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Legal disclaimer
Alibaba Cloud reminds you to carefully read and fully understand the terms and condit ions of this legal
disclaimer before you read or use this document. If you have read or used this document, it  shall be
deemed as your total acceptance of this legal disclaimer.

1. You shall download and obtain this document  from the Alibaba Cloud website or other Alibaba
Cloud-authorized channels, and use this document  for your own legal business act ivit ies only. T he
content  of this document  is considered confident ial informat ion of Alibaba Cloud. You shall
st rict ly abide by the confident iality obligat ions. No part  of this document  shall be disclosed or
provided to any third party for use without  the prior writ ten consent  of Alibaba Cloud.

2. No part  of this document  shall be excerpted, t ranslated, reproduced, t ransmit ted, or
disseminated by any organizat ion, company or individual in any form or by any means without  the
prior writ ten consent  of Alibaba Cloud.

3. T he content  of this document  may be changed because of product  version upgrade, adjustment,
or other reasons. Alibaba Cloud reserves the right  to modify the content  of this document
without  not ice and an updated version of this document  will be released through Alibaba Cloud-
authorized channels from t ime to t ime. You should pay at tent ion to the version changes of this
document  as they occur and download and obtain the most  up-to-date version of this document
from Alibaba Cloud-authorized channels.

4. T his document  serves only as a reference guide for your use of Alibaba Cloud products and
services. Alibaba Cloud provides this document  based on the "status quo", "being defect ive", and
"exist ing funct ions" of its products and services. Alibaba Cloud makes every effort  to provide
relevant  operat ional guidance based on exist ing technologies. However, Alibaba Cloud hereby
makes a clear statement  that  it  in no way guarantees the accuracy, integrity, applicability, and
reliability of the content  of this document, either explicit ly or implicit ly. Alibaba Cloud shall not
take legal responsibility for any errors or lost  profits incurred by any organizat ion, company, or
individual arising from download, use, or t rust  in this document. Alibaba Cloud shall not , under
any circumstances, take responsibility for any indirect , consequent ial, punit ive, cont ingent ,
special, or punit ive damages, including lost  profits arising from the use or t rust  in this document
(even if Alibaba Cloud has been not ified of the possibility of such a loss).

5. By law, all the contents in Alibaba Cloud documents, including but  not  limited to pictures,
architecture design, page layout , and text  descript ion, are intellectual property of Alibaba Cloud
and/or its affiliates. T his intellectual property includes, but  is not  limited to, t rademark rights,
patent  rights, copyrights, and t rade secrets. No part  of this document  shall be used, modified,
reproduced, publicly t ransmit ted, changed, disseminated, dist ributed, or published without  the
prior writ ten consent  of Alibaba Cloud and/or its affiliates. T he names owned by Alibaba Cloud
shall not  be used, published, or reproduced for market ing, advert ising, promot ion, or other
purposes without  the prior writ ten consent  of Alibaba Cloud. T he names owned by Alibaba Cloud
include, but  are not  limited to, "Alibaba Cloud", "Aliyun", "HiChina", and other brands of Alibaba
Cloud and/or its affiliates, which appear separately or in combinat ion, as well as the auxiliary
signs and patterns of the preceding brands, or anything similar to the company names, t rade
names, t rademarks, product  or service names, domain names, patterns, logos, marks, signs, or
special descript ions that  third part ies ident ify as Alibaba Cloud and/or its affiliates.

6. Please direct ly contact  Alibaba Cloud for any errors of this document.
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Document conventions
Style Description Example

 Danger
A danger notice indicates a situation
that will cause major system changes,
faults, physical injuries, and other
adverse results.

 Danger:

Resetting will result in the loss of
user configuration data.

 Warning
A warning notice indicates a situation
that may cause major system changes,
faults, physical injuries, and other
adverse results.

 Warning:

Restarting will cause business
interruption. About 10 minutes are
required to restart an instance.

 Notice
A caution notice indicates warning
information, supplementary
instructions, and other content that
the user must understand.

 Notice:

If the weight is set to 0, the server
no longer receives new requests.

 Note
A note indicates supplemental
instructions, best practices, tips, and
other content.

 Note:

You can use Ctrl + A to select all
files.

> Closing angle brackets are used to
indicate a multi-level menu cascade.

Click Settings> Network> Set network
type.

Bold
Bold formatting is used for buttons ,
menus, page names, and other UI
elements.

Click OK.

Courier font Courier font is used for commands Run the cd /d C:/window  command to
enter the Windows system folder.

Italic Italic formatting is used for
parameters and variables.

bae log list --instanceid

Instance_ID

[] or [a|b]
This format is used for an optional
value, where only one item can be
selected.

ipconfig [-all|-t]

{} or {a|b}
This format is used for a required
value, where only one item can be
selected.

switch {active|stand}
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HTTPS セキュアアクセラレーション

機能 説明 デフォルト

TLS

TLS は、コンピュータ
ネットワークの通信セ
キュリティとデータの完
全性を保証するように設
計された暗号化プロトコ
ルです。

TLS バージョン 1.0、
TLS バージョン 1.1、お
よび TLS バージョン 1.2
がデフォルトで有効に
なっています。

HSTS

HSTS は RFC 6797 で規
定されています。 HSTS
は、ドメインに HTTPS
でのみアクセスするよう
にブラウザなどのクライ
アントに指定します。

無効

Back-to-source 設定
プライベートバケット back-to-source 認証

機能 説明 デフォルト

Back-to-Origin ホスト

CDN ノードが back-to-source プ
ロセスでアクセスするホストドメイ
ン名を指定します。 CDN ドメイン
名、オリジナルサイトのドメイン
名、およびカスタムドメイン名の 3
つのオプションが利用できます。

CDN ドメイン名

Back-to-source と同じプロトコル

リソースへの Back-to-source リ
クエストには、クライアントがリ
ソースを要求するのに用いるプロト
コルと完全に同じものが使用されま
す。

無効

プライベートバケットの back-to-
origin 認証

認証が成功し、認証設定が有効にな
ると、プライベートバケット認証で
有効になっているドメイン名には、
プライベートバケットにアクセスす
る権限が与えられます。

無効

キャッシュ設定

機能 説明 デフォルト

キャッシュ有効期間
指定されたリソースのキャッシュ有
効期間ルールをカスタマイズしま
す。

無効

1.機能概要
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HTTP リクエストヘッダの設定

HTTP リクエストヘッダを設定しま
す。 HTTP リクエストヘッダのカ
スタマイズには、現在 9 つのパラ
メーターを使用できます。

無効

カスタム 404 ページ
デフォルト 404、公共福祉 404、カ
スタム 404 の 3 つのオプションで
利用可能です。

デフォルト 404 ページ

機能 説明 デフォルト

アクセス制御

機能 説明 デフォルト

アンチリーチ
リファラーブラックリストまたはホ
ワイトリストを設定して、訪問者を
識別してフィルタリングします。

無効

URL 認証 オリジンサイトのリソースを保護す
るために URL 認証を使用します。 無効

IP ブラックリスト
訪問者を識別してフィルタリングす
るためにアクセスIPブラックリスト
を設定します。

無効

パフォーマンス最適化

機能 説明 デフォルト

ページ最適化
無駄な空白行と改行文字を圧縮して
削除し、効果的にページサイズを縮
小します。

無効

スマート圧縮

複数の形式でコンテンツのスマート
な圧縮をサポートし、ユーザーが送
信するコンテンツのサイズを効果的
に縮小します。

無効

フィルターパラメーター
back-to-source プロセスにおい
て、 URL の "?" 以降のパラメー
ターを削除します。

無効

ビデオ関連の設定

機能 説明 デフォルト

Back-to-source 範囲

特定の範囲内の部分コンテンツを返
すようにオリジンサイトサーバーに
通知することをユーザーに許可しま
す。 この機能によって、大容量
ファイルの配信が高速化されます。

無効

ドメイン管理 · 機能概要 CDN
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ドラッグ & ドロップ再生
ビデオまたはオーディオのオンデマ
ンドシナリオでランダムドラッグま
たはドロップ再生を有効にします。

無効

機能 説明 デフォルト

拡張設定

機能 説明 デフォルト

ピーク帯域幅

平均帯域幅が最大値を超えると、ド
メイン名のセキュリティを保護する
ために自動的にオフラインになりま
す。

無効

リフレッシュとプリロード

機能 説明 デフォルト

URL の更新とプリロード

back-to-source を再度更新す
るために、CDN キャッシュノー
ドの指定ファイルを強制的に無
効化します。

オリジンサイトから L2 キャッ
シュノードにコンテンツをアク
ティブにプッシュできます。 最
初のアクセスで、直接にキャッ
シュをヒットでき、オリジンサ
イトのプレッシャーを軽減しま
す。

有効

データ監視と統計分析

関数 説明 デフォルト

データ監視

ドメイン名、リージョン、オペレー
ター、時間間隔 ( 1 分、5 分、1 時
間 ) 、時間範囲 ( 今日、昨日、7日
間、30日間、カスタム ) を選択す
ることで、詳細な状態が確認できま
す。

有効

統計分析

統計分析では、PV や UV、エリア
や ISP、ドメイン名ランキング、人
気のある Referer や URL が確認で
きます。

有効

使用量クエリ

CDN ドメイン管理 · 機能概要
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関数 説明 デフォルト

使用量クエリ

この機能によって、特定期間におけ
る実際のトラフィック、帯域幅、リ
クエストの使用量データが取得でき
ます。

有効

課金のエクスポート

課金センターから出力されるレポー
トと比較するために、日毎または月
毎の実際の使用料がエクスポートで
きます。

有効

詳細データのエクスポート

トラフィック / bps やリクエスト
タイムの詳細データがエクスポート
でき、実際に支払った使用料の計算
またはレビューが可能です。

有効

ログ管理

関数 説明 デフォルト

ログのダウンロード 1 か月以内のログファイルをダウン
ロードできます。 有効

その他の設定

関数 説明 デフォルト

httpDNS の設定

HTTP プロトコルを使用したDNS
サービスを提供し、Alibaba Cloud
CDN のサーバーにダイレクトにア
クセスします。

無効

ドメイン管理 · 機能概要 CDN
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はじめに
ドメイン名の特定の設定をコピーし、その設定を 1 つ以上の他のドメイン名に適用することができます。

説明 ドメイン名が正常に実行されている場合のみ、その設定をコピーすることができます。

手順
コピー元のドメイン名が設定済みであることを確認します。

説明 HTTPS 証明書を別のドメイン名にコピーすることはできません。 個別に設定します。

警告 コピーする前の設定に戻すことはできません。 コピー元のドメイン名が正常に動作してい
るか、設定済みで、帯域幅が大きいことを確認します。 慎重にコピーします。

1. ドメイン名 ページで、コピーするドメイン名を選択し、[設定のコピー] をクリックします。

2. コピーする設定項目を選択し、[次へ] をクリックします。

説明 オリジンサイトと他の設定を同時にコピーすることはできません。

3. 設定を適用するコピー先のドメイン名を選択し、[次のステップ] をクリックします。

キーワードを入力して、ドメイン名を検索することもできます。

説明 コピー先のドメイン名に以前設定されていた設定は、コピーした設定によりすべて上
書きされます。 設定をコピーするときはよく注意しないと、サービスが利用できなくなる可能性
があります。

4. [確認] をクリックします。

注意
カスタム Back-to-Origin HTTP ヘッダーの場合、コピー操作により、既存の設定に設定を追加するこ
とを意味します。 たとえば、Domain A に 2 つのカスタム Back-to-Origin HTTP ヘッダー設定があ
り、Domain B から 5 つの構成をコピーすると、合計 7 つの設定が存在することになります。

2.バッチ設定

CDN ドメイン管理 · バッチ設定
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HTTP ヘッダーの場合、コピー操作により、既存の設定を上書きすることを意味します。 たとえば、
Domain A の Cache_Control が Private に設定されていて、Domain B の設定値である Public をコ
ピーすると、キャッシュ制御の設定は Public になります。
スイッチ、リファラー、IP のブラックリストまたはホワイトリストの設定をコピーすると、既存の設定
が上書きされます。

ドメイン管理 · バッチ設定 CDN
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本ドキュメントでは、Alibaba Cloud CDN のドメインにアラームルールを設定する方法について説明しま
す。

説明
Alibaba CloudMonitor を使用して、ピーク帯域幅、4 xx 形式または 5xx 形式の返された各ステータス
コードの割合、およびダウンリンクトラフィック量などの CDN ドメインメトリックに固有のアラーム
ルールを設定できます。 アラームルールがトリガーされると、Alibaba CloudMonitor は指定された通知
方法（ SMS や E メール）でアラームを送信します。

背景
1. CDN コンソールログインし、左ペインからドメイン名を選択します。

2. 右ペインの下部エリアで、Cloud Monitor をクリックします。

3. CloudMonitor ページで、左ペインから Cloud Service Monitoring > Alibaba Cloud CDNを選択
し、右側のペインの アラームルール タブをクリックします。

4. アラームルールタブページで、 アラームルールの作成をクリックします。. 次に、Alibaba Cloud
CDN のアラームルールを作成します。

3.アラームルールの設定

CDN ドメイン管理 · アラームルールの設定
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はじめに
この機能により、CDN Back-to-Source 時にシステムがアクセスする必要のあるドメイン名を指定できま
す。 ドメインタイプとして、高速化ドメイン、オリジンドメイン、またはカスタムドメインを選択できま
す。

説明 オリジンサイトが複数のサイトまたはドメイン名にバインドされている場合は、ドメイン
名を指定してます。 ドメイン名を指定しないと、Back-to-Source は失敗します。

Back-to-Origin ホストのデフォルト設定は以下のとおりです。
ソースサイトが IP タイプの場合、デフォルト設定では、Back-to-Origin ホストは高速化ドメインで
す。
ソースサイトが OSS ソースタイプの場合、デフォルト設定では、Back-to-Source ホストはソースド
メインです。

オプションには、高速化ドメイン名、ソースサイトドメイン名、およびカスタマムドメイン名がありま
す。

説明 現在、SNI Back-to-Origin は利用できません。

設定
設定の変更 : CDNドメイン名管理ページに入り、ドメイン名アクセス設定ページで、Back-to-Origin 設定
を選択し、Back-to-Origin の設定を変更できます。

ソースステーションと Back-to-Origin ホスト ( 1 つの IP / ホストは複数のドメイン名 / サイトをバイン
ドできるので、Back-to-Origin ホストを設定して、ソースが返されたときに、どのドメイン名 / サイト
に返すかを指定する必要があります) の違い :

ソースステーション : ソースステーションは、ソースが返されたときにどの IP をリクエストするのかを
決定します。
Back-to-Origin ホスト : Back-to-Origin ホストは Back-to-Source リクエストで IP 上のどのサイトに
アクセスするのか決定します。 ( IP ソースステーションにバインドされている場合、複数のドメイン名
/ サイトを設定する必要があります。 Back-to-Origin ホストは、返されたソースがどのドメイン名で
あるか、または失敗かを特定します)。

4.コンテンツ back-to-source の設定
4.1. Back-to-Origin ホスト

ドメイン管理 · コンテンツ back-to-source の設定 CDN
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説明
例 1 : ソースステーションは www.a.com のドメイン名ソースであり、Back-to-Origin ホス
トが www.B.com に設定されています。 B .com, したがって、実際のリターンソースは M で
す。 www.a.com は特定のサイト www.B.com に対応する IP にて解決します。 B .com.
例 2 : ソースステーションが IP ソースステーション 1.1.1.1、Back-to-Origin ホストが
www.B.com に設定されている場合、実際のリターンソースは 1.1.1.1 に対応する
www.B.com になります。 1. 1. 1 Back-to-Origin ホストは www.B .com に設定されており、
実際のリターンソースは 1.1.1.1: www.B .com に対応する特定のサイトになります。 B .com,
and the actual return source is the specific site that corresponds to 1. 1. 1. 1: www. B
.com.

はじめに
Back-to-Origin プロトコルと同じプロトコルを使用する機能が有効になっている場合、Back-to-Source
は、クライアントがリソースをリクエストするときに使用するのと同じプロトコルを使用してリソースを
リクエストします。 requests for resources uses the same protocol used by the client in order to
request resources. クライアントがリソースに対して HTTPS リクエストを実行し、リソースがノードに
キャッシュされていない場合は、リソースに対して同じ Back-to-Source の HTTPS リクエストが実行さ
れます。 not cached on the node, the same back-to-source HTTPS request will be made for
resources. 同様に、HTTP リクエストにも適用できます。

説明 オリジンサイトは、ポート 80 とポート 443 の両方をサポートしている必要があり、そう
でなければ、Back-to-Source が失敗する可能性があります。

手順
1. ドメイン名 ページに移動してドメイン名を選択し、[管理] をクリックします。

2. [キャッシュ設定] > [同一プロトコルで Back-to-Origin を有効化] で [変更] をクリックします。

3. [リダイレクトタイプ] : [フォロー] [HTTPS] または [HTTP] を選択します。

機能概要
プライベートバケット Back-to-Origin 認証は、CDN ドメインのトラフィックが、ユーザーアカウントで
プライベートとしてマーキングされたバケットに転送された場合に実行されます。 認証が成功し、認証設
定が有効になった後、プライベートバケット認証で有効になっているドメイン名にプライベートバケット
へのアクセス権が与えられます。

CDN が提供するリファラーアンチリーチプロテクションや許可などの機能を使用して、リソースのセキュ
リティを保護することができます。

4.2. Back-to-Origin プロトコルと同じプロトコ
ルを使用

4.3. プライベートバケット Back-to-Origin 認証

CDN ドメイン管理 · コンテンツ back-to-source の設定
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警告
認証が成功し、対応するドメインのプライベートバケット機能が有効になった後、CDN ドメ
インを使用してプライベートバケット内のリソースコンテンツにアクセスできます。 この機
能を有効にするかどうか決めるときは、慎重に検討してください。 権限が付与されるプライ
ベートバケットコンテンツが、CDN ドメインの Back-to-Origin のコンテンツとして機能する
のに適していない場合、権限を付与したり機能を有効にしたりしないようにしてください。
Web サイトが攻撃のリスクに直面している場合は、Anti-DDoS サービスを購入し、権限付与
を実行したり、プライベートバケット機能を有効にしたりしないでください。

手順
プライベートバケット Back-to-Origin 許可を有効化

1. ドメイン名 ページへ移動してドメイン名を選択し、[管理] をクリックします。

2. [Back-to-Origin 設定] > [プライベートバケットの Back-to-Origin] で機能を有効化します。

3. [権限付与] をクリックします。

4. 許可が与えられています。 ドメインのプライベートバケット Back-to-Origin の設定を有効にし
て、[確認] をクリックします。

プライベートバケット Back-to-Origin 許可を無効化

説明 CDN ドメインが、オリジンサイトとしてプライベートバケットを使用して Back-to-Origin
リクエストを送信している場合は、プライベートバケット許可を無効にしたり削除したりしないよう
にします。

1. [アクセス制御] の [ロール管理] を選択します。Access Control > Role Management .

2. AliyunCDNAccessingPrivateOSSRole 許可を削除します。

3. プライベートバケット許可が正常に削除されました。

サードパーティプライベートバケットをアクセラレーションドメインのオリジンとして使用する場合、プ
ライベートバケットへのアクセスを Alibaba Cloud CDN に許可することができます。 CDN を使用してプ
ライベートバケットからコンテンツを取得することで、リソースのホットリンクを回避できます。
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) プライベートバケットのみがサポートされています。 こ
のトピックでは、アクセラレーションドメインのサードパーティプライベートバケットへのアクセスを
CDN に許可する方法について説明します。

手順
1. Alibaba Cloud CDN コンソールにログインします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウで、[ドメイン名] をクリックします。

3. [ドメイン名] ページで、対象のドメイン名を見つけ、[管理] をクリックします。

4.4. DCDN (Dynamic Route for CDN)
4.4.1. アクセラレーションドメインを介したサードパー
ティプライベートバケットへのアクセスの許可
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4. 指定したドメインの左側のナビゲーションウィンドウで、[Back-to-Origin 設定] をクリックしま
す。

5. [サードパーティープライベートバケットへのアクセス] セクションで、[サードパーティープライベー
トバケットへのアクセス] をオンにします。

6. [サードパーティープライベートバケットへのアクセス] ダイアログボックスで、次のパラメーターを
設定します。

パラメーター 説明

アクセスキー ID AWS 署名バージョン 4 の アクセスキー ID と シーク
レットアクセスキーのみがサポートされています。
アクセスキー情報を取得するには、次の手順を実行
します。

i. AWS コンソールにログインします。

ii. 右上のナビゲーションバーで、ユーザー名を選
択し、[セキュリティ認証情報] を選択します。

iii. アクセスキー情報を作成し、ローカル .csv ファ
イルに保存します。

シークレットアクセスキー

バケット名 AWS コンソールにログインし、Amazon S3 サービ
スに移動してから、ターゲットリソースに対応する
バケット名とリージョン情報を確認します。リージョン

7. [OK] をクリックします。

本ドキュメントでは、back-to-origin の Server Name Indication（SNI）に関連する作業概念とアプリ
ケーションシナリオについて説明します。 本ドキュメントの目的は、お客様には back-to-origin SNI 機
能が必要かどうかを判断するのに役立つことです。

説明

4.5. Back-to-origin SNI

CDN ドメイン管理 · コンテンツ back-to-source の設定
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SNI とは？

SNI は、ハンドシェイクプロセスの開始時にクライアントが接続しようとしているホスト名を判断するた
めのトランスポート層セキュリティ（TLS）プロトコルの拡張機能です。 これにより、サーバーは同じ IP
アドレスと TCP ポート番号で複数の証明書を提示できるため、同じIPアドレスで提供される複数のセキュ
ア（HTTPS）Web サイト（または TLS を介したその他のサービス）が同じ証明書を使用せずに済みま
す。

サーバーが単一の IP アドレスを使用して複数のドメインに HTTPS サービスを提供する場合、サーバーに
アクセスするためのリクエストに SNI が含まれている必要があります。 SNI がリクエストされたドメイン
を指定している場合にのみ、サーバーはドメインに関連付けられた証明書を正しく返すことができます。

Back-to-origin SNI をいつ有効にすればいいのですか？

オリジンサーバーが 1 つの IP アドレスを使用して複数ドメインへの HTTPS サービスを提供し、ポート
443 が CDN でオリジンサーバーへのバックトラフィックを受信するように指定されている場合（CDN
ノードは HTTPS に従ってオリジンサーバーと通信します）back-to-origin SNI を有効にし、リクエスト
されたドメインを指定する必要があります。 CDN ノードが HTTPS に従ってオリジンサーバーと通信する
と、オリジンサーバーはリクエストされたドメインに関連付けられた証明書を正しく返すことができま
す。

説明 オリジンが Alibaba Cloud OSS の場合は、back-to-origin SNI を有効にする必要はありま
せん。

作業コンセプト
次の図は、Back-to-origin SNI の動作概念を示しています。

1. CDN ノードは、HTTPS に従ってオリジンサーバへのアクセスをリクエストします。リクエストされ
たドメイン名は SNI で指定されています。

2. リクエストを受信した後、オリジンサーバーはリクエストされたドメインに関連付けられた証明書を
CND ノードに送信します。

3. 証明書を受信した後、CDN ノードはオリジンサーバーとの安全な接続を確立します。

手順
1. CDN コンソールにログインし、左側のナビゲーションペインでドメイン名を選択します。

2. ドメイン名ページで、SNI を設定する対象ドメインを選択し、操作列の管理をクリックします。

3. 表示されたページの左側のナビゲーションペインで Back-to-Origin を選択し、ワークスペースの
Back-to-origin 構成 タブをクリックします。 Back-to-origin 構成タブページで、 Back-to-origin
SNI エリアの 調整をクリックします。
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4. Back-to-origin SNI ダイアログボックスで、Back-to-origin をオンに設定し、オリジンサーバに
よって提供されるドメインの名前を入力して確認をクリックします。

HTTP ヘッダーフィールドは、ハイパーテキスト転送プロトコル (Hypertext Transfer Protocol: HTTP)
で送信されるリクエストメッセージおよびレスポンスメッセージの、ヘッダーセクションのコンポーネン
トです。 HTTP ヘッダーフィールドは、リクエストされているリソース、クライアントまたはサーバーの
動作、および HTTP トランザクションの動作パラメーターを定義します。 HTTP 経由でオリジンと通信す
るように CDN を設定する場合、HTTP ヘッダーフィールドを追加または削除できます。

HTTP ヘッダー Back-to-origin

背景
HTTP ヘッダーフィールドには、一般フィールド、リクエストフィールド、およびレスポンスフィールド
が含まれます。

手順
1. Alibaba Cloud CDN コンソールにログインします。

4.6. HTTP ヘッダーのカスタマイズ
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2. 左側のナビゲーションウィンドウで、[ドメイン名] をクリックします。

3. [ドメイン名] ページで、対象のドメイン名を見つけ、[管理] をクリックします。

4. 指定したドメインの左側のナビゲーションウィンドウで、[Back-to-Origin 設定] をクリックしま
す。

5. [カスタムの Back-to-Origin HTTP ヘッダー] タブをクリックします。

6. [カスタマイズ] をクリックします。

7. [Back-to-Origin HTTP ヘッダー] ダイアログボックスで、[パラメーター] ドロップダウンリストから
フィールドを選択し、値を設定します。

注意 [HTTP ヘッダー] をカスタマイズする場合、[パラメーター] ドロップダウンリストか
ら、 [カスタムオリジンヘッダー] を選択し、ニーズに基づいてカスタムフィールドを追加するこ
とを推奨します。 [パラメーター] ドロップダウンリストから、システム定義フィールドを選択し
ないでください。

8. [OK] をクリックします。

その他の操作
[パラメーター] ドロップダウンリストから [カスタムオリジンヘッダー] を選択して カスタムフィール
ドを追加した後、エラーメッセージが返される場合があります。 これは指定されたフィールドが、内部使
用のための予約フィールドであることを示しています。

このトピックでは、オリジンフェッチリクエストのタイムアウト時間を設定する方法について説明しま
す。 具体的には、CDN ノードが back-to-origin リクエストを待機する期間です。 デフォルトのタイムア
ウト時間は 30 秒です。 指定されたタイムアウト時間内に CDN ノードがオリジンからリクエストを受信
しなかった場合、CDN ノードはオリジンから切断されます。

手順
1. Alibaba Cloud CDN コンソールにログインします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウで、[ドメイン名] をクリックします。

4.7. オリジンフェッチリクエストのタイムアウト
時間の設定
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3. [ドメイン名] ページで、設定対象のドメイン名を見つけ、[アクション] 列で [管理] をクリックしま
す。

4. 左側のナビゲーションウィンドウで、 [Back-to-Origin 設定] をクリックします。

5. [オリジンフェッチリクエストのタイムアウト値] セクションで、[変更] をクリックします。

6. [オリジンフェッチリクエストのタイムアウト値] ダイアログボックスで、タイムアウト値を設定しま
す。

説明

CDN ノードに送信される back-to-origin リクエストのタイムアウト時間は、100 秒未満
です。

タイムアウト時間は、900 秒以下の値に設定する必要があります。

7. [OK] をクリックします。
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はじめに
この機能は、ディレクトリパスのリソース、またはファイル名のサフィックスが異なるリソースに対す
るキャッシュサーバーの動作を設定する場合に使用できます。 指定されたリソースのキャッシュ有効期
限ルールをカスタマイズできます。
キャッシュポリシーの優先度をカスタマイズできます。
次の図に、デフォルトのキャッシュポリシーを示します。

5.ノードキャッシュ設定
5.1. キャッシュ設定
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説明
この機能はファイルの有効期限を設定する場合に使用します。 ここで指定される優先度
は、オリジンサイトで設定されるものよりも高くなります。 オリジンサイトでキャッシュ
ポリシーが設定されていない場合は、ディレクトリとファイル名のサフィックスでキャッ
シュポリシーを設定できます (フルパスモードがサポートされています)。
キャッシュファイルが頻繁に更新されない場合は、CDN キャッシュファイルを CDN ノード
から削除できます。

注意
頻繁に更新されない静的ファイル (画像ファイルやアプリケーションダウンロードファイルなど) の
キャッシュ期間は 1 か月以上に設定することを推奨します。
更新が必要な静的ファイルや、更新頻度が高い静的ファイル (例えば js ファイルや css ファイルなど)
は、実際の状況に合わせてキャッシュ期間を短く設定できます。
動的ファイル (PHP ファイル、JSP ファイル、ASP ファイルなど) は、キャッシュ期間を 0 に設定を 0
に設定することを推奨します。これは、ファイルがキャッシュされないことを示します。 PHP ファイ
ルなどの動的ファイルの更新頻度が低い場合は、キャッシュ持続期間を小さい値に設定することを推奨
します。
オリジンサイトのコンテンツは、同じファイル名で更新されるとしても、img-v1.0.jpg および img-
v2.1.jpg など異なるバージョン番号でタグ付けすることを推奨します。 file name, but tagged with
different version numbers; for example, img-v1.0.jpg and img-v2.1.jpg.

設定ガイド
1. [CDN ドメイン名] ページでドメイン名を選択して [ドメイン名] ページに移動し、キャッシュの設定を

見つけます。

2. [変更] をクリックすると、追加、変更、および削除操作を実行してキャッシュポリシーを管理できま
す。

3. [追加] をクリックして、ディレクトリパスまたはファイル名サフィックスによりキャッシュポリシー
を追加します。

たとえば、CDN ドメイン名  example.aliyun.com  に 3 つのキャッシュポリシーを設定します。

キャッシュポリシー 1 : ファイル名のサフィックスが .jpg および .png のすべてのファイルのキャッ
シュ持続期間は 1 か月で、重みは 90 です。
キャッシュポリシー 2 : /www/dir/aaa ディレクトリ内のファイルのキャッシュ持続期間は 1 時間で、
重みは 70 です。
キャッシュポリシー 3 : フルパス /www/dir/aaa/example.php のキャッシュ期間は 0 秒で (キャッ
シュアクションは実行されません)、重みは 80 です。
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優先度はポリシー 1 > ポリシー 3 > ポリシー 2 です。

説明
重みの設定範囲は 1 から 99 です。 値が大きいほど、優先度が高くなります。
異なるキャッシュポリシーに同じ重みを設定しないことを推奨します。 重みが同じキャッ
シュポリシーには、ランダムな重みが割り当てられます。

本ドキュメントでは、HTTP コードの有効期限を設定する方法について説明します。

背景情報
指定したファイル拡張子またはディレクトリルールが CDN にキャッシュされているリソースと一致する
場合は、指定した HTTP コードの有効期限に基づいてこれらのリソースの有効期限を設定できます。

説明
システムは、303、304、401、407、600、および 601 ステータスコードに関する情報を
キャッシュしません。
204、305、400、403、404、405、414、500、501、502、503、および 504 ステータスコー
ドの場合、Cache-Control ヘッダがオリジンから返されると、Cache-Control パラメータで
指定されたルールが適用されます。 HTTP コードの有効期限が指定されていない場合、
negative_ttl パラメータで指定されたデフォルトのキャッシュ時間は 1 秒です。

手順
1. CDN コンソールにログインします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウで、ドメイン名をクリックします。

3. ドメイン名ページでドメイン名を選択し、操作列で管理をクリックします。

4. 表示されたページで、左側のペインからキャッシュを選択し、右側のペインの HTTP コードの有効期
限 タブをクリックします。

5. HTTP コードの有効期限タブページで、 追加 をクリックします。

6. HTTP コードの有効期限ダイアログボックスで、タイプおよびその他の必須パラメータを設定しま

5.2. HTTP コードの有効期限の設定
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す。

タイプ 注意事項

ディレクトリ

単一のディレクトリを追加します（フルパスがサ
ポートされています）。 ディレクトリはスラッ
シュ（/）で始まる必要があります（例：/directo
ry/aaa ）

2 xx、及び 3 xx のステータスコードがサポートさ
れません。

ファイル拡張子

複数のファイル拡張子は、カンマ（,）で区切りま
す。（例：txt,jpg ）

アスタリスク（*）でのすべての種類のファイルの
一致はできません。

2 xx、及び 3 xx のステータスコードがサポートさ
れません。

7. 確認をクリックします。

説明 ディレクトリとファイル拡張子という 2 種類の HTTP コード有効期限を同時に設定し
た場合、先に設定したタイプの方が有効になります。

はじめに

5.3. HTTP リクエストヘッダーの設定
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HTTP ヘッダー (フィールド) は、ハイパーテキスト転送プロトコル (Hypertext Transfer Protocol:
HTTP) のリクエストメッセージおよびレスポンスメッセージのヘッダーセクションのコンポーネントで
す。 HTTP ヘッダーは HTTP プロセス時の動作パラメーターを定義します。 HTTP ヘッダーは、一般ヘッ
ダー、リクエストヘッダー、レスポンスヘッダーなどに分類できます。

HTTP レスポンスヘッダーを設定できます。 以下の HTTP レスポンスヘッダーパラメーターがカスタマイ
ズ可能です。

パラメーター 説明

Content-Type クライアントプログラムのレスポンスオブジェクトのコ
ンテンツタイプを指定します。

Cache-control リクエストおよびレスポンス時にクライアントプログラ
ムが従うキャッシングポリシーを指定します。

Content-Disposition
リクエストによりアクセスされたコンテンツをファイル
として保存するときに、クライアントプログラムが提供
するデフォルトのファイル名を指定します。

Content-language クライアントプログラムのレスポンスオブジェクトの言
語を指定します。

Expires クライアントプログラムのレスポンスオブジェクトの有
効期限を指定します。

Access-Control-Allow-Origin クロスオリジンリクエストの許可されるオリジンドメイ
ンを指定します。

Access-Control-Allow-Methods 許可されているクロスオリジンリクエスト方式を指定し
ます。

Access-Control-Max-Age
クライアントプログラムが特定のリソース用に起動する
プリフェッチリクエストに対してレスポンス結果が
キャッシュされる期間の長さを指定します。

Access-Control-Expose-Headers アクセスが許可されているカスタムヘッダー情報を指定
します。

注意
HTTP レスポンスヘッダーの設定は、キャッシュサーバーのアクションではなく、CDN ドメイン名の下
にあるリソースのすべてのクライアントプログラムのレスポンスアクションに影響します。
現時点でカスタマイズできるのは HTTP ヘッダーだけです。 HTTP ヘッダーに他のカスタム要件がある
場合は、チケットを起票してください。

Access-Control-Allow-Origin パラメーターには  *  (すべてのドメイン名を示す) を記述したり、完全
なドメイン名 (  www.aliyun.com  など) を設定したりすることができます。

現時点では、長いドメイン名に HTTP ヘッダーを設定することはできません。

手順
1. CDN コンソールにログオンし、[ドメイン名] ページに移動します。 ドメイン名を選択し、[管理] を

クリックします。
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2. [キャッシュ設定] > [HTTP ヘッダー] に移動して、パラメーターの[変更] または [削除] をクリックし
ます。 [追加] をクリックしてパラメーターを選択し、値を入力してカスタム HTTP ヘッダーパラメー
ターを追加することもできます。

はじめに
404 ステータスコードが返されたときに表示するページを、カスタマイズすることができます。 次の 3 つ
のオプションを使用できます。

例 : 404 コードが返された場合

デフォルト 404 ページ : HTTP 404 エラーが返された場合、サーバーはデフォルトの 404 Not Found の
ページを返します。
公共福祉 404 ページ：HTTP 404 エラーが返された場合、サーバーは公共福祉 404 ページをリアルタイ
ムに更新してそのページを返し、表示します。
カスタマイズ 404 ページ : HTTP 404 エラーが返されると、サーバーはユーザーがデザイン·編集した
404 ページを返します。 この場合、エラーページの完全な URL アドレスをカスタマイズする必要があ
ります。

注意 :
公共福祉 404 ページは、Alibaba Cloud の慈善活動用のリソースです。 無償にてトラフィック料金は
発生しません。
カスタマイズ 404 ページはパーソナルリソースであり、通常の配信に基づいた課金です。

手順
1. CDN ドメイン名概要ページに移動してドメイン名を選択し、[ドメイン名] ページに入って[カスタマ

イズ] ページページを設定します。

2. [変更] をクリックすると、カスタマイズエラーページの閲覧·管理ができます。

3. [追加] をクリックして、カスタマイズリターンコードのページコンテンツを追加します。

カスタマイズページ 404 を選択する場合は、他の静的ファイルと同様に、ページリソースをオリジンサイ
トのドメインの下に保存する必要があります。CDN ドメインの完全な URL (http:// を含む) を入力する
と、CDN ドメインを介してページにアクセスできます。

たとえば、CDN ドメイン名が  exp.aliyun.com  で、404 ページが  error404.html  の場
合、  error404.html  ページをオリジンサイトに保存することができます。"カスタマイズ 404" オプショ
ンを選択し、  http://exp.aliyun.com/error404.html  と入力します。

5.4. 404 ページのカスタマイズ
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HTTPS サービスを有効にする前に、証明書を設定する必要があります。 SSL 証明書でマネージド証明書また
は購入済み証明書を直接選択したり、無料証明書を申請したり、カスタマイズ証明書を手動でアップロー
ドしたりすることができます。 カスタマイズアップロードは、  PEM  形式の証明書のみ対応していま
す。 他の形式の証明書と秘密鍵は PEM 形式に変換する必要があります。

証明書フォーマット要件
認証局 (CA) は、一般に以下のタイプの証明書を提供します。 このうち、Alibaba Cloud CDN は Nginx
形式を使用します。 (証明書は .crt ファイル、秘密鍵は .key ファイルです)

証明書がルート CA によって発行された場合、ユーザーは証明書を 1 つだけ受け取ります。
中間 CA から複数の証明書で構成される証明書ファイルを取得した場合は、それらを一緒にアップロー
ドする前に、手動でサーバー証明書と中間証明書にスプライシングする必要があります。

説明 スプライシングのルール : サーバー証明書の後には、空白行が入らず中間証明書が続い
ている必要があります。通常、CA は証明書を発行時に関連する説明が提供されます。 ルールの説
明にご注意ください。

例

アップロードする前に正しい形式であることを確認します。

ルート CA 発行の証明書

Linux 環境の場合、証明書は  PEM  形式です。

証明書のルール :

 -----BEGIN CERTIFICATE-----  から  -----END CERTIFICATE-----  までのコンテンツを一緒にアップロード
します。

6.HTTPS 加速
6.1. 証明書フォーマット
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各行は 64 文字ですが、最後の行は 64 文字未満でも構いません。

中間 CA が発行した証明書のリンク :

 -----BEGIN CERTIFICATE----- 

 -----END CERTIFICATE----- 

 -----BEGIN Certificate ----- 

 -----END CERTIFICATE----- 

 -----BEGIN CERTIFICATE----- 

 -----END CERTIFICATE----- 

証明書のリンクに関するルール :

証明書と証明書の間に空白行を挿入しないようにします。
各証明書は、証明書のルールに準拠している必要があります。

RSA 秘密鍵形式の要件

RSA 秘密鍵のルール :

 openssl genrsa -out privateKey.pem 2048  を実行してローカルの秘密鍵を生成し、秘密鍵ファイル  p

rivateKey.pem  を作成します。

 -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----  と  ----- END RSA PRIVATE KEY-----  は手動で秘密鍵ファイルの先頭
と末尾を示します。 先頭と末尾のコンテンツも一緒にアップロードします。

各行は 64 文字ですが、最後の行は 64 文字未満でも構いません。

秘密鍵が  -----BEGIN PRIVATE KEY----- 、  -----END PRIVATE KEY-----  の形式で生成されていない場合は、
前述のルールに基づいて以下のコマンドを実行し秘密鍵を変換します。
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——-END PRIVATE 

      KEY----- 

前述のルールに基づいて以下のコマンドを実行し秘密鍵を変換します。

openssl rsa -in old_server_key.pem -out new_server_key.pem

次に、証明書と一緒に  new_server_key.pem  のコンテンツをアップロードします。

証明書の形式の変換方法
CDN HTTPS Secure Acceleration は、PEM 形式の証明書のみ対応しています。 他の形式の証明書は、
PEM 形式に変換する必要があります。 変換には OpenSSL ツールの使用を推奨します。 以下に、他の一
般的な証明書の形式を PEM に変換する方法を示します。

DER から PEM への変換

一般的に、DER 形式は Java プラットフォームで使用されます。

証明書の変換 :

openssl x509 -inform der -in certificate.cer -out certificate.pem

秘密鍵の変換 :

open-USssl rsa -inform DER -outform pem -in privatekey.der -out privatekey.pem

P7B から PEM への変換

一般に、P7B 形式は Windows Server および Tomcat で使用されます。

証明書の変換 :

openssl pkcs7 -print_certs -in incertificate.p7b -out outcertificate.cer

 outcertificat.cer  で  -----BEGIN CERTIFICATE-----  と  -----END CERTIFICATE----- のコンテンツを取得し、

証明書としてアップロードします。 CERTIFICATE----- , -----END CERTIFICATE-----  content and upload th

e content as a certificate .

秘密鍵の変換 : P7B 証明書には秘密鍵がないため、秘密鍵の部分ではなく証明書の部分のみ [CDN コン
ソール] に入力する必要があります。

PFX から PEM への変換

一般に、PFX 形式は Windows Server で使用されます。

証明書の変換 :

openssl pkcs12 -in certname.pfx -nokeys -out cert.pem

秘密鍵の変換 :

openssl pkcs12 -in certname.pfx -nocerts -out key.pem -nodes

無料の証明書
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無料の証明書とは Alibaba Cloud CDN Digicert DV バージョン SSL 無料証明書のことで、Alibaba Cloud
CDN サービスでのみ利用できル証明書です。 無料の証明書は Alibaba Cloud Security の SSL 証明書サー
ビスでは管理できません。 この証明書は CDN で HTTPS Secure Acceleration を有効にする場合にのみ
使用され、他の用途でその公開鍵と秘密鍵を取得することはできません。

無料の証明書の申請には、5〜10 分かかります。 待機中に、処理をやり直してカスタマイズ証明書を
アップロードしたり、マネージド証明書を選択したりすることができます。
始めにどの証明書を有効にしたかに関わらず、カスタマイズ証明書、マネージド証明書、または無料の
証明書を随時切り替えることができます。
無料の証明書は 1 年間有効で、期限が切れると自動的に更新されます。
本プロダクトを使用しているときに、HTTPS 設定を無効にしてから無料の証明書オプションを再度有
効にした場合、以前申請した無料の証明書が期限切れになっていなければ、その無料の証明書が使用さ
れます。 無料の証明書オプションを有効にしたときに、証明書の期限が切れていた場合、システムは無
料の証明書を再申請します。

その他の証明書の問題
- 証明書を無効化、有効化、および変更することができます。 証明書を無効化すると、証明書情報は保
持されなくなります。 証明書を再度有効化するとき、証明書と秘密鍵をアップロードし直す必要があり
ます。 『HTTPS Secure Acceleration 設定のチュートリアル』をご参照ください。
SNI 情報を含む SSL/TLS "ハンドシェイク" のみ対応しています。
アップロードする証明書と秘密鍵が一致していることを確認します。
証明書の更新が有効になるまでに 10 分かかります。
パスワード付きの秘密鍵はサポートされていません。

はじめに
HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer) は、セキュリティを確保するために
設計された HTTP チャネルです。 HTTPS は HTTP を SSL/TLS プロトコルでカプセル化しているので、
HTTPS セキュリティの基盤は SSL/TLS です。

HTTPS アクセラレーションの利点 :

伝送中の重要な情報を暗号化し、攻撃によるセッション ID やクッキーなどの情報漏洩を回避します。
伝送中のデータの整合性を確保し、DNS やコンテンツが第三者に乗っ取られるなどの中間者攻撃
(MITM) を防ぎます。

Alibaba Cloud CDN は HTTPS セキュリティアクセラレーションを提供します。 HTTPS を有効にした後
に証明書と秘密鍵をアップロードすると、証明書の確認、無効化、有効化、および編集ができます。

説明 SNI Back-to-Origin が必要な場合は、チケットを起票してください。

利用シナリオ
Alibaba Cloud CDN ノードへのリクエストは HTTPS セキュアアクセラレーションによって暗号化されま
す。 また、CDN ノードはオリジンサイトの設定に従って、オリジンサイトのリソースにアクセスしま
す。 オリジンサイトで HTTPS を設定し有効にして、フルリンクで HTTPS アクセラレーションを暗号化
することを推奨します。

HTTPS 暗号化のプロセスは以下のとおりです。

6.2. HTTPS セキュリティアクセラレーション
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1. HTTPS リクエストを開始します。

2. サーバーは公開鍵と秘密鍵 (自前で作成またはプロフェッショナルな組織による申請) を生成します。

3. サーバーから公開証明書が送られてきます。

4. 証明書を検証します。

証明書が正しい場合は、乱数 (秘密鍵) が生成され、公開鍵で暗号化されてサーバーに転送されま
す。

証明書が正しくない場合、SSL ハンドシェイクは失敗します。

説明 証明書の検証には、証明書が有効期間内であること、CA の信頼性、サーバー発行者の
ナンバー署名を暗号化できる公開鍵であること、サーバーの証明書のドメイン名が実際のドメイ
ンと一致するかなどが含まれます。

5. サーバーは以前の秘密鍵を使用して乱数 (秘密鍵) を復号化して取得します。

6. サーバーは秘密鍵を使用して送信データを暗号化します。

7. 秘密鍵を使用して暗号化されたサーバーの日付を復号化し、最終的にデータを取得します。

注
設定について

HTTPS セキュリティアクセラレーションは、画像と小容量ファイル、ダウンロード、ビデオ、および
ライブストリーミングメディアで利用できます。
ワイルドカードドメイン名に HTTPS Acceleration を利用することができます。
HTTPS Acceleration を有効化または無効化できます。

有効化 : 証明書を変更することができます。 システムは、デフォルトですべての HTTP リクエストお
よび HTTPS リクエストと互換性があります。 オリジナルのリクエスト方法に強制リダイレクトをカ
スタマイズすることもできます。
無効化 : システムは HTTPS リクエストをサポートせず、証明書または秘密鍵の情報も保存しませ
ん。 証明書を再度開く場合は、証明書または秘密鍵を再アップロードする必要があります。

証明書を確認することはできますが、秘密鍵は重要性が高いため確認することはできません。 証明書情
報の扱いにはご注意ください。
証明書の更新は慎重に行います。 更新は 1 分後に有効になります。

課金について

HTTPS セキュリティアクセラレーションは付加価値サービスなので、HTTPS リクエストは支払いが発生
します。 詳細は、「HTTPS 価格設定」をご参照ください。

説明 HTTPS リクエストには別途お支払いが発生します。 アカウントの残高が十分あることを確
認しておかないと、CDN サービスに影響する可能性があります。

証明書について

httpsセキュリティアクセラレーション機能を使用してアクセラレーションドメイン名を有効にするに
は、証明書と秘密鍵を  PEM  形式でアップロードする必要があります。
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説明 Alibaba Cloud CDN は Nginx ベースの Tengine サービスのみを採用しているため、  PE

M  形式の証明書のみが利用可能です。 詳細は、「証明書のフォーマット」をご参照ください。

SNI 情報を含む SSL/TLS ハンドシェイクのみが利用可能です。
アップロードした証明書が秘密鍵と一致しないと、検証に失敗する可能性があります。
パスワード付きの秘密鍵は利用できません。

手順
1. 証明書を購入 ドメイン名と一致する証明書を所有している場合にのみ、httpsセキュリティアクセラ

レーションを有効にできます。 [SSL 証明書コンソール] で Alibaba Cloud 証明書を購入、または無料
の証明書の申請が簡単に行なえます。

2. [CDN コンソール] にログインして [ドメイン名] ページに入ります。 ドメイン名を選択し、[管理] を
クリックします。

3. [HTTPS 設定] > [HTTPS 証明書] で、[変更] をクリックします。

4. [HTTPS 設定] ダイアログで [HTTPS セキュア] を有効にします。

5. 証明書のタイプを選択します。 [Alibaba Cloud 証明書]、[カスタム]、または[無料証明書] を選択で
きます。 現在利用可能なのは  PEM  形式のみです。

Alibaba Cloud 証明書を選択できます。 一覧に一致する証明書がない場合は、カスタム証明書を
選択してください。 証明書名を設定したら、証明書の内容と秘密鍵をアップロードする必要があり
ます。 アップロードした証明書は Alibaba Cloud Security に保存されます。 証明書は [マイ証明
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書] で確認できます。

無料の証明書、つまり Alibaba Cloud CDN Digicert DV バージョン SSL 無料証明書も選択できま
す。 この無料の証明書は Alibaba Cloud CDN サービスでのみ利用可能で、Alibaba Cloud
Security の SSL 証明書サービスで管理することはできません。 この証明書は CDN で httpsセキュ
リティアクセラレーションを有効にする場合にのみ使用され、他の用途で公開鍵と秘密鍵を取得す
ることはできません。 無料の証明書の使用を選択後、証明書が有効になるまでに約 10 分かかりま
す。

6. 証明書が有効かどうかを確認します。 証明書が有効になったら (約 1 時間)、HTTPS を使用してリ
ソースにアクセスできます。 緑色の HTTPS マークは、Web サイトとのプライベート接続が確立さ
れ、httpsセキュリティアクセラレーションが有効になったことを示します。

説明 証明書の交換について
証明書を無料証明書または Alibaba Cloud 証明書に変更する場合は、[HTTPS 設定] ページで
変更する証明書 ([無料証明書] または [Alibaba Cloud 証明書]) を再選択します。
証明書をカスタム証明書に変更する場合は、[HTTPS 設定] ページで [カスタム] を選択しま
す。 ターゲット証明書の名前と内容を入力ボックスに入力した後、証明書を送信します。

HTTP/2 は HTTP の最新バージョンで、リソースアクセスの効率とセキュリティが向上しています。 この
ドキュメントでは、HTTP/2 の概念と利点、および HTTP/2 を有効にする方法について説明します。

前提条件
HTTPS 証明書が設定されていることを確認してください。 詳細については、「HTTPS セキュリティアク
セラレーション」をご参照ください.

説明
HTTPS 証明書を初めて設定する場合は、証明書が有効になるのを待ってから HTTP/2 を有効
にする必要があります。
HTTP/2 を有効にした後に HTTPS アクセラレーションを無効にすると、HTTP/2 は自動的に
無効になります。

背景
当初は HTTP 2.0 という名称だった HTTP/2 は、HTTP の最新バージョンです。 Google Chrome、
Internet Explorer 11、Safari、Mozilla Firefox などのすべての主要なブラウザーでサポートされていま
す。 HTTP/2 は最適化されたパフォーマンスを提供し、HTTP/1.1 セマンティクスと互換性があります。
HTTP/2 は SPDY に似ていますが、 HTTP/1.1 とは大きく異なります。

HTTP/2 の利点：

バイナリエンコーディング：データをテキストに解析する HTTP 1.x とは異なり、HTTP/2 は送信され
るデータをメッセージとフレームに分割し、バイナリ形式にエンコードします。 バイナリエンコーディ
ングにより、HTTP/2 はよりスケーラブルになります。 たとえば、データや命令を送信するためにフ
レームを導入できます。

6.3. HTTP/2 の有効化
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コンテンツセキュリティ：HTTP/2 は HTTPS に基づいて設計され、ネットワークパフォーマンスを維
持しながらコンテンツセキュリティを保護します。
多重化：HTTP/2 では、単一の接続で複数の同時ストリームを多重化できます。 具体的には、ブラウザ
を使用して、1 つの接続で同時に無数の要求を開始でき、サーバーはこれらの要求に対する応答を同時
に返します。 さらに、ストリームの依存関係を設定できます。これにより、クライアントは、同じ接続
上の他のストリームに対する特定のストリームの重要性をサーバーに通知し、リソースを適切に割り当
てることができます。
ヘッダー圧縮：HTTP ヘッダーには大量の情報が含まれており、繰り返し送信されます。 HTTP/2 は、
HTTP ヘッダーを HPACK 形式に圧縮し、通信の両端で各 HTTP ヘッダーインデックスのコピーを
キャッシュできるため、重複する HTTP ヘッダーのインデックス番号のみを送信できます。 これによ
り、伝送速度と効率が向上します。

手順
1. Alibaba Cloud CDN コンソールにログインします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウで、[ドメイン名] をクリックします。

3. [ドメイン名] ページで、対象のドメイン名を見つけ、[管理] をクリックします。

4. 

5. [HTTP/2] タブで、 [HTTP/2] をオンにします。

はじめに
HTTPS Secure Acceleration が CDN ドメインに対して有効になっている場合、お客様の元のリクエスト
方法に対して強制リダイレクトを実行するカスタマイズ設定がサポートされています。

6.4. 強制リダイレクト
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たとえば [強制 HTTPS] リダイレクトが有効でお客様が HTTP リクエストを開始すると、サーバーは 302
リダイレクト応答を返し、元の HTTP リクエストは HTTPS リクエストに強制的にリダイレクトされ、次
の図のようになります。

[強制リダイレクト] はデフォルトでは無効です。 この機能を有効にすると、HTTP リクエストと HTTPS
リクエストの両方が同時にデフォルトで有効になります。

オプション : デフォルト、強制 HTTPS リダイレクト、および強制 HTTP リダイレクト

強制 HTTPS リダイレクト : ユーザーリクエストは HTTPS リクエストに強制的にリダイレクトされま
す。
強制 HTTP リダイレクト : ユーザーリクエストは HTTP リクエストに強制的にリダイレクトされます。

手順
1. [ドメイン名] ページへ移動してドメイン名を選択し、[管理] をクリックします。

2. [HTTPS 設定] > [強制リダイレクト] で機能を有効化します。

このドキュメントでは、トランスポート層セキュリティ (Transport Layer Security: TLS) の特徴と TLS
の使用方法について説明します。

特徴
TLS は、コンピュータネットワークの通信セキュリティとデータの整合性を保証するように設計された暗
号プロトコルです。 HSTS (HTTP Strict Transport Security) は、TLS の代表的なアプリケーションで
す。 HTTPS は、HTTP over TLS とも呼ばれ、セキュアな HTTP です。 HTTPS は、最上位のアプリケー
ション層 HTTP およびトランスポート層の TCP 上で実行されます。 HTTPS は、ユーザーページリクエス
トを暗号化および復号化します。

6.5. TLS
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TLS には 4 つのバージョンがあります。

TLS バージョン 1.0 : TLS バージョン 1.0 は、SSL バージョン 3.0 に基づいて 1999 年に RFC 2246 とし
て公開されました。 このバージョンは、BEAST 攻撃や POODLE 攻撃などさまざまな攻撃に対して脆弱
です。 RFC 2246 は、現在のネットワーク接続を保護するには十分強力ではない弱い暗号化を提供しま
す。 TLS バージョン 1.0 は、PCI DSS (クレジットカード業界のデータセキュリティ基準) に準拠してい
ません。 IE 6.0 以降、Chrome 1.0 以降、および Firefox 2.0 以降などのブラウザでサポートされていま
す。
TLS バージョン 1.1 : TLS バージョン 1.1 は 2006 年に RFC 4346 として公開されました。 このバージョ
ンは TLS バージョン 1.0 のいくつかの脆弱性を修正しました。 IE 11.0 以降、Chrome 22.0 以降、
Firefox 24.0 以降、および Safari 7.0 以降などのブラウザでサポートされています。
TLS バージョン 1.2 : TLS バージョン 1.2 は 2008 年に RFC 5246 として公開されました。 これは現在最
も広く使われているバージョンです。 IE 11.0 以降、Chrome 30.0 以降、Firefox 27.0 以降、および
Safari 7.0 以降などのブラウザでサポートされています。
TLS バージョン 1.3 : TLS バージョン 1.3 は、2018 年に RFC 8446 として公開されました。 RFC 8446 は
最新の TLS バージョンで、0-RTT モードをサポートしているため高速です。 また、完全前方秘匿性を
持つ鍵交換アルゴリズムのみをサポートしているため、よりセキュアなバージョンです。 Chrome 70.0
以降および Firefox 63.0 以降などのブラウザでサポートされています。

説明 現在、TLS バージョン 1.0、TLS バージョン 1.1、および TLS バージョン 1.2 がデフォルト
で有効になっています。

手順

説明 TLS は HTTPS 証明書を設定してから有効にする必要があります。

1. CDN コンソール にログインします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウで、[ドメイン名] をクリックします。

3. 設定するドメイン名を選択し、 [管理] をクリックします。

4. 左側のナビゲーションウィンドウで、[HTTPS 設定] をクリックします。

5. [TLS バージョン制御] で、必要に応じて TLS バージョンを有効化または無効化できます。

6.6. HSTS
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このドキュメントでは、HTTP ストリクトトランスポートセキュリティ (HTTP Strict Transport
Security: HSTS) の技術詳細とシナリオ、および Alibaba Cloud コンソールで HSTS を操作する方法につ
いて説明します。

特徴
HSTS は RFC 6797 で規定されています。 HSTS はブラウザなどのクライアントに、ドメインは HTTPS の
みを使用してアクセスするように指示します。

シナリオ
Web サイト全体で HTTPS を有効にしたら、ユーザーと検索エンジンを 301 または 302 の HTTP リダイ
レクトを使用して HTTPS ページにリダイレクトします。 Web ブラウザに HTTP URL を入力するか、
HTTP URL をクリックすると、サーバーは HTTP リクエストを HTTPS にリダイレクトします。 リクエス
トを HTTPS にリダイレクトするときに接続が中間者 (MITM) に乗っ取られる可能性はまだあります。 そ
の結果、リクエストを指定されたサーバーに送信できません。 この問題に対処するため、HTTP HSTS
ヘッダーを設定して、HTTPS 上のすべてのクライアント接続を標準化できます。

HSTS はレスポンスヘッダーです。Strict-Transport-Security: max-age=expireTime [;
includeSubDomains] [; preload] パラメーターの説明は以下のとおりです。

max-age は秒単位で表されます。
Strict-Transport-Security : HSTS は、HTTPS を介したブラウザの Web サーバーへのアクセスを特定
の時間だけに制限する Web セキュリティメカニズムです。 Web サイトが HTTP 経由の接続を受け入
れ、Strict-Transport-Security メカニズムに指定された時間が経過していない場合、ブラウザは HTTP
から HTTPS への 307 内部リダイレクトを開始します。 これにより、301 および 302 リダイレクトでの
乗っ取りが回避されます。
includeSubDomains はオプションです。 このパラメーターを指定すると、このルールはサイトのすべ
てのサブドメインにも適用されます。
preload はオプションです。 サイトの所有者は Web サイトをプリロード一覧に送信できます。

説明
HSTS が有効になるまでは、まだ最初のリダイレクトに 301 または 302 リダイレクトを使用す
る必要があります。
HSTS レスポンスヘッダーは、HTTPS リクエストに応答して有効であり、HTTP リクエストに
応答して無効です。
HSTS レスポンスヘッダーは 443 ポートに対してのみ有効です。
HSTS レスポンスヘッダーはドメイン名に対して有効、かつ IP アドレスに対しては無効です。
HSTS を有効化した後、Web サイトの証明書が正しくないと、証明書の処理に時間がかかる場
合があります。

手順

説明 HTTPS 証明書を設定してから、TLS 機能を有効にします。

1. CDN コンソールにログインします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウペインで、[ドメイン名] をクリックします。

3. ドメイン名を選択し、[管理] をクリックします。

4. 左側のナビゲーションウィンドウペインで、[HTTPS 設定] をクリックします。
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5. [HTST] で [変更] をクリックし設定を完了します。

OCSP stapling は、デジタル証明書の検証に使用する Online Certificate Status Protoco (OCSP) の代替
アプローチです。 Alibaba Cloud CDN サーバーは 、OCSP stapling を使用して OCSP 情報を取得しま
す。 これにより、クライアントがデジタル証明書の検証リクエストを送信する際に発生する待ち時間が短
縮されます。 また、クライアントが検証レスポンスを受信するために必要な時間も短縮されます。 この
トピックでは、OCSP stapling の利用シナリオについて説明します。 また、Alibaba Cloud CDN コン
ソールでこの機能を有効化する方法についても詳しく説明します。

前提条件
OCSP 拡張フィールドは、多くのクライアントでサポートされています。 サポートされていない場合、
OCSP stapling 機能は有効化できません。

背景
OCSP 情報は、デジタル証明書を発行する証明機関 (CA) によって提供されます。 この情報に基づいて、
デジタル証明書をオンラインでリアルタイムに確認し、有効かどうかを判断できます。

6.7. OCSP stapling の設定
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課題：Web ブラウザーなどのクライアントは、CAによって提供されるOCSPレスポンダーに証明書検証リ
クエストを送信します。 ネットワーク接続が不安定な場合または中断されている場合、クライアントは検
証レスポンスを長時間待つ必要があります。 この間、空白のページが表示され、ユーザーは期待どおりの
操作を実行できません。
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ソリューション：Alibaba Cloud CDN は、OCSP ステープリング機能を提供します。 この機能が有効な
場合、Alibaba Cloud の CDN サーバーは低頻度でOCSP 情報を取得するリクエストを送信し、取得した
OCSP 情報をキャッシュします。 クライアントが TLS ハンドシェイクを開始すると、Alibaba Cloud CDN
のサーバーは OCSP 情報と証明書チェインをクライアントに返します。 OCSP stapling により、クライ
アントは迅速に検証レスポンスを受信できます。 これにより、ユーザーは期待どおりに操作を続行できま
す。 また、OCSP stapling プロセスによって追加のセキュリティリスクが発生することもありません。
これは、デジタル証明書の OCSP 情報を偽造できないためです。

手順
1. Alibaba Cloud CDN コンソールにログインします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウで、[ドメイン名] をクリックします。

3. [ドメイン名] ページで、対象のドメイン名を見つけ、[管理] をクリックします。

4. 

5. [OCSP Stapling] セクションでスイッチをオンにします。.
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訪問者を認証および承認するため、referer、IP、および User-Agent のブラックリストまたはホワイト
リストと URL への署名を設定できます。 CDN リソースへのアクセスを制御し、CDN サービスのセキュリ
ティを向上させることができます。

次の機能を使用して、アクセス制御を実行できます。

機能 説明

Anti-leech 訪問者を認証および許可するための referer ブラックリストまたはホワイトリストを設定
し、CDN リソースへのアクセスを制御できます。

認証設定
URL への署名を設定して、不正なダウンロードやオリジンサーバ上のリソースの不正使用を
防ぐことができます。 URL への署名は、referer に基づくホットリンク保護よりも安全で
す。

IP ブラックリスト
とホワイトリスト

訪問者を認証および許可するための IP アドレスブラックリストまたはホワイトリストを設
定し、CDN リソースへのアクセスを制御できます。

User-Agent ブ
ラックリストとホ
ワイトリスト

訪問者を認証および許可するための User-Agent ブラックリストまたはホワイトリストを
設定し、CDN リソースへのアクセスを制御できます。

はじめに
Anti-leech 機能は HTTP リファラーメカニズムに基づいています。リファラー、つまり HTTP ヘッ
ダーフィールドはソーストラッキング、ソースの認識および処理に使用されます。 リファラーブラック
リストまたはホワイトリストを設定することで、訪問者の識別とフィルタリングを行い、CDN リソース
へのアクセスを制限することができます。
現在、Anti-leech 機能はブラックリストまたはホワイトリストの仕組みに対応しています。 訪問者が
リソースのリクエストを起動し、リクエストが CDN ノードに着信すると、CDN ノードは、事前設定済
みの Anti-leech ブラックリストまたはホワイトリストの設定に基づいて訪問者の ID をフィルタリング
します。

ID がルールに準拠している場合、訪問者はリクエストしたリソースにアクセスできます。
ID がルールに準拠していない場合、リクエストは禁止され、403 レスポンスコードが返されます。

手順
1. [ドメイン名] ページに移動して、ドメイン名を選択し、[管理] をクリックします。

2. [リソースアクセス制御] > [Anti-leech] で [変更] をクリックします。

7.アクセス制御設定
7.1. 概要

7.2. Anti-leech
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3. [ブラックリスト] または [ホワイトリスト]を選択し、IP ネットワークセグメントを以下のボックスに
追加します。

4. [確認] をクリックします。

注意
この機能はオプションで、デフォルトでは無効になっています。
編集する場合、ブラックリスト参照とホワイトリスト参照のどちらかを選択できます。同時に選択する
ことはできません。

設定後、ワイルドカードドメイン名のサポートが自動的に追加されます。 たとえば、  a.com  と入力す
ると、  *.a.com  のすべてのサブドメイン名が有効になります。

空のリファラーフィールドを設定して、CDN ノードのリソースにアクセスできます (ブラウザーにアド
レスを入力すればリソースの URL にアクセスできます)。

URL 認証機能は、不正なダウンロードや不正使用からユーザーのオリジンサーバーのリソースを保護する
ように設計されています。 アンチリーチのリファラーブラックリストとホワイトリストは、リーチ攻撃か
らビデオコンテンツを一定程度保護することができます。 しかし、リファラーのコンテンツが偽造される
可能性があるため、サイトリソースを完全に保護することはできません。 そのため、リソースをより安全
に保護するために、URL 認証を適用します。

利用シナリオ
URL 認証では、Alibaba Cloud CDN ノードをクライアントリソースサイトと共に使用して、オリジンサ
イトリソースのためのよりセキュアかつ信頼性の高いアンチリーチ保護を提供します。

1. CDN クライアントサイトは、許可の検証情報を含む暗号化された URL を提供します。

2. 暗号化された URL を使用して CDN ノードへのリクエストを起動します。

7.3. ビジネスタイプ
7.3.1. 認証設定
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3. 加速されたノードは、暗号化された URL の許可情報を認証することによりリクエストの正当性を判断
します。 正当なリクエストに正常なレスポンスを返し、不正なリクエストを拒否します。

認証方法
Alibaba Cloud CDN は、A、B、C の 3 つの認証方法に対応しています。ビジネスニーズに応じて認証方
法を選択できるため、オリジンサイトの保護を支援します。

サンプル認証コード
「認証コードサンプル」を確認できます。

手順
1. CDN コンソールに移動します。 [ドメイン名] ページに移動して、対象とするドメイン名を選択しま

す。 [管理] をクリックします。

2. [アクセス制御] > [認証設定] ラベルで、[変更] をクリックします。

3. [認証] を有効にして、認証タイプを選択し、 [メインキー] と [バックアップキー] を入力します。

4. [確認] をクリックします。

利用シナリオ
ユーザーアクセス用の暗号化された URL の書式

http://DomainName/Filename?auth_key=timestamp-rand-uid-md5hash

認証フィールド

7.3.2. 認証方法 A
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 PrivateKey  フィールドを設定できます。

有効期間は 1,800 秒です。事前に設定されたアクセス時間から 1,800 秒以内にクライアントソースサー
バーにアクセスできない場合に認証が失敗したことを示します。 たとえば、アクセス有効期限を 2020-
08-15 15:00:00 に設定した場合、実際にリンクが失敗するのは、2020-08-15 15:30:00 です。

フィールド 説明

timestamp

有効期限です。 固定長 10 桁の正の整数です。1970 年 1 月 1 日からの秒
単位の経過時間です。

この 10 桁の整数は、有効期限を制御する場合に使用します。 実効時間は
1,800 秒です。

rand ランダムな数値です。 UUID (ハイフン “-” を含みません。例 :
477b3bbc253f467b8def6711128c7bec 形式) を推奨します。

uid 使用しません (0 に設定)。

md5hash MD5 アルゴリズムで計算した検証文字列です。数字 0〜9 と英小文字 a〜
z の組み合わせで、固定長 は 32 文字です。

CDN サーバーがリクエストを受信すると 、最初にリクエスト内の  timestamp  が現在時刻より早い時
刻かどうかを判断します。

timestamp が現在時間よりも早い時刻である場合、URL は有効期限切れとみなされ、CDN サーバー
は HTTP 403 エラーを返します。

 timestamp  が現在時間より遅い時刻である場合、CDN サーバーは等価な文字列 (後述の sstring
フィールドの構成をご参照ください) を作成します。 MD5 アルゴリズムで  HashValue  を計算し、  

md5hash  と比較します。 一致する場合、リクエストは認証を通過して、リクエストされたファイル
が返されます。 一致しない場合、 リクエストは認証に失敗し、HTTP 403 エラーが返されます。

"  HashValue " は、以下の文字列に基づいて計算されます。

sstring = "URI-Timestamp-rand-uid-PrivateKey" (URI はユーザーのリクエストオブジェクトの相対アドレス

です。 /Filename などパラメーターは含みません) It does not contain parameters such as /Filename.)

HashValue = md5sum(sstring)

認証例

1. 以下のとおり  req_auth  でオブジェクトをリクエストします。

http:// cdn.example.com/video/standard/1K.html

2. キーを aliyuncdnexp1234 に設定します (自分で設定できます)。

3. 認証設定ファイルの有効期限は、2015 年 10 月 10 日 00:00:00 です。 秒単位で計算した数値は
1,444,435,200 です。

4. CDN サーバーは、以下の HashValue 計算用の署名文字列を作成します。

/video/standard/1K.html-1444435200-0-0-aliyuncdnexp1234"
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5. 署名文字列に応じて、CDN サーバーは HashValue を評価します。

HashValue = md5sum("/video/standard/1K.html-1444435200-0-0-aliyuncdnexp1234") = 80cd3862d6

99b7118eed99103f2a3a4f

6. リクエスト時の URL は以下のとおりです。

http://cdn.example.com/video/standard/1K.html?auth_key=1444435200-0-0-80cd3862d699b7118ee

d99103f2a3a4f

計算した HashValue がユーザーリクエスト内の md5hash =
(80cd3862d699b7118eed99103f2a3a4f) の値と一致している場合、認証が成功します。

認証方法 B
原則

ユーザーアクセス用の暗号化された URL の書式

* ユーザーアクセス URL は以下のとおりです。

http://DomainName/timestamp/md5hash/FileName

暗号化された URL 構造 : ドメイン名 / URL 生成時間 (分単位の精度) (timestamp) / md5 値 (md5hash) /
ソースサーバーの実際のパス (FileName) URL の有効期間は 1,800 秒です。

リクエストが認証に合格する場合の Back-to-Source URL は以下のとおりです。

http://DomainName/FileName

認証フィールド

注意 :  PrivateKey  は、CDN クライアントによって設定されます。

* 有効期間 1,800 秒 : 事前に設定されたアクセス時間から 1,800 秒 (timestamp フィールドで指定) 経
過後にクライアントソースサーバーへのアクセスを試行すると、ユーザーは認証に失敗します。 たとえ
ば、事前に設定したアクセス時間が 2020 年 8 月 15 日の 15:00:00 の場合、リンクは同じ日の
15:30:00 に期限切れになります。

フィールド 説明

DomainName CDN クライアントドメイン名です。

timestamp

リソース取得に失敗する時間、URL の一部分として使
用され、  md5hash  計算の要素の 1 つとしても使用
されます。その書式は以下のとおりで
す。  YYYYMMDDHHMM 、 実効時間は 1,800 秒で
す。

7.3.3. 認証方法 B
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md5hash

//md5hash : この文字列を取得する場合、 以下のとお
り MD5 アルゴリズムで "timestamp"、 "FileName"、
および事前設定済みの "PrivateKey" を使用しま
す。  PrivateKey  +  timestamp  +  ファイル

名 。

FileName
オリジンアクセスの実際の URL です。 認証時、
FileName はスラッシュ (/) で始まる必要があるのでご
注意ください。

フィールド 説明

例

1. Back-to-Source リクエストオブジェクトです。

http://cdn.example.com/4/44/44c0909bcfc20a01afaf256ca99a8b8b.mp3

2. キー (ユーザー定義) は aliyuncdnexp1234 に設定されています。

3. ユーザーがクライアントソースサーバーにアクセスする時刻は、201508150800 (書式 :
YYYYMMDDHHMM) です。

4. CDN サーバーは、md5hash の計算に使う署名文字列を作成します。

aliyuncdnexp1234201508150800/4/44/44c0909bcfc20a01afaf256ca99a8b8b.mp3

5. CDN サーバーは、署名文字列に従って md5hash を計算します。

md5hash = md5sum("aliyuncdnexp1234201508150800/4/44/44c0909bcfc20a01afaf256ca99a8b8b.mp

3") = 9044548ef1527deadafa49a890a377f0

6. CDN リクエスト先の URL :

http://cdn.example.com/201508150800/9044548ef1527deadafa49a890a377f0/4/44/44c0909bcfc20a

01afaf256ca99a8b8b.mp3

計算された md5hash は、ユーザーリクエスト内の "md5hash =
9044548ef1527deadafa49a890a377f0" の値と同じなのでリクエストは認証に成功します。

原則

ユーザーアクセス用の暗号化された URL の書式

書式 1

http://DomainName/{<md5hash>/<timestamp>}/FileName

書式 2

http://DomainName/FileName{&KEY1=<md5hash>&KEY2=<timestamp>}

7.3.4. 認証方法 C
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中かっこ ({ }) の内容は、標準 URL に基 づいて追加された暗号化情報を表します。

 <md5hash>  は認証情報の MD5 暗号化文字列です。

 <timestamp>  はプレーンテキストで表現された暗号化されていない文字列です。 固定長は 10 ビット
です。 1970 年 1 月 1 日 UTC (協定世界時) からの秒数で、16 進形式で表されます。
書式 1 を使用して URL を暗号化する場合の例 :

http://cdn.example.com/a37fa50a5fb8f71214b1e7c95ec7a1bd/55CE8100/test.flv

 <md5hash>  は a37fa50a5fb8f71214b1e7c95ec7a1bd、  <timestamp>  は 55CE8100 です。

認証フィールド

 <md5hash>  フィールドの説明 :

フィールド 説明

PrivateKey 干渉文字列 異なるクライアントは異なる干渉文字列を
使います。

FileName オリジンフェッチアクセスの実際の URL です。 認証
時、パスはスラッシュ (/) で始まる必要があります。

time ユーザーがオリジンサーバーへアクセスする UNIX 時
刻で、16 進形式で表されます。

PrivateKey の値 :  aliyuncdnexp1234 

FileName の値 :  /test.flv 

time の値 :  55CE8100 

したがって "md5hash" 値は次になります。

md5hash = md5sum(aliyuncdnexp1234/test.flv55CE8100) = a37fa50a5fb8f71214b1e7c95ec7a1bd

プレーンテキスト :  timestamp = 55CE8100 

暗号化された URL は次のように生成されます。

フォーマット 1：

http://cdn.example.com/a37fa50a5fb8f71214b1e7c95ec7a1bd/55CE8100/test.flv

書式 2 :

http://cdn.example.com/test.flv?KEY1=a37fa50a5fb8f71214b1e7c95ec7a1bd&KEY2=55CE8100

例

暗号化 URL を使用して高速化ノードにアクセスします。 CDN サーバーはまず暗号化文字列 1 を抽出し、
<FILENAME> を取得します。

 <FILENAME> 

その後、CDN サーバーは URL を認証します。
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1. オリジナル URL の  <FileName>  、リクエスト時間および PrivateKey を使用して MD5 を実行しま
す。

2. 暗号化文字列 2 と暗号化文字列 1 が同じかどうかを比較します。 2 つの文字列が一致しない場合、ア
クセスリクエストは拒否されます。

3. CDN サーバーの現在時刻を使用して、アクセス URL 内のプレーンテキストの時刻を引き算し、事前
設定済みの時間制限が時間切れになっているかどうかを判断します (デフォルトの時間制限は 1,800
秒 に設定されています)。

4. 有効期限が 1,800 秒とは、事前設定済みのアクセス時刻から 1,800 秒以内にクライアントソースサー
バーにアクセスできない場合は認証が失敗することを意味します。 たとえば、事前設定済みのアクセ
ス時刻が 2020-08-15 15:00:00 の場合、実際のリンクの有効期限は 2020-08-15 15:30:00 です。

5. 時間差が事前設定済みの時間制限より短い場合、リクエストは有効であり、CDN 高速化ノードは正常
に応答します。 時間差が制限より長い場合、 リクエストは拒否され、HTTP 403 エラーが返されま
す。

URL 認証ルールについては、「URL 認証ドキュメント」をご参照ください。 このデモを使用してビジネ
スのニーズに応じて URL 認証を実行できます。 このデモでは 3 つの認証方法を提供しており、各方法毎
にリクエスト URL とハッシュ文字列の構成について説明します。

Python バージョン

import re

import time

import hashlib

import datetime

def md5sum(src):

    m = hashlib.md5()

    m.update(src)

    return m.hexdigest()

def a_auth(uri, key, exp):

    p = re.compile("^(http://|https://)?([ ^/?] +)(/[^?] *)?( \\?. *)?$")

    if not p:

        return None

    m = p.match(uri)

    scheme, host, path, args = m.groups()

    if not scheme: scheme = "http://"

    if not path: path = "/"

    if not args: args = ""

    rand = "0"      #  "0" by default, other value is ok

    uid = "0"       #  "0" by default, other value is ok

    sstring = "%s-%s-%s-%s-%s" %(path, exp, rand, uid, key)

    hashvalue = md5sum(sstring)

    auth_key = "%s-%s-%s-%s" %(exp, rand, uid, hashvalue)

7.3.5. 認証コードサンプル
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    if args:

        return "%s%s%s%s&auth_key=%s" %(scheme, host, path, args, auth_key)

    else:

        return "%s%s%s%s? auth_key=%s" %(scheme, host, path, args, auth_key)

def b_auth(uri, key, exp):

    p = re.compile("^(http://|https://)?([ ^/?] +) (/[^?] *)? ( \\?. *)? $ ")

    if not p:

        return None

    m = p.match(uri)

    scheme, host, path, args = m.groups()

    if not scheme: scheme = "http://"

    if not path: path = "/"

    if not args: args = ""

    #  convert unix timestamp to "YYmmDDHHMM" format

    nexp = datetime.datetime.fromtimestamp(exp).strftime('%Y%m%d%H%M')

    sstring = key + nexp + path

    hashvalue = md5sum(sstring)

    return "%s%s/%s/%s%s%s" %(scheme, host, nexp, hashvalue, path, args)

def c_auth(uri, key, exp):

    p = re.compile("^(http://|https://)?([ ^/?] +) (/[^?] *)? ( \\?. *)?$")

    if not p:

        return None

    m = p.match(uri)

    scheme, host, path, args = m.groups()

    if not scheme: scheme = "http://"

    if not path: path = "/"

    if not args: args = ""

    hexexp = "%x" %exp

    sstring = key + path + hexexp

    hashvalue = md5sum(sstring)

    return "%s%s/%s/%s%s%s" %(scheme, host, hashvalue, hexexp, path, args)

def main():

    uri = "http://xc.cdnpe.com/ping?foo=bar" #  original uri

    key = "<input private key>"                         #  private key of authorization

    exp = int(time.time()) + 1 * 3600                   #  expiration time: 1 hour after current itme

    authuri = a_auth(uri, key, exp)                     #  auth type: a_auth / b_auth / c_auth

    print("URL : %s\nAUTH: %s" %(uri, authuri))

if __name__ == "__main__":

    main()
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はじめに
CDN はブラックリストとホワイトリストのルールをサポートしています。 IP ブラックリストには、IP ア
ドレスを追加できます。 ブラックリストに記載されている IP アドレスは、対応するドメインにアクセス
できません。 同様に、ホワイトリストに記載されている IP アドレスのみが、対応するドメインにアクセ
スできます。

説明 ブラックリストに 1 つの IP アドレスを追加しても、その IP は、CDN ノードにアクセスで
きます。 ただし、403で拒否されます。 その結果、これらのリクエストログは CDN ログに残りま
す。

例

IP ネットワークセグメントを使用して、ブラックリストまたはホワイトリストに IP アドレスを追加でき
ます。 例：127.0.0.1/24

127.0.0.1/24 の 24 は、サブネットマスクの最初の 24 ビットが有効ビットとして使用されることを示しま
す。たとえば、32〜24 = 8 ビットはホスト番号を表すために使用されます。 このようにして、サブネッ
トは 2 ^ 8-2 = 254 ホストに対応できます。 127.0.0.1/24 は、127.0.0.1 から 127.0.0.255 の範囲の IP ネッ
トワークセグメントを示します。

手順
1. [ドメイン名] ページで、ドメイン名を選択し[管理] をクリックします。

2. [アクセス制御] > []IP ブラックリスト/ホワイトリスト] で、[変更] をクリックします。

3. [ブラックリスト] または [ホワイトリスト] を選び、下のボックスに IP ネットワークセグメントを追
加します。

4. [確認] をクリックします。

本ドキュメントでは、UA のブラックリストとホワイトリスト、およびそれらを CDN コンソールで設定す
る方法について説明します。

背景
UA ブラックリストとホワイトリストは両方とも、要求メッセージで運ばれる  Usage-Agent  情報エレメ
ント (IE) を含みます。 CDN ノードの UA ブラックリストまたはホワイトリストを設定した後、CDN ノー
ドは要求メッセージをフィルタリングし、特定のクライアントからのアクセス要求のみを許可します。

7.4. IP ブラックリストとホワイトリスト

7.5. User-Agent ブラックリストとホワイトリ
スト
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説明

 Usage-Agent   IEでは大文字と小文字が区別されず、ワイルドカード文字 (*) を含むことがで
きます。  Usage-Agent  IEは縦線 ( | ) を使用して区切ります。 例   Usage-Agent  IEは次のと
おりです。  *curl*|*IE*|*chrome*|*firefox*  

特定の時点で、UA ブラックリストまたはホワイトリストのみを有効にできます。

手順
1. CDN コンソール にログインします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウで、[ドメイン名] をクリックします。

3. 設定するドメイン名を見つけ、[操作] 列の [管理] をクリックします。

4. 左側のナビゲーションウィンドウで、[リソースアクセス制御] をクリックします。

5. [UA ホワイトリスト/ブラックリスト] タブ上で、[修正] をクリックします。

6. 必要に応じてブラックリストやホワイトリストを設定し、[確認] をクリックします。
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はじめに
ページ最適化機能は、冗長なページコンテンツを削除、ファイルサイズを縮小し、配信効率を改善するた
め、HTML に埋め込まれたコメントと繰り返し空白を削除する場合に使用できます。

手順

注意 ページを最適化するとファイルの md5 値が変更されます。 オリジンサイトのファイルと
は異なる値となります。 オリジンサイトファイルに何らかの検証機能がある場合、この機能は有効に
しないでください。

1. [ドメイン名] ページに移動し、ドメイン名を選択して [管理] をクリックします。

2. 

3. [パフォーマンス最適化] > [ページの最適化] で機能を有効にします。

はじめに
スマート圧縮機能を有効にすると、ほとんどの静的ファイルを圧縮し、ユーザーが伝送するコンテンツの
サイズを縮小し、コンテンツ配信を高速化することができます。

圧縮可能なコンテンツの書式は以下のとおりです。text/html、text/xml、text/plain、text/css、
application/javascript、application/x-javascript-application/rss + xml、text / javascript、image
/ tiff image / svg+xml、application/json、application/xmltext

適用可能なビジネスの種類 : すべて

手順

8.パフォーマンス最適化設定
8.1. ページ最適化

8.2. スマート圧縮
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注意 ページを最適化するとファイルの md5 値は変更されます。 オリジンサイトのファイルと
は異なる値となります。 オリジンサイトに何らかのファイル検証機能がある場合は、この機能を有効
にしないでください。

1. [ドメイン名] ページへ移動し、ドメイン名を選択して [管理] をクリックします。

2. [パフォーマンス最適化] > [インテリジェント圧縮] で機能を有効にします。

はじめに
URL リクエストに "?" が含まれている状態でリクエストパラメーターが CDN ノードに送信されると、
CDN ノードはリクエストをオリジンサイトに送信するかどうかを判断します。

フィルターパラメーター機能を有効にする場合 : リクエストが CDN ノードに着信後、パラメーターの
ない URL のみインターセプトされオリジンサイトにクエストが送信されます。 さらに、 CDN ノードは
1 つの URL コピーのみを保持します。

HTTP リクエストには通常、必須リクエストパラメーターが記述されています。 パラメーター内容の
優先度が低く、パラメーターの概要ファイルを無視しても構わない場合は、パラメーターフィルタリ
ング機能を有効にすることを推奨します。 これにより、ファイルキャッシュのヒット率と配信効率
が改善されます。
パラメーターに重要なインジケーターが含まれている場合 (ファイルのバージョン情報が含まれてい
る場合など) は、この機能を無効にすることを推奨します。

フィルターパラメーター機能を無効にすると、URL 毎に異なるコピーが CDN ノードにキャッシュされ
ます。

適用可能なビジネスのタイプ : すべて

例
  http://www.abc.com/a.jpg?x=1  URL リクエストが CDN ノードに送信されます。

フィルターパラメーター機能が有効になっている場合は、CDNノードはオリジンサイトに対する  http:

8.3. フィルタパラメーター
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//www.abc.com/a.jpg  のリクエストを開始します (パラメーター x = 1 は無視します)。 オリジンサイ
トがレスポンスを返すと、CDN ノードはコピーを保持します。 その後、オリジンサイトは端末  http:/

/www.abc.com/a.jpg  へのレスポンスを継続します。 オリジンサイトは、  http://www.abc.com/a.jpg?

parameters に類似するすべてのリクエストで、CDN コピー  http://www.abc.com/a.jpg  にレスポン
スを送ります。

フィルターパラメーター機能が無効になっている場合、  http://www.abc.com/a.jpg?x=1  および  http:

//www.abc.com/a.jpg?x=2  は異なるパラメーターのオリジンサイトのレスポンスのコンテンツにレス
ポンスを送ります。

説明 URL 認証は、フィルターパラメーター機能より優先順位が高いです。 タイプ A 認証情報は
HTTP リクエストのパラメーターセクションに含まれているため、システムは最初に認証を実行し、
認証が成功した後に CDN ノードにコピーをキャッシュします。

手順
1. [ドメイン名] に移動して、ドメイン名を選択し、[管理] をクリックします。

2. [パフォーマンス最適化] > [フィルターパラメーター] で機能を有効にします。
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はじめに
Back-to-Origin of Range 機能により、クライアントが指定された範囲の部分コンテンツを返すようオリ
ジンサイトサーバーに通知することができます。 この機能によって Back-to-Origin トラフィックの消費
を削減し、リソースのレスポンス速度を改善することにより、大きなファイルの配信を高速化できます。

オリジンサイトは Range リクエストをサポートしている必要があります。つまり、Range フィールドが
HTTP リクエストのヘッダーに含まれており、オリジンサイトは正しい 206 ファイルのスライスにレスポ
ンスを送信できます。

Back-to-Origin of Range 設定 説明 例

有効化

パラメーターリクエストはオリジン
サイトに戻すことができます。 こ
の場合、オリジンサイトは Range
パラメータに指定された範囲のファ
イルバイトを返し、CDN ノードは
そバイト範囲のコンテンツをクライ
アントに返します。

たとえば、 クライアントから CDN
ノードへ送信されたリクエストが
range:0-100 を含む場合、
range:0-100 のパラメータもオリ
ジンサイトで受信するリクエストに
含まれています。 オリジンサイト
がパラメーターのコンテンツを
CDN ノードに返すと、CDN ノード
は 0 ～ 100 の 101 バイトのコンテ
ンツをクライアントに返します。

無効化

CDN の上位レベルのノードは、オ
リジンサイトへすべてのファイルに
ついてリクエストを送ります。 た
だし、クライアントは Range で指
定したバイトを受信すると自動的に
HTTP リンクを切断するので、リク
エストされたファイルは CDN ノー
ドにキャッシュされません。 これ
により、キャッシュのヒット率が低
下し、Back-to-Origin トラフィッ
クが上昇します。

この場合、range:0-100 を含むリ
クエストがクライアントから CDN
ノードに送信されても、サーバー上
で受信するリクエストに range:0-
100 パラメーターは含まれません。
オリジンサイトは完全なファイルを
CDN ノードに返し、そして CDN
ノードは 101 バイトだけをクライ
アントに返します。 ただし、リン
クが切断されているため、ファイル
は CDN ノードにキャッシュされま
せん。

説明 Back-to-Origin of Range 機能を使用するには、オリジンサイトで Range リクエストがサ
ポートされている必要があります。つまり、HTTP リクエストヘッダーに Range フィールドが含まれ
ている場合、オリジンサイトは正しい 206 部分コンテンツを返すことができる必要があります。

手順
Back-to-Origin of Range 機能はオプションで、デフォルトでは無効になっています。 設定は変更可能で
有効化できます。

1. [ドメイン名] ページに移動して、ドメイン名を選択し、[管理] をクリックします。

2. [ビデオ関連] > [Back-to-Origin of Range]で [変更] をクリックします。

9.ビデオサービス設定
9.1. Back-to-Origin of Range
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3. [有効化]、[無効化]、または [強制実行] を選択します。

CDN ドメイン名の管理ページに移動し、[設定] をクリックして、Back-to-Origin of Range 機能の [有効
化 / 無効化 / 強制実行] を選択します。

説明 オリジンサイトが Back-to-Origin of Range 機能を使用できる場合は、[強制実行] を有効
にできます。 有効にすると、すべてのリクエストで Back-to-Origin of Range が強制的に実行され
ます。

詳細な API 情報は、「Back-to-Origin of Range 」をご参照ください。

はじめに
ビデオオンデマンドのシナリオでは、再生プログレスバーがドラッグされると、エンドユーザーは
 http://www.aliyun.com/test.flv?start=10  などの URL リクエストをサーバーに送信します。 サーバーは

10 秒目直前のキーフレームのデータをクライアントに返します (start=10 がキーフレームでない場合)。

CDN ノードがエンドユーザーからこのようなリクエストを受信し、ドラッグ & ドロップ再生機能が有効
になっている場合、CDN ノードは 10 秒目直前のキーフレームのデータ (10 秒目がキーフレームでない場
合) (FLV 形式)、または 10 秒目のデータをエンドユーザーに返します。

注意
ドラッグ & ドロップ再生機能を使用するには、オリジンサイトが Range リクエストに対応していル必
要があります。 オリジンサイトは、Range フィールドを含む HTTP リクエストヘッダーに対して、正
しい 206 部分コンテンツ (Partial Content) を返せる必要があります。
利用可能なファイル形式は MP4 と FLV です。
現在のところ、FLV 形式はオーディオ形式の AAC とビデオ形式の AVC のコーディングフォーマットの
み対応しています。

ファイル形式 メタ情報 start パラメーター 例

MP4

ファイルヘッダーにはオ
リジンサイトのビデオの
メタ情報を記述する必要
があります。ファイルの
末尾にメタ情報が含まれ
ているビデオには対応し
ていません。

start パラメーターには
時間を秒単位で指定しま
す。 小数も対応しており
ミリ秒を示します。 たと
えば、start=1.01 は開始
時刻が 1.01 秒であること
を示します。 現在の開始
がキーフレームではない
場合、CDN は start パラ
メーターで指定された時
刻の直前のキーフレーム
を探します。

http:
//domain/video.mp4?
start=10 は、10 秒目か
らビデオを再生するリク
エストです。

9.2. ドラッグ & ドロップ再生
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FLV
オリジンサイトのビデオ
にはメタ情報を含める必
要があります。

start パラメータにはバ
イトを指定します。 現在
の開始がキーフレームで
はない場合、CDN は自動
的に start パラメーター
で指定されたフレームの
直前のキーフレームを探
します。

http:
//domain/video.flv の
場合、
http://domain/video.fl
v?start=10 は、10 バイ
ト目直前のキーフレーム
からビデオを再生するリ
クエストです (start=10
がキーフレーム位置にな
い場合)。

ファイル形式 メタ情報 start パラメーター 例

手順
1. [ドメイン名] ページに移動して、ドメイン名を選択し、[管理] をクリックします。

2. [ビデオ関連]、[ドラッグ & ドロップ再生] で設定を有効にします。

オーディオ抽出により、ビデオファイル内のオーディオデータをリクエストできます。 オーディオ抽出を
有効にすると、CDN ノードはビデオファイルからオーディオデータを抽出し、オーディオデータのみをク
ライアントに返します。 これにより、ネットワークトラフィックの使用量が削減されます。 このトピッ
クでは、オーディオ抽出を有効にする方法について説明します。

背景
クライアントがビデオファイルを要求すると、CDN サーバーにリクエストが送信されます。 リクエスト
には、  http://www.aliyun.com/test.flv?ali_audio_only=1  などのビデオファイルの URL が含まれます。
CDN サーバーはリクエストを受信すると、ビデオファイル内のオーディオデータをクライアントに返しま
す。

クライアントは次の送信方法に対応している必要があります。   Transfer-Encoding： chunked  

手順
1. Alibaba Cloud CDN コンソールにログインします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウで、[ドメイン名] をクリックします。

3. [ドメイン名] ページで、対象のドメイン名を見つけ、[管理] をクリックします。

4. 指定したドメインの左側のナビゲーションペインで、[ビデオ関連] をクリックします。

5. オーディオ抽出スイッチをクリックして、オーディオ抽出を有効にします。

オーディオ抽出を有効にした後、オーディオ抽出を実行するリクエストで   ali_audio_only   パラ
メーターをビデオファイル URL に追加します。 オーディオ抽出は、次のファイル形式をサポートし
ています。

形式 メタデータ ali_audio_only パラメーター 例

9.3. オーディオ抽出
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MP4

ヘッダーにメタデータが
含まれる MP4 ビデオ
ファイルのみがオーディ
オ抽出をサポートしま
す。 フッターにメタ
データが含まれる MP4
ビデオファイルは、オー
ディオ抽出をサポートし
ません。

  ali_audio_only  パラメーターを 1 に
設定すると、CDN サーバーが、リクエス
トされたビデオのメタデータとオーディ
オデータのみを返すようにします。 ビデ
オデータは返されません。 このパラメー
ターを指定しない場合、またはパラメー
ターを他の値に設定した場合、オーディ
オ抽出は実行されません。

 http: //domain/vide

o.mp4? ali_audio_only

=1 

FLV 要件なし。

  ali_audio_only  パラメーターを 1 に
設定すると、CDN サーバーが、リクエス
トされたビデオのメタデータとオーディ
オデータのみを返すようにします。 ビデ
オデータは返されません。 このパラメー
ターを指定しない場合、またはパラメー
ターを他の値に設定した場合、オーディ
オ抽出は実行されません。

 http:// domain/vide

o.flv? ali_audio_only=

1 

形式 メタデータ ali_audio_only パラメーター 例

Alibaba Cloud CDN では、プレビュー機能が利用可能です。 プレビューの長さを設定すると、登録され
ていないユーザーは、ビデオ全編ではなくプレビュー用のビデオクリップのみを視聴することができま
す。 このトピックでは、プレビューの機能およびコンソール上での特定の操作について説明します。

オーディオ/ビデオプレビュー ビデオ CDN

背景
オーディオ/ビデオプレビュー機能では、CDN ノードは特定の長さのオーディオ/ビデオファイルのみをク
ライアントに返します。

FLV、MP4、TS ファイルのみがプレビュー機能に対応しています。

手順
1. Alibaba Cloud CDN コンソールにログインします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウで、[ドメイン名] をクリックします。

3. [ドメイン名] ページで、対象のドメイン名を見つけ、[管理] をクリックします。

4. 指定したドメインの左側のナビゲーションペインで、[ビデオ関連] をクリックします。

5. オーディオ/ビデオプレビューセクションで、[オーディオ/ビデオプレビュー]を ON にします。

6. [カスタムプレビューパラメーター] フィールドにパラメーター名を入力します。

このパラメーターは、ファイルの長さ (秒で返されます) を指定するために使用します。 例えば、パ
ラメーターが free_time に設定されている場合、クライアントからのリクエストには
"free_time=15" フィールドが含まれます。この場合、CDN ノードはオーディオまたはビデオファイ
ルの最初の 15 秒のみを返します。

9.4. オーディオ/ビデオプレビューの設定
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説明 実際の長さは、クライアントで設定した長さと多少異なる場合があります。 値を、予
測される長さより少し長めに設定することを推奨します。 例えば、クライアントで予測されるプ
レビューの長さが 13 秒の場合は、プレビューの長さを 15 秒に設定します。
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Web サイトの応答が遅い場合、レート制限機能を使用すると、特定の IP アドレスからのリクエストを数
秒以内にブロックできます。 これにより、Webサイトのセキュリティが向上します。 こののトピックで
は、レート制限の設定方法について説明します。

セキュリティ レート制限

背景
レート制限は、CDN コンソール V1.0.22 でのみサポートされています。

手順
1. Alibaba Cloud CDN コンソールにログインします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウで、[ドメイン名] をクリックします。

3. [ドメイン名] ページで、対象のドメイン名を見つけ、[管理] をクリックします。

4. 指定したドメインの左側のナビゲーションウィンドウで、[セキュリティ設定] をクリックします。

5. [レート制限] ページで、[レート制限の設定] スイッチをクリックします。

6. [変更] をクリックします。

7. レート制限ダイアログボックスで、パラメーターチェックを有効にし、制御モードを選択します。

パラメーター 説明

パラメーター
チェック

パラメーターチェックを有効にすると、レート制限機能は指定された URI とすべてのパ
ラメーターを使用してリクエストを照合します。

制御モード

次の制御モードのいずれかを選択できます。

通常

デフォルトのレート制限モードです。 Web サイトのトラフィックが正常な場合に誤
検知を防ぐには、このモードを選択します。

緊急

Webサイトの応答が遅く、ネットワークトラフィック、CPU使用率、メモリ使用率、
その他のパフォーマンス指標で例外が検出される場合は、このモードを選択します。

カスタム

実際のニーズに基づいてレート制限ルールをカスタマイズする場合は、このモードを
選択します。 カスタムルール の設定方法の詳細については、手順 8 をご参照くださ
い。

8. 制御モードを カスタム に設定した場合、カスタムのレート制限ルールを作成する必要があります。

i. カスタムルールの右側に表示される [追加] をクリックします。

説明 CDN コンソールでは、5 つまでカスタムルールを作成できます。

10.セキュリティ構成
10.1. レート制限の設定
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ii. 次のようにカスタムルールを作成します。

パラメーター 説明

URI
保護する URI を入力します (例：  / register  )。 URI にパラメーターを設定でき

ます (例：  /user?action=login )。

一致条件

次のモードから選択します。

完全一致

このモードでは、リクエストされた URI が指定された URI と完全に一致する場
合にのみ、アドレスからのリクエストがカウントされます。

前方一致

このモードでは、リクエストされた URI が指定された URI で始まる場合、アド
レスからのリクエストがカウントされます。 たとえば、URI が  /register  に

指定されていた場合、  /register.html  に対して送信されたリクエストがカウ
ントされます。

正規表現一致

このモードでは、リクエストされた URI が指定された正規表現と一致する場合、
アドレスからのリクエストがカウントされます。

間隔 リクエストの統計情報が収集される期間を設定します。 IP アドレスごとの訪問回数
と合わせて使用する必要があります。 値は 10 秒以上とする必要があります。

モニタリング対象

モニタリング対象を選択します。

IP アドレス

ヘッダー
ドメイン

パラメーター

一致条件 [条件の追加] をクリックして、[タイプ]、[オプション]、 [ 比較演算子]、および
[値] の各パラメーターを設定します。

操作

条件に一致した場合に実行される操作を指定し、IPアドレスがブロックされる期間
を指定します。

ブロック

条件に一致した場合、接続が切断されます。

ヒューマンマシン識別

条件に一致した場合、CDN はステータスコード 200 を返し、クライアント検証
のリクエストをリダイレクトします。 クライアントに問題がないことが確認され
ると、リクエストが許可されます。 たとえば、同じ IP アドレスから 20 秒間に 5
回を超えるリクエストが開始された場合、ヒューマンマシン識別 (人間と機械の
識別) が実行されます。 同じ IP アドレスから 10 分間に送信されたすべてのリク
エストについて、人間の操作によるものであることが確認される必要がありま
す。 確認の対象となった IP アドレスからのリクエストは、確認後にのみ接続が
許可されます。
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ブロック期間 IP アドレスがブロックされる期間を指定します。 最小値は 60 秒です。

パラメーター 説明

下表に、カスタムルールの例を示します。

シナリオ モニタリング
対象 間隔 一致条件 操作 ブロック期間

400番台また
は500番台の
エラーが発生
した。

IP 10 秒

 status_rati

o|404>60% 

&&  count>5

0 

ブロック 10 分

QPS が急上昇
した。 ドメイン 10 秒  count>N ヒューマンマ

シン識別 10 分

特定の URL
に対して、短
時間に多数の
リクエストが
送信された。

IP 1 分

 uri_num<2

 &&  count>

N 

ブロック 10 分

アクセスリク
エストに特定
のユーザー
エージェント
ヘッダーが含
まれていた。

IP 10 秒

 header_nu

m|user-age

nt>10 

ブロック 10 分

説明 N の値は、実際のワークロードに基づいて設定します。

iii. [OK] をクリックします。

Alibaba Cloud Content Delivery Network (CDN) は Anti-DDoS と連携し、アクセラレーションドメイ
ン名に対する DDoS 攻撃を軽減します。 このトピックでは、Alibaba Cloud CDN コンソールでパラメー
ターを設定し、Alibaba Cloud CDN を Anti-DDoS と連携させる方法について説明します。

前提条件
Anti-DDoS インスタンスを作成済みである必要があります。 Anti-DDoS コンソール で Anti-DDoS イン
スタンスを購入できます。

背景
この機能は、コンテンツ配信の高速化と DDoS の軽減が同時に必要な場合に利用可能です。 この機能の有
効化後、攻撃が検出されると、ワークロードのトラフィックは Alibaba Cloud CDN から Anti-DDoS に自
動的にリダイレクトされます。

10.2. CDN と Anti-DDoS の連携
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この機能はパブリックプレビューで利用でき、主に金融、小売、運輸、メディア、政府部門のユーザーを
対象としています。 DingTalk グループ 32615821 に参加し、グループでサポートをリクエストできま
す。

この機能は、次のようなシナリオに適用できます。

金融

サービスの高可用性 (HA) を保証すると同時に、各国でのユーザー満足度を向上させます。 ユーザー情
報、トランザクション、データ資産を保護し、攻撃が原因で生じる大きな損失のリスクを最小限に抑え
ます。

小売

Web サイトのコンテンツの配信や、E コマース、発券プラットフォーム、連携ソフトウェアのサービス
を加速化します。 攻撃を軽減してサービスの可用性を確保します。

メディア

メディアコンテンツの配信を高速化します。 ワークロードの急上昇や攻撃によるサービスの中断を回避
するための保護を提供します。

手順
1. Alibaba Cloud CDN コンソールにログインします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウで、[ドメイン名] をクリックします。

3. [ドメイン名] ページで、対象のドメイン名を見つけ、[管理] をクリックします。

4. [セキュリティ設定] > [DDoS Interaction] を選択します。

アカウントでこの機能が有効化されていない場合、 [今すぐ有効化] をクリックして DingTalk グルー
プに参加し、サポートをリクエストします。

5. [Anti-DDoS Interaction] のスイッチをオンにします。

6. Associated Anti-DDoS Service、Association Type、Target  パラメーターを設定します。
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説明 次のメッセージが表示される場合があります：No Anti-DDoS Pro/Premium settings
are found for the specified domain name。

Anti-DDoS インスタンスを未購入の場合、Anti-DDoS コンソールで Anti-DDoS インスタ
ンスを購入する必要があります。

Anti-DDoS インスタンスを購入済みの場合、Anti-DDoS コンソールで Anti-DDos インス
タンスを設定し、ドメイン名を保護する必要があります。

7. [OK] をクリックします。

実行結果
[DDoS Interaction] タブで、設定が有効であるか確認します。
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クライアントと CDN ノード間の接続で QUIC プロトコルを使用してデータ通信すると、データ転送のセ
キュリティを確保できるほか、リソースへのアクセス効率も向上できます。 このトピックでは、QUIC の
概要、QUIC の仕組み、クライアント要件、および QUIC プロトコルの課金について説明します。

QUIC の概要
Quick UDP Internet Connections (QUIC) は、TLS/SSL と同等のセキュリティを提供する実験的なトラン
スポートレイヤーネットワークプロトコルで、接続と転送のレイテンシを削減します。 QUIC はUDP に基
づいており、ネットワーク接続が不安定な場合でも優れたパフォーマンスを発揮します。 また、パケット
損失やネットワークレイテンシが深刻な場合でも、利用可能なサービスの提供が可能です。 QUIC は、オ
ペレーティングシステムやカーネルのサポートなしで、アプリケーションレイヤーにさまざまな輻輳制御
アルゴリズムを実装できます。 従来の TCP プロトコルと比較して、QUIC ではより簡単に将来の変更を行
うことができます。 このプロトコルは、TCP プロトコルの最適化でボトルネックが生じるビジネスに非
常に適しています。

Alibaba Cloud CDN は、レイヤー 7 QUIC (HTTP over QUIC) プロトコルをサポートしています。 バー
ジョン番号は Q39 です。

QUIC の仕組み
次の図は、Alibaba Cloud CDN での QUIC の使用方法を示しています。

クライアント要件
QUIC プロトコルには、次のクライアント要件があります。

Google Chrome を使用する場合、バージョン Q43 のみがサポートされます。 Alibaba Cloud CDN で
サポートされる QUIC プロトコルは、バージョン Q39 です。 Google Chrome を使用して、QUIC リク
エストを Alibaba Cloud CDN に直接送信することはできません。

11.高度な設定
11.1. QUIC
11.1.1. QUIC プロトコルとは
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自社開発のアプリを使用する場合、lsquic-client や Cronet など、QUIC プロトコルをサポートする
ネットワークライブラリを組み込む必要があります。

QUIC の課金
QUIC プロトコルは付加価値サービスです。QUIC リクエスト数に対して追加料金が発生します。 詳細
は、「CDN 料金」をご参照ください。

説明 プロトコルヘッダーが HTTPS の QUIC リクエストの場合、HTTPS リクエストと QUIC リク
エストの両方で重複して課金されることはありません。 HTTPS リクエストと QUIC リクエストの課金
は、相互に排他的です。 1 つのリクエストは、1 つのリクエストタイプのみを基準として課金されま
す。

QUIC リクエストは、リクエストヘッダーで識別されません。 QUIC リクエストかどうかは、
UDP プロトコルによって決定されます。
CDN では、最初に QUIC リクエストかどうかのチェックが行われます。 QUIC リクエストの場
合、QUIC 課金ルールに従って課金されます。 このリクエストが HTTPS リクエストかどうか
のチェックは行われません。 QUIC リクエストでない場合、HTTPS リクエストかどうかの
チェックが行われます。

はじめに
帯域幅上限機能は、各統計サイクル (5 分) 中に計測された平均帯域幅の最大値を設定します。平均帯域幅
が最大値を超えると、ドメイン名のセキュリティを保護するため、ドメイン名が自動的にオフラインにな
ります。その状況では、すべてのリクエストがオリジンサイトに返されます。 帯域幅上限値に達すると、
CDN は高速化サービスを停止するので、異常なトラフィック量によって生じる過剰な料金を回避できま
す。ドメイン名がオフラインになったら、コンソールでドメイン名を再起動できます。

説明 現在帯域幅上限機能はワイルドカードドメイン名では使用できないため、有効にしても
まったく機能しません。

RAM サブアカウントにこの機能を使用するには CloudMonitor 許可が必要です。 CloudMonitor 権限を
付与するには、AliyunCloudMonitorFullAccess ポリシーグループを使用します。

手順

説明 ピーク帯域幅機能を有効にした後、サービスは帯域幅上限によって制限され、それを超え
るとオフラインになります。 ドメイン名でサービスの継続的な実行を確保するには、合理的な見積も
りにより慎重に上限値を設定するよう推奨します。

1. CDN コンソールにログオンします。

2. [ドメイン名] のページでドメイン名を選択し、[管理] をクリックします。

3. [高度な設定] を選択し、 [ピーク帯域幅] ラベルの下にある[変更] をクリックします。

11.2. ピーク帯域幅
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4. 帯域幅上限を有効にします。 単位を Mbps、Gbps、または Tbps から選択します。

説明 帯域幅の値は 1,000 のべき乗で設定できます。

5. [確認] をクリックします。 その後、ピーク帯域幅は正常に有効化されます。

ピーク帯域幅機能を有効化するか無効化するかは、ドメイン名の実際の使用状況に基づいて選択できま
す。
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このトピックでは、コンソールで Alibaba Cloud CDN の IPv6 機能を設定する方法について説明します。
IPv6 を有効化すると、クライアントは IPv6 プロトコルを使用して CDN にアクセスできるようになり、
CDN が IPv6 アドレス情報を使用してクライアントのリクエストを元のサーバーに再ルーティングしま
す。

背景
ほぼすべての Alibaba Cloud CDNノードが IPv6 に対応しています。 ドメイン設定ページで、 CDN ドメ
インの IPv6 機能を有効化することができます。

この機能を有効化すると、クライアントが 最も近い CDN ノードに IPv6 リクエストを送信できるようにな
ります (クライアントが IPv6 環境を使用していて最も近い CDN ノードが IPv6 に対応している場合) 。 最
も近い CDN ノードが IPv6 に対応していない場合でも、クライアントは IPv4 プロトコルを使用して CDN
ノードにアクセスすることが可能です。

手順
1. 

2. 

3. 

4. [IPv6 設定] をクリックします。

5. [IPv6] をオンにします。

6. IPv6 を有効化すると、クライアントは IPv6 プロトコルを使用して CDN にアクセスできるようにな
り、CDN が IPv6 アドレス情報を使用してクライアントのリクエストを元のサーバーに再ルーティン
グします。

12.IPv6 設定の構成
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