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CDN API リファレンス /  1 呼び出し⽅法

1 呼び出し⽅法
CDN API インターフェイスは、HTTP GET リクエストを CDN API サーバーへ送信すること
によって呼び出すことができます。 このリクエストは、インターフェイスの指⽰に沿ってリクエ
ストに関連リクエストパラメーターを追加することによって実⾏できます。 リクエストの処理ス
テータスにもとづいて結果が返されます。

リクエストの構成
サービスアドレス
CDN API サービスのアクセスアドレスは、cdn.aliyuncs.com です。
通信プロトコル
本システムは、HTTP チャネル または HTTPS チャネルでリクエスト通信をサポートします。
リクエストのセキュリティを確保するため、HTTPS チャネルを介してリクエストを送信するこ
とを推奨します。
リクエスト⽅法
本システムは、 HTTP GET リクエストの送信をサポートします。 この⽅法では、リクエスト 
URL にリクエストパラメーターを含める必要があります。
リクエストパラメーター
各リクエストに対して、実⾏する操作、すなわち、アクションパラメーター (例： 
OpenCdnService ) を指定する必要があります。各操作において、共通リクエストパラメー
ターおよび指定された操作の特定のリクエストパラメーターを含める必要があります。
⽂字エンコーディング
リクエストおよびその結果には、UTF-8 ⽂字セットエンコーディングが使⽤されます。

共通パラメーター
共通リクエストパラメーター
共通リクエストパラメーターは、すべてのインターフェイスで必ず使⽤されるリクエストパラ
メーターを指定します。
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CDN API リファレンス /  1 呼び出し⽅法

名前 データ型 必須 説明
Format String No 返される値の型。 

JSON、 XML がサ
ポートされています。
既定値は XML です。

Version String Yes API のバージョン。
⽇付形式は YYYY-
MMDD です。 現在
のバージョン番号は 
2014-11- 11です。

AccessKeyId String Yes 各種サービスへのア
クセス時に使⽤され
る、Alibaba Cloud
がユーザーに発⾏する
秘密鍵の ID。

Signature String Yes 署名結果の⽂字列。
署名計算⽅法の詳細に
ついては、署名メカニ
ズムの説明をご参照く
ださい。

SignatureMethod String Yes 署名⽅式。現在 
HMACSHA1 に対
応。

Timestamp String Yes リクエストのタイムス
タンプ。 ⽇付形式は 
ISO 8601 に準拠し、
UTC 時間を使⽤して
います。 形式：YYYY
-MM-DDThh:mm:
ssZ. 例： 例：2014-
11-11T12:00:00Z (北
京時間 11/11/2014 
20:00:00 同等)

SignatureVersion String Yes 署名アルゴリズムの
バージョン。 現在の
バージョンは1.0で
す。
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名前 データ型 必須 説明
SignatureNonce String Yes 固有の乱数。反射攻撃

を防ぎます。 各リクエ
ストにおいて異なる乱
数を使⽤する必要があ
ります。

リクエスト例：
https://cdn.aliyuncs.com/?Format=xml&Version=2014-11-11&Signature
=Pc5WB8gokVn0xfeu%2FZV%2BiNM1dgI%3D&SignatureMethod=HMAC-SHA1&
SignatureNonce=15215528852396&SignatureVersion=1.0&AccessKeyId=key-
test&Timestamp=2012-06-01T12:00:00Z

共通リターンパラメーター
ユーザーが呼び出しリクエストをインターフェイスに送信すると、結果にかかわらず毎回システ
ムからユーザーへ固有の識別コード (RequestId) が返されます。
返される XML 結果の例：
<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?  > 
<!—Result Root Node-->
 <Interface Name+Response>
    <!—Return Request Tag-->
    <RequestId>4C467B38-3910-447D-87BC-AC049166F216</RequestId>
    <!—Return Result Data-->
</Interface Name+Response>

返される XML 結果の例：

{
"RequestId": "4C467B38-3910-447D-87BC-AC049166F216",
/* Return result data */
}

リターンデータ
API サービスの呼び出し後に返されるデータは統⼀形式です。 返された HTTP ステータスコー
ドが 2xx 形式の場合、呼び出しが成功したことを⽰します。 返された HTTP ステータスコード
が 4xx または 5xx の場合、呼び出しが失敗したことを⽰します。
呼び出しが成功した場合、リターンデータの主な形式は XML と JSON の形式です。 リクエス
トの送信時に、リターンデータの形式を外部システムからパラメーターで指定することができま
す。 既定形式は XML です。
本ドキュメントでは、返される結果の例をユーザーが⾒やすい形で表⽰しています。 実際のリ
ターンデータでは改⾏やインデントなどの調整はされません。
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成功例
返される XML 結果の例は以下の通りです。(返される XML 結果には、リクエストの結果を⽰す
メッセージおよび特定のサービスデータが含まれます。)
<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?  > 
<!—Result root node-->
<API name+Response>
    <!—Return request tag-->
    <RequestId>4C467B38-3910-447D-87BC-AC049166F216</RequestId>
    <!—Return Result Data-->
 </Interface name+Response>

JSON の例：
{
    "RequestId": "4C467B38-3910-447D-87BC-AC049166F216",
    /* Return result data */
}

エラー結果
インターフェイスの呼び出し時にエラーが発⽣した場合、結果データは返されません。 呼び出し
元は、appendix の <Error Code Table> の表を参照してエラーの原因を特定できます。
呼び出し中にエラーが発⽣した場合、HTTP リクエストから 4xx または 5xx の HTTP ステータ
スコードが返されます。 返されるメッセージの本⽂に特定のエラーコードとエラーメッセージが
含まれています。 また、グローバルにおいて固有のリクエストID (RequestId) および今回のリ
クエストのためにアクセスしたサイトの ID (HostId) も含まれます。 エラーの原因を特定できな
い場合は、Alibaba Cloud カスタマーサービスにご連絡ください。スムーズに問題解決ができ
るよう、 (HostId) と (RequestId) をご提供ください。
XML の例：
<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?  >
<Error>
<RequestId>8906582E-6722-409A-A6C4-0E7863B733A5</RequestId>
   <HostId>cdn.aliyuncs.com</HostId>
   <Code> UnsupportedOperation </Code>
   <Message>The specified action is not supported.</Message>
</Error>

JSON の例：
{
    "RequestId": "8906582E-6722-409A-A6C4-0E7863B733A5",
    "HostId": "cdn.aliyuncs.com",
    "Code": "UnsupportedOperation",
    "Message": "The specified action is not supported."
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CDN API リファレンス /  1 呼び出し⽅法
}

署名メカニズム
概要
CDN サービスは、1 回のアクセスリクエストにつき毎回 ID 認証を⾏います。 したがって、リ
クエスト送信時に HTTP、 HTTPS のどちらが使⽤されるかにかかわらず、リクエストは署名
情報を含む必要があります。 Access Key ID および Access Key Secret を使⽤すること
で、CDN が対称暗号化を⾏い、リクエスト送信者を認証します。 Access Key ID および 

Access Key Secret は、 Alibaba Cloud から訪問者に対して公式発⾏されます (Alibaba
Cloud の公式 Web サイトで申請・管理可能) 。

注 :
Access Key ID は訪問者の ID を⽰します。Access Key Secret は、署名⽂字列の暗号
化、およびサーバー上の署名⽂字列の検証に使⽤される秘密鍵です。 秘密鍵は厳密に機密保持
し、Alibaba Cloud とユーザー以外に開⽰しないでください。

ユーザーがサーバーにアクセスすると、次の⽅法でリクエスト署名が⾏われます。
1. 正規化クエリ⽂字列は、リクエストパラメーターを使⽤して⽣成されます。

a. リクエストパラメーターは、パラメーター名のアルファベット順でソートされています (本
ドキュメントに記述されている特定のリクエストインターフェイスの "共通リクエストパ
ラメーター" およびユーザー定義パラメーターが含まれますが、"共通リクエストパラメー
ター" に記述されている署名パラメーターは含まれません）。

注 :
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CDN API リファレンス /  1 呼び出し⽅法
リクエストが GET ⽅式で送信された場合、当該パラメーターはリクエスト URI のパラ
メーター部分になります。 (例： URI の「?」以下の部分にあり、 「&」で接続されてい
ます。)

b. 各リクエストパラメーターの名前および値はエンコードされています。 名前および値は、 

UTF-8 ⽂字セットで URL エンコードされている必要があります。 URL のエンコーディ
ングルールは以下のとおりです。
• A-Z, a-z, 0-9, “-“, “_”, “.”, “~” はエンコードされません。
• 他の⽂字は “%XY” 形式でエンコードされます。この XY は⽂字の ASCII コードを 

16 進表記することを意味します。 たとえば、英語の⼆重引⽤符 ('') は ％22 としてエン
コードされます。

• 拡張 UTF-8 ⽂字は “％XY％ZA…" 形式でエンコードされます。
• 英語のスペース ( ) は プラス記号 (+) ではなく、％20 としてエンコードされます。

注 :
基本的に、URL エンコードをサポートするライブラリ (例：Java の ja-
JPva.net.URLEncoder) はすべて "application/x-www-form-urlen-UScoded"
MIMEタイプ のルールに沿ってエンコードされます。 このエンコード⽅法を使⽤した
場合、上記のエンコードルールを順守するために、エンコードした⽂字列内のプラス記
号 (+) を "%20"、アスタリスク (*) を "%2A" に置き換え、"%7E" を波形符号 (~) に
変えます。

c. エンコードされたパラメーター名および値を英語の等号 (=) で接続します。
d. 次に、アルファベット順に等号で接続されたパラメーター名および値のペアをソートし、

記号の「&」で接続して正規化クエリ⽂字列を⽣成します。
2. 次のルールに従い、前のステップで⽣成した正規化クエリ⽂字列を使⽤し、署名計算⽤の⽂字

列を⽣成します。
StringToSign=
HTTPMethod + “&” +
percentEncode(“/”) + ”&” +
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CDN API リファレンス /  1 呼び出し⽅法
percentEncode(CanonicalizedQueryString)

ここでの HTTPMethod は、リクエスト送信時に使⽤される HTTP method です (例：GET

 ) 。
percen-UStEncode (”/”) は、1.b. に記述されている URL エンコードルールに沿って取
得した⽂字 "/" のエンコードされた値 ("％2F") です。
percentEncode(CanonicalizedQueryString) は、ステップ 1 で⽣成された正規化クエリ
⽂字列がエンコードされた⽂字列です。1.b に記述されている URL エンコードルールにもと
づいて作成されます。

3. RFC2104 の定義にもとづいて、上記の署名⽂字列を使⽤して署名の HMAC 値を計算しま
す。

注 :
署名の計算時の Key はユーザーが持つ Access Key Secret で、⽂末に "&" ⽂字
(ASCII: 38) が追加されます。 SHA1 ハッシュアルゴリズムが使⽤されます。

4. Base64 エンコードルールにもとづき、上記の HMAC 値を⽂字列にエンコードします。 この
処理によって署名値が⽣成されます。

5. ⽣成された署名値を Signature パラメーターとしてリクエストパラメーターに追加ししま
す。 以上でリクエスト署名プロセスは完了です。

注 :
取得した署名値を最終的なリクエストパラメーター値として CDN サーバーに送信後、他の
パラメーターと同様、 RFC 3986 のルールに沿って URL エンコードをする必要がありま
す。

例えば、DescribeLiveService の場合、 署名前のリクエスト URL は次の通りです。
http://cdn.aliyuncs.com/?SignatureVersion=1.0&Format=JSON&Timestamp
=2015-08-06T02:19:46Z&AccessKeyId=testid&SignatureMethod=HMAC-SHA1&
Version=2014-11-11&Action=DescribeCdnService&SignatureNonce=9b7a44b0
-3be1-11e5-8c73-08002700c460

したがって、 StringToSign は以下のようになります。
GET&%2F&AccessKeyId%3Dtestid&Action%3DDescribeCdnService&Format%
3DJSON&SignatureMethod%3DHMAC-SHA1&SignatureNonce%3D9b7a44b0-3be1-
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11e5-8c73-08002700c460&SignatureVersion%3D1.0&Timestamp%3D2015-08-
06T02%253A19%253A46Z&Version%3D2014-11-11

Access Key Id が testid の場合、 Access Key Secret は testsecret 、 HMAC の計
算に使⽤される Key は testsecret&になります。計算後の署名の値は 次のようになります。
KkkQOf0ymKf4yVZLggy6kYiwgFs=

署名されたリクエスト URL は次のようになります (Signature パラメーターが追加されてい
ます)。
http://cdn.aliyuncs.com/?SignatureVersion=1.0&Format=JSON&Timestamp
=2015-08-06T02%3A19%3A46Z&AccessKeyId=testid&SignatureMethod=HMAC
-SHA1&Version=2014-11-11&Signature=KkkQOf0ymKf4yVZLggy6kYiwgFs%3D
&Action=DescribeCdnService&SignatureNonce=9b7a44b0-3be1-11e5-8c73-
08002700c460

コード例
添付：Signature Mechanism_python_sdk： ダウンロードをクリック
Signature Mechanism_java_sdk： ダウンロードをクリック
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2 API の概要
サービス操作インターフェース

API 説明
OpenCdnService CDN サービスを有効にします。
DescribeCdnService CDN サービスのステータスを照会します。 現

在の課⾦タイプ、サービス開始時間、次回の有
効課⾦タイプ、現在のビジネスステータスなど
が含まれます。

ModifyCdnService CDN サービスの課⾦タイプを変更します。
ウォームアップインターフェースの更新

API 説明
Refreshobjectcaches ノード上のファイルの内容を更新します。 指

定された URL の内容をキャッシュノードに更
新します。

PushObjectCache オリジンサイトから L2 Cache ノードにコン
テンツをアクティブにプッシュします。 オリジ
ンサイトへの負担を軽減するため、最初のアク
セス時にユーザーは、直接キャッシュをヒット
できます。

Describerefreshtasks キャッシュプッシュまたは更新ステータスがサ
イト全体で有効になったかどうかを照会しま
す。

DescribeRefreshQuota ウォームアップ更新操作のマージンを照会しま
す。

ログ情報インタフェース
API 説明
DescribeCdnDomainLogs 指定したドメイン名の、オリジナルアクセスロ

グのダウンロードアドレスを取得します。
DescribeCustomLogConfig configId に従って、カスタムログ設定の詳細

を照会します。
ModifyDomainCustomLogConfig ドメイン名のカスタムログ設定を変更します。
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API 説明
DescribeUserCustomLogConfig ユーザーのすべてのカスタムログ設定を取得し

ます。
ListDomainsByLogConfigId カスタムログ設定を使⽤して、すべてのドメイ

ン名のリストを照会します。
ModifyDomainCustomLogConfig ドメイン名のカスタムログ設定を変更します。
ModifyUserCustomLogConfig ユーザーカスタムログ設定情報を変更します。

設定インタフェース
API 説明
DescribeDomainConfigs ドメインネーム設定を照会します。
Setoptimizeconfig ページ最適化パラメーターを設定します。
SetPageCompressConfig スマート圧縮パラメーターを設定します。
SetIgnoreQueryStringConfig フィルターパラメーターを設定します。
SetRangeConfig 範囲の back-to-source を設定します。
SetVideoSeekConfig ドラッグアンドドロップ再⽣を設定します。
Setsourcehostconfig back-to-source ホストを設定します。
SetErrorPageConfig 404 ページを設定します。
Setforceredirectconfig 強制リダイレクト⽅法を設定します。現在は 

HTTP および HTTPS の強制リダイレクトを
サポートしています。

SetRefererConfig アンチリーチを設定します。
SetFileCacheExpiredConfig ファイルの有効期限を設定します。
SetPathCacheExpiredConfig ディレクトリの有効期限設定を変更します。
ModifyFileCacheExpiredConfig ファイルの有効期限設定を変更します。
ModifyPathCacheExpiredConfig パスキャッシュポリシーを変更します。
DeleteCacheExpiredConfig カスタムキャッシュポリシーを削除します。
SetReqAuthConfig CDN ドメインアクセス認証を設定します。
Sethttpheaderconfig カスタム HTTP ヘッダーを設定します。
ModifyHttpHeaderConfig カスタム HTTP ヘッダーを変更します。
DeleteHttpHeaderConfig CDNドメインのリファラーアンチリーチ設定

を削除します。
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API 説明
SetDomainServerCertificate ドメイン名で証明書機能を有効にして証明書情

報を変更するかどうかを設定します。
SetIpBlackListConfig CDN ドメインの IP アドレスブラックリスト

を設定します。
ドメイン操作インターフェイス

API 説明
AddCdnDomain CDN ドメインを追加します。 ⼀度に送信でき

る CDN は 1 つだけです。
DescribeUserDomains ユーザー名のすべてのドメイン名とステータス

を照会します。
DescribeCdnDomainDetail 指定された CDN ドメイン設定の基本情報を取

得します。
ModifyCdnDomain CDN ドメインを変更します。
StartCdnDomain 「無効」ステータスのアクセラレーションドメ

イン名を使⽤可能にし、「DomainStatus」
を「online」に変更します。

StopCdnDomain 「DomainStatus」を「offline」に変更して 
CDN ドメインを無効にします。

DeleteCdnDomain [注意して使⽤] 現在の CDN ドメインを削除し
ます。 ⼀度に送信できる CDN ドメインは 1 つ
だけです。

DescribeDomainsBySource ソースステーションに基づき、対応するドメイ
ン名情報を照会します。

ツールインタフェース
API 説明
DescribeIpInfo 指定した IP アドレスが Alibaba Cloud CDN

 ノードの IP アドレスかどうかを確認します。
リソースモニタリングインタフェース

API 説明
DescribeDomainBpsData CDN ドメインのネットワーク帯域幅メトリッ

クデータを取得します。
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API 説明
DescribeDomainFlowData CDN ドメインのネットワークトラフィックメ

トリックデータを取得します。
DescribeDomainSrcBpsData CDN ドメインの back-to-source 帯域幅メト

リックデータを取得します。
DescribeDomainSrcFlowData CDN ドメインの back-to-source トラフィッ

クメトリックデータをビット単位で取得しま
す。

DescribeDomainHitRateData CDN ドメインのバイトヒット率 (ヒットバイ
トの割合) を取得します。

DescribeDomainReqHitRateData CDN ドメイン名のリクエストヒット率 (ヒッ
トリクエストの割合) を取得します。

DescribeDomainQpsData 1 秒あたりの CDN ドメインへのアクセス回数
を取得します。 値は QPS で表されます。

DescribeDomainHttpCodeData CDN ドメインの HTTP リターンコードの割合
を取得します。 最⼩単位は 5 分です。

DescribeDomainsUsageByDay CDN ドメインの 1 ⽇あたりのモニタリング統
計を取得します。

DescribeTopDomainsByFlow トラフィックによってランク付けされているド
メイン名を取得します。

DescribeDomainPvData PV ページアクセス統計を取得します。 最⼩単
位は 1 時間です。

DescribeDomainUvData CDN ドメインの独⽴した UV ページアクセス
統計を取得します。 最⼩単位は 1 時間です。

DescribeDomainRegionData CDN ドメインのリージョン別ユーザー分布を
⽇単位で取得します。

DescribeDomainISPData CDN ドメイン名のユーザーとキャリアの分布
を⽇単位で取得します。

Describedomaintopurlvisit 特定の⽇の CDN ドメイン名の⼈気のある 
URL リストを取得します。

DescribeDomainTopReferVisit 特定の⽇の CDN ドメイン名の⼈気ページの参
照回数ランキングを取得します。

DescribeDomainFileSizeProportionData CDN ドメイン名のファイルサイズ共有を取得
します。 最⼩単位は 1 時間です。

DescribeCdnRegionAndIsp リージョンとキャリアのリストを取得します。
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API 説明
DescribeDomainBpsDataByTimeStamp 特定の時間に異なる場所や ISP でCDN ドメ

イン名の帯域幅データを取得します。 単位は
ビット/秒です。

DescribeDomainMax95BpsData CDN ドメイン名の 95 パーセンタイル帯域幅
メトリックデータを取得します。 単位：ビッ
ト/秒 。

DescribeDomainPathData トラフィックとアクセス回数を含む、CDN ド
メイン名パスレベルの 5 分の メトリックデー
タを取得します。

DescribeL2VipsByDomain ドメイン名で L2 ノードの仮想 IP アドレス
リストを照会します。 このインターフェイス
は、ホワイトリストが設定された後に有効にな
ります。

Describerangedatabylocateandispservice 特定の時間で、アクセラレーションドメイン名
の異なる場所および ISP の帯域幅データを取
得します。

DescribeDomainRealTimeBpsData ドメイン名の帯域幅データを 1 分単位で取得
します。

DescribeDomainRealTimeByteHitRateData ドメイン名のバイトヒット率データを 1 分単位
で取得します。

DescribeDomainRealTimeQpsData 1 分ごとにドメイン名の 1 秒あたりのクエリ数
(QPS) を取得します。

DescribeDomainRealTimeReqHitRateData ドメイン名のリクエストヒット率を 1 分単位で
取得します。

Dynamic Route for CDN インターフェイス
API 説明
SetDynamicConfig Dynamic Route for Content Delivery 

Network (DCDN) のキャッシュルールを設定
します。
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3 リソースモニタリングインターフェイス
3.1 DescribeL2VipsByDomain

ドメイン名で L2 ノードの仮想 IP アドレスリストを照会します。 このインターフェイスは、ホワ
イトリストが設定された後に有効になります。

注 :
• 1 ⽇のピーク帯域幅が 1 Gbps 以上のユーザーは、チケットを起票してインターフェイス呼び

出し権限を申請してください。 今すぐ申請をクリック。
• シナリオに関する詳細については、「Alibaba Cloud CDN がサポートしている back-to-

origin アドレス」 をご参照ください。
リクエストパラメーター

パラメーター データ型 必須/省略可能 値の例 説明
Action String 必須 DescribeL2

VipsByDomain
インターフェイ
スの名前。 値
： DescribeL2
VipsByDomain

DomainName String 必須 www.
yourdomain.
com

ドメイン名。
値の範囲：サポー
トされるドメイ
ン名は 1 つのみ
で、ホワイトリス
トに追加する必要
があります。

リターンパラメーター
パラメーター データ型 値の例 説明
DomainName String xxxx.com ドメイン名。
Vips String “Vip”: [ “1.1.1.1

/25”, “2.2.2.2/25
” ]

Vip リスト。
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RequestId String 16A96B9A-F203
-4EC5-8E43-
CB92E68F4CD8

リクエストの ID 。

例
リクエストの例
https://cdn.aliyuncs.com?Action=DescribeL2VipsByDomain&DomainName=xxxx
.com&Public request parameters

通常リターン例
• JSON 形式

    "DomainName":"xxxx.com",
    "RequestId":"820E7900-5CA9-4AEF-B0DD-20ED5F64BE55",
    "Vips":{
        "Vip":[
            "1.1.1.1/25",
            "2.2.2.2/25"
        
    }

例外リターン例
• JSON 形式

    "Code":"InternalError",
    "HostId":"cdn.aliyuncs.com",
    "Message"： "不明なエラーが発⽣したため、リクエスト処理に失敗しました。"
    "RequestId":"16A96B9A-F203-4EC5-8E43-CB92E68F4CD8"
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4 サービス操作インターフェース
4.1 OpenCdnService

CDN サービスへの加⼊。 ドメイン名に関する操作は、加⼊後のみ実⾏可能です。
• 1 ユーザーにつき 1 回のみ加⼊することができます。
• 加⼊制限：アカウントは、本名登録が完了している必要があります。

注 :
本インターフェイスの使⽤前に、CDN の課⾦⽅法および価格の内容を⼗分にご確認ください。
詳細については、 価格概要をご参照ください。

リクエストパラメーター
名前 データ型 必須 インスタンス値 説明
Action String Yes OpenCdnSer

vice
インターフェ
イスの名前で
す。 Value: 
OpenCdnSer
vice

InternetCh
argeType

String Yes トラフィック課⾦ プロビジョニング
サービスの課⾦タ
イプ：
• トラフィック

課⾦
• 帯域幅課⾦
ユーザーが選択し
ない場合、デフォ
ルトの課⾦タイプ
はトラフィック課
⾦です。

リターンパラメーター
パラメーター データ型 値の例 説明
RequestId String 16A96B9A-F203

-4EC5-8E43-
CB92E68F4CD8

Request ID
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例

リクエスト 例
https://cdn.aliyuncs.com?&Action=OpenCdnService&InternetChargeType=
PayByBandwidth&Public request parameter

通常 リターンの例
• JSON 形式

    "RequestId":"97C68796-EB7F-4D41-9D5B-12B909D76508"

例外リターンの例
• JSON 形式

    "Code":"InternalError",
     "HostId":"cdn.aliyuncs.com",
    "Message:" 不明なエラーが発⽣したため、リクエスト処理が失敗しました。
    "RequestId":"16A96B9A-F203-4EC5-8E43-CB92E68F4CD8"

4.2 DescribeCdnService
CDN サービスのステータス (現在の課⾦⽅法、サービスサブスクリプション期間、次の課⾦⽅法
の利⽤開始、現在のサービスステータス等) の照会をします。

リクエストパラメーター
パラメーター データ型 必須 値の例 説明
Action String Yes DescribeCd

nService
インターフェ
イスの名前で
す。Value: 
DescribeCd
nService

リターンパラメーター
パラメーター データ型 値の例 説明
InternetCh
argeType

String PayByTraffic 課⾦⽅法：
• トラフィック課⾦
• 帯域幅課⾦
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OpeningTime String 2014-02-28T13:11:
49Z

サービスサブスクリ
プション期間。ISO 
8601 時間形式。

ChangingCh
argeType

String PayByTraffic 次の請求⽅法の利⽤開
始
• トラフィック課⾦
• 帯域幅課⾦

ChangingAf
fectTime

String 2014-11-27T16:00:
00Z

GMT。

OperationLocks 操作ロックステータス
(未払いの⽀払いやセ
キュリティ等)。

  └LockReason String financial 操作ロックの理由
RequestId String 16A96B9A-F203

-4EC5-8E43-
CB92E68F4CD8

リクエスト ID 。

InstanceId String aliuid インスタンス ID 。
例

リクエスト例
https://cdn.aliyuncs.com?&Action=DescribeCdnService&Public request 
parameter

通常リターン例
• JSON 形式

     "ChangingAffectTime":"2014-11-27T16:00:00Z",
    "ChangingChargeType":"PayByBandwidth",
    "InternetChargeType":"PayByTraffic",
    "OpeningTime":"2014-02-28T13:11:49Z",
    &quot;OperationLocks&quot;：{
        &quot;LockReason&quot;：[]
    
    "RequestId":"BFFCDFAD-DACC-484E-9BE6-0AF3B3A0DD23"

例外リターン例
• JSON 形式

     "Code":"InternalError",
     "HostId":"cdn.aliyuncs.com",
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    "Message"： "不明なエラーが発⽣したため、リクエスト処理に失敗しました。"
    "RequestId":"16A96B9A-F203-4EC5-8E43-CB92E68F4CD8"
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5 ログ情報インタフェース
5.1 DescribeCdnDomainLogs

指定したドメイン名のオリジナルアクセスログのダウンロードアドレスを取得します。

注 :
ログの内容は最⼤ 1 ヶ⽉間保持されます。

リクエストパラメーター
パラメーター データ型 必須 値の例 説明
Action String Yes DescribeCd

nDomainLogs インターフェイ
スの名前です。 
Value:
DescribeCd

nDomainLogs

DomainName String Yes www.
yourdomain.
com

ドメイン名（単⼀
のクエリのみ対
応）
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パラメーター データ型 必須 値の例 説明
EndTime String No 2017-12-22T08:

00:00:00Z • 終了時刻は開
始時刻より後
でなければな
りません。

• 開始時刻と終
了時刻の間の
間隔は 1 年以
内でなければ
なりません。

• ⽇付形式は 
ISO8601 表
記を採⽤し、
UTC 時間を使
⽤します。

• 例：2016-10
-20T04:00:
00Z.

LogDay String No 2015-05-24 ログの取得⽇。
• 形式：yyyy-

MM-dd。
• LogDay、

StartTime、
EndTime の
いずれかを指
定できます。

• デフォルト：
同⽇

PageNumber Long No 2 ページ番号。
範囲値：1以上の
任意の整数。
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パラメーター データ型 必須 値の例 説明
PageSize Long No 300 ページサイズ。

• 最⼤値：100
。

• 範囲値：1 〜 
1000 の任意の
整数。

• 既定値：300
StartTime String No 2017-12-21T08:

00:00:00Z ログ取得開始時
刻。
• ⽇付形式は 

ISO8601 表
記を採⽤し、
UTC 時間を使
⽤します。

• 例：2016-10
-20T04:00:
00Z.

リターンパラメーター
パラメーター データ型 値の例 説明
PageNumber Long 1 データが返されるペー

ジ。
PageSize Long 100 ページ全体のサイズ。
TotalCount Long 3 総⾏数。
RequestId String 16A96B9A-F203

-4EC5-8E43-
CB92E68F4CD8

リクエストの ID 。

DomainLogModel ログモデル。
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パラメーター データ型 値の例 説明
└DomainName String gc.ggter.com ドメイン名。
└DomainLogDetails 複数の DomainLogD

etail で構成された
データ。

└LogPath String Cdnlog.cn-
hangzhou.oss.
aliyun-inc.com
/gc.ggter.com/
2015_05_23/gc.
ggter.com_2015_0
5_23_1100_1200
.gz? OSSAccessK
eyId\u003d3xmgf
7JheOfOTUTf\
u0026Expires\
u003d1432539994
\u0026Signature
\u003d7Ly4c
cKN3afzAGY
yWDbxBcOcn2I%
3D

ログパス。

└StartTime String 2017-12-21T08:00:
00:00Z 開始時刻。

└EndTime String Tes 22t08: 00: 00: 
00Z 終了時刻。

└LogSize Long 257 ログサイズ。
└LogName String gc.ggter.

com_2015_0
5_23_1100_1200.gz

ログ名。
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例

リクエストの例
https://cdn.aliyuncs.com?Action=DescribeCdnDomainLogs&DomainName=gc.
ggter.com&LogDay=2015-05-24&public request parameter

通常のリターン例
{
   "DomainLogModel": {
    "DomainName": "example.com",
    "DomainLogDetails": {
       "DomainLogDetail": [
        {
          "EndTime": "2015-05-23T04:00:00Z",
          "LogName": "gc.ggter.com_2015_05_23_1100_1200.gz",
          "LogPath": "cdnlog.cn-hangzhou.oss.aliyun-inc.com/example.
com/2015_05_23/xxx",
          "LogSize": 257,
          "StartTime": "2015-05-23T03:00:00Z"
        },
        {
          "EndTime": "2015-05-23T08:00:00Z",
          "LogName": "gc.ggter.com_2015_05_23_1500_1600.gz",
          "LogPath": "cdnlog.cn-hangzhou.oss.aliyun-inc.com/example.
com/2015_05_23/xxx",
          "LogSize": 194,
           "StartTime": "2015-05-23T07:00:00Z"
        },
        {
           "EndTime": "2015-05-23T14:00:00Z",
          "LogName": "gc.ggter.com_2015_05_23_2100_2200.gz",
          "LogPath": "cdnlog.cn-hangzhou.oss.aliyun-inc.com/example.
com/2015_05_23/xxx",
          "LogSize": 258,
          "StartTime": "2015-05-23T13:00:00Z"
        }
      ]
    }
  },
  "RequestId": "1805F349-0A2B-41D9-B4AD-33632AFC27F1",
  "PageNumber": 1,
    "TotalCount": 3,
    "PageSize": 100
}
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6 RAM リソースの権限付与
6.1 API 権限付与ルール
RAM を使⽤して、プライマリアカウントの CDN リソースをサブアカウントでアクセス可能にできま
す。

• Alibaba Cloud アカウントを通じて CDN サービスを有効にし CDN ドメインを作成する
と、すべてのサービスと CDN ドメインがこのアカウントの配下に⼊ります。 デフォルトで
は、アカウントはリソースに対して完全な操作権限を持ちます。

• Alibaba Cloud リソースアクセス管理（RAM）を使⽤することで、Alibaba Cloud アカウ
ントでリソースにアクセスして 管理する権限を RAM サブユーザーに付与できます。

• RAM を使⽤して CDN リソースへのアクセス権限を付与する⽅法を学ぶ前に、RAM 製品ド
キュメントと API ドキュメントをよくお読みください。

• RAM の使⽤が必要なければ、このセクションを読み⾶ばしていただいて構いません。
RAM 内の権限付与可能な CDN リソースタイプ

現在、RAM 内の権限付与可能なリソースタイプと記述⽅法は、次の表のとおりです。
リソースタイプ 権限付与ポリシー内のリソー

ス説明
説明

service acs:cdn:*:$accountid:* サブアカウントに CDN サービ
スを管理する権限を付与しま
す。 （構成の変更、アカウン
ト情報のクエリなど）

domain acs:cdn:*:$accountid:
domain/$domainNameacs
:cdn:*:$accountid:domain
/*

サブアカウントに⾃⾝の CDN
 ドメインを管理する権限を付
与します。 （ドメイン名の追
加、設定、クエリなど）

サブアカウントが CDN API を呼び出してプライマリ CDN アカウントのリソースへのアクセスをリクエ
ストした場合の権限付与ルール

サブアカウントが CDN Open API を呼び出してプライマリ CDN アカウントのリソースへの
アクセスをリクエストした場合、CDN バックエンドは権限検証のリクエストを RAM に送信し
て、 リソース所有者が呼び出し元に関連リソースへのアクセス権限を付与しているかどうかを確
認します。
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それぞれの異なる CDN API は、関連リソースと API のセマンティクスに従って、関連リソース
の権限を決定します。 各 API の権限付与ルールは次の通りです。
API 権限付与ルール
OpenCdnService acs:cdn::$accountid:
Describecdnservice acs:cdn::$accountid:
ModifyCdnService acs:cdn::$accountid:
DescribeUserDomains acs:cdn::$accountid:domain/
DescribeCdnDomainDetail acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
AddCdnDomain acs:cdn::$accountid:domain/
StartCdnDomain acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
StopCdnDomain acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
DeleteCdnDomain acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
DescribeDomainConfigs acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
SetOptimizeConfig acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
SetPageCompressConfig acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
SetIgnoreQueryStringConfig acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
SetRangeConfig acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
SetVideoSeekConfig acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
SetSourceHostConfig acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
SetErrorPageConfig acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
SetForceRedirectConfig acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
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API 権限付与ルール
SetRefererConfig acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
SetFileCacheExpiredConfig acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
SetPathCacheExpiredConfig acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
ModifyFileCacheExpiredConfig acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
ModifyPathCacheExpiredConfig acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
DeleteCacheExpiredConfig acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
SetReqAuthConfig acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
SetHttpHeaderConfig acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
ModifyHttpHeaderConfig acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
Deletehttpheaderconfig acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
RefreshObjectCaches acs:cdn::$accountid:domain/
PushObjectCache acs:cdn::$accountid:domain/
DescribeRefreshTasks acs:cdn::$accountid:domain/
DescribeRefreshQuota acs:cdn::$accountid:domain/
DescribeLiveStreamsPublishList acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
DescribeLiveStreamsOnlineList acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
DescribeLiveStreamsBlockList ACS: CDN: *: $ accounts: domain/$ 

domainname
DescribeLiveStreamsControlHistory acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
Describelivestreamonlineusernum acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
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ForbidLiveStream acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
ResumeLiveStream acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
SetLiveStreamsNotifyUrlConfig acs:cdn:*:$accountid:domain/$

domainName
DescribeDomainBpsData acs:cdn::$accountid:domain/ acs:cdn:*:

$accountid:domain/$domainName
DescribeDomainFlowData acs:cdn::$accountid:domain/ acs:cdn:*:

$accountid:domain/$domainName
DescribeDomainSrcBpsData acs:cdn::$accountid:domain/ acs:cdn:*:

$accountid:domain/$domainName
DescribeDomainSrcFlowData acs:cdn::$accountid:domain/ "acs:cdn:*:

$Uid:domain/$DomainName"
DescribeDomainHitRateData acs:cdn::$accountid:domain/ acs:cdn:*:

$accountid:domain/$domainName
DescribeDomainQpsData acs:cdn::$accountid:domain/ acs:cdn:*:

$accountid:domain/$domainName
DescribeDomainHttpCodeData acs:cdn::$accountid:domain/ acs:cdn:*:

$accountid:domain/$domainName
DescribeDomainsUsageByDay acs:cdn::$accountid:domain/ acs:cdn:*:

$accountid:domain/$domainName
DescribeTopDomainsByFlow acs:cdn::$accountid:domain/
DescribeDomainPvData acs:cdn::$accountid:domain/ acs:cdn:*:

$accountid:domain/$domainName
DescribeDomainUvData acs:cdn::$accountid:domain/ acs:cdn:*:

$accountid:domain/$domainName
DescribeDomainRegionData acs:cdn::$accountid:domain/ acs:cdn:*:

$accountid:domain/$domainName
DescribeDomainISPData acs:cdn::$accountid:domain/ acs:cdn:*:

$accountid:domain/$domainName
DescribeDomainTopUrlVisit acs:cdn::$accountid:domain/ acs:cdn:*:

$accountid:domain/$domainName
DescribeDomainTopReferVisitl acs:cdn::$accountid:domain/ acs:cdn:*:

$accountid:domain/$domainName
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DescribeDomainFileSizeProportionData acs:cdn::$accountid:domain/ acs:cdn:*:

$accountid:domain/$domainName
DescribeDomainCCData acs:cdn::$accountid:domain/ acs:cdn:*:

$accountid:domain/$domainName
DescribeDomainWafData acs:cdn::$accountid:domain/ acs:cdn:*:

$accountid:domain/$domainName
Describecdndomainlogs acs:cdn::$accountid:domain/ acs:cdn:*:

$accountid:domain/$domainName
DescribeIpInfo acs:cdn::$accountid:domain/
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