェア・オファリング」が、これらの
Cookie およびそれに類するテクノロジーを通じてお客様による個人情報の収集を可
能にする場合、以下の具体的事項をご確認ください。

この「ソフトウェア・オファリング」は、Cookie もしくはその他のテクノロジーを
使用して個人情報を収集することはありません。
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この「ソフトウェア・オファリング」が Cookie およびさまざまなテクノロジーを
使用してエンド・ユーザーから個人を特定できる情報を収集する機能を提供する場
合、 お客様は、このような情報を収集するにあたって適用される法律、ガイドライ
ン等を遵守する必要があります。これには、エンドユーザーへの通知や同意の要求
も含まれますがそれらには限られません。

このような目的での Cookie などの各種テクノロジーの使用について詳しくは、
『IBM オンラインでのプライバシー・ステートメントのハイライト』
(http://www.ibm.com/privacy/jp/ja/)、『IBM オンラインでのプライバシー・ス
テートメント』(http://www.ibm.com/privacy/details/jp/ja/) の『クッキー、ウ
ェブ・ビーコン、その他のテクノロジー』というタイトルのセクション、および
『IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy
Statement』(http://www.ibm.com/software/info/product-privacy) を参照してく
ださい。
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索引

日本語, 数字, 英字, 特殊文字の
順に配列されています。なお, 濁
音と半濁音は清音と同等に扱われ
ています。

［ア行］
アクセシビリティー

概要 3

［カ行］
管理

暗号化の構成 6
クラウド・ストレージの取得 4
システム要件 4
注意点とベスト・プラクティス 10
保存中暗号化の構成 9
ライセンス 5
SSL の構成 6

技術情報 3
ご意見記入フォーム 3
コマンド

クラウドからのファイルのコピー 28
クラウドからのファイルの削除 30
クラウドへのファイルのコピー 26
状況の操作 24
リソースの削除 23
リソースの操作 23
Amazon S3 リソースの作成 11
Amazon S3 リソースの変更 13
FTP リソースの作成 19
FTP リソースの表示 23
FTP リソースの変更 21
IBM Cloud Object Storage リソース

の表示 15
SoftLayer リソースの作成 15
SoftLayer リソースの表示 19
SoftLayer リソースの変更 17

［サ行］
サービス情報 3
サポート情報 3
資料

アクセス 3
フィードバックの送信 3

スクリーン・リーダーおよび画面拡大機能

3

［タ行］
転送

操作 24

［ハ行］
ファイル

概要 26

［ラ行］
リソース

削除 23
操作 11, 23

リンク
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A
Amazon S3 リソース

作成 11
表示 15
変更 13

API
概要 31
基本リソース情報フォーマット 38
クラウド API の概要 54
クラウドからのファイルのコピー 56
クラウドからのファイルの削除 58
クラウド転送状態の取得 60
クラウド内のファイルのリスト 59
クラウドへのファイルのコピー 54
ファイル転送出口点 60
復元コマンドの取得 37
リソース更新 32
リソース構造 51
リソース作成 31
リソース情報フォーマット 38
リソースの取得 34
リソース・リストの取得 35
Amazon S3 または IBM Cloud

Object Storage リソース情報の取得

48
Amazon S3 または IBM Cloud

Object Storage リソースの作成 47
Amazon S3 または IBM Cloud

Object Storage リソースの変更 47
FTP リソース情報フォーマット 42
FTP リソースの作成 50

API (続き)

FTP リソースの変更 50
Qicc Amazon S3 リソース情報構造

52
Qicc FTP リソース情報構造 53
Qicc SoftLayer リソース情報構造 53
Qicc 基本リソース情報構造 51
Qicc 出口記述構造 61
Qicc 出口制御値構造 63
Qicc 出口操作構造 61
S3 および IBM Cloud Object Storage

リソース情報フォーマット 44
SoftLayer リソース情報の取得 49
Softlayer リソース情報フォーマット

40
SoftLayer リソースの削除 35
SoftLayer リソースの作成 48
SoftLayer リソースの変更 49

F
FTP リソース

作成 19
表示 23
変更 21

I
IBM Cloud Object Storage リソース

表示 15

S
SoftLayer リソース

作成 15
表示 19
変更 17
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