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1 基本概念
OSS を使⽤する前に、次の基本概念を理解することを推奨します。

バケット
バケットは、OSS に格納されているオブジェクトのコンテナです。 すべてのオブジェクトは、バ
ケットに格納されます。 Alibaba Cloud OSS のデータモデル構造は、階層型モデルではなくフ
ラットモデルです。
• すべてのオブジェクト (ファイル) は、対応するバケットに直接関連付けられています。 した

がって、OSS には、ファイルシステムのようなディレクトリとサブフォルダの階層構造があり
ません。

• ユーザーは複数のバケットを所有できます。
• バケット名は OSS 全体を通して⼀意でなければなりません。また、バケットの作成後にバ

ケット名を変更することはできません。
• バケットには、無制限の数のオブジェクトを格納できます。
バケットの命名規則は次のとおりです。
• バケット名は、⼩⽂字、数字、ハイフン ( - ) のみを使⽤できます。
• プロジェクト名の先頭と末尾は、⼩⽂字または数字にする必要があります。
• バケット名は 3 バイト以上 63 バイト以下にする必要があります。

オブジェクト
オブジェクトはファイルとも呼ばれ、 OSS に格納されている基本的なエンティティです。 オブ
ジェクトは、メタデータ、データ、キーで構成されます。 キーは、 バケット内の⼀意のオブジェ
クト名です。 メタデータによって、最終変更時刻やオブジェクトサイズといったオブジェクトの
属性が定義されます。。 オブジェクトのカスタムメタデータを指定することもできます。
オブジェクトのライフサイクルは、アップロードで始まり、削除で終わります。 ライフサイクル
の間、オブジェクトの内容を変更することはできません。 オブジェクトを変更する場合は、既
存のオブジェクトと同じ名前の新しいオブジェクトをアップロードして置き換える必要がありま
す。 したがって、ファイルシステムとは異なり、OSS ではユーザーがオブジェクトを直接変更す
ることはできません。
OSS には、追加アップロード機能があります。これにより、オブジェクトの最後にデータを続け
て追加できます。
オブジェクトの命名規則は次のとおりです。
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• オブジェクト名には UTF-8 エンコードを使⽤する必要があります。
• オブジェクト名は 1 バイト以上 1023 バイト以下にします。
• オブジェクト名の先頭にバックスラッシュ (\) とフォワードスラッシュ (/) は使⽤できませ

ん。

注 :
オブジェクト名では、⼤⽂字と⼩⽂字が区別されます。 特に明記しない限り、OSS ドキュ
メントに記載されているオブジェクトおよびファイルは、まとめてオブジェクトと呼ばれま
す。

リージョン
リージョンは、 OSS データセンターの物理的な場所を表します。 作成したバケットを保存する
OSS のリージョンを選択できます。 レイテンシとコストを最⼩限に抑えることが可能なリージョ
ン、あるいは特定の規制要件を満たすリージョンを選択できます。 ⼀般的に、ユーザーに近い
リージョンほど、 アクセス速度は速くなります。 詳細は、「 OSS リージョンと エンドポイント
(OSS regions and endpoints)」をご参照ください。
リージョンは、オブジェクトレベルではなくバケットレベルで設定します。 したがって、バケッ
トに含まれるすべてのオブジェクトは同じリージョンに格納されます。 バケットの作成時にリー
ジョンを指定します。 作成後に変更することはできません。

エンドポイント
エンドポイントは、 OSS へのアクセスに使⽤されるドメイン名です。 OSS は HTTP RESTful
API を介して 外部サービスを提供します。 リージョンごとにエンドポイントが異なります。 同
じリージョンでも、 イントラネットを経由したアクセスかインターネットを経由したアクセスか
によって、 使⽤するエンドポイントは異なります。 たとえば、杭州リージョンの場合、インター
ネットエンドポイントは oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com、イントラネットエンドポイントは
oss-cn-hangzhou-internal.aliyuncs.com です。 詳細は、 「OSS リージョンと エンドポイン
ト (OSS regions and endpoints)」 をご参照ください。

AccessKey
AccessKey は、AccessKeyID と AccessKeySecret で構成されます。 この 2 つが 1 組で、ア
クセス ID が検証されます。 OSS では、 AccessKeyId と AccessKeySecret の対称暗号⽅式を
使⽤して、 リクエスト送信者の⾝元が確認されます。 AccessKeyID は、ユーザーを識別するた
めに使⽤されます。 AccessKeySecret は、ユーザーが署名を暗号化し、その署名を OSS で検
証するために使⽤されます。 AccessKeySecret の機密性を保つ必要があります。 OSS では、
AccessKey は次の 3 つの⽅法で⽣成されます。
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• バケット所有者が AccessKeys を申請します。
• バケットの所有者が、 RAM を使⽤して第三者による AccessKeys の申請を許可します。
• バケット所有者が、STS を使⽤して第三者による AccessKey の申請を許可します。
AccessKeys の詳細については、 「アクセス制御 (Access control)」をご参照ください。

強⼒な⼀貫性
OSS では、オブジェクト操作はアトミックです。つまり中間状態がなく､操作は成功と失敗のど
ちらかです。 破損したデータや 部分的なデータが、OSS に書き込まれることはありません。
OSS でのオブジェクト操作は、⾮常に⼀貫性があります。 たとえば、ユーザーが アップロード (
PUT) 成功のレスポンスを受信すると、そのオブジェクトはすぐに読み取り可能となり、 データ
はすでに 3 重に書き込まれています。 したがって、OSS は 書き込み後の読み取りに対して、強
⼒な⼀貫性を提供します。 削除操作についても同じことが⾔えます。 ユーザーが オブジェクト
を⼀旦削除すると、そのオブジェクトは直ちに削除されます。

OSS とファイルシステムの⽐較
⽐較項⽬ OSS ファイルシステム
データモデル OSS は、キー値のペア形式を

使⽤した分散オブジェクトス
トレージサービスです。

ファイルシステムは、ファイ
ルが格納されたディレクの階
層ツリー構造です。

データ検索 オブジェクトは、⼀意のオブ
ジェクト名 (キー) に基づいて
取得されます。
"test1/test.jpg" といった オ
ブジェクト名を使⽤できます
が、これはオブジェクト ”
test.jpg” が、"test1" とい
う名前のディレクトリに保存
されていることを⽰す訳では
ありません。 OSS の場合、
"test1/test.jpg" と "a.jpg"
には本質的な違いはありませ
ん。 異なる名前の オブジェク
トへのアクセス中、同量のリ
ソースが 消費されます。

ファイルはディレクトリ内の
ロケーションに基づいて取得
されます。
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⽐較項⽬ OSS ファイルシステム
利点 OSS は⼤規模な同時アクセス

をサポートしています。つま
り、過剰なリソースを使⽤せ
ずに、⼤量の⾮構造化データ
(画像、ビデオ、ドキュメント
など) を保存および取得できま
す。

データのコピーや置き換えが
不要なため、ディレクトリの
名前変更、移動、削除などの
フォルダ操作は⾮常に簡単で
す。

注意点 格納されているオブジェクト
を直接変更することはできま
せん。
オブジェクトを変更する場合
は、既存のオブジェクトと同
じ名前の新しいオブジェクト
をアップロードして置き換え
る必要があります。

システムのパフォーマンス
は、単⼀デバイスの容量に
依存します。 ファイルシス
テム内に作成されるファイル
やディレクトリが多いほど、
より多くのリソースが消費さ
れ、ユーザープロセスが⻑く
なります。

そのため、OSS をファイルシステムにマッピングすることは推奨できません。 OSS を使⽤する
際は、 画像、ビデオ、ドキュメントなど、⼤量の⾮構造化データを保存するための膨⼤なデータ
処理能⼒といった利点を最⼤限に活⽤することを推奨します。
OSS の概念とファイルシステムの概念の対応表は次のとおりです。
OSS ファイルシステム
オブジェクト ファイル
バケット ホームディレクトリ
リージョン 該当なし
エンドポイント 該当なし
AccessKey 該当なし
該当なし マルチレベルディレクトリ
GetService ホームディレクトリリストの取得
GetBucket ファイルリストの取得
PutObject ファイルへの書き込み
AppendObject 既存のファイルへのデータの追加
GetObject ファイルの読み込み
DeleteObject オブジェクトの削除
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OSS ファイルシステム
該当なし ファイル内容の変更
CopyObject (同じターゲットとソース) ファイル属性の変更
CopyObject ファイルのコピー
該当なし ファイル名の変更
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2 エンドポイント
2.1 リージョンとエンドポイント

リージョンは、OSS のデータセンターがあるリージョンを⽰します。 エンドポイントは、ユー
ザーがインターネットを経由して OSS にアクセスする際に使⽤するドメイン名を⽰します。 本
ページには、リージョンとエンドポイントの対応関係を記載します。

クラシックネットワークにおけるリージョンと OSS エンドポイント
以下の表では、クラシックネットワークにおける各リージョンの OSS インターネットエンドポイ
ントとイントラネットエンドポイントを記載します。
リージョン名 OSS リージョ

ン
インターネッ
トエンドポイ
ント

インターネッ
トエンドポイ
ントプロトコ
ル

ECS アクセス
⽤のイントラ
ネットエンド
ポイント

イントラネッ
ト エンドポイ
ントプロトコ
ル

中国 (杭州) oss-cn-
hangzhou

oss-cn-
hangzhou
.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

oss-cn-
hangzhou
-internal.
aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

中国 (上海 ) oss-cn-
shanghai

oss-cn-
shanghai
.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

oss-cn-
shanghai
-internal.
aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

中国 (⻘島) oss-cn-
qingdao

oss-cn-
qingdao.
aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

oss-cn-
qingdao-
internal.
aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

中国 (北京) oss-cn-
beijing

oss-cn-
beijing.
aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

oss-cn-
beijing-
internal.
aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS
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リージョン名 OSS リージョ
ン

インターネッ
トエンドポイ
ント

インターネッ
トエンドポイ
ントプロトコ
ル

ECS アクセス
⽤のイントラ
ネットエンド
ポイント

イントラネッ
ト エンドポイ
ントプロトコ
ル

中国 (張家⼝) oss-cn-
zhangjiakou

oss-cn-
zhangjiako
u.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

oss-cn-
zhangjiako
u-internal
.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

中国 (フフホ
ト)

oss-cn-
huhehaote

oss-cn-
huhehaote
.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

oss-cn-
huhehaote
-internal.
aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

中国 (深セン) oss-cn-
shenzhen

oss-cn-
shenzhen
.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

oss-cn-
shenzhen
-internal.
aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

⾹港 oss-cn-
hongkong

oss-cn-
hongkong
.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

oss-cn-
hongkong
-internal.
aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

⽶国 (シリコ
ンバレー)

oss-us-west-
1

oss-us-west
-1.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

oss-us-west
-1-internal
.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

⽶国 (バージ
ニア)

oss-us-east-1 oss-us-east
-1.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

oss-us-east
-1-internal
.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

シンガポール oss-ap-
southheast-1

oss-ap-
southeast-
1.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

oss-ap-
southeast-
1-internal
.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS
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リージョン名 OSS リージョ
ン

インターネッ
トエンドポイ
ント

インターネッ
トエンドポイ
ントプロトコ
ル

ECS アクセス
⽤のイントラ
ネットエンド
ポイント

イントラネッ
ト エンドポイ
ントプロトコ
ル

オーストラリ
ア (シドニー)

oss-ap-
southheast-2

oss-ap-
southeast-
2.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

oss-ap-
southeast-
2-internal
.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

マレーシア
(クアラルン
プール)

oss-ap-
southheast-3

oss-ap-
southeast-
3.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

oss-ap-
southeast-
3-internal
.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

インドネシア
(ジャカルタ)

oss-ap-
southheast-5

oss-ap-
southeast-
5.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

oss-ap-
southeast-
5-internal
.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

⽇本 (東京 ) oss-ap-
northeast-1

oss-ap-
northeast-
1.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

oss-ap-
northeast-
1-internal
.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

インド (ムン
バイ)

oss-ap-south
-1

oss-ap-south
-1.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

oss-ap-south
-1-internal
.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

ドイツ (フラ
ンクフルト)

oss-eu-
central-1

oss-eu-
central-1.
aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

oss-eu-
central-1
-internal.
aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

イギリス (ロ
ンドン)

oss-eu-west
-1

oss-eu-west
-1.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

oss-eu-west
-1-internal
.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS
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リージョン名 OSS リージョ
ン

インターネッ
トエンドポイ
ント

インターネッ
トエンドポイ
ントプロトコ
ル

ECS アクセス
⽤のイントラ
ネットエンド
ポイント

イントラネッ
ト エンドポイ
ントプロトコ
ル

UAE (ドバイ) oss-me-east
-1

oss-me-east
-1.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

oss-me-east
-1-internal
.aliyuncs.
com

HTTP および 
HTTPS

注 :
• リンクを共有したり、カスタムドメイン名 (CNAME) をバインドする場合は、"バケット名"

+ "エンドポイント" 形式で、第 3 レベルのドメイン名を使⽤することを推奨します。 たと
えば、中国 (上海) にある "oss-sample" という名前のバケットの第 3 レベルのドメイン名
は、"oss-sample.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com" になります。

• SDK を使⽤する場合は、初期化パラメータとして、" http ://" または" http ://" +
"エンドポイント" の形式を使⽤してください。 たとえば、中国 (上海) の場合、エンドポイ
ントの初期化パラメータとして、" http :// oss - cn - shanghai . aliyuncs .

com " または " https :// oss - cn - shanghai . aliyuncs . com " を使⽤
することを推奨します。 初期化パラメータとして、第 3 レベルのドメイン名 " http ://

bucket . oss - cn - shanghai . aliyuncs . com " は使⽤しません。
• デフォルトでは、インターネットアドレス "oss.aliyuncs.com" は 中国 (杭州) のインター

ネットエンドポイントを指し、イントラネットアドレス "oss-internal.aliyuncs.com" は､
中国 (杭州) のイントラネットエンドポイントを指します。

VPC ネットワークのリージョンと OSS エンドポイント
VPC ネットワーク内の ECS インスタンスの場合、次のエンドポイントを使⽤して OSS にアクセ
スできます。
リージョン名 OSS リージョン VPC ネットワークの

エンドポイント
プロトコル

中国 (杭州) oss-cn-hangzhou oss-cn-hangzhou-
internal.aliyuncs.
com

HTTP および HTTPS

中国 (上海 ) oss-cn-shanghai oss-cn-shanghai-
internal.aliyuncs.
com

HTTP および HTTPS
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リージョン名 OSS リージョン VPC ネットワークの
エンドポイント

プロトコル

中国 (⻘島) oss-cn-qingdao oss-cn-qingdao-
internal.aliyuncs.
com

HTTP および HTTPS

中国 (北京) oss-cn-beijing oss-cn-beijing-
internal.aliyuncs.
com

HTTP および HTTPS

中国 (張家⼝) oss-cn-zhangjiakou oss-cn-zhangjiakou
-internal.aliyuncs.
com

HTTP および HTTPS

中国 (フフホト) oss-cn-huhehaote oss-cn-huhehaote
-internal.aliyuncs.
com

HTTP および HTTPS

中国 (深セン) oss-cn-shenzhen oss-cn-shenzhen-
internal.aliyuncs.
com

HTTP および HTTPS

⾹港 oss-cn-hongkong oss-cn-hongkong-
internal.aliyuncs.
com

HTTP および HTTPS

⽶国 (シリコンバレー) oss-us-west-1 oss-us-west-1-
internal.aliyuncs.
com

HTTP および HTTPS

⽶国 (バージニア) oss-us-east-1 oss-us-east-1-
internal.aliyuncs.
com

HTTP および HTTPS

シンガポール oss-ap-southheast-1 oss-ap-southeast-1
-internal.aliyuncs.
com

HTTP および HTTPS

オーストラリア (シド
ニー)

oss-ap-southheast-2 oss-ap-southeast-2
-internal.aliyuncs.
com

HTTP および HTTPS

マレーシア (クアラル
ンプール)

oss-ap-southheast-3 oss-ap-southeast-3
-internal.aliyuncs.
com

HTTP および HTTPS

インドネシア (ジャカ
ルタ)

oss-ap-southheast-5 oss-ap-southeast-5
-internal.aliyuncs.
com

HTTP および HTTPS
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リージョン名 OSS リージョン VPC ネットワークの
エンドポイント

プロトコル

⽇本 (東京 ) oss-ap-northeast-1 oss-ap-northeast-1
-internal.aliyuncs.
com

HTTP および HTTPS

インド (ムンバイ) oss-ap-south-1 oss-ap-south-1-
internal.aliyuncs.
com

HTTP および HTTPS

ドイツ (フランクフル
ト)

oss-eu-central-1 oss-eu-central-1-
internal.aliyuncs.
com

HTTP および HTTPS

イギリス (ロンドン) oss-eu-west-1 oss-eu-west-1-
internal.aliyuncs.
com

HTTP および HTTPS

UAE (ドバイ) oss-me-east-1 oss-me-east-1-
internal.aliyuncs.
com

HTTP および HTTPS

エンドポイントの使⽤
• OSS エンドポイントの構成ルール、およびインターネットとイントラネットを経由して OSS

にアクセスする⽅法については、 「エンドポイント」をご参照ください。
• ECS ユーザーとして OSS イントラネットエンドポイントを使⽤する場合は、 「 ECSユー

ザー向け OSS イントラネットアドレスの使⽤⽅法 (How do ECS users use OSS intranet 
addresses?)」をご参照ください。

2.2 エンドポイント
ドメイン名の構成ルール

GetService API に対するリクエストを除き、OSS に対するネットワーク要求では、ドメイン名
はバケット名が指定された第 3 レベルのドメイン名です。
ドメイン名はバケット名とエンドポイントから構成され、BucketName.Endpoint の形式にな
ります。 エンドポイントはアクセスドメイン名です。 OSS では、HTTP RESTful API を介して
外部サービスを提供します。 ドメイン名はリージョンごとに異なります。 また、リージョンに
はインターネットエンドポイントとイントラネットエンドポイントがあります。 たとえば、中国
(杭州) リージョンのインターネットエンドポイントは oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com で、
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イントラネットエンドポイントは oss-cn-hangzhou-internal.aliyuncs.com です。 詳細は、
「リージョンとエンドポイント (Regions and endpoints)」をご参照ください。

インターネットを経由した OSS へのアクセス
インターネットを経由して、いつでも OSS にアクセスできます。 インターネットでは、インバ
ウンドトラフィック (書き込み) は無料で、アウトバウンドトラフィック (読み取り) は課⾦対象で
す。 アウトバウンドトラフィック料⾦の詳細は、 ｢OSS の価格 (OSS Pricing)｣をご参照くださ
い。
次のいずれかの⽅法で、インターネットを経由して OSS にアクセスできます。
• ⽅法1：URL を使⽤して OSS リソースにアクセスします。 URL の構成は、次のとおりです。

< Schema >://< Bucket >.< Internet  Endpoint >/< Object >, where :
  Schema  is  HTTP  or  HTTPS .
  Bucket  is  your  OSS  storage  space .
  Endpoint  is  the  access  domain  name  for  the  region
 of  a  bucket . Enter  the  Internet  endpoint  here .
  Object  is  a  file  uploaded  to  the  OSS .

たとえば、中国 (杭州) リージョンで、"myfile/aaa.txt" という名前のオブジェクトがバケッ
ト "abc" に格納されているとします。 オブジェクトのインターネットアクセスアドレスは次
のとおりです。
abc . oss - cn - hangzhou . aliyuncs . com / myfile / aaa . txt

次のように、HTML 形式でオブジェクトの URL を直接使⽤できます。
< img  src  = " https :// abc . oss - cn - hangzhou . aliyuncs .
com / mypng / aaa . png " />

• ⽅法2：OSS SDK を使⽤して、インターネットアクセスドメイン名を構成します。
異なるリージョンのバケットを操作するときは、異なるエンドポイントを設定する必要があり
ます。
たとえば、中国 (杭州) リージョンでバケットを設定する前に、クラスのインスタンス化の際
にエンドポイントを設定する必要があります。
String  accessKeyI d  = "< key >";
  String  accessKeyS ecret  = "< secret >";
  String  endpoint  = " oss - cn - hangzhou . aliyuncs . com ";
  OSSClient  client  = new  OSSClient ( endpoint , accessKeyI
d , accessKeyS ecret );

イントラネットを介した OSS へのアクセス
イントラネットとは、Alibaba Cloud プロダクト間の内部通信ネットワークを指します。 たと
えば、ECS を介して OSS にアクセスします。 イントラネットでは、インバウンドトラフィック
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とアウトバウンドトラフィックは無料です。 ECS インスタンスと OSS バケットが同じリージョ
ンにある場合は、イントラネットを使⽤して OSS にアクセスすることを推奨します。
次のいずれかの⽅法で、イントラネットを経由して OSS にアクセスできます。
• ⽅法1：URL を使⽤して OSS リソースにアクセスします。 URL の構成は、次のとおりです。

< Schema >://< Bucket >. < IntranetEn dpoint >/< Object >, where
: 
  Schema  is  HTTP  or  HTTPS .
  Bucket  is  your  OSS  storage  space .
  Endpoint  is  the  access  domain  name  for  the  region
 of  a  bucket . Enter  the  intranet  endpoint  here .
  Object  is  a  file  uploaded  to  the  OSS .

たとえば、中国 (杭州) リージョンで、"myfile/aaa.txt" という名前のオブジェクトがバケッ
ト "abc" に格納されているとします。 オブジェクトのイントラネットアクセスアドレスは次
のとおりです。
abc . oss - cn - hangzhou - internal . aliyuncs . com / myfile /
aaa . txt  

• ⽅法2：ECS 上の OSS SDK を使⽤して、イントラネットアクセスドメイン名を構成します。
たとえば、ECS 上の Java SDK の場合、 次のようにイントラネットエンドポイントを設定し
ます。
String  accessKeyI d  = "< key >"; 
  String  accessKeyS ecret  = "< secret >"; 
  String  endpoint  = " oss - cn - hangzhou - internal . aliyuncs
. com ";
  OSSClient  client  = new  OSSClient ( endpoint , accessKeyI
d , accessKeyS ecret );

注 :
イントラネットを経由して OSS にアクセスする場合は、ECS インスタンスと OSSバ ケット
が同じリージョンにある必要があります。

たとえば、中国 (北京) の ECS インスタンスを購⼊し、2 つの OSS バケットがあるとします。
- 1 つのバケットは "beijingres" で、そのリージョンは中国 (北京) です。 ECS インスタン

スでイントラネットアドレス beijingres . oss - cn - beijing - internal .

aliyuncs . com  を使⽤すると、"beijingres" リソースにアクセスできます。このと
き⽣成されるトラフィックは無料です。

- もう 1 つのバケットは "qingdaores" で、リージョンは中国 (⻘島) です。 ECS インスタ
ンスでイントラネットアドレス qingdaores . oss - cn - qingdao - internal

. aliyuncs . com  を使⽤しても "qingdaores" リソースにはアクセスできません。
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"qingdaores" リソースにアクセスするには、インターネットアドレス qingdaores .

oss - cn - qingdao . aliyuncs . com  を使⽤します。このときに⽣成されるア
ウトバウンドトラフィックは、課⾦対象です。
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3 ストレージクラス
3.1 ストレージクラスの概要

OSS には、標準、低頻度アクセス、アーカイブの 3 つのストレージクラスがあります。 これら
のストレージクラスは、アクセス頻度が⾼い (ホット) データからアクセ頻度が低い (コールド)
データまで、さまざまなデータストレージシナリオを網羅しています。

標準
OSS 標準ストレージは、⾼信頼性、⾼可⽤性、⾼性能のオブジェクトストレージサービスを提供
し、頻繁なデータアクセスをサポートします。 OSS はスループットが⾼く、待ち時間が短い の
で、画像、オーディオ、ビデオといったソーシャルネットワーキングコンテンツの保存に⾮常に
適しています。 また、ビッグデータ分析で使⽤する⼤容量の⾮構造化データセットの保存にも最
適です。
OSS 標準ストレージの特徴は、以下のとおりです。
• 99.999999999％ の耐久性を実現する設計です。
• 99.99％ の可⽤性を実現する設計です。
• ⾼スループットと低遅延のアクセスパフォーマンスを実現します。
• HTTPS に対応しています。
• 画像処理サービスを利⽤できます。

低頻度アクセス
OSS 低頻度アクセスストレージは、⻑期間保存するが、アクセス頻度の低い (⽉に 1 回または 
2回) データの保管に適しています。 ストレージクラスの単価が標準クラスよりも低いため、各
種モバイルアプリ、スマートデバイスデータ、およびエンタープライズデータの⻑期的なバック
アップに適しています。 低頻度アクセスストレージクラスのオブジェクトには、最短ストレージ
期間があります。 保存されたオブジェクトを30⽇ 未満の間に削除すると、料⾦が発⽣します。
低頻度アクセスストレージクラスのオブジェクトには、最⼩課⾦サイズがあります。 64 KB 未満
のオブジェクトは、64 KB として課⾦されます。 また、データの取得には料⾦が発⽣します。
OSS 低頻度アクセスストレージの特徴は、以下のとおりです。
• 99.999999999％ の耐久性を実現する設計です。
• 99.99％ のサービス可⽤性を実現する設計です。
• リアルタイムアクセスが可能です。
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• HTTPS に対応しています。
• 画像処理サービスを利⽤できます。
• 最短ストレージ期間と最⼩課⾦サイズが定められています。

アーカイブ
OSS アーカイブストレージは、3 つのストレージクラスの中で最も低価格です。 医療⽤画像、科
学資料、ビデオ映像など、⻑期間 (半年以上を推奨) のアーカイブデータの保存に適しています。
データが保存期間中にアクセスされることはめったになく、データを読み取り可能な状態に復元
するのに約 1 分かかります。 アーカイブストレージクラスのオブジェクトには、最短ストレージ
期間があります。 保存されたオブジェクトを60 ⽇ 未満の間に削除した場合は、料⾦が発⽣しま
す。 アーカイブストレージクラスのオブジェクトには、最⼩課⾦サイズがあります。 64 KB 未満
のオブジェクトは、64 KB として課⾦されます。 また、データの取得には料⾦が発⽣します。
OSS アーカイブストレージの特徴は、以下のとおりです。
• 99.999999999％ の耐久性を実現する設計です。
• 99.99％ のサービス可⽤性 (データ復元後) を実現する設計です。
• 保存されたデータを凍結状態から読み取り可能状態に復元するには 1 分かかります。
• HTTPS に対応しています。
• 画像処理サービスを利⽤できますが、最初にデータを復元する必要があります。
• 最短ストレージ期間と最⼩課⾦サイズが定められています。

ストレージクラスの⽐較
項⽬ 標準 低頻度アクセス アーカイブ
データの耐久性 99.999999999％ 99.999999999％ 99.999999999％
サービスの可⽤性 99.99％ 99.99％ 99.99％ (データ復元

後)
オブジェクトの最⼩課
⾦サイズ

オブジェクトの実際の
サイズで計算

64 KB 64 KB

最短ストレージ期間 必要なし 30 ⽇ 60 ⽇
データ取得料⾦ データ取得料⾦なし 取得するデータのサイ

ズに応じて課⾦ (GB単
位)

復元するデータのサイ
ズに応じて課⾦ (GB
 単位)

待機時間 ミリ秒単位の待機時間 ミリ秒単位の待機時間 データを凍結状態から
読み取り可能状態に復
元するのに 1 分必要
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項⽬ 標準 低頻度アクセス アーカイブ
画像処理 サポート対象 サポート対象 サポート対象だが復元

が必要

注 :
「データ取得料」の「データ」とは、基盤の分散ストレージシステムから読み取られたデータサ
イズを指します。 パブリックネットワークを介して転送されたデータは、発信トラフィック料⾦
の⼀部として課⾦されます。

サポート対象の API
API 標準 低頻度アクセス アーカイブ
バケットの作成、削除、照会
PutBucket サポート対象 サポート対象 サポート対象
GetBucket サポート対象 サポート対象 サポート対象
DeleteBucket サポート対象 サポート対象 サポート対象
バケット ACL
PutBucketAcl サポート対象 サポート対象 サポート対象
GetBucketAcl サポート対象 サポート対象 サポート対象
バケットログ
PutBucketLogging サポート対象 サポート対象 サポート対象
GetBucketLogging サポート対象 サポート対象 サポート対象
バケットのデフォルト静的ページ
PutBucketWebsite サポート対象 サポート対象 サポート対象外
GetBucketWebsite サポート対象 サポート対象 サポート対象外
バケットアンチリーチ保護
PutBucketReferer サポート対象 サポート対象 サポート対象
GetBucketReferer サポート対象 サポート対象 サポート対象
バケットのライフサイクル
PutBucketLifecycle サポート対象 サポート対象 データ削除のみサポー

ト対象
GetBucketLifecycle サポート対象 サポート対象 サポート対象
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API 標準 低頻度アクセス アーカイブ
DeleteBuck
etLifecycle

サポート対象 サポート対象 サポート対象

バケットクロスオリジンレプリケーション
PutBucketR
eplication

サポート対象 サポート対象 サポート対象

バケットクロスオリジンリソース共有
PutBucketcors サポート対象 サポート対象 サポート対象
GetBucketcors サポート対象 サポート対象 サポート対象
DeleteBucketcors サポート対象 サポート対象 サポート対象
オブジェクト操作
PutObject サポート対象 サポート対象 サポート対象
PutObjectACL サポート対象 サポート対象 サポート対象
GetObject サポート対象 サポート対象 サポート対象だが、

データの復元が必要
GetObjectACL サポート対象 サポート対象 サポート対象
GetObjectMeta サポート対象 サポート対象 サポート対象
HeadObject サポート対象 サポート対象 サポート対象
CopyObject サポート対象 サポート対象 サポート対象
OptionObject サポート対象 サポート対象 サポート対象
DeleteObject サポート対象 サポート対象 サポート対象
DeleteMult
ipleObjects

サポート対象 サポート対象 サポート対象

PostObject サポート対象 サポート対象 サポート対象
PutSymlink サポート対象 サポート対象 サポート対象
GetSymlink サポート対象 サポート対象 サポート対象
RestoreObject サポート対象外 サポート対象外 サポート対象
マルチパート操作
InitiateMu
ltipartUpload

サポート対象 サポート対象 サポート対象

UploadPart サポート対象 サポート対象 サポート対象
UploadPartCopy サポート対象 サポート対象 サポート対象
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API 標準 低頻度アクセス アーカイブ
CompleteMu
ltipartUpload

サポート対象 サポート対象 サポート対象

AbortMulti
partUpload

サポート対象 サポート対象 サポート対象

ListMultip
artUpload

サポート対象 サポート対象 サポート対象

ListParts サポート対象 サポート対象 サポート対象
画像処理 サポート対象 サポート対象 サポート対象

3.2 アーカイブバケットの作成と使⽤
OSS には 3 つのストレージクラスがあり、その中でアーカイブストレージクラスの料⾦が最も
低いです。 ただし、アクセスする場合は、アーカイブデータを読み取り可能な状態に復元する
必要があります。 本ページでは、アーカイブストレージクラスのバケットの作成⽅法と使⽤⽅
法について説明します。 3 つのストレージクラスの詳細については、「ストレージクラスの概要
(Introduction to storage classes)」をご参照ください。

アーカイブバケットの作成
アーカイブバケットの作成には、コンソール、API / SDK、コマンドラインツールのいずれかを
使⽤します。
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• コンソールによるアーカイブバケットの作成
コンソールでアーカイブバケットを作成するには、 「アーカイブストレージ」を Storage

 Class  で選択します。
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• API / SDK によるアーカイブバケットの作成
Java SDK による 例は、以下のとおりです。
OSSClient  ossClient  = new  OSSClient ( endpoint , accessKeyI
d , accessKeyS ecret );
CreateBuck etRequest  createBuck etRequest = new  CreateBuck
etRequest ( bucketName );
// Set  the  bucket  ACL  to  public - read . The  default  
ACL  policy  is  private - read - write . createBuck etRequest
. setCannedA CL ( CannedAcce ssControlL ist . PublicRead );
// Set  the  storage  class  to  Archive . The  default  
storage  class  is  Standard .
createBuck etRequest . setStorage Class ( StorageCla ss .
Archive );
ossClient . createBuck et ( createBuck etRequest );

createBuck etRequest . setStorage Class ( StorageCla ss . Archive

); は、作成したバケットのストレージクラスがアーカイブであることを⽰します。
• OSS コマンドラインツールによるアーカイブバケットの作成

ossutil の例は、以下のとおりです。
./ ossutil  mb  oss ://[ bucket  name ] -- storage - class =
Archive

[ bucket  name ] は、該当するバケットに置き換えます。 - storage - class  を 
Archive  に設定します。

アーカイブバケットの使⽤
• アーカイブバケットへのデータのアップロード

アーカイブバケットは、PutObject と MultipartUpload をサポートしていますが、 
AppendObject はサポートしていません。 PutObject と MultipartUpload によってアップ
ロードされたオブジェクトは、アーカイブバケットに直接保存できます。
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• アーカイブバケットからのデータのダウンロード
アーカイブバケットに格納されているオブジェクトには、リアルタイムでアクセスできませ
ん。 最初に復元リクエストを開始してから、オブジェクトが使⽤可能になるまで 1 分間待つ
必要があります。
アーカイブオブジェクトの復元プロセスは次のとおりです。
1. アーカイブオブジェクトは、最初は凍結状態にあります。
2. 復元リクエストが送信されると、オブジェクトは復元中の状態になります。
3. 1 分後、オブジェクトは復元済みの状態になり、読み取り可能になります。
4. 復元済みの状態は、デフォルトで 1 ⽇続き、最⼤ 7 ⽇間まで延⻑できます。 この期間が終

了すると、オブジェクトは凍結状態に戻ります。
アーカイブオブジェクトを復元する際、コンソール、API / SDK、コマンドラインツールの内、
どれを使⽤するかを選択できます。
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• コンソールによるアーカイブオブジェクトの復元

コンソールでアーカイブオブジェクトを復元するには、オブジェクトの[プレビュー] ページに
移動し、 [リストア] をクリックします。 オブジェクトの復元には 1 分かかります。 このプロ
セスの間、オブジェクトは復元中の状態にあります。
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• API / SDK によるアーカイブオブジェクトの復元
Java SDK を例に挙げて説明します。 オブジェクトを復元するには、"restoreObject" メソッ
ドを呼び出します。
ObjectMeta data  objectMeta data  = ossClient . getObjectM
etadata ( bucketName , key );
// check  whether  the  object  is  archive  class
StorageCla ss  storageCla ss  = objectMeta data . getObjectS
torageClas s ();
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if  ( storageCla ss  == StorageCla ss . Archive ) {
    // restore  object
    ossClient . restoreObj ect ( bucketName , key );
    // wait  for  restore  completed
    do  {
        Thread . sleep ( 1000 );
        objectMeta data  = ossClient . getObjectM etadata (
bucketName , key );
    } while  (!  objectMeta data . isRestoreC ompleted ());

// get  restored  object
 OSSObject  ossObject  = ossClient . getObject ( bucketName , 
key );
ossObject . getObjectC ontent (). close ();

• OSS コマンドラインツールによるアーカイブオブジェクトの復元
ossutil を例に挙げて説明します。
./ ossutil  restore  oss ://[ Bucket  name ]/[ Object  name ]

[ Bucket  name ] と [ Object  name ] を該当するバケットとオブジェクトに置き換
えます。
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4 OSS へのアクセス
4.1  クイックスタート

本ページでは、バケットの作成、オブジェクトのアップロードとダウンロードなどの基本的な
OSS の操作⽅法について説明します。
1. OSS コンソールにログインします。
2. バケットを作成します。
3. ファイルのアップロードとダウンロードを実⾏します。
詳細は、「Alibaba Cloud OSS 利⽤ガイド (Get started with Alibaba Cloud OSS)」をご参照
ください。

OSS のアップロードとダウンロードに関する基礎知識
OSS SDK を使⽤する前に、OSS のアップロードとダウンロード⽅法について基礎知識を⾝に着
けることを推奨します。
OSS では RESTful API を使⽤して操作を実⾏します。また、全てのリクエストは標準の HTTP
 形式のリクエストになります。
OSS は、多様な要件を満たすために、さまざまなアップロード⽅法を提供しています。 サポート
内容は以下のとおりです。
• Put Object メソッドを使⽤して、5 GB 未満の単⼀ファイルを OSS にアップロードします。

詳細は、｢簡易アップロード (Simple upload)」をご参照ください。
• ブラウザから OSS に 5 GB 未満のファイルをアップロードするには､ Post Object メソッド

(HTTP 形式) を使⽤します。 詳細は、「フォームアップロード (Form upload)」をご参照く
ださい。

• 5 GB を超えるファイルをアップロードするには、マルチパートアップロード⽅式を使⽤しま
す。 詳細は、 「マルチパートアップロード (Multipart upload)」をご参照ください。

• オブジェクトの最後にコンテンツを直接追加するには、 Append Object メソッドを使⽤し
ます。 この⽅法は、ビデオのモニタリングや ビデオのライブ配信に特に適しています。 詳細
は、 「オブジェクトの追加 (Append object)」をご参照ください。

OSS は､さまざまなダウンロード⽅法も提供します。 詳細は、「簡易ダウンロード (Simple
download) 」および「マルチパートダウンロード (Multipart download)」をご参照くださ
い。
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OSS SDK を使⽤する場合の⼀般的なプロセス
1. コンソールから AccessKeyId と AccessKeySecret を取得します。
2. GitHub から好みのプログラミング⾔語で OSS SDK をダウンロードします。
3. アップロードやダウンロードなどの操作を実⾏します。
各種プログラミング向けの OSS SDK の使⽤⽅法についての詳細は、「OSS SDKリファレンス (
OSS SDK Reference)」をご参照ください 。

4.2 OSS ベースのアプリ開発
開発シーケンス図

⼀般的な OSS ベースのアプリ開発には、次の 4 つの要素があります。
• OSS: アップロード、ダウンロード、アップロードコールバックなどの機能を提供します。
• 開発者のモバイルクライアント (クライアントとも呼ばれるモバイルアプリケーションや Web

 アプリケーション): 開発者が提供するサービスを使⽤して OSS にアクセスします。
• アプリケーションサーバー: クライアントと対話します。 このサーバーは開発者のサービスに

使⽤されます。
• Alibaba Cloud STS: ⼀時的な認証情報を発⾏します。

ベストプラクティス
• モバイルアプリの直接データ転送を設定
• モバイルアプリのデータコールバックを設定
•  権限管理
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サービス開発プロセス
• ⼀時的な認証情報を使⽤したデータのアップロード

以下は、⼀時的な認証情報を使⽤したデータのアップロードプロセスを⽰しています。

プロセスの説明は次のとおりです。
1. クライアントからアプリケーションサーバに対して、OSS へのデータアップロードリクエ

ストが送信されます。
2. アプリケーションサーバから STS にリクエストが送信されます。
3. ⼀時的な認証情報 (STS AccessKey とトークン) が、 STS からアプリケーションサーバー

に返されます。
4. クライアントで認証情報 (STS AccessKey とトークン) を取得すると、モバイルクライア

ント SDK を呼び出して、データを OSS にアップロードします。
5. クライアントでデータが OSS に正常にアップロードされます。 コールバックが設定されて

いなければ、プロセスは完了です。 コールバックが設定されている場合、OSS で関連する
インタフェースが呼び出されます。

注記：
- クライアントからアップロードを試⾏するたびに、アプリケーションサーバーに承認をリ

クエストする必要はありません。 認証が取得されるたびに、クライアントではSTS から返
された⼀時的な認証情報は、期限切れになるまでキャッシュに保存されます。
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- STS はアップロード向けのきめ細かいアクセス制御機能が備わっているため、オブジェク
トレベルでクライアントのアクセス許可を制限できます。 これにより、異なるクライアン
トによって OSS にアップロードされたオブジェクトが完全に分離されるため、アプリケー
ションのセキュリティが⼤幅に向上します。

詳細は、｢認証済みの第三者によるアップロード (Authorized third-party upload)｣をご参
照ください。
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• 署名付き URL またはフォーム認証を使⽤したデータアップロード
下図は、署名付き URL またはフォーム認証によるデータアップロードのプロセスを⽰してい
ます。

プロセスの説明は次のとおりです。
1. クライアントからアプリケーションサーバに対して、OSS へのデータアップロードリクエ

ストが送信されます。
2. 認証情報 (署名付き URL またはフォーム) がアプリケーションサーバーからクライアント

に返されます。
3. クライアント側で承認 (署名付き URL またはフォーム) を取得するると、モバイルクライ

アント SDK を呼び出してデータをアップロードするか、フォームアップロードを使⽤して
データを OSS に直接アップロードします。

4. クライアントでデータが OSS に正常にアップロードされます。 コールバックが設定されて
いなければ、プロセスは完了です。 コールバックが設定されている場合、OSS で関連する
インタフェースが呼び出されます。
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詳細は、｢認証済みの第三者によるアップロード (Authorized third-party upload)｣をご参
照ください。

• ⼀時的な認証情報を使⽤したデータのダウンロード
⼀時的な認証情報によるデータダウンロードのプロセスは、⼀時的な認証情報によるデータダ
ウンロードのプロセスと似ています。
1. クライアントからアプリケーションサーバに対して、OSS へのデータダウンロードリクエ

ストが送信されます。
2. アプリケーションサーバーから STS にリクエストが送信され、⼀時的な認証情報 (STS 

AccessKey とトークン) が取得されます。
3. ⼀時的な認証情報 (STS AccessKey とトークン) が、アプリケーションサーバーからクラ

イアントに返されます。
4. クライアントで認証情報 (STS AccessKey とトークン) を取得すると、モバイルクライア

ント SDK を呼び出して、データを OSS からダウンロードします。
5. クライアントでデータが OSS に正常にダウンロードされます。
注記：
- ダウンロードでは、⼀時的な認証情報のキャッシュがクライアントに保存されるため、ア

クセス速度が向上します。
- STS はダウンロード向けのきめ細かいアクセス制御機能を備えています。 アップロードと

ダウンロードに対するアクセス制御機能は、各モバイルクライアントの OSS ストレージス
ペースを分離するのに役⽴ちます。

• 署名付き URL を使⽤したデータのダウンロード
署名付き URL 認証によるダウンロードプロセスは、署名付き URL 認証によるアップロード
プロセスと似ています。
1. クライアントからアプリケーションサーバに対して、OSS へのデータのダウンロードリク

エストが送信されます。
2. 署名付き URL が、アプリケーションサーバーからクライアントに返されます。
3. クライアント側で認証（署名付き URL）を取得すると、モバイルクライアント SDK を呼

び出して OSS からデータをダウンロードします。
4. クライアントでデータが OSS に正常にダウンロードされます。

注 :
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クライアント側で開発者の AccessKey を保存することはできません。 アプリケーション
サーバーによって署名された URL、または STS で発⾏された⼀時的な認証情報 STS とトー
クンの AccessKey) のみを取得できます。

ベストプラクティス
• RAM と STS の概要

参照情報
• Android SDK：オブジェクトのアップロード (Upload objects)
• iOS SDK：オブジェクトのアップロード (Upload objects)
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5 WORM 戦略の設定
バケット内のファイルの保護期間を指定するには、WORM (Write Once Read Many) 戦略を使
⽤します。 保護期間中は、誰もファイルを変更または削除できません。

注 :
現在、OSS はバケットレベルでの WORM 戦略のみをサポートしています。

戦略に関する説明
現在、OSS では任意の時間に基づく WORM 戦略のみ使⽤できます。保護期間 (ライフサイクル)
は、1 ⽇から 70 年です。
仮に、2013 年 6 ⽉ 1 ⽇に "examplebucket" という名前のバケットを作成
し、"file1.txt"、"file2.txt"、"file3.txt" を異なる時間にアップロードしたとします。 その
後、2014 年 7 ⽉ 1 ⽇に 5 年間の保護期間を設定した WORM 戦略を作成しました。 上記の 3 つ
のオブジェクトの具体的なアップロード時刻とそれに対応する有効期限は次のとおりです。
オブジェクト名 アップロード時刻 オブジェクトの有効期限
file1.txt 2013 年 6 ⽉ 1 ⽇ 2018 年 5 ⽉ 31 ⽇
file2.txt 2014 年 7 ⽉ 1 ⽇ 2019 年 6 ⽉ 30 ⽇
file3.txt 2018 年 9 ⽉ 30 ⽇ 2023 年 9 ⽉ 29 ⽇

時間ベースの WORM 戦略に対して、有効期間ルール、変更ルール、削除ルールを指定すること
もできます。
• 有効期間ルール

時間ベースの WORM 戦略が作成されると、ポリシーはデフォルトで「InProgress」の状態
になり、その状態は 24 時間有効です。 有効期間から 24 時間以内は、このポリシーに基づい
てバケットリソースが保護されます。
- WORM 戦略の作成後 24 時間以内: バケット所有者と権限のあるユーザーは、戦略がロッ

クされていないなければ、変更または削除できます。 WORM 戦略がロックされている場
合、ポリシーの変更や削除はできませんが、保護期間を延⻑することはできます。

- WORM 戦略の作成から 24 時間後：WORM 戦略がロックされていない場合、ポリシーは
⾃動的に期限切れになります。
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• 変更ルール
時間ベースのWORM戦略が「InProgress」および「Locked」状態の場合、2 種類の変更
ルールが適⽤されます。
- WORM 戦略が｢InProgress｣の状態の場合、削除のみ可能です。
- WORM 戦略が「Locked」の状態の場合、保護期間 (ライフサイクル) の延⻑はできます

が、戦略を削除することはできません。
• 削除ルール

時間ベースの WORM 戦略は、バケットのメタデータプロパティです。 バケットを削除する
と、それに対応する WORM 戦略とアクセスポリシーも削除されます。

参照情報
コンソール：WORM 戦略の設定 (Set a WORM strategy)
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6 ディザスタリカバリ
6.1 クロスリージョンレプリケーション

Bucket Cross-Region Replication サービスを使⽤すると、異なる OSS データセンターの バ
ケット間で、オブジェクトの⾃動レプリケーションと⾮同期レプリケーションを実⾏できます。
これにより、ソースバケット内のオブジェクトの変更 (作成、上書き、削除など) が、 ターゲッ
トバケットと同期されます。この機能は、バケットやデータのレプリケーション向けのリージョ
ンを超えた災害 復旧策を求める顧客に役⽴ちます。 ターゲットバケット内のオブジェクトは、
ソースバケット内のオブジェクトの正確なコピーで、 オブジェクト名、メタデータ、および内容
(作成時間、所有者、ユーザー定義メタデータ、オブジェクト ACL、オブジェクト コンテンツな
ど) は同じです。

使⽤事例
次のようなさまざまな理由で、バケットにクロスリージョンレプリケーションを設定できます。
• コンプライアンス要件：OSS では、オブジェクトごとに複数のコピーが物理ディスクに保存さ

れますが、コンプライアンス要件によっては、データのコピーを物理的に離れた場所に保存す
る必要が⽣じることがあります。 クロスリージョンレプリケーション機能を使⽤すると、遠隔
地の OSS データセンター間でデータを複製して、 こうしたコンプライアンス要件を満たすこ
とができます。

• 最⼩限の待機時間：顧客が地理的に 2 つの場所にいます。 オブジェクトにアクセスする際の
待ち時間を最⼩限に抑えるために、ユーザーに地理的に近い OSS データセンターで、オブ
ジェクトのコピーを維持管理できます。

• データのバックアップと災害復旧：データのセキュリティと可⽤性に関する⾼い要件があり、
書き込まれたすべてのデータのコピーを第 2 のデータセンターで明確に管理することを考えて
います。 ⼀⽅の OSS データセンターが地震や津波などの致命的なによって損傷を受けた場合
は、もう⼀⽅のバックアップデータを使⽤できます。

• データ複製：業務上の理由から、あるデータセンターの OSS から別の OSS にデータを移⾏す
る必要性が⽣じることがあります。

• 運⽤上の理由：同じ⼀連のオブジェクトを分析する 2 つの異なるデータセンターに､コン
ピューティングクラスターがあります。 また、これらのリージョンでオブジェクトのコピーの
維持管理を選択できます。

Document Version20190829 35



Object Storage Service 開発者ガイド /  6 ディザスタリカバリ

注意事項
クロスリージョンレプリケーション機能では、名前が異なるバケットの同期を実⾏できます。 2
 つのバケットが異なるリージョンにある場合は、この機能を使⽤してソースバケットのデータを
ターゲットバケットのデータとリアルタイムで同期させることができます。 現在、以下の機能を
提供します。
• リアルタイム同期：データの追加、削除、変更がリアルタイムでモニターされ、変更点をター

ゲットバケットに同期させることができます。 サイズが 2 MB のファイルの場合、はわずか数
分でデータが同期され、ソースデータとターゲットデータ間の整合性が確保されます。

• 履歴データの移⾏：バケットの履歴データが同期され、同⼀のデータコピーが 2 つ作成されま
す。

• 同期の進⾏状況のリアルタイム表⽰：リアルタイムデータ同期の最後の同期時刻と履歴データ
移⾏の完了率が⽰されます。

• 簡単な設定：OSS コンソールでは、使いやすいインターフェイスを使⽤して、設定を管理でき
ます。

制限事項
• 2 つのバケットが同期している場合、両⽅のバケットを同時に操作できるため、ソースバケッ

トからオブジェクトをコピーすると、ターゲットバケットの同じ名前のオブジェクトが上書き
される可能性があります。 この機能を使⽤するときは注意が必要です。

• バケットレプリケーション機能では⾮同期コピー⽅式が使⽤されるため、複製されるオブジェ
クトのサイズによっては、ターゲットバケットにデータをコピーするのに数分から数時間かか
ることがあります。

• クロスリージョン同期機能は、2 つのバケットを同期するために3番⽬のバケットとの同期が
有効になっていない場合にのみ機能します。 たとえば、バケット A に対して、バケット B と
の同期が有効になっているとします。 この同期を最初に解除しない限り、バケット A に対し
てバケット C との同期を有効にできません。 同様に、バケット A に対してバケット B との同
期が有効になっていると、 バケット C からバケット B への同期を有効にすることはできませ
ん。

• 同期は、異なるリージョンの 2 つのバケット間でのみ実⾏できます。
• 現在、クロスリージョンレプリケーション機能は、中国本⼟の異なるリージョン間でのみ実⾏

できます。
参照

• コンソール： クロスリージョンレプリケーション
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7 バケット
7.1 カスタムドメイン名の割り当て

オブジェクトが OSS バケットにアップロードされると、そのオブジェクトの URL が⾃動的に⽣
成されます。 この URL を使⽤して、バケット内のオブジェクトにアクセスできます。 カスタム
ドメイン名を使⽤して、アップロードされたオブジェクトにアクセスするには、オブジェクトが
格納されているバケットにカスタムドメイン名を割り当て、そのバケットのインターネットドメ
イン名が⽰される CNAME レコードを追加する必要があります。

 :
中華⼈⺠共和国のインターネットの管理規則の要件に従って、カスタムドメイン名を割り当てる
必要があるすべてのユーザーは、事前にドメイン名を⼯業情報化部に申請しなければなりませ
ん。 ドメイン名が登録されていない場合は、Alibaba Cloud が提供する ICP サービスを通じ
て登録できます。

基本概念
カスタムドメイン名をバケットに割り当てる際の主な概念は、以下のとおりです。
• ユーザードメイン名 (カスタムドメイン名または⾃⼰ホストドメイン名)：ドメインネームプ

ロバイダから購⼊したドメイン名を⽰します。
• OSS  ドメイン名 (バケットドメイン名）：OSS によってバケットに割り当てられるドメ

イン名を⽰します。 このドメイン名を使って、バケット内のリソースにアクセスできます。
ユーザードメイン名を使⽤して OSS バケットにアクセスするには、ユーザードメイン名をバ
ケットの OSS ドメイン名に割り当てる必要があります。つまり、Alibaba Cloud のドメイン
ネームシステム (DNS) に CNAME レコードを追加します。

• Alibaba  Cloud  CDN  domain  name ：Alibaba Cloud Content
Distribution Network (CDN) でユーザードメイン名に割り当てられる CDN ⾼速化ドメ
イン名を⽰します。 CDN ⾼速化サービスを使⽤してバケット内のリソースにアクセスする
には、ユーザードメイン名を CDN ⾼速化ドメイン名に割り当てる必要があります。つま
り、Alibaba Cloud DNS に CNAME レコードを追加する必要があります。

• Auto  CDN  cache  update ：バケット内のオブジェクトを変更しても、CDN ノー
ド上のオブジェクトキャッシュの有効期限が切れていない場合、ユーザーは変更前のオブジェ
クトにのみアクセスできます。 この場合は、CDN ノードのオブジェクトキャッシュを⼿動で
更新する必要があります。 操作を簡便化するため、OSS には⾃動 CDN キャッシュ更新機能が
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備わっています。 この機能を有効にすると、バケット内のオブジェクトが変更されると、⾃動
的に CDN ノードに対して更新が実⾏されます。 詳細は、「 ⾃動 CDN キャッシュ更新の有効
化 (Enable auto CDN cache update)｣をご参照ください。

アプリケーションシナリオ
たとえば、ドメイン名が img . abc . com  の Web サイトがあります。この Web サイトに
は、URL が http :// img . abc . com / logo . png  の画像が含まれます。 管理を
容易にするために、コードを変更せず (つまり画像の URL を変更せずに)、画像に対するすべて
のアクセスリクエストを OSS にリダイレクトすることを検討しています。 このような場合に、
カスタムドメイン名をバケットに割り当てます。 カスタムドメイン名をバケットに割り当てるに
は、次の⼿順を実⾏します。
1. abc - img  という名前のバケットを作成し、画像をバケットにアップロードします。
2. OSS コンソールからカスタムドメイン名 img . abc . com  をバケット abc - img  に

割り当てます。
3. カスタムドメイン名 img . abc . com  をバケット abc - img  に割り当てると、OSS

ではドメイン名がバケットにマッピングされます。
4. DNS サーバーに CNAME ルールを追加して、カスタムドメイン名 img . abc . com  を 

abc - img . oss - cn - hangzhou . aliyuncs . com  (バケット abc - img

の OSS ドメイン名) にマッピングします。
5. http :// img . abc . com / logo . png  へのアクセスリクエストを受信する

と、OSS では img . abc . com  と abc - img  のマッピング関係に基づいて、リク
エストがバケット abc - img  にリダイレクトされます。 つまり、 http :// img .

abc . com / logo . png  という URL で画像にアクセスしたユーザーは、 http ://

abc - img . oss - cn - hangzhou . aliyuncs . com / logo  . png   とい
う URL にリダイレクトされます。

次の表は、カスタムドメイン名の割り当て前後のアクセスプロセスを⽰します。
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カスタムドメイン名の割り当て前 カスタムドメイン名の割り当て後
アクセスプロセス 1. ユーザーが http :// img .

abc . com / logo . png
へのアクセスリクエストを送信し
ます。

2. DNS ではリクエストからサー
バーの IP アドレスが取得されま
す。

3. ユーザーがサーバー上の画像 "
logo.png" にアクセスします。

1. ユーザーが http :// img .
abc . com / logo . png

へのアクセスリクエストを送信し
ます。

2. DNS では、リクエストから URL 
abc - img . oss - cn -
hangzhou . aliyuncs .
com  を解決します。

3. ユーザーは OSS バケット abc -
img  内の画像 logo . png

にアクセスします。
参照情報

• カスタムドメイン名の割り当て (Attach a custom domain name)
• CDN ⾼速化ドメイン名の割り当て (Attach a CDN acceleration domain name)
• 認証情報ホスティング (Certificate hosting)
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8 オブジェクトライフサイクル
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9 署名
9.1  OSS リクエストプロセス

OSS に送信される HTTP リクエストは、認証情報が含まれるかどうかによって 2 種類に分類さ
れます。認証情報を含むリクエストと認証情報を含まない匿名リクエストです。 匿名リクエスト
には認証情報が含まれません。 これに対して、認証情報を含むリクエストは、リクエストヘッ
ダーまたはリクエスト URL に署名情報が組み込まれます。これは、OSS API ドキュメントに準
拠しています。
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匿名リクエストによる OSS へのアクセス
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1. ユーザーリクエストが、OSS の HTTP サーバーに送信されます。
2. OSS で URL が解析され、ターゲットバケットとオブジェクト情報が取得されます。
3. OSS では、オブジェクトに ACL が設定されているかどうかが確認されます。

• オブジェクトに ACL が設定されていない場合、プロセスはステップ 4 に進みます。
• オブジェクトに ACL が設定されている場合、その ACL が匿名アクセスを許可しているか

どうかが確認されます。
- ACL で匿名アクセスが許可されている場合、プロセスはステップ 5 に進みます。
- ACL で匿名アクセスが許可されていない場合、リクエストは拒否され、プロセスは終了

します。
4. OSS では、バケット ACL が匿名アクセスを許可しているかどうかが確認されます。

• ACL で匿名アクセスが許可されている場合、プロセスはステップ 5 に進みます。
• ACL で匿名アクセスが許可されていない場合、リクエストは拒否され、プロセスは終了し

ます。
5. リクエストが認証を通過すると、オブジェクトの内容がユーザーに返されます。
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認証情報を含むリクエストによる OSS へのアクセス

1. ユーザーリクエストが、OSS の HTTP サーバーに送信されます。
2. OSS で URL が解析されて、ターゲットバケットとオブジェクト情報が取得されます。
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3. OSS では、リクエストの AccessKeyId に基づいて、認証対象のリクエスト送信者に関する識
別情報が取得されます。
• 識別情報が取得されなかった場合、リクエストは拒否され、プロセスは終了します。
• 識別情報が取得されたが、リクエスト送信者がリソースへのアクセスを許可されていない

場合、リクエストは拒否され、プロセスは終了します。
• 識別情報が取得されたが、リクエスト内の HTTP パラメータに基づいて計算された署名

が、リクエストに含まれる署名と⼀致しない場合、リクエストは拒否され、プロセスは終
了します。

• 認証が通過すると、プロセスはステップ 4 に進みます。
4. OSS では、オブジェクトに ACL が設定されているかどうかが確認されます。

• オブジェクトに ACL が設定されていない場合、プロセスはステップ 5 に進みます。
• オブジェクトに ACL が設定されている場合、オブジェクト ACL がそのユーザーによるア

クセスを許可しているかどうかが確認されます。
- ACL で、そのユーザによるアクセスが許可されている場合、プロセスはステップ 6 に進

みます。
- ACL でアクセスが許可されていない場合、リクエストは拒否され、プロセスは終了しま

す。
5. OSS のバケット ACL で、そのユーザーによるアクセスが許可されているかどうかが確認され

ます。
• そのユーザーによるアクセスが許可されている場合、プロセスはステップ 6 に進みます。
• そのユーザーによるアクセスが許可されていない場合、リクエストは拒否され、プロセス

は終了します。
6. リクエストが認証に成功し、オブジェクトの内容がユーザーに返されます。

AccessKey タイプ
現在、次の 3 種類 AccessKeys(AK) が、 OSS にアクセスする際に使⽤されます。
• Alibaba Cloud アカウントの AK

Alibaba Cloud アカウントの AK は、バケット所有者の AK を⽰します。 Alibaba Cloud
 の AK は、対応するアカウントの下にあるすべてのリソースにアクセスできます。 Alibaba 
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Cloud アカウントごとに、最⼤ 5 つの AK ペア (AccessKeyId と AccessKeySecret) を持つ
ことができ、AK は有効または無効にすることができます。
AccessKey コンソール にログインすると、AK ペアを追加または削除できます。
AK ペアのステータスは、有効と無効のどちらかです。
- 有効な AK は、認証に使⽤できます。
- 無効な AK は、認証に使⽤できません。

 :
セキュリティ上の理由から、Alibaba Cloud アカウントの AK をできる限り使⽤しないこと
を推奨します。

• RAM ユーザーの AK
リソースアクセス管理 (RAM) は、Alibaba Cloud が提供するリソースアクセス制御サービ
スです。 RAM ユーザーの AK は、RAM を通して対応する Alibaba Cloud アカウントに
よって認証されます。 これらの AK は、RAM に定義されている規則に従ってバケット内の 
OSS リソースにアクセスする場合に限り使⽤できます。 RAM ポリシーを設定することで、
数多くのユーザーを集中管理し、ユーザーがアクセスするリソースを管理できます。 たとえ
ば、ユーザーが特定のバケットのみを読み取ることができるように、ユーザーの許可を制御で
きます。 RAMユーザーは、作成者である Alibaba Cloud アカウントに属し、実際のリソー
スを所有することはありません。 つまり、すべてのリソースは対応する Alibaba Cloud アカ
ウントに属します。

• STS アカウントの AK
セキュリティトークンサービス (STS) は、⼀時的なアクセス認証情報を提供する Alibaba 
Cloud サービスです。 STS アカウントの AK は STS によって承認されています。 これらの 
AK は、STS で定義されている規則に従ってバケット内の OSS リソースにアクセスする場合
に限り使⽤できます。

認証機能の実装
認証機能は、次の 3 つの⽅法で実装されます。
• AK 認証
• RAM 認証
• STS 認証
ユーザーが個々の ID で OSS にリクエストを送信すると、ユーザーに対して次のような認証プロ
セスが実⾏されます。
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1. ユーザーは、OSS で指定されたリクエスト形式で、署名⽂字列を⽣成します。
2. ユーザーは AccessKeySecret を使⽤して署名⽂字列を暗号化し、検証コードを⽣成します。
3. OSS はリクエストを受信すると、AccessKeyId に基づいて対応する AccessKeySecret を⾒

つけ、同じ⽅法で署名⽂字列と検証コードを取得します。
• 計算された検証コードが、ユーザーから提供された検証コードと同じであれば、OSS はリ

クエストが有効であると判断します。
• 取得した検証コードが、ユーザーから提供された検証コードと異なる場合、OSS はリクエ

ストを拒否して HTTP 403 エラーを返します。
認証情報を使って OSS にアクセスする3つの⽅法

• コンソールで OSS にアクセス：ユーザーは認証プロセスを⾒えず、ユーザーがコンソールで
OSS にアクセスするときに認証構成についての考慮が必要ありません。 詳細は、 「オブジェ
クトのダウンロード」をご参照ください。

• SDK を使⽤して OSS にアクセス：OSSは、署名アルゴリズムが実装されている複数の開発⾔
語⽤の SDK を提供しています。 そのため、ユーザーは SDK を使⽤して OSS にアクセスす
るために AK 情報を⼊⼒するだけで済みます。 詳細は、「Java SDK：Authorized access」
や「Python SDK：Authorized accessなど、さまざまな開発⾔語⽤の SDK ドキュメントの
『アクセスコントロール』に関する部分をご参照ください。

• API を使⽤して OSS にアクセス：RESTful APIの呼び出しをパッケージ化するコードを作成
するには、署名を計算するための署名アルゴリズムを実装する必要があります。 詳細は、「
ヘッダーへの署名の追加」と「 URLへの署名の追加」をご参照ください。
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10 ⾝元認証
10.1 RAM および STS の概要

RAM および STS は Alibaba Cloud が提供する権限管理システムです。
RAM は主にアカウントシステムのアクセス許可を制御するために使⽤されます。RAM を使⽤す
ることで、プライマリアカウントの権限の範囲内でサブアカウントを作成することができます。
権限付与管理のため、異なるサブアカウントに異なるアクセス許可を割り当てることができま
す。
STS は、⼀時的なアクセス許可を付与するセキュリティ認証情報 (トークン) 管理システムです。 
STS では、ユーザーは⼀時的なアカウントに対してアクセス権を付与できます。

RAM および STS を使⽤する必要性
RAM および STS は、プライマリアカウントの AccessKey を公開せずに他のユーザーに安全に
アクセス許可を付与する⽅法など、コアな問題を解決するように設計されています。 不正なユー
ザーがアカウントのリソースを操作する可能性があるため、AccessKey の公開は深刻なセキュリ
ティ上の脅威となり、データ漏洩や重要な情報の盗難のリスクが⾼くなります。
RAM は⻑期的な権限制御メカニズムを提供します。 各種サブアカウントは、異なるユーザーに
異なる権限を割り当てます。 このように、サブアカウント情報の公開でも、グローバルな情報漏
えいを引き起こすことはありません。 ただし、サブアカウントのアクセス権限は⻑期的に有効で
す。

注 :
そのため、サブアカウントの AccessKey は公開してはいけません。

反対に、STS は⼀時 AccessKey とトークンを返すことにより、⼀時的なアクセス許可を提供し
ます。 この情報は⼀時的なアカウントに直接提供され、⼀時的なアカウントが OSS にアクセス
できるようにします。 ⼀般的に、STS から取得されたアクセス許可はより制限されており、限ら
れた期間で有効です。 したがって、⼀時 AccessKey とトークンの情報が公開されても、システ
ムにほとんど影響を与えません。
各機能について、例を⽤いてより詳しく説明します。

基本概念
以下は、基本概念の説明です。
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• サブアカウント: サブアカウントは Alibaba Cloud のプライマリアカウントから作成されま
す。 作成されると、固有のパスワードとアクセス許可が割り当てられます。 各サブアカウン
トには独⾃の AccessKey があり、プライマリアカウントと同様に許可された操作を実⾏する
ことができます。 ⼀般的に、サブアカウントは、特定の権限を持つユーザー、または特定の操
作を実⾏する権限を持つオペレーターです。 　

• ロール: ロールは、特定の操作権限の仮想概念です。 ただし、固有のログインパスワードやア
クセスキーはありません。

注 :
サブアカウントはロールを引き受けることができます。 ロールを引き受けた場合、サブアカ
ウントに付与される権限はそのロールの権限になります。

• ポリシー: ポリシーは権限を定義するために使⽤されるルールです。たとえば、ユーザーが特
定のリソースを読み書きすることを許可します。

• リソース: リソースは、すべての OSS バケット、特定の OSS バケット、または特定の OSSバ
ケット 内の特定のオブジェクトなど、ユーザーがアクセスできるクラウドリソースです。

サブアカウントとロールは、あるユーザーとそのユーザーの⽴場と同じ関係にあります。 たとえ
ば、あるユーザーは、職場では従業員の⽴場かもしれませんが、⾃宅では⽗親の⽴場であるかも
しれません。 さまざまなシナリオにおいて、ユーザーは多様なロールを引き受けることになるで
しょう。 異なるロールには、それに対応する権限が割り当てられます。 "従業員" または "⽗親"
の概念は、操作対象となり得る実際のエンティティではありません。 ユーザーがロールを引き受
けることにより、"従業員" または "⽗親" の概念は、完全な操作対象のエンティティになります。
これは重要な概念を⽰しています。つまり、ロールは複数のユーザーが同時に引き受けることが
可能です。

注 :
ロールがユーザーによって引き受けられると、このユーザーは⾃動的にそのロールのすべての権
限を取得します。

概念の理解を深めるため、以下に例を⽰します。
• アリスは Alibaba Cloud ユーザーで、2 つのプライベート OSS バケット alice_a と alice_b

 を持っているとします。 アリスは両⽅のバケットに対する完全な権限を持っています。
• アリスの Alibaba Cloud アカウントの AccessKey が漏洩し、セキュリティ上の⼤きなリ

スクにさらされるのを防ぐため、アリスは RAM を使⽤して 2 つのサブアカウント、ボブと
キャロルを作成します。 ボブは alice_a に対する読み取り / 書き込み権限を持ち、キャロルは
alice_b に対する読み取り / 書き込み権限を持っています。 ボブとキャロルはどちらも独⾃の

Document Version20190829 49



Object Storage Service 開発者ガイド /  10 ⾝元認証

アクセスキーを持っています。 このようにすることで、⽚⽅の AccessKey が漏洩した場合、
対応するバケットのみが影響を受け、アリスはコンソール上で漏洩したユーザーのアクセス許
可を簡単に取り消すことができます。

• たとえば何らかの理由で、アリスは alice_a 内のオブジェクトの読み取りを、他のユーザー
に許可する必要があるとします。 この場合、アリスはボブのアクセスキーを公開する必要
があるだけではありません。 代わりに、アリスは AliceAReader のような新しいロール
を作成し、このロールに alice_a の読み取り権限を付与します。 ただし、現時点では、
AccessKey がこのロールに対応していないため、AliceAReader を使⽤することができませ
ん。 AliceAReader は現在、alice_a にアクセスする権限を持つ仮想エンティティにすぎませ
ん。

• ⼀時的な許可を得るため、アリスは STS の AssumeRole インターフェイスを呼び出し、STS
 に対してボブが AliceAReader のロールを引き受けることを通知します。 ロールの引き受け
が成功すると、STS は⼀時的な AccessKeyId、AccessKeySecret、およびSecurityToken
を返します。これらはアクセス認証情報として機能します。 これらの認証情報が⼀時的なアカ
ウントに与えられると、そのユーザーは alice_a にアクセスするための⼀時的なアクセス許可
を取得します。 認証情報の有効期限は、AssumeRole インターフェイスが呼び出されたとき
に指定されます。

RAM および STS の操作が複雑に⾒える理由
最初は、RAM および STS の概念は複雑に⾒えるかもしれません。 これは、単純さを犠牲にする
ことで、アクセス許可制御に柔軟性を与えるためです。
サブアカウントとロールは、操作を実⾏するエンティティと権限セットを表す仮想エンティティ
とに分けるため、分離されています。 ユーザーが複数のアクセス権限 (読み取りと書き込みのア
クセス権限など) を必要としているものの、実際には各操作に必要な権限は全体の権限の⼀部の
みである場合、2 つのロールを作成します。 次に、アクセス許可の権限を持っていないものの、
これら 2 つのロールを引き受けることができるユーザーを作成します。 ユーザーがデータの読み
取りまたは書き込みを⾏う必要がある場合、ユーザーは読み取り権限を持つロール、または書き
込み権限を持つロールを⼀時的に引き受けます。 これにより、各操作に対する権限が漏洩するリ
スクが軽減されます。 さらに、ロールを使⽤して他の Alibaba Cloud ユーザーに権限を付与す
ることで、コラボレーションを容易にすることができます。
なお、"柔軟性" とは、これらすべての機能を使⽤する必要があるという意味ではありません。 必
要に応じて機能のサブセットを使⽤します。 たとえば、有効期限のある⼀時的なアクセス認証情
報を使⽤する必要がない場合、STS を使⽤することなく、 RAM サブアカウント機能のみを使⽤
します。
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以下では、例を⽤いて RAM および STS のユーザーガイドを作成し、⼿順を説明します。 以下
の例における操作では、使⽤する必要がある実際のコードの量を減らすために、コンソール操作
とコマンドライン操作を極⼒使⽤しています。 RAM および STS の操作を実⾏するためにコード
を使⽤する必要がある場合、「RAM および STS API マニュアル」をご参照ください。

テストツール
テスト中、OSS PythonSDK 内のツール osscmd を使⽤します。このツールを使⽤すると、コ
マンドラインから直接 OSS を操作することができます。osscmd は PythonSDK から⼊⼿しま
す。
⼀般的な osscmd の使⽤⽅法

ファイルのダウンロード
./ osscmd  get  oss :// BUCKET / OBJECT  LOCALFILE  -- host =
Endpoint  - i  AccessKeyI d  - k  AccessKeyS ecretここでは、 BUCKET  と OBJECT  をユーザーのバケットとオブジェクトに置き換えます。エンドポイントの形式は oss - cn - hangzhou . aliyuncs . com  と同様である必要があります。 AccessKeyI d  および AccessKeyS ecret  には、ユーザーのアカウントに対応する情報を使⽤します。ファイルのアップロード

./ osscmd  put  LOCALFILE  oss :// BUCKET / OBJECT  -- host =
Endpoint  - i  AccessKeyI d  - k  AccessKeyS ecret各フィールドの意味はダウンロードの例と同様です。

10.2 RAM ユーザー
Alibaba Cloud RAMを使⽤すると、Alibaba Cloud アカウントの下に RAM ユーザーを作
成できます。 RAM ユーザーには、それぞれ独⾃の AccessKey が割り当てられます。 この場
合、Alibaba Cloud アカウントはプライマリアカウントと呼ばれ、作成した RAM ユーザーは
サブアカウントと呼ばれます。 サブアカウントのAccessKeyは、Alibaba Cloudアカウントに
よって承認された操作を実⾏したり、リソースを利⽤する場合にのみ使⽤できます。

シナリオ
複数のユーザーが Alibaba Cloud アカウントでリソースを使⽤する必要があるとします。その
リソースにアクセスするには Alibaba Cloud アカウントの AccessKey が必要です。 この場
合、次の 2 つの問題が発⽣します。
• AccessKey が複数のユーザーで共有されるため、コンテンツが誤って公開される危険性が⾼

まります。
• また、特定のリソース (バケットなど) にアクセスできるユーザーを制御することはできませ

ん。
上記の問題を解決するには、Alibaba Cloud RAM を使⽤して、Alibaba Cloud アカウントの
下に独⾃の AccessKey を持つ RAM ユーザーを作成します。 この場合、Alibaba Cloud アカ
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ウントはプライマリアカウントと呼ばれ、作成した RAM ユーザーはサブアカウントと呼ばれま
す。 サブアカウントでは操作のみ実⾏できます。サブアカウントの AccessKey は、Alibaba 
Cloud アカウントによって承認された操作を実⾏したり、リソースを利⽤する場合にのみ使⽤で
きます。

実装⽅法
RAM の詳細と RAM ユーザーの作成⽅法については、 ｢概要 (Introduction)｣をご参照くださ
い。 RAM ポリシーを作成して OSS アクセス許可をユーザーに付与するには、 「RAMポリシー
(RAM Policy)」をご参照ください。
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11 アクセスとコントロール
11.1 概要

OSS は、バケット内のオブジェクトを利⽤するユーザー向けに ACL、RAM ポリシー、バケット
ポリシーなどの多様なアクセス制御⽅法を提供しています。
• ACL：OSS はアクセス制御のためのアクセス制御リスト (ACL) を提供します。 ACL はリソー

スごとに設定します。 バケットやオブジェクトに対して ACL を設定できます。 バケットの場
合、 バケットの作成時に ACL を設定できます。オブジェクトの場合、オブジェクトを OSS に
アップロードする際に ACL を設定でます。 バケットの作成後やオブジェクトのアップロード
後も、ACL を随時変更できます。

• RAM ポリシー：Resource Access Management (RAM) は、 Alibaba Cloud のリソース
アクセス制御サービスです。 RAM ポリシーは、ユーザーごとに設定します。 RAM ポリシー
を設定することで、複数のユーザーをまとめて管理したり、ユーザーがアクセスするリソース
を管理したりすることができます。 たとえば、特定のバケットのみを読み取ることができるよ
うにユーザーの権限を制御できます。 RAM ユーザーは、RAM ユーザーを作成した Alibaba
Cloud アカウントに属し、実際のリソースを所有していません。 つまり、すべてのリソース
は、対応する Alibaba Cloud アカウントに属します。

• バケットポリシー：バケットポリシーはリソースごとに設定します。 RAM ポリシーとは異な
り、バケットポリシーはコンソールで直接設定できます。 バケットポリシーを設定すること
で、RAM 操作の権限がなくても、ユーザーにバケットへのアクセスを許可できます。 また、
バケットポリシーを設定することで、他の Alibaba Cloud アカウントに属する RAM ユー
ザーや、特定の IP アドレスや IP 範囲からリソースにアクセスする匿名ユーザーに対して、ア
クセス権限を付与できます。

11.2 ACL
OSS には、権限制御のためのアクセス制御リスト (ACL) が⽤意されています。 ACL は、ユー
ザーにバケットアクセス権とオブジェクトアクセス権を付与するアクセスポリシーです。 バケッ
トの作成時やオブジェクトのアップロード時に ACL を設定できます。 バケットの作成後やオブ
ジェクトのアップロード後も、ACL は随時変更できます。
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バケット ACL
バケット ACL は、バケットへのアクセスを制御するために設定します。 次の表に⽰すように、
バケットに対して公開読み書き、公開読み取り、⾮公開の 3 種類の ACL のいずれかを設定でき
ます。
権限 説明 アクセス制限
公開読み書き 公開読み取りと書き込

み
すべてのユーザー (匿名ユーザーを含む) が、
バケット内のオブジェクトの読み取り、書き込
み、削除を実⾏できます。 このような操作に
よって発⽣する料⾦は、バケットの所有者の負
担になります。 この権限を使⽤する際には注
意してください。

公開読み取り 公開読み取りと⾮公開
書き込み

バケットの所有者だけが、バケット内のオブ
ジェクトの書き込みや削除を実⾏できます。
その他のすべてのユーザー (匿名ユーザーを含
む) は、バケット内のオブジェクトの読み取り
のみ実⾏できます。

⾮公開 ⾮公開の読み書き バケット内のオブジェクトの読み取り、書き込
み、削除を実⾏できるのは、バケット所有者だ
けです。 その他のユーザーは、権限が付与さ
れないとバケット内のオブジェクトにアクセス
できません。

コンソール、API、SDK を使⽤して、バケットACL を設定および表⽰できます。
• コンソール：「バケットの作成 (Create a bucket)」および「バケットACLの変更 (Change

bucket ACL)」をご参照ください。
• API：「PutBucketACL」と「GetBucketACL」をご参照ください。
• SDK：「バケット (Bucket)」をご参照ください。

オブジェクト ACL
オブジェクト ACL は、オブジェクトへのアクセスを制御するために設定します。 オブジェ
クト ACL には、⾮公開、公開⽤読み取り、公開⽤読み書き、デフォルトの 4 種類の いずれ
かを設定できます。 PUT リクエスト内の x - oss - object - acl ヘッダーを使⽤し
て、PutObjectACL 操作を実⾏できます。 バケット内のオブジェクトに対して PutObjectACL
操作を実⾏できるのは、バケットの所有者だけです。
次の表では、オブジェクトの 4 種類の ACL について説明します。
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権限 説明 アクセス制限
公開読み書き込み 公開⽤読み取りと書き

込み
すべてのユーザーがオブジェクトに対して読み
書きできます。

公開読み取り 公開読み取りと⾮公開
書き込み

オブジェクトの所有者だけが、オブジェクトの
読み取りと書き込みを実⾏できます。 その他
のすべてのユーザーは、オブジェクトの読み取
りのみ実⾏できます。

⾮公開 ⾮公開の読み取りと書
き込み

オブジェクトの所有者だけが、オブジェクトを
読み書きできます。 その他のユーザーは、権
限が付与されないとオブジェクトにアクセスで
きません。

デフォルト デフォルト ACL オブジェクトはバケットから ACL を継承しま
す。つまり、オブジェクト ACL は、そのオブ
ジェクトが格納されているバケットの ACL と
同じになります。

注 :
• オブジェクトに ACL が設定されていない場合、デフォルトの ACL が使⽤されます。これ

は、オブジェクトの ACL が、そのオブジェクトが格納されているバケットの ACL と同じで
あることを⽰します。

• ACL がオブジェクトに対して設定されている場合、オブジェクト ACL が、オブジェクトの
保存先のバケット ACL よりも優先度が⾼くなります。 たとえば、オブジェクトの ACL が公
開⽤読み取りに設定されている場合、バケット ACL に関係なく、すべてのユーザーがそのオ
ブジェクを読み取ることができます。

コンソール、API、SDK を使⽤して、オブジェクト ACL を設定および表⽰できます。
• コンソール：「バケットの作成 (Create a bucket)」と「オブジェクト ACL の変更 (Change

object ACL)」をご参照ください。
• API：「PutObjectACL」と「GetObjectACL」をご参照ください
• SDK：「オブジェクト ACL の管理 (Manage ACL for an object)」をご参照ください。

11.3 RAM ポリシーに基づくアクセス制御
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11.3.1 チュートリアル：RAMポリシーを使⽤したバケットとフォルダへのアクセス制御
このチュートリアルでは、OSS バケットとフォルダに対するユーザーアクセスを許可および制御
する⽅法について説明します。 このチュートリアルでは、フォルダ構成のバケットを作成してか
ら、Alibaba Cloud プライマリアカウントにリソースアクセス管理 (RAM) ユーザーを作成し、
これらのユーザーに OSS バケットとそのフォルダにアクセスするためのアクセス許可を段階的に
付与します。

バケットとフォルダ
Alibaba Cloud OSS のデータモデル構造は、階層型モデルではなくフラットモデルです。 すべ
てのオブジェクト (ファイル) は、対応するバケットに直接関連付けられます。 したがって、OSS
には、ファイルシステムのようなディレクトリとサブフォルダの階層構造がありません。 ただし
下図のように、OSS コンソールでは、ファイルがフォルダ階層のように表⽰されるので、フォル
ダごとにファイルを整理して管理できます。
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OSS は、キー値のペア形式が使⽤される分散オブジェクトストレージサービスです。ユーザー
は、⼀意のキー (オブジェクト名) を使⽤して、オブジェクトのコンテンツを取得します。 たとえ
ば、"example-company" という名前のバケットには、"Development"、"Marketing"、およ
び"Private"の 3 つのフォルダがあります。 また、このバケットには、"oss-dg.pdf" というオブ
ジェクトが格納されています。
• ユーザーが ”Development" フォルダを作成すると、コンソールでは ” Developmen t

/”  というキーを持つオブジェクトが作成されます . フォルダのキーには、区切り⽂字  "/"
が含まれるので、ご注意ください。

• ユーザーが ”ProjectA.docx” という名前のオブジェクトを "Development" フォ
ルダにアップロードすると、コンソールでは、オブジェクトがアップロードされて、"

Developmen t / ProjectA . docx "  というキーが設定されます。
このキーの場合、" Developmen t " はプレフィックス、"/ "は区切り⽂字です。特定の
プレフィックスと区切り⽂字を持つすべてのオブジェクトの⼀覧をバケットから取得できま
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す。 コンソールで ”Development” フォルダをクリックすると、次に⽰すように、フォル
ダ内のオブジェクトの⼀覧が表⽰されます。

注 :
コンソールに "example-company" バケット内の "Development"  フォルダが⼀覧表⽰さ
れると、OSS に対して、プレフィックス Developmen t  とデリミタ" / " を指定した
リクエストが送信されます。 ファイルシステムと同じように、コンソールにはフォルダリ
ストが表⽰されます。 上記の例は、 バケット "example-company" に、" Developmen

t / Alibaba  Cloud . pdf "、 Developmen t / ProjectA . docx 、
Developmen t / ProjectB . docx  というキーを持つ 2 つのオブジェクトがあるこ

とを⽰しています。
コンソールでは、オブジェクトキーを使⽤して､論理階層が表⽰されます。 オブジェクトの論理
階層を作成すると、このチュートリアルの後半で説明するように、個々のフォルダへのアクセス
を管理できます。
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チュートリアルを始める前に、ルートレベルのバケットのコンテンツの概念も理解しておく必要
があります。”example-company” バケットに次のオブジェクトが格納されているとします。
• Development/Alibaba Cloud.pdf
• Development/ProjectA.docx
• Development/ProjectB.docx
• Marketing/data2016.xlsx
• Marketing/data2016.xlsx
• Private/2017/images.zip
• Private/2017/promote.pptx
• oss-dg.pdf
これらのオブジェクトキーは論理階層と似ており、ルートレベルのフォルダ "Development"、"
Marketing"、"Private"、およびルートレベルのオブジェクト oss-dg.pdf で構成されます。
OSS コンソールでバケット名をクリックすると、コンソールに最上位のプレフィックスとデリミ
タ (Development/、Marketing/、Private/) がルートレベルのフォルダとして表⽰されます。
オブジェクトキー " oss-dg.pdf " にはプレフィックスがないため、ルートレベルの項⽬として表
⽰されます。
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OSS のリクエストとレスポンス
権限を付与する前に、ユーザーがバケット名をクリックしたとき、コンソールから OSS にどのよ
うなリクエストが送信され、OSS からどのようなレスポンスが返され、またコンソールでそのレ
スポンスがどのように解析されるのかを理解する必要があります。
ユーザーがバケット名をクリックすると、GetBucketリクエストがコンソールから OSS へ送信
されます。 このリクエストには、次のパラメータが含まれます。
• prefix ：空の⽂字列が値として設定されています。
• delimiter ：/ が値として 設定されています。
リクエストの例は次のとおりです。
GET  /? prefix =& delimiter =/ HTTP / 1 . 1  
Host : example - company . oss - cn - hangzhou . aliyuncs . com
Date : Fri , 24  Feb  2012  08 : 43 : 27  GMT
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Authorizat ion : OSS  qn6qrrqxo2 oawuk53otf jbyc : DNrnx7xHk3
sgysx7I8U9 I9IY1vY =

ListBucket Result  要素を含むレスポンスが、OSS から返されます。
HTTP / 1 . 1  200  OK
x - oss - request - id : 534B371674 E88A4D8906 008B
Date : Fri , 24  Feb  2012  08 : 43 : 27  GMT
Content - Type : applicatio n / xml
Content - Length : 712
Connection : keep - alive
Server : AliyunOSS

<? xml  version =" 1 . 0 " encoding =" UTF - 8 "?> 
< ListBucket Result  xmlns =” http :// doc . oss - cn - hangzhou .
aliyuncs . com ”> 

< Name > example - company </ Name > 
< Prefix ></ Prefix > 
< Marker ></ Marker >
< MaxKeys > 100 </ MaxKeys >
< Delimiter >/</ Delimiter > 
    < IsTruncate d > false </ IsTruncate d >
    < Contents >
        < Key > oss - dg . pdf </ Key >
        ...
    </ Contents >
   < CommonPref ixes >
        < Prefix > Developmen t </ Prefix >
   </ CommonPref ixes >
      < CommonPref ixes >
        < Prefix > Marketing </ Prefix >
   </ CommonPref ixes >
      < CommonPref ixes >
        < Prefix > Private </ Prefix >
   </ CommonPref ixes >
</ ListBucket Result >

キー "oss-dg.pdf" には、区切り⽂字/ が含まれていないので、OSS によって< Contents

 />要素にキーが返されます。 バケット ”example-company" の他のすべてのキーには、
区切り⽂字/ が含まれるため、OSS はこれらのキーをグループ化し、プレフィックスの値
"Development/"、"Marketing/"、"Private/" ごとに CommonPref ixes / 要素を返しま
す。 CommonPref ixes / 要素には、キー名の先頭⽂字から、指定されたデリミタ”/”が最
初に現れるまでの⽂字列が含まれます。
コンソールではこの結果が解析されて、次のようにルートレベルの項⽬が表⽰されます。
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ユーザーが "Development" フォルダをクリックすると、GetBucketリクエストがコンソールか
ら OSS へ送られます。 このリクエストには、次のパラメータが含まれます。
• prefix ： Developmen t / が値として 設定されています。
• delimiter ：値として /が設定されています。
リクエストの例は次のとおりです。
GET  /? prefix = Developmen t /& delimiter =/ HTTP / 1 . 1
Host : oss - example . oss - cn - hangzhou . aliyuncs . com
Date : Fri , 24  Feb  2012  08 : 43 : 27  GMT
Authorizat ion : OSS  qn6qrrqxo2 oawuk53otf jbyc : DNrnx7xHk3
sgysx7I8U9 I9IY1vY =

レスポンスでは、指定されたプレフィックスで始まるオブジェクトキーが、OSS から返されま
す。
HTTP / 1 . 1  200  OK
x - oss - request - id : 534B371674 E88A4D8906 008B
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Date : Fri , 24  Feb  2012  08 : 43 : 27  GMT
Content - Type : applicatio n / xml
Content - Length : 712
Connection : keep - alive
Server : AliyunOSS

<? xml  version =" 1 . 0 " encoding =" UTF - 8 "?>
< ListBucket Result  xmlns =” http :// doc . oss - cn - hangzhou .
aliyuncs . com ”>

< Name > example - company </ Name >
< Prefix > Developmen t /</ Prefix >
< Marker ></ Marker >
< MaxKeys > 100 </ MaxKeys >
< Delimiter >/</ Delimiter >
    < IsTruncate d > false </ IsTruncate d >
    < Contents >
        < Key > ProjectA . docx </ Key >
        ...
    </ Contents >
    < Contents >
        < Key > ProjectB . docx </ Key >
        ...
    </ Contents >
</ ListBucket Result >

コンソールでこの結果が解析されて、次のようにオブジェクトキーが表⽰されます。
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チュートリアルの例
チュートリアルの例は次のとおりです。
• バケット "example-company" を作成し、3 つのフォルダ (Development、Marketing、

Private) を追加します。
• アンとレオという 2 ⼈のユーザーをいます。アンは "Development" フォルダにのみ、レオ

は "Marketing" フォルダにのみアクセス可能とし、"Private" フォルダは⾮公開にします。
このチュートリアルの例では、Alibaba Cloud の ID と Resource Access Management (
RAM) ユーザー (アンと レオ) を作成し、必要な権限を付与してアクセス制御します。

• RAM では、ユーザーグループの作成と、グループ内の全ユーザーが対象となるグループレベ
ルの権限付与を実⾏できます。これにより、権限の管理と制御を効率的に⾏うことができま
す。この例では、アンとレオに共通の権限が必要です。また、"Staff" という名前のグループ
を作成し、アン と レオを Staff グループに追加します。まず、グループポリシーを "Staff" グ
ループに割り当てて、権限を付与します。次に、特定のユーザーにポリシーを割り当てて、
ユーザーごとの権限を追加します。

注 :
このチュートリアルでは、バケット名として "example-company" を、RAM ユーザー名とし
てアン と レオを、グループ名として "Staff" を使⽤します。Alibaba Cloud OSS では、 バケッ
ト名をグローバルに⼀意にする必要があるため、 バケット名をユーザー固有のバケット名に置き
換える必要があります。

チュートリアルの準備
この例では、プライマリアカウントの認証情報を使⽤して、 RAM ユーザーを作成します。最
初、作成したユーザーには権限が付与されていません。これらのユーザーに特定の OSS アクショ
ンを実⾏する権限を段階的に付与します。これらの権限をテストするには、各ユーザーの認証情
報を使⽤して、コンソールにログインします。プライマリアカウントの所有者として段階的に権
限を付与します。RAM ユーザーとして権限をテストする際、異なる認証情報を使⽤するたびに
ログインとログオフが必要です。このテストは 1 つのブラウザで実⾏できますが、2 つのブラウ
ザを使⽤して、1 つのブラウザではプライマリアカウントの認証情報で Alibaba Cloud コンソー
ルに接続し、もう 1 つのブラウザでは RAM ユーザーの認証情報で接続すると効率的です。
プライマリアカウントの認証情報を使⽤して Alibaba Cloud コンソールにログオンするには、
https：//account.alibabacloud.com/login/login.htm にアクセスします。 RAM ユーザー
は、同じリンクを使⽤してログインすることはできません。RAM ユーザーのログインリンクを
使⽤する必要があります。プライマリアカウントの所有者として、このログインリンクを RAM
 ユーザーに提供できます。
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注 :
RAM の詳細については、｢RAM ユーザーアカウントでのログイン (Log on with a RAM user
account)｣をご参照ください。

RAM ユーザーにログインリンクを提供します。
1. プライマリアカウントの認証情報を使⽤して、RAM 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、[ダッシュボード] をクリックします。
3. RAM ユーザーログイン後の URL を⾒つけます。この URL を RAM ユーザーに提供し、それ

ぞれの RAM ユーザーの名前とパスワードでコンソールにログインします。
⼿順 1: バケットの作成

このステップでは、プライマリアカウントの認証情報を使⽤して OSS コンソールにログインし、
バケットを作成します。作成したバケットにフォルダ (Development、Marketing,、Private)
を追加し 、各フォルダに 1 つまたは 2 つのサンプルドキュメントをアップロードします。
1. OSS コンソールにログインします。
2. "example-company" という名前のバケット作成します。

詳細な⼿順については、｢OSS コンソールユーザーガイド (OSS Console User Guide)｣の｢バケッ
トの作成 (Create a bucket)｣をご参照ください。

3. 1 つのファイルをバケットにアップロードします。
この例では、バケットのルートレベルでファイル "oss-dg.pdf" をアップロードするとしま
す。別のファイル名で独⾃のファイルをアップロードすることができます。
詳細な⼿順については、「OSS コンソールユーザーガイド (OSS Console User Guide)」の「
ファイルのアップロード (Upload files)」をご参照ください。

4. "Development"、"Marketing"、"Private" という 3 つのフォルダを作成します。
詳細な⼿順については、｢OSS コンソールユーザーガイド (OSS Console User Guide)｣の｢フォル
ダの作成 (Create a folder)｣をご参照ください。
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5. 1 つまたは 2 つのファイルを各フォルダにアップロードします。
この例では、次のオブジェクトキーを使⽤してバケットにオブジェクトをアップロードすると
します。
• Development/Alibaba Cloud.pdf
• Development/ProjectA.docx
• Development/ProjectB.docx
• Marketing/data2016.xlsx
• Marketing/data2016.xlsx
• Private/2017/images.zip
• Private/2017/promote.pptx
• oss-dg.pdf

⼿順 2: RAM ユーザーとグループの作成
このステップでは、RAM コンソールを使⽤して、 2 ⼈の RAM ユーザー (Anne と Leo) をプラ
イマリアカウントに追加します。また、"Staff" という名前のグループを作成し、2 ⼈のユーザー
をグループに追加します。

注 :
このステップでは、このユーザーに権限を付与するポリシーを割り当てないでください。次の⼿
順で段階的に権限を付与します。

RAM ユーザーの作成⼿順の詳細については、RAM の「クイックスタート」の「RAM ユーザー
の作成 (Create a RAM user)」をご参照してください。 RAM ユーザーごとにログインパスワー
ドを作成するようにしてください。
グループの作成の詳細な⼿順については、｢RAM ユーザーガイド｣の「グループで、「グループ
の作成 (Create a group)」をご参照ください。

⼿順 3. RAM ユーザーに権限がないことを確認
2 つのブラウザーを使⽤している場合、いずれかの RAM ユーザーの認証情報を使⽤して、もう
⼀⽅のブラウザーからコンソールにログインします。
1. RAM ユーザーログインページを開き、アンまたは レオの認証情報を使⽤して、RAM コン

ソールにログインします。
2. OSS コンソールを開きます。

コンソールにバケットが表⽰されません。これは、アンがバケット" example-company" に
対する権限を持っていないことを⽰します。
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⼿順 4: グループレベルの権限付与
アンとレオに、次の作業を実⾏するための権限を付与します。
• プライマリアカウントが所有するすべてのバケットの⼀覧表⽰

この操作を⾏うには、アンと レオが "oss:ListBuckets" アクション権限を持っている必要が
あります。

• "example-company" バケットのルートレベルの項⽬、フォルダ、オブジェクトの⼀覧表⽰
この操作を⾏うには、アンとレオ が "example-company" バケットに対する oss:
ListObjects アクション権限を持っている必要があります。

⼿順 4.1：全バケットの⼀覧表⽰の権限付与
このステップでは、ユーザーに最⼩権限を付与するポリシーを作成します。最⼩権限があれば、
プライマリアカウントが所有するすべてのバケットを⼀覧表⽰できます。また、このポリシーを
"Staff" グループに割り当て、プライマリアカウントが所有するバケットのリストを取得する権限
を、このグループに付与します。
1. プライマリアカウントの認証情報を使⽤して、RAM コンソールにログインします。
2. AllowGroupToSeeBucketListInConsole ポリシーを作成します。

a. 左側のナビゲーションウィンドウで [ポリシー]をクリックし、[権限ポリシーを作成] をク
リックします。

b. [空⽩のテンプレート]をクリックします。
c. [権限付与ポリシー名] フィールドに「AllowGroupToSeeBucketListInConsole」と⼊

⼒します。
d. [ポリシーの内容] フィールドで、次のポリシーをコピーして貼り付けます。

{
" Version ": " 1 ",
" Statement ": [
 {
   " Effect ": " Allow ",
   " Action ": [
     & quot ; oss ： ListBucket & quot ;
   ],
   " Resource ": [
     " acs : oss :*:*:*"
   ]
 }
]
}

注 :
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ポリシーは JSON ドキュメントです。このポリシーでは、Statemen-USt 属性はオブジェ
クト配列で、各オブジェクトには⼀連の名前と値のペアにより、権限が記述されます。上
記のポリシーでは、1 つの特定の権限が記述されています。Effect 属性値は、特定の権限
を許可するのか、拒否するのかを決定します。Action 属性では、アクセスタイプが指定
されます。このポリシーの oss:ListBuckets は事前定義された OSS アクションであり、
認証されたリクエスト送信者が所有するすべてのバケットのリストが返されます。

3. "Staff" グループに ”AllowGroupToSeeBucketListInConsole”  ポリシーを割り当てま
す。
ポリシーの割り当て⼿順の詳細については、「RAM クイックスタート」のRAM ユーザーへ
の権限付与 (Attach policies to a RAM user)」で、「RAM グループへの権限付与 (Attach
policies to a RAM group)」をご参照ください。
RAM コンソールから、 RAM ユーザーおよびグループにポリシーを割り当てることができま
す。この例では、アンとレオがバケットを⼀覧表⽰できるようにするため、ポリシーをグルー
プに割り当てます。

4. 権限をテストします。
a. RAM ユーザーログインページを開き、アンまたは レオの認証情報を使⽤して、RAM コン

ソールにログインします。
b. OSS コンソールを開きます。

コンソールにすべてのバケットが表⽰されます。
c. ”example-company” バケットをクリックし、[ファイル] タブをクリックします。

該当するアクセス権がないことを⽰すメッセージが表⽰されます。

⼿順 4.2：バケットのルートレベルのコンテンツを⼀覧表⽰する権限の付与
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このステップでは、バケット "example-company" のすべての項⽬を⼀覧表⽰できる権限を全
ユーザーに付与します。OSS コンソールで "example-company" をクリックすると、バケット
内のルートレベルの項⽬が表⽰されます。

1. プライマリアカウントの認証情報を使⽤して、RAM コンソールにログインします。
2. "Staff" グループに割り当てられている既存のポリシー  "AllowGroupToSeeBucke

tListInConsole" を、次のポリシーで置き換えます。次のポリシーでは、"oss:ListObjects"
アクションも許可しています。ポリシー "Resource" の "example-company" をユーザーの
バケット名に置き換えます。
詳細な⼿順については、「RAM ユーザーガイド」の「権限付与ポリシー (Authorization
 policies)」で「カスタム権限付与ポリシーの変更 (Modify a custom authorization
policy)」をご参照ください。RAM ポリシーは最⼤ 5 回まで変更できます。この回数を超え
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る場合、ポリシーを削除して新しいポリシーを作成し、そのポリシーを再度 Staff グループに
割り当てる必要があります。
 {
   " Version ": " 1 ",
   " Statement ": [
     {
       " Effect ": " Allow ",
       " Action ": [
         " oss : ListBucket s ",
         " oss : GetBucketA cl "
       ],
       " Resource ": [
         " acs : oss :*:*:*"
       ],
       " Condition ": {}
     },
     {
       " Effect ": " Allow ",
       " Action ": [
         " oss : ListObject s "
       ],
       " Resource ": [
         " acs : oss :*:*: example - company "
       ],
       " Condition ": {
         " StringLike ": {
           " oss : Prefix ": [
             ""
           ],
           " oss : Delimiter ": [
             "/"
           ]
         }
       }
     }
   ]
 }

注 :
• バケットコンテンツを⼀覧表⽰するには、"oss:ListObjects" アクションを呼び出す権限

が必要です。ルートレベルのコンテンツのみが表⽰されるようにするため、リクエスト内
に空のプレフィックスを指定しなければならない (つまり、ルートレベルのフォルダをク
リックできない) という条件を追加します。また、ユーザーのリクエストに ”/” の値を持
つ区切り⽂字パラメーターを含めることを要求することで、フォルダースタイルのアクセ
スを要求する条件を追加します。

• ユーザーが OSS コンソールにログインすると、そのユーザー ID が OSS サービスにアク
セス可能かどうかが、コンソールでチェックされます。 コンソールでバケット操作を利⽤
できるようにするには、"oss:GetBucketAcl" アクションを追加する必要があります。
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3. 更新された権限をテストします。
a. RAM ユーザーログインページを開き、アンまたは レオの認証情報を使⽤して、RAM コン

ソールにログインします。
b. OSS コンソールを開きます。

コンソールにすべてのバケットが表⽰されます。
c. ”example-company” バケットをクリックし、[ファイル] タブをクリックします。

コンソールには、すべてのルートレベルの項⽬が⼀覧表⽰されます。

d. いずれかのフォルダまたはオブジェクト "oss-dg.pdf"  をクリックします。
該当するアクセス権がないことを⽰すメッセージが表⽰されます。

グループポリシーの概要
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グループポリシーを追加した⽬的は、RAM ユーザーの アンとレオに次の最⼩権限を付与するこ
とです。
• プライマリアカウントが所有するすべてのバケットを⼀覧表⽰する権限
• "example-company" バケットのすべてのルートレベルの項⽬を表⽰する権限
しかし、アンとレオの権限は制限されたままです。次のセクションでは、ユーザー固有の権限を
さらに付与します。
• アンに ”Development” フォルダ内のオブジェクトの取得とアップロードを⾏う権限を付与

します。
• ボブに "Finance" フォルダ内のオブジェクトの取得とアップロードを⾏う権限を付与しま

す。
ユーザー固有の権限の場合、グループ全体ではなく、特定のユーザーにポリシーを割り当てま
す。次のセクションでは、アンに ”Development” フォルダ内で作業する権限を付与します。
同じようにステップを繰り返し、"Finance" フォルダで操作する権限をレオに付与します。

⼿順 5：RAM ユーザーのアンに固有の権限を付与
このステップでは、アンが ”Development” フォルダの内容の確認、およびフォルダ内のオブ
ジェクトの取得とアップロードができるように追加の権限を付与します。
⼿順 5.1：RAM ユーザーのアンに ”Development” フォルダの内容を⼀覧表⽰する権限を付
与します
アンが ”Development” フォルダの内容を⼀覧表⽰するには、"example-company" バケッ
トに対する oss:ListObjects アクション権限を付与するポリシーを割り当てます。このとき、プ
レフィックス Developmen t / をリクエストに指定する必要があるという条件を含める必要
があります。
1. プライマリアカウントの認証情報を使⽤して、RAM コンソールにログインします。
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2. RAM ユーザーのアンに ”Development” フォルダの内容を⼀覧表⽰する権限を付与するポ
リシー 「AllowListBucketsIfSpecificPrefixIsIncluded」 を作成します。
a. 左側のナビゲーションウィンドウで、[ポリシー]、[権限ポリシーの作成]の順に選択しま

す。
b. [空⽩のテンプレート]をクリックします。
c. [権限付与ポリシー名] フィールドに「AllowListBucketsIfSpecificPrefixIsIncluded

」と⼊⼒します。
d. [ポリシーの内容]フィールドで、次のポリシーをコピーして貼り付けます。

{
" Version ": " 1 ",
" Statement ": [
 {
   " Effect ": " Allow ",
   " Action ": [
     " oss : ListObject s "
   ],
   " Resource ": [
     " acs : oss :*:*: example - company "
   ],
   " Condition ": {
     " StringLike ": {
       " oss : Prefix ": [
         " Developmen t /*"
       ]
     }
   }
 }
]
}

3. RAM ユーザーのアンにポリシーを割り当てます。
ポリシーの割り当て⼿順の詳細については、「RAM クイックスタート」の「RAM ユーザー
への権限付与 (Attach policies to a RAM user)」をご参照ください。

4. アンの権限をテストします。
a. RAM ユーザーログインページを開き、アンの認証情報を使⽤して、RAM コンソールにロ

グインします。
b. OSS コンソールを開きます。 コンソールにすべてのバケットが表⽰されます。
c. "example-company" バケットをクリックし、 [ファイル] タブをクリックします。 コン

ソールには、すべてのルートレベルの項⽬が⼀覧表⽰されます。
d. "Development/" フォルダをクリックします。 コンソールには、フォルダ内のオブジェク

トが⼀覧表⽰されます。
⼿順 5.2 "Development" フォルダ内のオブジェクトを取得およびアップロードする権限を RAM
ユーザー アンに付与
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アンが "Development" フォルダーにオブジェクトを 取得して配置するには、oss：GetObject
アクションと oss:PutObject アクションを呼び出す権限をアンに付与する必要があります。ま
た、リクエストにプレフィックス "Development /" を指定する 必要があるという条件を含めま
す。
1. プライマリアカウントの認証情報を使⽤して、RAM コンソールにログインします。
2. 前の⼿順で作成したポリシー AllowListBucketsIfSpecificPrefixIsIncluded を、次のポリ

シーで置き換えます。
詳細な⼿順については、「RAM ユーザーガイド」の「権限付与ポリシー (Authorization
 policies)」で、「カスタム権限付与ポリシーの変更 (Modify a custom authorization
policy) 」をご参照ください。 RAM ポリシーは最⼤ 5 回まで変更できます。 この回数を超え
る場合、ポリシーを削除して新しいポリシーを作成し、そのポリシーを再度ユーザーに割り当
てる必要があります。
 {
   " Version ": " 1 ",
   " Statement ": [
     {
       " Effect ": " Allow ",
       " Action ": [
         " oss : ListObject s "
       ],
       " Resource ": [
         " acs : oss :*:*: example - company "
       ],
       " Condition ": {
         " StringLike ": {
           " oss : Prefix ": [
             " Developmen t /*"
           ]
         }
       }
     },
     {
       " Effect ": " Allow ",
       " Action ": [
         " oss : GetObject ",
         " oss : PutObject ",
         " oss : GetObjectA cl "
       ],
       " Resource ": [
         " acs : oss :*:*: example - company / Developmen t /*"
       ],
       " Condition ": {}
     }
   ]
 }

注 :
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ユーザーが OSS コンソールにログインすると、そのユーザー ID が OSS サービスにアクセス
可能かどうかがコンソールでチェックされます。 コンソールでのバケット操作を可能にする
には、oss:GetBucketAcl アクションを追加する必要があります。

3. 更新されたポリシーをテストします。
a. RAM ユーザーログインページを開き、アンの認証情報を使⽤して、RAM コンソールにロ

グインします。
b. OSS コンソールを開きます。

コンソールにすべてのバケットが表⽰されます。
c. OSS コンソールで、アンが "Development" フォルダのオブジェクトの追加とダウンロー

ドができるようになったことを確認します。
⼿順 5.3 バケット内の他のフォルダに対する RAM ユーザーのアンの権限を明⽰的に拒否
RAM ユーザー のアンは、"example-company" バケット内のルートレベルでの⼀覧表⽰、お
よび "Development" フォルダ内のオブジェクトの取得とアップロードができるようになりまし
た。アクセス権限を厳密に制限したい場合、アンがバケット内の他のフォルダにアクセスするこ
とを明⽰的に拒否できます。他のポリシーで、バケット内の他のフォルダへの権限を アンに付与
している場合、その権限はこの明⽰的なポリシーによって上書きされます。
次の⽂を RAM ユーザー アンのポリシー AllowListBucketsIfSpecificPrefixIsIncluded に追
加できます。 次の⽂では、アンが OSS に送信するすべてのリクエストの prefix パラメータ値
が、 "Development /" または空の⽂字列であることを要求します。
    {
      " Effect ": " Deny ",
      " Action ": [
        " oss : ListObject s "
      ],
      " Resource ": [
        " acs : oss :*:*: example - company "
      ],
      " Condition ": {
        " StringNotL ike ": {
          " oss : Prefix ": [
            " Developmen t /*",
            ""
          ]
        }
      }
    }

前述の⼿順に従って、RAM ユーザーのアン⽤に作成したポリシー AllowListBucketsIfSp
ecificPrefixIsIncluded を更新します。 次のポリシーをコピーして貼り付け、既存のポリシー
を置き換えます。
{
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  " Version ": " 1 ",
  " Statement ": [
    {
      " Effect ": " Allow ",
      " Action ": [
        " oss : ListObject s "
      ],
      " Resource ": [
        " acs : oss :*:*: example - company "
      ],
      " Condition ": {
        " StringLike ": {
          " oss : Prefix ": [
            " Developmen t /*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      " Effect ": " Allow ",
      " Action ": [
        " oss : GetObject ",
        " oss : PutObject ",
        " oss : GetObjectA cl "
      ],
      " Resource ": [
        " acs : oss :*:*: example - company / Developmen t /*"
      ],
      " Condition ": {}
    },
    {
      " Effect ": " Deny ",
      " Action ": [
        " oss : ListObject s "
      ],
      " Resource ": [
        " acs : oss :*:*: example - company "
      ],
      " Condition ": {
        " StringNotL ike ": {
          " oss : Prefix ": [
            " Developmen t /*",
            ""
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

⼿順 6：RAM ユーザーのレオに固有の権限を付与
”Marketing” フォルダ に対する権限を レオに付与します。 前述の アンに権限を付与する⼿順
に従います。ただし、"Development" フォルダを ”Marketing” フォルダ に置き換えてくだ
さい。⼿順の詳細については、「⼿順 5：RAM ユーザーのアンに固有の権限を付与」をご参照
ください。
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⼿順 7：プライベートフォルダの保護
この例では、ユーザーは 2 ⼈だけです。最⼩権限をグループレベルで付与しました。 また、個々
のユーザーレベルで実際に必要な権限のみ、ユーザーレベルで付与しています。この⽅法では、
権限の管理作業を最⼩限に抑えることができます。ユーザー数の増加につれて、誤って⾮公開
フォルダに対して権限を付与することがないようにしなければなりません。したがって、⾮公
開フォルダへのアクセスを明⽰的に拒否するポリシーを追加する必要があります。明⽰的な拒否
は、他の権限よりも優先されます。 "Private" フォルダを⾮公開にするには、次の 2 つの拒否⽂
をグループポリシーに追加します。
• 次の⽂を追加して、プライベートのリソースに対する操作を明⽰的に拒否します。 folder

(example-company/Private/*) .
{
    " Effect ": " Deny ",
    " Action ": [
      " oss :*"
    ],
    " Resource ": [
      " acs : oss :*:*: example - company / Private /*"
    ],
    " Condition ": {}
  }

• また、リクエストにプレフィックス "Private/" が指定されている場合、 ListObjects アク
ション権限を拒否します。コンソールでアンまたはレオが "Private" フォルダをクリックする
と、このポリシーにより エラーレスポンスが OSS から返されます。
  {
    " Effect ": " Deny ",
    " Action ": [
      " oss : ListObject s "
    ],
    " Resource ": [
      " acs : oss :*:*:*"
    ],
    " Condition ": {
      " StringLike ": {
        " oss : Prefix ": [
          " Private /"
        ]
      }
    }
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  }

• Staff グループポリシー AllowGroupToSeeBucketListInConsole を、上記の拒否ステート
メントを含む更新済みポリシーに置き換えます。更新されたポリシーが適⽤されると、グルー
プ内のユーザーはバケット内の "Private" フォルダにアクセスできなくなります。
1. プライマリアカウントの認証情報を使⽤して、RAM コンソールにログインします。
2. Staff グループに割り当てられている既存のポリシー AllowGroupToSeeBucke

tListInConsole を、次のポリシーで置き換えます。ポリシー "Resource" の "example-
company" をユーザーのバケット名に置き換えてください。
{
" Version ": " 1 ",
" Statement ": [
 {
   " Effect ": " Allow ",
   " Action ": [
     " oss : ListBucket s ",
     " oss : GetBucketA cl "
   ],
   " Resource ": [
     " acs : oss :*:*:*"
   ],
   " Condition ": {}
 },
 {
   " Effect ": " Allow ",
   " Action ": [
     " oss : ListObject s "
   ],
   " Resource ": [
     " acs : oss :*:*: example - company "
   ],
   " Condition ": {
     " StringLike ": {
       " oss : Prefix ": [
          ""
        ],
       " oss : Delimiter ": [
         "/"
       ]
     }
   }
 },
 {
   " Effect ": " Deny ",
   " Action ": [
     " oss :*"
   ],
   " Resource ": [
     " acs : oss :*:*: example - company / Private /*"
   ],
   " Condition ": {}
 },
 {
   " Effect ": " Deny ",
   " Action ": [
     " oss : ListObject s "
   ],
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   " Resource ": [
     " acs : oss :*:*:*"
   ],
   " Condition ": {
     " StringLike ": {
       " oss : Prefix ": [
         " Private /"
       ]
     }
   }
 }
]
}

クリーンアップ
チュートリアルを終了したら、RAM コンソールでユーザーの アンとレオを削除します。
詳細な⼿順については、「RAM ユーザーガイド｣の｢ユーザー (Users)｣で、｢RAM ユーザー の削
除 (Delete a RAM user)」をご参照ください。
不要な料⾦の発⽣を避けるため、このチュートリアルで作成したオブジェクトとバケットを削除
します。

11.3.2 RAM ポリシー
リソースアクセス管理 (RAM) は、Alibaba Cloud が提供するリソースアクセス制御のための
サービスです。 RAM ポリシーは、ユーザーごとに設定します。 RAM ポリシーを設定すること
で、多数のユーザーを集中管理し、ユーザーがアクセスするリソースを管理できます。 たとえ
ば、ユーザーが指定したバケットのみを読み取ることができるように、ユーザーの権限を制御で
きます。 RAM ユーザーは、作成者の Alibaba Cloud アカウントに属し、実際のリソースは所
有していません。 つまり、すべてのリソースは、対応する Alibaba Cloud アカウントに属しま
す。

ポリシー例
• すべての許可を付与するポリシー

すべての許可を付与するポリシーにより、アプリケーションは OSS 上ですべての操作を実⾏
できるようになります。

警告 :
安全性に乏しいため、すべての許可を付与するポリシーは、モバイルアプリケーションに対
して使⽤しないことを推奨します。
{
  " Statement ": [
    {
      " Action ": [
        " oss :*"
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      ],
      " Effect ": " Allow ",
      " Resource ": " acs : ecs :*:*:*"
    }
  ],
  " Version ": " 1 "
}

OSS での操作 結果
作成したすべてのバケットを⼀覧表⽰しま
す。

成功

text.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトをアップロードします。

成功

text.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトをダウンロードします。

成功

user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトをアップロードします。

成功

user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトをダウンロードします。

成功

test.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトを⼀覧表⽰します。

成功

user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトを⼀覧表⽰します。

成功

• すべてのオブジェクトに対する読み取り専⽤ポリシー
読み取り専⽤ポリシーは、アプリケーションがバケット app - base - oss  内のすべて
のオブジェクトを⼀覧表⽰およびダウンロードできることを⽰します。
{
    " Statement ": [
      {
        " Action ": [
          & quot ; oss ： GetObject & quot ;、
          & quot ; oss ： PutObject & quot ;
        ],
        " Effect ": " Allow ",
        " Resource ": [" acs : oss :*:*: app - base - oss /*", " acs
: oss :*:*: app - base - oss "]
      }
    ],
    " Version ": " 1 "
  }

OSS での操作 結果
作成した全バケットを⼀覧表⽰します。 失敗
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OSS での操作 結果
text.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトをアップロードします。

失敗

test.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトをダウンロードします。

成功

user1/test.txt のようにプレフィックスを付
けてオブジェクトをアップロードします。

失敗

user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトをダウンロードします。

成功

test.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトを⼀覧表⽰します。

成功

user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトを⼀覧表⽰します。

成功

• 特定のプレフィックスを持つオブジェクトに対する読み取り専⽤ポリシー
このタイプのポリシーは、アプリケーションが、バケット app - base - oss  内の 
user1 / というプレフィックスをもつオブジェクトの⼀覧表⽰とダウンロードを実⾏でき

ることを⽰します。しかし、他のプレフィックスを持つオブジェクトはダウンロードできませ
ん。 このタイプのポリシーを使⽤すると、バケット内の異なるプレフィックスごとにアプリ
ケーションを分離できます。
{
    " Statement ": [
      {
        " Action ": [
          & quot ; oss ： GetObject & quot ;、
          & quot ; oss ： PutObject & quot ;
        ],
        " Effect ": " Allow ",
        " Resource ": [" acs : oss :*:*: app - base - oss / user1 /
*", " acs : oss :*:*: app - base - oss "]
      }
    ],
    " Version ": " 1 "
  }

OSS での操作 結果
作成した全バケットを⼀覧表⽰します。 失敗
text.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトをアップロードします。

失敗

test.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトをダウンロードします。

失敗
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OSS での操作 結果
user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトをアップロードします。

失敗

user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトをダウンロードします。

成功

test.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトを⼀覧表⽰します。

成功

user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトを⼀覧表⽰します。

成功

• 全オブジェクトに対する書き込み専⽤ポリシー
全オブジェクトに対する書き込み専⽤ポリシーは、アプリケーションがオブジェクトをバケッ
ト app - base - oss  にアップロードできることを⽰します。
{
    " Statement ": [
      {
        " Action ": [
          " oss : PutObject "
        ],
        " Effect ": " Allow ",
        " Resource ": [" acs : oss :*:*: app - base - oss /*", " acs
: oss :*:*: app - base - oss "]
      }
    ],
    " Version ": " 1 "
  }

OSS での操作 結果
作成した全バケットを⼀覧表⽰します。 失敗
text.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトをアップロードします。

成功

test.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトをダウンロードします。

失敗

user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトをアップロードします。

成功

user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトをダウンロードします。

成功

test.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトを⼀覧表⽰します。

成功

user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトを⼀覧表⽰します。

成功
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• 特定のプレフィックスを持つオブジェクトに対する書き込み専⽤ポリシー
このタイプのポリシーは、アプリケーションがプレフィックス user1 / を持つオブジェク
トをバケット app - base - oss  にアップロードできることを⽰します。 ただし、他の
プレフィックスを持つオブジェクトはアップロードできません。 このタイプのポリシーを使⽤
すると、バケット内の異なるプレフィックスごとにアプリケーションを分離できます。
{
    " Statement ": [
      {
        " Action ": [
          & quot ; oss ： PutObject & quot ;
        ],
        " Effect ": " Allow ",
        " Resource ": [" acs : oss :*:*: app - base - oss / user1 /
*", " acs : oss :*:*: app - base - oss "]
      }
    ],
    " Version ": " 1 "
  }

OSS 上の操作 結果
作成した全バケットを⼀覧表⽰します。 失敗
text.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトをアップロードします。

失敗

test.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトをダウンロードします。

失敗

user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトをアップロードします。

成功

user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトをダウンロードします。

失敗

test.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトを⼀覧表⽰します。

失敗

user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトを⼀覧表⽰します。

失敗

• 全オブジェクトに対する読み書きポリシー
全オブジェクトに対する読み書きポリシーは、アプリケーションがオブジェクトをバケット 
app - base - oss  にアップロードし、バケット内の全オブジェクトを⼀覧表⽰、ダウン

ロード、および削除できることを⽰します。
{
    " Statement ": [
      {
        " Action ": [
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          " oss : GetObject ",
          " oss : PutObject ",
          " oss : DeleteObje ct ",
          " oss : ListParts ",
          " oss : AbortMulti partUpload ",
          " oss : ListObject s "
        ],
        " Effect ": " Allow ",
        " Resource ": [" acs : oss :*:*: app - base - oss /*", " acs
: oss :*:*: app - base - oss "]
      }
    ],
    " Version ": " 1 "
  }

OSS での操作 結果
作成した全バケットを⼀覧表⽰します。 失敗
text.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトをアップロードします。

成功

test.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトをダウンロードします。

成功

user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトをアップロードします。

成功

user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトをダウンロードします。

成功

test.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトを⼀覧表⽰します。

成功

user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトを⼀覧表⽰します。

成功

• 特定のプレフィックスを持つオブジェクトに対する読み書きポリシー
このタイプのポリシーは、アプリケーションが user1 / のプリフィックスを持つオブジェ
クトをバケット app - base - oss  にアップロードできることを⽰します。また、このプ
リフィクスを持つバケット内のすべてのオブジェクトに対して、⼀覧表⽰、ダウンロード、削
除を実⾏できます。 しかし、他のプレフィックスを持つオブジェクトに対しては、読み取りお
よび書き込み操作を実⾏できません。 このタイプのポリシーを使⽤すると、バケット内の異
なるプレフィックスごとにアプリケーションを分離できます。
{
    " Statement ": [
      {
        " Action ": [
          " oss : GetObject ",
          " oss : PutObject ",
          " oss : DeleteObje ct ",
          " oss : ListParts ",
          " oss : AbortMulti partUpload ",
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          " oss : ListObject s "
        ],
        " Effect ": " Allow ",
        " Resource ": [" acs : oss :*:*: app - base - oss / user1 /
*", " acs : oss :*:*: app - base - oss "]
      }
    ],
    " Version ": " 1 "
  }

OSS での操作 結果
作成したすべてのバケットを⼀覧表⽰しま
す。

失敗

text.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトをアップロードします。

失敗

text.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトをダウンロードします。

失敗

user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトをアップロードします。

成功

user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトをダウンロードします。

成功

test.txt のように、プレフィックスを付けず
にオブジェクトを⼀覧表⽰します。

成功

user1/test.txt のように、プレフィックスを
付けてオブジェクトを⼀覧表⽰します。

成功

複雑なポリシーの例
{
    " Version ": " 1 ",
    " Statement ": [
        {
            " Action ": [
                " oss : GetBucketA cl ",
                " oss : ListObject s "
            ],
            " Resource ": [
                " acs : oss :*: 1775305056 529849 : mybucket "
            ],
            " Effect ": " Allow ",
            " Condition ": {
                " StringEqua ls ": {
                    " acs : UserAgent ": " java - sdk ",
                    " oss : Prefix ": " foo "
                },
                " IpAddress ": {
                    " acs : SourceIp ": " 192 . 168 . 0 . 1 "
                }
            }
        },
        {
            " Action ": [
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                " oss : PutObject ",
                " oss : GetObject ",
                " oss : DeleteObje ct "
            ],
            " Resource ": [
                " acs : oss :*: 1775305056 529849 : mybucket / file
*"

            ],
            " Effect ": " Allow ",
            " Condition ": {
                " IpAddress ": {
                    " acs : SourceIp ": " 192 . 168 . 0 . 1 "
                }
            }
        }
    ]
}

上記の例では、複雑な権限ポリシーが記述されています。 このポリシーを使⽤することで、ユー
ザーは RAM または STS を介して他のユーザーを認証できます。 ポリシーには、アクション、リ
ソース、結果、および条件が指定された⽂が含まれます (ポリシーには複数の⽂を含めることが
できます）。
このポリシーでは、認証されたユーザーが mybucket  や mybucket  / file

 * などのリソースにアクセスできるように許可を付与します。 さらに、このポリシー
は、GetBucketAcl、GetBucket、PutObject、GetObject、DeleteObject などの操作もサ
ポートしています。 条件フィールドに含まれる条件は、認証プロセスを通過して認証されたユー
ザーは、UserAgent が java-sdk で送信元 IP アドレスが 192.168.0.1 の場合にのみ関連リソー
スにアクセスできることを⽰します。 Prefix 条件は、GetBucket (ListObjects) アクションが
実⾏されるときに使⽤されます。 フィールド の詳細は、「OSS ドキュメント」 をご参照くださ
い。

Version
Version フィールドは、ポリシーのバージョンを指定します。 本ページの設定では、 1  に設定
されています。

Statement
Statement では権限セマンティクスを記述します。 さまざまなシナリオに従って、Statement
 には、アクション、エフェクト、リソース、および条件を個別に含む複数のセマンティクスを
含めることができます。 リクエストを受け取ると、システムではポリシー内のすべての⽂がを
チェックされます。 リクエストに⼀致するすべての⽂は、"Effect" の設定が、「Allow」か「
Deny」かによって、2 つのカテゴリーに分類されます。認証を通過するかどうかが判断されると
きに、「Deny」が設定された⽂が優先されます。 リクエストに⼀致したすべての⽂が「Allow
」に分類されると、そのリクエストは認証を通過します。 リクエストに⼀致した⽂が「Deny」
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に分類されている場合、またはリクエストに⼀致する⽂がない場合、リクエストは拒否されま
す。

Action
アクションは 3 つのカテゴリに分類できます。
• サービスレベルのアクション：ユーザーが所有するバケットを⼀覧表⽰するために使⽤される

GetService アクションなどです。
• バケットレベルのアクション："oss：PutBucketAcl" や "oss：GetBucketLocation" な

ど、バケットに対して実⾏されるアクションを⽰します。 各アクションの名前は、API に対応
しています。

• オブジェクトレベルのアクション："oss：GetObject"、"oss：PutObject"、"oss：
DeleteObject"、"oss：AbortMultipartUpload" など、オブジェクトに対して実⾏するアク
ションを⽰します。

オブジェクトに対するアクションの種類を承認するには、前述のアクションを1つ以上選択しま
す。 さらに、前の例に⽰すように、全アクション名の先頭に oss ：を付ける必要があります。
"Action" フィールドには、複数のアクションを指定できます。 以下の表は、アクションと API
の間の対応関係を⽰しています。
• サービスレベルのアクション

API アクション
GetService（ListBuckets） oss:ListBuckets

• Bucket-level actions
API アクション
PutBucket oss:PutBucket
GetBucket (ListObjects) oss:ListObjects
PutBucketAcl oss:PutBucketAcl
DeleteBucket oss:DeleteBucket
GetBucketLocation oss:GetBucketLocation
GetBucketAcl oss:GetBucketAcl
GetBucketLogging oss:GetBucketLogging
PutBucketLogging oss:PutBucketLogging
DeleteBucketLogging oss:DeleteBucketLogging
GetBucketWebsite oss:GetBucketWebsite
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API アクション
PutBucketWebsite oss:PutBucketWebsite
DeleteBucketWebsite oss:DeleteBucketWebsite
GetBucketReferer oss:GetBucketReferer
PutBucketReferer oss:PutBucketReferer
GetBucketLifecycle oss:GetBucketLifecycle
PutBucketLifecycle oss:PutBucketLifecycle
DeleteBucketLifecycle oss:DeleteBucketLifecycle
ListMultipartUploads oss:ListMultipartUploads
PutBucketCors oss:PutBucketCors
GetBucketCors oss:GetBucketCors
DeleteBucketCors oss:DeleteBucketCors
PutBucketReplication oss:PutBucketReplication
GetBucketReplication oss:GetBucketReplication
DeleteBucketReplication oss:DeleteBucketReplication
GetBucketReplicationLocation oss:GetBucketReplicationLocation
GetBucketReplicationProgress oss:GetBucketReplicationProgress

• オブジェクトに対するアクション
API アクション
GetObject oss:GetObject
HeadObject oss:GetObject
PutObject oss:PutObject
PostObject oss:PutObject
InitiateMultipartUpload oss:PutObject
UploadPart oss:PutObject
CompleteMultipart oss:PutObject
DeleteObject oss:DeleteObject
DeleteMultipartObjects oss:DeleteObject
AbortMultipartUpload oss:AbortMultipartUpload
ListParts oss:ListParts
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API アクション
CopyObject oss:GetObject,oss:PutObject
UploadPartCopy oss:GetObject,oss:PutObject
AppendObject oss:PutObject
GetObjectAcl oss:GetObjectAcl
PutObjectAcl oss:PutObjectAcl
RestoreObject oss:RestoreObject

Resource
Resource フィールドは、指定されたリソースまたはリソースの種類 (ワイルドカード*で表現可
能) を⽰します。 リソースフィールドの形式は、 acs : oss :{ region }:{ bucket_own

er }:{ bucket_nam e }/{ object_nam e } です。 バケットレベルのアクション名の
場合、"/ {object_name}" 部分は不要です。 バケットレベルのアクションのリソースフィール
ドの形式は、 acs : oss :{ region }:{ bucket_own er }:{ bucket_nam e }で
す。 Resource フィールドには、複数のリソースを指定できます。 リージョンフィールドは現在
サポートされておらず、上記例では * に設定されています。

Effect
Effect フィールドは、この⽂の許可結果を⽰します。「Allow」と「Deny」の 2 つの値があり
ます。 リクエストに⼀致する⽂が複数ある場合、"Effect" の値が「Deny」の⽂が優先されま
す。
例えば、次のポリシーでは、ユーザーは指定されたディレクトリを削除できませんが、他のオブ
ジェクトに対してすべての操作を実⾏できます。
{
  " Version ": " 1 ",
  " Statement ": [
    {
      " Effect ": " Allow ",
      " Action ": [
        " oss :*"
      ],
      " Resource ": [
        " acs : oss :*:*: bucketname "
      ]
    },
    {
      " Effect ": " Deny ",
      " Action ": [
        " oss : DeleteObje ct "
      ],
      " Resource ": [
        " acs : oss :*:*: bucketname / index /*",
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      ]
    }
  ]
}

条件
条件フィールドは、許可ポリシーの条件を⽰します。 上記の例では、"acs：UserAgent" および
"acs：SourceIp" のチェック条件を設定できます。また、"oss：Prefix" を条件として使⽤し、
GetBucket アクションの実⾏時のリソースを制限できます。
OSS は以下の条件をサポートします。
条件 関数 有効値
acs:SourceIp 送信元 IP アドレスまたは IP

 範囲を指定します。
IP アドレスまたは IP 範囲、
ワイルドカード（*）を使⽤で
きます。

acs:UserAgent http useragent ヘッダーを指
定します。

⽂字列

acs:CurrentTime 有効なアクセス時間を指定し
ます。

ISO 8601 形式の時刻

acs:SecureTransport HTTPS プロトコルが使⽤され
ているかどうかを⽰します。

"true" or "false"

oss:Prefix ListObjects アクションが実
⾏されるときに使⽤されるプ
レフィックスを⽰します。

有効なオブジェクト名

ベストプラクティス
OSS は、RAM ポリシーを素早く作成するのに役⽴つRAM ポリシーエディターを提供します。
ossbrowser を使⽤して、簡単なポリシーで権限を付与することもできます。ossbrowser は、
特定のバケットやディレクトリにアクセスできるように RAM ユーザーを認証するグラフィカル
管理ツールです。
さまざまなシナリオで許可ポリシーを設定する例については、「チュートリアル：バケットとオ
ブジェクトへのアクセス制御」および「OSS の権限付与 (Authorization for OSS)」をご参照く
ださい。
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11.4 バケットポリシー
OSS バケットへのアクセスをユーザーに許可するようにバケットポリシーを設定できます。
RAM ポリシーと⽐較して、バケットポリシーはアクセス許可のためにコンソール上のバケット
所有者によって直接設定することができます。
バケットポリシーは次のシナリオに適しています。
• 他のアカウントの RAM ユーザーに OSS リソースへのアクセスを許可

他のアカウントの RAM ユーザーに OSS リソースへのアクセスを許可することができます。
• 特定の IP アドレスまたは IP 範囲を使⽤して、匿名ユーザーに OSS リソースへのアクセスを

許可
場合によっては、匿名ユーザーが特定の IP アドレスまたは IP 範囲を使⽤して OSS リソース
にアクセスすることを許可する必要があります。 たとえば、企業の機密⽂書は、その企業内
でのみアクセスでき、他のリージョンではアクセスできません。 以前は、すべてのユーザー
に対して RAM ポリシーを構成することは、内部ユーザーが多数いる可能性があるため、⾯倒
で複雑な作業でした。 この問題を解決するために、バケットポリシーに基づいて IP 制限付き
のアクセスポリシーを設定して、多数のユーザーに対して簡単かつ効率的に権限付与ができま
す。

バケットポリシーの設定⽅法とビデオチュートリアルの詳細については、「バケットポリシーを
使⽤して他のユーザーに対して OSS リソースへのアクセスを許可」をご参照ください。

11.5 クロスアカウント認証
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12 ログ管理
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13 データ暗号化
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14 静的 Web サイトホスティング
14.1 チュートリアル：カスタムドメイン名を使⽤して静的 Web サイトをホストする

Alibaba Cloud Object Storage Service（OSS）で静的 Web サイトをホストするとします。
ドメイン（examplewebsite.com など）を登録したので、 http :// exampleweb site

. com  および http :// www . exampleweb site . com  へのリクエストは OSS コ
ンテンツから処理する必要があります。 OSS でホスティングする 既存の静的 Web サイトを持っ
ている場合でも、最初から始める場合でも、この例を使⽤して Alibaba Cloud OSS で Web サ
イトをホストする⽅法を学ぶことができます。

前提条件
このチュートリアルでは、以下のサービスについて説明します。
• ドメイン名登録

exampleweb site . com  などの登録ドメイン名がない場合は、登録する登録機関を
選択してください。 Alibaba Cloud はドメイン名登録サービスも提供しています。 詳しく
は、「Alibaba Cloud Domainサービス」をご参照ください。

• Alibaba Cloud OSS
Alibaba Cloud OSS を使⽤してバケットを作成し、サンプルの Web サイトページをアップ
ロードし、 他のユーザーがコンテンツを閲覧できるように権限を設定してから、 Web サイト
ホスティング⽤にバケットを設定します。 この例では、 http :// exampleweb site .

com  および http :// www . exampleweb site . com  に対するリクエストを許可
したいので、2つのバケットを作成します。 コンテンツを 1 つのバケットだけでホストし、コ
ンテンツをホストする バケットに要求をリダイレクトするように他のバケットを構成します。

• ALibaba Cloud DNS
ドメインネームシステム（DNS）プロバイダとして、Alibaba Cloud DNS を構成します。
この例では、ドメイン名を Alibaba Cloud DNS に追加し、OSS 割り当てアクセスドメイン
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名の代わりにドメイン名を使⽤して OSS バケットにアクセスできるように CNAME レコード
を定義します。
この例では、Alibaba Cloud DNS を使⽤しています。 Alibaba Cloud DNS を使⽤すること
をお勧めします。 ただし、さまざまなレジストラを使⽤して、 OSS バケットを指す CNAME
 レコードを定義できます。

注 :
このチュートリアルでは、ドメイン名として exampleweb site . com  を使⽤していま
す。 このドメイン名を登録したものに置き換えます。

⼿順 1：ドメインを登録する
すでに登録済みドメインをお持ちの場合は、この⼿順をスキップできます。 Web サイトをホス
トしたことがない場合は、 まず exampleweb site . com  などのドメインを登録します。
Alibaba Cloud Domain サービスを使⽤してドメインを登録できます。
詳細については、「Alibaba Cloud Domainクイックスタートでドメイン名を購⼊する」をご参
照ください。

⼿順 2：バケットを作成して設定し、データをアップロードする
exampleweb site . com  などのルートドメインと http://www.examplewebsite.com

などのサブドメインの両⽅からの要求をサポートするために、2 つのバケットを作成します。 
http :// www . exampleweb site . com . ⼀⽅のバケットはコンテンツを格納するた

めに使⽤され、もう⼀⽅のバケットは コンテンツを格納するバケットに要求をリダイレクトする
ために使⽤されます。
⼿順 2.1：2つのバケットを作成する
このステップでは、Alibaba Cloud アカウントの認証情報を使⽤して Alibaba Cloud OSS コン
ソールにログオンし、次の 2 つのバケットを作成します。
• originbucket：コンテンツを保存する
• redirectbucket：リクエストを originbucket にリダイレクトする
1. OSS コンソールにログインします。
2. たとえば、originbucket と redirectbucket の 2 つのバケットを作成します。1 つはコンテ

ンツを格納するためのもの、 もう 1 つはコンテンツを格納するバケットに要求をリダイレク
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トするためのものです。 2つのバケットのアクセス 制御リスト（ACL）を「公開読み取り」に
設定して、誰もがバケットの内容を ⾒ることができるようにします。
詳細な⼿順については、「バケットの作成」をご参照ください。

3. originbucket と redirectbucket のアクセスドメイン名を書き留めます。 後の⼿順でそれら
を使⽤します。 次の図に⽰すように、 バケットの概要タブページでバケットのアクセスドメ
イン名を⾒つけることができます。

4. ウェブサイトのデータを originbucket にアップロードします。
あなたはあなたのコンテンツをルートドメインバケット originbucket の外にホストし、
あなたはサブドメインバケット redirectbucket のリクエストを ルートドメインバケット 
originbucket にリダイレクトします。 どちらのバケットにもコンテンツを保存 できます。
この例では、コンテンツを originbucket バケットでホスト します。 コンテンツは、テキス
トファイル、写真、ビデオなど、あらゆる種類のファイルにすることができます。 Web サ
イトをまだ作成していない場合は、この例では 2 つのファイルしか必要ありません。 ⼀⽅の
ファイルは Web サイトのホームページとして使⽤され、もう⼀⽅のファイルは Web サイト
のエラーページとして使⽤されます。
たとえば、次の HTML を使⽤して index.html という名前のファイルを 1 つ作成し、 それを
バケットにアップロードできます。 後の⼿順では、このファイル名を Web サイトのデフォル
トのホームページとして使⽤します。
< html >
   < head >
        < title > Hello  OSS ! </ title >
       < meta  charset  = " utf - 8 ">
   </ head >
    < body >
       < p > Now  host  on  Alibaba  Cloud  OSS </ p >
       < p > This  is  the  index  page </ p >
    </ body >
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 </ html >

次の HTML を使⽤して error.html という名前の別のファイルを作成し、それをバケットに
アップロードします。 このファイルは、Web サイトの 404 エラーページとして使⽤されてい
ます。 後の⼿順で、このファイル名を Web サイトのデフォルトの 404 ページとして使⽤しま
す。
 < html >
< head >
   < title > Hello  OSS ! </ title >
   < meta  charset =" utf - 8 ">
</ head >
< body >
   < p > This  is  the  404  error  page </ p >
</ body >
</ html >

⼿順 2.2：Webサイトホスティング⽤のバケットを設定する
Web サイトホスティング⽤のバケットを設定すると、OSS に 割り当てられたアクセスドメイン
名を使⽤して Web サイトにアクセスできます。
このステップでは、originbucket を Web サイトとして設定します。
1. OSS コンソールにログインします。
2. バケット名リストから、 originbuck et  を選択します。
3. [基本設定]タブをクリックして、 Static  Page  領域を⾒つけます。
4. [編集]をクリックしてから、以下の情報を⼊⼒します。

• デフォルトホームページ：インデックスページ（Web サイトの index.html に相当）。 バ
ケットに保存されている HTML ファイルのみを 使⽤できます。 この例では、 index .

html  と⼊⼒します。
• デフォルトの 404 ページ： 誤まったパスにアクセスしたときに返されるデフォルト

の404ページ。 バケットに保存されている HTML ファイルと画像ファイルのみを使⽤でき
ます。 このフィールドを 空⽩のままにすると、デフォルトの 404 ページが無効になりま
す。 この例では、 error . html  と⼊⼒します。

5. [保存]をクリックします。
⼿順 2.3：リダイレクト⽤のインデックスページを設定する
エラーページとo riginbucket のデフォルトのホームページを設定したので、 redirectbucket
 のデフォルトのホームページも設定する必要があります。
リダイレクト⽤の インデックスページを設定するには、次の⼿順を実⾏します。
1. OSS コンソールにログインします。
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2. バケット名リストから、 redirectbu cket  を選択します。
3. [基本設定]タブをクリックして、 静的ページ領域を⾒つけます。
4. [編集]をクリックし、 index . html  と 既定のホームページテキストボックスに⼊⼒しま

す。
5. [保存]をクリックします。

⼿順 3：ドメイン名を OSS バケットにバインドする
ルートドメイン exampleweb site . com  と OSS バケット originbucket ができたの
で、OSS によって割り当てられたドメイン名の代わりに独⾃のドメイン名を使⽤して OSS バ
ケットにアクセスできるように、 ドメインを OSS バケットにバインドします。
この例では、ドメイン exampleweb site . com  を OSS バケット originbucket にバイン
ドする前に、 OSS に割り当てられたドメイン名 originbucket.oss-cn-beijing.aliyuncs.com
を使⽤してバケット originbucket にアクセスする必要があります。 ドメイン exampleweb

site . com  をバインドしたら、 この exampleweb site . com  を使⽤して OSS バ
ケットにアクセスできます。
同様に、OSS が割り当てたドメイン名 originbucket.oss-cn-beijing.aliyuncs.com の代わり
に www . exampleweb site . com  を使⽤して OSS バケットにアクセスできるように、
サブドメイン www . exampleweb site . com  を OSS バケット redirectbucket に バイ
ンドする必要もあります。
ルートドメイン exampleweb site . com  を OSS バケットの originbucket にバインドす
るには、次の⼿順に従います。
1. OSS コンソールにログインします。
2. バケット名リストから、  originbuck et  を選択します。
3. [ドメイン名]タブをクリックします。
4. [ユーザードメインのバインド]をクリックして[ユーザードメインのバインド]ダイアログボッ

クスを開きます。
5. ユーザードメインテキストボックスに、 ルートドメイン examplewebsite.com を⼊⼒しま

す。
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6. CNAME レコードを originbucket に定義します。
• ドメイン名が Alibaba Cloud アカウントで解決されたら、 Add CNAME Record

Automatically スイッチを開くことができます。 次に[送信]をクリックします。
• ドメイン名が Alibaba Cloud のプライマリアカウントで解決されていない場合、

CNAME レコードを⾃動的に追加スイッチは無効になっています。 CNAME レコードを⼿
動で追加するには、 次の⼿順を実⾏し、 [送信]をクリックします。
a. Alibaba Cloud DNS にドメイン名を追加します。

- ドメイン名が Alibaba Cloud に登録されている場合は、 ⾃動的に Alibaba Cloud
 の DNS リストに追加されます。 このステップはスキップできます。

b. Alibaba Cloud DNS コンソールで、⾃分のドメイン名を⾒つけます。
c. ドメイン名をクリックするか、 [設定]リンクをクリックします。
d. [レコードの追加]をクリックします。
e. レコードを追加ダイアログボックスで、 Type  ドロップダウンボックスから CNAME

 を選択し、 Value  テキストボックスにバケットの OSS ドメイン名を⼊⼒します。
この例では、 originbucket.oss-cn-beijing.aliyuncs.com と⼊⼒します。

f. [確認]をクリックします。
7. 上記の⼿順に従って、サブドメイン www . exampleweb site . com  を OSS バケット 

redirectbucket にバインドします。
⼿順 4：Web サイトのリダイレクトを設定する

Web サイトのホスティング⽤にバケットを設定し、カスタムドメインを OSS バケットにバイ
ンドしたので、 redirectbucket を設定します。 http :// www . exampleweb site .

com  へのすべての要求を http :// exampleweb site . com  にリダイレクトするよ
うにします。
Web サイトのリダイレクトを設定するには、次の⼿順に従います。
1. OSS コンソールにログインします。
2. バケット名リストから、 redirectbu cket  を選択します。
3. [基本設定]タブをクリックすると、 Back - to - Origin  があります。
4. [編集]をクリックしてから[ルールの作成]をクリックします。
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5. 次のように 404 リダイレクトルールを作成します。
a. Back-to-Origin で、リダイレクトを選択します。
b. Back - to - Origin  When  で、 HTTP  Status  コードを 404 に設定しま

す。
c. Back - to - Origin  URL  で、プレフィックスまたはサフィックスを追加を選択

し、 originbucket のドメイン名を⼊⼒します。 この例では、examplewebsite.com と
⼊⼒します。

d. [確認]をクリックします。
⼿順 5 ：（オプション）Alibaba Cloud CDN でウェブサイトをスピードアップ

あなたはあなたのウェブサイトのパフォーマンスを向上させるために Alibaba クラウドコンテン
ツデリバリーネットワーク（CDN）を使⽤することができます。 CDN はあなたのウェブサイト
ファイル（HTML、画像、ビデオなど）を世界中のデータセンターから利⽤可能にします。 こ
れらはエッジノードと呼ばれます。 訪問者があなたのウェブサイトからファイルを要求すると、
Alibaba Cloud CDN は⾃動的にその要求を最も近いエッジノードにあるファイルのコピーにリ
ダイレクトします。 これにより、訪問者が遠くにあるデータセンターからコンテンツを要求した
場合よりもダウンロード時間が短縮されます。
Alibaba Cloud CDN は、指定した期間、コンテンツをエッジノードにキャッシュします。 有効
期限よりも⻑い期間キャッシュされているコンテンツを訪問者がリクエストした場合、CDN は
オリジンサーバーをチェックして、コンテンツの新しいバージョンが利⽤可能かどうかを確認し
ます。 それ以降のバージョンが利⽤可能な場合、CDN は 新しいバージョンをエッジノードにコ
ピーします。 元のコンテンツに加えた変更は、訪問者がコンテンツを要求したときにエッジノー
ドに複製されます。 ただし、有効期限が切れる前は、コンテンツは以前のバージョンのままで
す。 元のコンテンツに⾏った変更がリアルタイムで CDN キャッシュに⾃動的に更新されるよう
に、 CDN キャッシュの⾃動更新スイッチを開くことをお勧めします。
CDN を使って originbucket を⾼速化するには、次の⼿順に従います。
1. CDN コンソールに CDN ドメインを追加します。 詳しい⼿順については、⼿順 2 をご参照く

ださい。  CDNクイックスタートに CDN ドメインを追加します。
2. Alibaba Cloud DNS コンソールで CNAME レコードを定義します。 詳しい⼿順について

は、  Alibaba Cloud DNSの設定を参照。
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3. OSS コンソールで⾃動更新 CDN キャッシュスイッチを開きます。
a. OSS コンソールにログインします。
b. バケット名リストから、  originbuck et  を選択します。
c. [ドメイン名]タブをクリックします。
d. ⾃動更新の CDN キャッシュを開く。

4. CDN で redirectbu cket  をスピードアップするために前のステップに従ってくださ
い。

⼿順 6：Web サイトをテストする
Web サイトが正しく機能していることを確認するには、ブラウザで次の URL を試してくださ
い。
URL 結果
http :// exampleweb site . com originbucket の索引⽂書を表⽰します。

originbucket に存在しないファイルのURL
（ http :// exampleweb site . com
/ abc  など）

originbucket のエラードキュメントを表⽰し
ます。

http :// www . exampleweb site .
com

リクエストを http :// exampleweb
site . com  にリダイレクトします。

http :// www . exampleweb site .
com / abc

リクエストを http :// exampleweb
site . com / abc  にリダイレクトしま

す。

注 :
場合によっては、予想される動作を確認するために Web ブラウザのキャッシュを消去する必要
があります。

クリーンアップ
静的な Web サイトを学習課題としてのみ作成した場合は、 アカウントに不要な料⾦が請求され
ないように、割り当てた Alibaba Cloud リソースを必ず削除します。 Alibaba Cloud リソース
を削除すると、 その Web サイトは利⽤できなくなります。
クリーンアップするには、次の⼿順に従います。Alibaba Cloud CDN コンソールで
1. ドメイン名を無効にしてから削除します。
2. Alibaba Cloud DNS コンソールで CNAME レコードを削除します。
3. Alibaba Cloud OSS コンソールで OSS ファイルとバケットを削除します。
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15 モニタリングサービス
15.1 モニタリングサービスの概要

OSS モニタリングサービスは、基本的なシステムの運⽤状態、パフォーマンス、メータリングな
どのメトリックデータを詳細に⽰します。 カスタムアラームサービスを併せて使⽤することによ
り、リクエストのトラッキング、使⽤率の分析、ビジネストレンドに関する統計の収集、および
システムの障害を迅速に発⾒し診断することできます。
OSS メトリックのインジケーターは、基本サービスインジケーター、パフォーマンスインジケー
ター、メータリングインジケーターなどのインジケーターグループに分類されます。 詳しく
は、「モニタリングインジケーターリファレンス」をご参照ください。

⾼いリアルタイムパフォーマンス
リアルタイムのパフォーマンスモニタリングでは、潜在的なピーク/⾕間の問題を明らかにし、実
際の変動を表⽰し、ビジネスシナリオの分析と評価に関する⾒通しを提供します。 OSS のリアル
タイムメトリックインジケーター (メータリングインジケーターを除く) を使⽤することにより、
1 分未満の出⼒遅延で、分単位でのメトリックデータの収集と集約が可能になります。

メータリングインジケーターの説明
メータリングインジケーターでは、次の機能を使⽤します。
• メータリングエントリは、時間単位で収集、集約、出⼒されます。
• ただし、出⼒遅延が最⼤で 30 分発⽣する可能性があります。
• メータリングの時刻は、関連する統計期間の開始時刻を表します。
• メータリングのデータ取得終了時刻は、当⽉最後のメータリングデータ統計期間の終了時刻で

す。 当⽉にメータリングデータが⽣成されなかった場合、メータリングデータの取得終了時
刻は、当⽉初⽇の午前 0 時です。

• 最⼤量のメータリングエントリが通知のためプッシュされます。 正確なメータリングデータに
ついては、[課⾦情報管理] に移動し、「使⽤状況レコード」をクリックします。

たとえば、ユーザーが毎分平均 10 回、リクエストを⾏ってデータをアップロードするとしま
す。 この場合、2016-05-10 08:00:00 から 2016-05-10 09:00:00 の時間、ユーザーの put クラ
スリクエスト数の測定データ値は 600 回 (10 * 60 分) になります。データ時間が 2016-05-10 08
:00:00 の場合、データは 09:30:00 に出⼒されます。 このデータが 2016-05-01 00:00:00 から
現在までの間で最後の測定モニタリングデータである場合、測定データ取得の当⽉終了時刻は、
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2016-05-10 09:00:00 です。 ユーザーが 2016 年 5 ⽉に測定データを⽣成しなかった場合、測定
収集の終了時刻は 2016-05-01 00:00:00 です。

OSS アラームサービス
最⼤ 1,000 個のアラームルールを設定することができます。
アラームルールは、他のメトリックインジケーターに設定し、アラームモニタリングに追加する
ことができます。 また、1 つのメトリックインジケーターに複数のアラームルールを設定するこ
ともできます。
• アラームサービスの詳細については、「アラームサービスの概要」をご参照ください。
• OSS アラームサービスの使⽤⽅法については、「アラームサービスユーザーガイド」をご参

照ください。
• OSS メトリックインジケーターの詳細については、「モニタリングインジケーターリファレン

ス」をご参照ください。
メトリックデータ保持ポリシー

メトリックデータは 31 ⽇間保持され、有効期限が切れると⾃動的に消去されます。 メトリック
データをオフラインで分析したり、過去のメトリックデータをダウンロードし、31 ⽇間以上保存
するには、適切なツールまたは⼊⼒コードを使⽤し、Cloud Monitor のデータストレージを読
み取ります。 詳しくは、「API を介したメトリックデータのアクセス」をご参照ください。
コンソールには過去 7 ⽇間までのメトリックデータが表⽰されます。 7 ⽇前より古い履歴メト
リックデータを表⽰するには、Cloud Monitor SDK を使⽤します。 詳しくは、「API を介した
メトリックデータのアクセス」をご参照ください。

API を介したメトリックデータへのアクセス
CloudMonitor の API を使⽤すると、OSS メトリックデータにアクセスできます。 使⽤⽅法に
ついては、以下をご参照ください。
•  CloudMonitor API Reference
•  Cloud monitoring SDK リファレンス
• メトリック項⽬リファレンス

モニタリング、診断、トラブルシューティング
次のドキュメントには、OSS 管理に関連するモニタリング、診断、およびトラブルシューティン
グの詳細が記載されています。
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• リアルタイムサービスモニタリング
モニタリングサービスを使⽤して、OSS の実⾏状態とパフォーマンスをモニターする⽅法につ
いて説明します。

• トラッキングと診断
OSS モニタリングサービスとログ機能を使⽤して問題を診断する⽅法、およびトラッキング
と診断のため、ログファイル内の関連情報を関連付ける⽅法について説明します。

• トラブルシューティング
⼀般的な問題と、対応するトラブルシューティングの⽅法について説明します。

考慮事項
OSS バケットはグローバルに⼀意である必要があります。 バケットを削除した後、削除したバ
ケットと同じ名前の別のバケットを作成すると、削除したバケットに設定されていたモニタリン
グルールとアラームルールが新しいバケットに適⽤されます。

15.2 モニタリングサービスのユーザーガイド
OSS モニタリングエントリ

OSS モニタリングサービスは Alibaba Cloud Console で利⽤することができます。 次のいずれ
かの⽅法で OSS モニタリングサービスにアクセスすることができます。
• 「OSS コンソール」にログインし、OSS 概要ページの右側にある [管理] をクリックします。
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• OSS モニタリングサービスを表⽰するには、「CloudMonitor コンソール」にログインしま
す。

OSS モニタリングページ
OSS モニタリングページは、次の 3 つのタブで構成されています。
• ユーザー概要
• バケットリスト
• アラームルール

OSS モニタリングページは⾃動更新をサポートしていません。 最新のデータを表⽰するには、
右上にある [更新] をクリックします。
OSS コンソールにログインするには、「Object Storage Serviceコンソールに移動」をクリック
します。

ユーザー概要
ユーザー概要ページには、ユーザーモニタリング情報、最新の⽉の統計、ユーザーレベルのメト
リックインジケーターなど、モニタリング情報がユーザーレベルで表⽰されています。
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• ユーザーモニタリング情報
このモジュールでは、バケットおよび関連アラームルールの合計数が表⽰されます。

- ■ パラメーターは次のとおりです。: 作成したすべてのバケットを表⽰するには、[バケッ
ト番号] の横の番号をクリックします。

■ [アラームルール数]、[アラーム中]、[禁⽌数]、または [アラーム済み ] の横の数字をク
リックすると、情報の詳細が表⽰されます。

■ [アラーム中] は、アラームステータスのアラームを表しています。
■ [禁⽌数] は、現在無効になっているアラームを表しています。
■ [アラーム済み] は、最近アラームステータスに変更されたアラームを参照します。
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• ⽉間統計
このモジュールは、当⽉の初⽇の午前 0 時からメータリングデータ取得終了時刻までの期間中
に使⽤した課⾦ OSS リソースに関する情報を表⽰します。 次のインジケーターが表⽰されま
す。
- ストレージ使⽤率
- インターネット送信量
- Put リクエスト数
- Get リクエスト数

各値の単位の桁は、⾃動的に調整されます。 選択した値の上にカーソルを合わせると、正確
な値が表⽰されます。
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• ユーザーレベルのメトリックインジケーター
このモジュールはユーザーレベルのメトリックチャートとテーブルを表⽰し、[モニタリング
サービス概要] と [クエリステータス詳細] で構成されています。

対応するメトリックチャートまたはテーブルを表⽰するには、事前に決められた時間範囲を選
択するか、カスタム時間ボックスで時間範囲を定義します。
- 時間範囲オプションは以下から選択します。: 1 時間、6 時間、12 時間、1 ⽇、7 ⽇。 既定

のオプションは 1 時間です。
- カスタム時間ボックスを使⽤すると、開始時刻と終了時刻を分レベルで定義できます。

メトリックチャート / テーブルは、次の表⽰モードをサポートしています。
- 凡例の⾮表⽰: 次の図に⽰すように、凡例をクリックすることで、対応するインジケーター

曲線を⾮表⽰にすることができます。
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- メトリックチャートの右上にある アイコンをクリックすると、チャートが拡⼤されま
す。 テーブルはズームできません。

- メトリックチャートの右上にある アイコンをクリックすると、表⽰されているメトリッ
クインジケーターのアラームルールを設定できます。 詳しくは、「アラームサービスユー
ザーガイド」をご参照ください。 注記: テーブルおよびメータリング参照インジケーター
のアラームルールは設定できません。

- グラフの曲線領域内にカーソルを置き、マウスの左ボタンを押
しながらマウスをドラッグすると、時間範囲が拡張されます。
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[ズームのリセット] をクリックすると、元の時間範囲に戻りま
す。

• サービスモニタリング概要
[サービスモニタリング概要] ページには、次の主要なメトリックチャートが表⽰されます。
- ユーザーレベルの可⽤性/有効なリクエスト率。可⽤性と有効なリクエストの割合の 2 つの

メトリックインジケーターが含まれます。
- ユーザーレベルのリクエスト / 有効なリクエスト。リクエストの合計数と有効なリクエスト

の数の 2 つのインジケーターが含まれます。
- ユーザーレベルのトラフィック。インターネット送信量、インターネット受信量、イント

ラネット送信量、イントラネット受信量、CDN 送信量、CDN 受信量、リージョン間レプ
リケーションの送信量、リージョン間レプリケーションの受信量の 8 つのメトリックイン
ジケーターが含まれます。

- ユーザーレベルのリクエストステータスの分布。選択した時間範囲内の各タイプのリクエ
ストの数と割合を表⽰するテーブルです。
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• リクエストステータスの詳細
[リクエストステータスの詳細] ページでは、リクエストステータスの分布のメトリックデータ
が次のメトリックチャートに表⽰されます。
- サーバーエラーのリクエスト回数
- サーバーエラーのリクエスト率
- ネットワークエラーのリクエスト回数
- ネットワークエラーのリクエスト率
- クライアントエラーのリクエスト回数。リソースが⾒つからないことを⽰すエラーリクエ

ストの数、権限付与エラーリクエストの数、クライアント側タイムアウトエラーリクエス
トの数、その他のクライアント側エラーリクエストの数の 4 つのメトリックインジケー
ターが含まれます。

- クライアントエラーのリクエスト率。リソースが⾒つからないことを⽰すエラーリクエス
トの割合、権限付与エラーリクエストの割合、クライアント側タイムアウトエラーリクエ
ストの割合、その他のクライアント側エラーリクエストの割合の 4 つのメトリックインジ
ケーターが含まれます。

- リダイレクトのリクエスト回数。正常に終了したリクエストの数とリダイレクトのリクエ
ストの数の 2 つのメトリックインジケーターが含まれます。

- 成功リダイレクト率。正常に終了したリクエストの割合とリダイレクトリクエストの割合
の 2 つのメトリックインジケーターが含まれます。

バケットリスト
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• バケットリスト情報
[バケットリスト] タブページには、バケット名、リージョン、作成時刻、当⽉のメータリング
統計、および関連操作などの情報が表⽰されます。

- 表⽰パラメーターは次のとおりです。当⽉のメータリング統計には、各バケットのスト
レージサイズ、インターネッ送信量、Put リクエスト数、Get リクエスト数が表⽰されま
す。

- [モニタリングチャート] または対応するバケット名をクリックすると、バケットモニタリ
ングビューページに移動します。

- ⽬的のバケットの横にある [アラームルール] をクリックするか、または [アラームルール]
タブに移動すると、バケットのすべてのアラームルールが表⽰されます。

- 左上の検索ボックスに⽬的のバケット名を⼊⼒して、バケットを表⽰します (ファジーマッ
チでの検索が可能です)。

- ⽬的のバケット名の前にあるチェックボックスをオンにし、[アラームルールの設定] をク
リックすると、アラームルールをバッチで設定できます。 詳しくは、「アラームサービス
ユーザーガイド」をご参照ください。
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• バケットレベルのモニタリングビュー
バケットリストで⽬的のバケット名の横の [モニタリングチャート] をクリックすると、バケッ
トモニタリングビューページに移動します。

バケットモニタリングビューでは、次の 6 つのインジケータグループに基づくメトリック
チャートが表⽰されます。
- ■ モニタリングサービスの概要

■ リクエストステータスの詳細
■ 測定参照
■ 平均レイテンシ
■ 最⼤レイテンシ
■ 成功リクエストカテゴリ

測定参照を除いて、他のインジケーターは 60 の集計粒度で表⽰されます。 バケットレベル
のメトリックチャートの既定の時間範囲は過去 6 時間ですが、ユーザーレベルのメトリック
チャートの既定の時間範囲は過去 1 時間です。 左上の [バケットリストに戻る]をクリック
し、[バケットリスト] タブに戻ります。
- モニタリングサービスの概要

このインジケーターグループはユーザーレベルのサービスモニタリングの概要と同様です
が、前者はバケットレベルでメトリックデータを表⽰します。 主なメトリックチャートは
次のとおりです。
■ 有効リクエスト可⽤性。可⽤性と有効なリクエストの割合の 2 つのメトリックインジ

ケーターが含まれます。
■ 合計 / 有効リクエスト。リクエストの合計数と有効なリクエストの数の 2 つのメトリッ

クインジケーターが含まれます。
■ オーバーフロー。インターネット送信量、インターネット受信量、イントラネット送信

量、イントラネット受信量、CDN 送信量、CDN 受信量、リージョン間レプリケーショ
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ンの送信量、リージョン間レプリケーションの受信量の 8 つのメトリックインジケー
ターが含まれます。

■ リクエストステータス回数。これは、選択した時間範囲内の各タイプのリクエストの数
と割合を表⽰するテーブルです。

- リクエストステータスの詳細
このインジケーターグループは、ユーザーレベルのリクエストステータスの詳細と同様で
すが、メトリックデータをバケットレベルで表⽰します。 主なメトリックチャートは次の
とおりです。
■ サーバーエラー回数
■ サーバーエラー率
■ ネットワークエラー回数
■ ネットワークエラーリクエスト率
■ クライアントエラーリクエスト回数。リソースが⾒つからないことを⽰すエラーリクエ

ストの数、権限付与エラーリクエストの数、クライアント側タイムアウトエラーリクエ
ストの数、その他のクライアント側エラーリクエストの数の 4 つのメトリックインジ
ケーターが含まれます。

■ クライアントエラーリクエスト率。リソースが⾒つからないことを⽰すエラーリクエス
トの割合、権限付与エラーリクエストの割合、クライアント側タイムアウトエラーリク
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エストの割合、その他のクライアント側エラーリクエストの割合の 4 つのメトリックイ
ンジケーターが含まれます。

■ リダイレクトリクエスト回数。正常に終了したリクエストの数とリダイレクトリクエス
トの数の 2 つのメトリックインジケーターが含まれます。

■ 成功リダイレクト率。正常に終了したリクエストの割合とリダイレクトリクエストの割
合の 2 つのメトリックインジケーターが含まれます。

- 測定参照
メータリング参照グループでは、メータリングインジケーターが 1 時間単位の収集および
表⽰粒度で表⽰されます。次の図をご参照ください。

メータリングメトリックチャートは以下が含まれます。
■ 割当サイズ
■ フローの計測
■ 請求リクエスト。Get リクエスト数と Put リクエスト数が含まれます。
バケットの作成後、新しいデータが現時点から 1 時間収集され、収集されたデータは 30 分
以内に表⽰されます。

- 平均レイテンシ
このインジケーターグループでは、API モニタリングの平均レイテンシインジケーターが
含まれます。 メトリックチャートは次のとおりです。
■ getObject 平均レイテンシ
■ headObject 平均レイテンシ
■ putObject 平均レイテンシ
■ postObject 平均レイテンシ
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■ オブジェクト付加の平均レイテンシ
■ パーツアップロードの平均レイテンシ
■ コピーパーツアップロードの平均レイテンシ
各メトリックチャートには、対応する平均 E2E レイテンシと平均サーバーレイテンシが表
⽰されます。 下図をご参照ください。

- 最⼤レイテンシ
このインジケーターグループでは、API モニタリングの最⼤レイテンシインジケーターが
含まれます。 メトリックチャートには以下が含まれます。
■ getObject 最⼤レイテンシ
■ headObject 最⼤レイテンシ
■ putObject 最⼤レイテンシ
■ postObject 最⼤レイテンシ
■ オブジェクト付加の最⼤レイテンシ
■ パーツアップロードの最⼤レイテンシ
■ コピーパーツアップロードの最⼤レイテンシ
各メトリックチャートには、対応する最⼤ E2E レイテンシと最⼤サーバーレイテンシが表
⽰されます。 次の図をご参照ください。

- 成功リクエストカテゴリ
このインジケーターグループでは、API モニタリングの正常なリクエスト数のインジケー
ターが含まれます。 メトリックチャートには以下が含まれます。
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■ getObject 成功回数
■ headObject 成功回数
■ putObject 成功回数
■ Post オブジェクト成功回数
■ オブジェクト付加成功回数
■ パーツアップロード成功回数
■ コピーパーツアップロード成功回数
■ オブジェクト削除成功回数
■ deleteObjects 成功回数
次の図をご参照ください。

アラームルール
[アラームルール] タブページでは、すべてのアラームルールを表⽰および管理できます。次の図
をご参照ください。

[アラームルール] タブページの説明と使⽤⽅法については、「アラームサービスユーザーガイ
ド」をご参照ください。

その他のリンク
モニタリングサービスの重要なポイントとユーザーガイドの詳細については、「モニタリング、
診断、トラブルシューティング」内の関連する章をご参照ください。
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15.3 アラームサービスユーザーガイド
アラーム連絡先およびアラーム連絡先グループの基本的な概念と設定を理解するため、本ユー
ザーガイドをお読みになる前に次のドキュメントをお読みいただくことを推奨します。
• アラームサービスの概要
• アラーム連絡先の管理
なお、OSS アラームルールは OSS メトリック項⽬に従って開発されています。 つまり、OSS
 アラームルールは OSS メトリック項⽬と同様の範囲で分類されています。 ユーザーレベルとバ
ケットレベルの 2 つのアラーム範囲があります。

アラームルールページ
アラームルールページでは、OSS モニタリングアラームに関連するアラームルールを表⽰、変
更、有効化、無効化、および削除することができます。 各種アラームルールのアラーム履歴も表
⽰可能です。 スクリーンショットの例は次のとおりです。

• 修正するには、⽬的のアラームルールの横にある [修正] をクリックします。
• 削除するには、⽬的のアラームルールの横にある [削除]をクリックします。 複数のアラーム

ルールを選択してから、テーブル下部にある [削除] をクリックすることで、⼀括でアラーム
ルールを削除することもできます。

• アラームルールが [有効] ステータスになっている場合は、アラームルールの横にある [停⽌]
をクリックして無効化します。 アラームルールが停⽌されると、このルールのアラーム情報は
表⽰されなくなります。 複数のアラームルールを選択してから、テーブル下部にある [禁⽌]
をクリックすることで、⼀括してアラームルールを無効化することもできます。

• アラームルールが [禁⽌] ステータスになっている場合は、⽬的のアラームルールの横にあ
る [有効] をクリックして有効にします。 アラームルールは例外を検出するため再開され、ア
ラーム情報を送信します。 複数のアラームルールを選択してから、テーブル下部にある [有
効] をクリックすることで、⼀括してアラームルールを有効にすることもできます。

• このルールに対応する過去のアラームに関する情報を表⽰するには、⽬的のアラームルールの
横にある [アラーム履歴] をクリックします。
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アラーム履歴の概念
• アラーム履歴は、選択したアラームルールの過去のステータス変更を参照します。 通常ス

テータスからアラームステータスへの切り替え、またはアラームステータスから通常ステータ
スへの切り替えなどの操作は、ステータス変更と⾒なされます。 また、チャンネルの無⾳と呼
ばれるステータス変更も使⽤可能です。

• トリガーされたアラームが 24 時間有効のまま通常のステータスに戻らないでいると、チャン
ネルの無⾳が発⽣します。 この場合、新しいアラーム通知は 24 時間送信されません。

• アラームの履歴情報は 1 か⽉間保持され、この期間内に⼀度に最⼤ 3 ⽇間のデータを照会す
ることができます。 1 か⽉以上経過したアラーム履歴情報は⾃動的に削除され、照会すること
ができなくなります。

アラーム連絡先リストや連絡先の詳細など、アラームに関する詳細を表⽰するには、⽬的のア
ラームの横にある [表⽰] をクリックします。 特定の詳細を表⽰するスクリーンショットの例は、
次のとおりです。

アラームルールの検索
アラームルールページの下部にある制御情報に基づき、検索したアラームルールを迅速に⾒つけ
ることができます。:
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• アラーム範囲ドロップダウンボックス: [すべて] と [バケットレベル] 。 [すべて] をクリック
すると、すべてのユーザーレベルおよびバケットレベルのアラームルールが表⽰されます。

• [バケット] ドロップダウンボックス: [アラーム範囲] ドロップダウンボックスで [バケットレ
ベル] をクリックした場合、このボックスには現在のユーザーのバケットが⼀覧表⽰されま
す。 このバケットのすべてのアラームルールを表⽰するバケットをクリックします。

• [モニター対象項⽬] ドロップダウンボックスには、ユーザーレベルとバケットレベルのメト
リック項⽬を含む、すべての OSS メトリック項⽬が⼀覧表⽰されます。 [モニター対象項⽬]

をクリックすると、すべてのモニター対象項⽬に対するユーザーレベルとバケットレベルのア
ラームルールが表⽰されます。

• [アラームステータス]ドロップダウンボックスには、[OK] や [Alarm] などのアラームステー
タスが⼀覧表⽰されます。

• [有効ステータス] のドロップダウンボックスには、[有効] や [禁⽌] などの有効ステータスが
⼀覧表⽰されます。

• アラームルールの表⽰
[アラームルール] タブをクリックして、すべてのアラームルールを表⽰します。 また、ドロッ
プダウンボックスで [バケットレベル] をクリックしてから、⽬的のバケットの名前をクリッ
クすることで、そのバケットのアラームルールを確認することができます。 [メトリック項
⽬]、[アラームステータス]、[認証ステータス] などのドロップダウンボックスをクリック
することで、返された情報をフィルタリングすることができます。

• 特定のバケットのアラームルールの表⽰
特定のバケットのアラームルールを表⽰する場合は、[アラーム範囲]ドロップダウンボックス
で [バケットレベル] をクリックし、[バケット] ドロップダウンボックスで対象のバケットの
名前をクリックします。 [バケットリスト] で対象のバケットの [アラームルール] をクリック
し、[アラーム] タブに移動します。 このタブでは、このバケットのすべてのアラームルールが
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表⽰されます。  [メトリック項⽬] 、[アラームステータス]、ドロップダウンボックス、お
よび [ステータスステータス] ドロップダウンボックスを使⽤することで、現在の範囲の特定
の条件に⼀致するアラームルールをより適切にフィルタリングすることができます。

• 特定のメトリック項⽬に関連するアラームルールの表⽰
このメトリック項⽬のすべてのアラームルールを表⽰するには、[メトリック項⽬] ドロップダ
ウンボックスで特定のメトリック項⽬をクリックします。

• 特定のアラームステータスにあるアラームルールの表⽰
[アラームステータス]ドロップダウンボックスで、[アラーム] などのアラームステータスをク
リックし、現在このステータスにあるすべてのアラームルールを表⽰します。

• 特定の認証ステータスにあるアラームルールの表⽰
特定の認証ステータスにあるすべてのアラームルールを表⽰するには、[認証ステータス] ド
ロップダウンボックスで、[無効化] などの認証ステータスをクリックします。

アラームルールの追加
[バケットリスト] タブでバケットを指定したら、[アラームルール設定] をクリックしてアラーム
ルールを設定します。 または、特定のバケットの [ユーザー概要] タブまたは[モニタリング表⽰]
タブのメトリックチャートでアラームアイコンをクリックし、[アラームルール⼀括設定] ページ
を開き、複数のアラームルールを設定します。
次の例では、ユーザーレベルでアラームを設定する⽅法について説明します。 後の⽅で使⽤され
る⽤語と概念の詳細については、CloudMonitor の「アラームサービスの概要」をご参照くださ
い。
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1. [アラームルール] のパラメーターを次のように設定します。

• " Alarm dimension" では、設定するアラームルールのモニタリング範囲を指定します。
範囲がバケットレベルに設定されている場合は、アラームルールを設定する⽬的のバケッ
トを指定する必要があります。

• "Monitored items" では、選択したアラーム範囲のすべてのメトリック項⽬を指定しま
す。 クイック検索ボックスを使⽤することで、メトリック項⽬を簡単に⾒つけることがで
きます。

• "Statistics interval" は、統計測定間の間隔の⻑さを指定します。 既定では 5 分に設定さ
れています。

• " Last times" では、 メトリック項⽬の値がいくつかの連続した統計サイクルで継続的にし
きい値を超える場合、トリガーされるアラームの統計サイクルの数を指定します。

• "Statistics method" では、このメトリック項⽬に対して計算される統計インジケーターを
指定します。 "Statistics method" は、OSS モニタリングサービスを対象にモニタリング
値として設定されます。

• 追加のメトリック項⽬のアラームルールを設定するには、[アラームルールの追加] をク
リックします。

• アラームルールを削除するには、削除するアラームルールの横にある [削除] をクリックし
ます。

2. [次へ] をクリックすると、[アラームタイプの設定] ページが表⽰されます。

「アラーム連絡先管理」に従ってアラームコントラクトグループを設定した場合、アラームコ
ントラクトグループはインターフェイスに表⽰されます。 アラーム連絡先グループを設定して
いない場合、[連絡先グループをすばやく作成] をクリックし、表⽰されるプロンプトに従って
グループを作成します。
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3. [OK] をクリックします。

• バケットリストにアラームルールを追加
[バケットリスト] タブでは、複数のバケットに同じアラームルールを同時に追加できます。 ア
ラームルールを設定するバケットをクリックし、[カスタムモニタリングアラームルールの設
定] をクリックして、前の[アラームルールの追加]で説明したアラームルール設定ページに移
動します。

注 :
バッチ設定中は、アラーム範囲はバケットレベルであり、メトリック項⽬はバケットレベル
のメトリック項⽬である必要があります。

• メトリックチャートにアラームルールを追加
[ユーザー概要] タブまたは [モニタリングチャート] タブで、⽬的のバケットについて、メト
リックチャートの右上の をクリックして、このメトリックチャートに関連付けられている
メトリック項⽬のアラームルールを設定します。

注 :
メトリックチャートのアラームアイコンをクリックした場合、アラームルールページに表⽰
されるアラーム範囲は事前に決定されており、メトリックチャートに対応するメトリック項
⽬に対してのみアラームルールを設定します。

考慮事項
現在、アラームルールはバケットへの事前の関連付けを必要とせずに作成できます。 バケットを
削除しても、関連付けられているアラームルールは削除されません。 バケットを削除する前に、
まず対応するアラームルールを削除することを推奨します。

15.4 測定項⽬リファレンス
本ページでは、OSS モニタリングサービスの測定データにアクセスするため、API または 
CloudMonitor SDK で使⽤するパラメーターについて説明します。
プロジェクト
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OSS モニタリングサービスの測定データは、同⼀のプロジェクト名 acs_oss を使⽤します。
Java SDK により記述されたサンプルコード:
QueryMetri cRequest  request  = new  QueryMetri cRequest ();
Request . setproject  (" acs_oss  ");

StartTime と EndTime
CloudMonitor の時間パラメーター値の範囲は、[StartTime、EndTime] の形式です。 
StartTime に起因するデータは収集されませんが、EndTime に起因するデータにはアクセスさ
れます。
CloudMonitor 保存ポリシーでは、データが 31 ⽇間保存されるように指定しています。つま
り、StartTime と EndTime の間隔は31⽇を超えることはできず、31 ⽇の収集期間外のデータ
にはアクセスすることはできません。
その他の時間パラメーターの詳細については、 「CloudMonitor API リファレンス」をご参照
ください。
Java SDK により記述されたサンプルコード:
request . setStartTi me (" 2016 - 05 - 15  08 : 00 : 00 ");
request . setEndTime (" 2015 - 05 - 15  09 : 00 : 00 ");

ディメンション
OSS 測定項⽬は、適⽤シナリオに基づき、ユーザーレベルまたはバケットレベルに分類されま
す。 これらの異なるレベルでの測定データのアクセスに関して、ディメンションの値は異なりま
す。
• ユーザーレベルの測定データへアクセスする場合、ディメンションを設定する必要はありませ

ん。
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• ディメンションアクセスをバケットレベルの測定データに設定するには、以下をご参照くださ
い。
{" BucketName ": " your_bucke t_name "}

your_bucket_name は、アクセス対象のバケットの名前を⽰します。
注記: ディメンションは JSON ⽂字列であり、OSS 測定インジケーターに対するキーと値のペ
アを 1 つだけ含みます。
Java SDK により記述されたサンプルコード:
request . setDimensi ons ("{\" BucketName \":\" your_bucke t_name
\"}");

期間
メータリングインジケーターを除き、すべての OSS 測定インジケーターの既定の集計粒度は 60
 秒です。 メータリングインジケーターの既定の集計粒度は 3,600 秒です。
Java SDK により記述されたサンプルコード:
request . setPeriod (" 60 ");

測定項⽬
「モニタリング指標リファレンス」では、次の測定項⽬について説明しています。
測定項⽬ 測定項⽬名 単位 レベル
Useravailability ユーザーレベルの可⽤

性
% ユーザーレベル

UserReques
tValidRate

ユーザーレベルの有効
リクエスト率

% ユーザーレベル

UserTotalR
equestCount

ユーザーレベルのリク
エスト数

回 ユーザーレベル

UserValidR
equestCount

ユーザーレベルの有効
リクエスト数

回 ユーザーレベル

UserInternetSend ユーザーレベルのイン
ターネットアウトバウ
ンドトラフィック

バイト ユーザーレベル

UserInternetRecv ユーザーレベルのイン
ターネットインバウン
ドトラフィック

バイト ユーザーレベル
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測定項⽬ 測定項⽬名 単位 レベル
UserIntranetSend ユーザーレベルのイン

トラネットアウトバウ
ンドトラフィック

バイト ユーザーレベル

UserIntranetRecv ユーザーレベルのイン
トラネットインバウン
ドトラフィック

バイト ユーザーレベル

UserCdnSend ユーザーレベルの 
CDN アウトバウンド
トラフィック

バイト ユーザーレベル

UserCdnRecv ユーザーレベルの 
CDN インバウンドト
ラフィック

バイト ユーザーレベル

UserSyncSend ユーザーレベルのリー
ジョン間レプリケー
ションのアウトバウン
ドトラフィック

バイト ユーザーレベル

UserSyncRecv ユーザーレベルのリー
ジョン間レプリケー
ションのインバウンド
トラフィック

バイト ユーザーレベル

UserServer
ErrorCount

ユーザーレベルのサー
バーサイトエラーリク
エスト数

回 ユーザーレベル

UserServer
ErrorRate

ユーザーレベルのサー
バーサイトエラーリク
エスト率

% ユーザーレベル

UserNetwor
kErrorCount

ユーザーレベルのネッ
トワークサイトエラー
リクエスト数

回 ユーザーレベル

UserNetwor
kErrorRate

ユーザーレベルのネッ
トワークサイトエラー
リクエスト率

% ユーザーレベル

UserAuthor
izationErrorCount

ユーザーレベルのクラ
イアントサイト権限付
与エラーリクエスト数

回 ユーザーレベル

UserAuthor
izationErrorRate

ユーザーレベルのクラ
イアントサイト権限付
与エラーリクエスト率

% ユーザーレベル
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測定項⽬ 測定項⽬名 単位 レベル
UserResour
ceNotFound
ErrorCount

ユーザーレベルのリ
ソース不明クライアン
トサイトエラーリクエ
スト数

回 ユーザーレベル

UserResour
ceNotFound
ErrorRate

ユーザーレベルのリ
ソース不明クライアン
トサイトエラーリクエ
スト率

% ユーザーレベル

UserClient
TimeoutErrorCount

ユーザーレベルのクラ
イアントサイトタイム
アウトエラーリクエス
ト数

回 ユーザーレベル

UserClient
OtherErrorRate

ユーザーレベルのクラ
イアントサイトタイム
アウトエラーリクエス
ト率

% ユーザーレベル

UserClient
OtherErrorCount

他のユーザーレベルの
クライアントサイトエ
ラーリクエスト数

回 ユーザーレベル

UserClient
OtherErrorRate

他のユーザーレベルの
クライアントサイトエ
ラーリクエスト率

% ユーザーレベル

UserSuccessCount 成功したユーザーレベ
ルのリクエスト数

回 ユーザーレベル

UserSuccessRate 成功したユーザーレベ
ルのリクエスト率

% ユーザーレベル

UserRedirectCount ユーザーレベルのリダ
イレクトリクエスト数

回 ユーザーレベル

UserRedirectRate ユーザーレベルのリダ
イレクトリクエスト率

% ユーザーレベル

Availability 可⽤性 % バケットレベル
RequestValidRate 有効リクエスト率 % バケットレベル
TotalRequestCount リクエスト数 回 バケットレベル
ValidRequestCount 有効リクエスト数 回 バケットレベル
InternetSend インターネットアウト

バウンドトラフィック
バイト バケットレベル
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測定項⽬ 測定項⽬名 単位 レベル
InternetRecv インターネットインバ

ウンドトラフィック
バイト バケットレベル

IntranetSend イントラネットアウト
バウンドトラフィック

バイト バケットレベル

IntranetRecv イントラネットインバ
ウンドトラフィック

バイト バケットレベル

CdnSend CDN アウトバウンド
トラフィック

バイト バケットレベル

CdnRecv CDN インバウンドト
ラフィック

バイト バケットレベル

SyncSend リージョン間レプリ
ケーションのアウトバ
ウンドトラフィック

バイト バケットレベル

SyncRecv リージョン間レプリ
ケーションのインバウ
ンドトラフィック

バイト バケットレベル

ServerErrorCount サーバーサイトエラー
リクエスト数

回 バケットレベル

ServerErrorRate サーバーサイトエラー
リクエスト率

% バケットレベル

NetworkErrorCount ネットワークサイトエ
ラーリクエスト数

回 バケットレベル

NetworkErrorRate ネットワークサイトエ
ラーリクエスト率

% バケットレベル

Authorizat
ionErrorCount

クライアントサイト権
限付与エラーリクエス
ト数

回 バケットレベル

Authorizat
ionErrorRate

クライアントサイト権
限付与エラーリクエス
ト率

% バケットレベル

ResourceNo
tFoundErrorCount

リソース不明クライア
ントサイトエラーリク
エスト数

回 バケットレベル

ResourceNo
tFoundErrorRate

リソース不明クライア
ントサイトエラーリク
エスト率

% バケットレベル
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測定項⽬ 測定項⽬名 単位 レベル
ClientTime
outErrorCount

クライアントサイトタ
イムアウトエラーリク
エスト数

回 バケットレベル

ClientOthe
rErrorRate

クライアントサイトタ
イムアウトエラーリク
エスト率

% バケットレベル

ClientOthe
rErrorCount

他のクライアントサイ
トエラーリクエスト数

回 バケットレベル

ClientOthe
rErrorRate

他のクライアントサイ
トエラーリクエスト率

% バケットレベル

SuccessCount 成功リクエスト数 回 バケットレベル
SuccessRate 成功リクエスト率 % バケットレベル
RedirectCount リダイレクトリクエス

ト数
回 バケットレベル

RedirectRate リダイレクトリクエス
ト率

% バケットレベル

GetObjectE
2eLatency

GetObject リクエス
トの平均 E2E レイテ
ンシ

ミリ秒 バケットレベル

GetObjectS
erverLatency

GetObject リクエス
トの平均サーバーレイ
テンシ

ミリ秒 バケットレベル

MaxGetObje
ctE2eLatency

GetObject リクエス
トの最⼤ E2E レイテ
ンシ

ミリ秒 バケットレベル

MaxGetObje
ctServerLatency

GetObject リクエス
トの最⼤サーバーレイ
テンシ

ミリ秒 バケットレベル

HeadObject
E2eLatency

HeadObject リクエス
トの平均 E2E レイテ
ンシ

ミリ秒 バケットレベル

HeadObject
ServerLatency

HeadObject リクエス
トの平均サーバーレイ
テンシ

ミリ秒 バケットレベル

MaxHeadObj
ectE2eLatency

HeadObject リクエス
トの最⼤ E2E レイテ
ンシ

ミリ秒 バケットレベル
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測定項⽬ 測定項⽬名 単位 レベル
MaxHeadObj
ectServerLatency

HeadObject リクエス
トの最⼤サーバーレイ
テンシ

ミリ秒 バケットレベル

PutObjectE
2eLatency

PutObject リクエス
トの平均 E2E レイテ
ンシ

ミリ秒 バケットレベル

PutObjectS
erverLatency

PutObject リクエス
トの平均サーバーレイ
テンシ

ミリ秒 バケットレベル

MaxPutObje
ctE2eLatency

PutObject リクエス
トの最⼤ E2E レイテ
ンシ

ミリ秒 バケットレベル

MaxPutObje
ctServerLatency

PutObject リクエス
トの最⼤サーバーレイ
テンシ

ミリ秒 バケットレベル

PostObject
E2eLatency

PostObject リクエス
トの平均 E2E レイテ
ンシ

ミリ秒 バケットレベル

PostObject
ServerLatency

PostObject リクエス
トの平均サーバーレイ
テンシ

ミリ秒 バケットレベル

MaxPostObj
ectE2eLatency

PostObject リクエス
トの最⼤ E2E レイテ
ンシ

ミリ秒 バケットレベル

MaxPostObj
ectServerLatency

PostObject リクエス
トの最⼤サーバーレイ
テンシ

ミリ秒 バケットレベル

AppendObje
ctE2eLatency

AppendObject リク
エストの平均 E2E レ
イテンシ

ミリ秒 バケットレベル

AppendObje
ctServerLatency

AppendObject リク
エストの平均サーバー
レイテンシ

ミリ秒 バケットレベル

MaxAppendO
bjectE2eLatency

AppendObject リク
エストの最⼤ E2E レ
イテンシ

ミリ秒 バケットレベル
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測定項⽬ 測定項⽬名 単位 レベル
MaxAppendO
bjectServerLatency

AppendObject リク
エストの最⼤サーバー
レイテンシ

ミリ秒 バケットレベル

UploadPart
E2eLatency

UploadPart リクエス
トの平均 E2E レイテ
ンシ

ミリ秒 バケットレベル

UploadPart
ServerLatency

UploadPart リクエス
トの平均サーバーレイ
テンシ

ミリ秒 バケットレベル

MaxUploadP
artE2eLatency

UploadPart リクエス
トの最⼤ E2E レイテ
ンシ

ミリ秒 バケットレベル

MaxUploadP
artServerLatency

UploadPart リクエス
トの最⼤サーバーレイ
テンシ

ミリ秒 バケットレベル

UploadPart
CopyE2eLatency

UploadPartCopy リ
クエストの平均 E2E
レイテンシ

ミリ秒 バケットレベル

UploadPart
CopyServerLatency

UploadPartCopy リ
クエストの平均サー
バーレイテンシ

ミリ秒 バケットレベル

MaxUploadP
artCopyE2eLatency

UploadPartCopy リ
クエストの最⼤ E2E
レイテンシ

ミリ秒 バケットレベル

MaxUploadP
artCopySer
verLatency

UploadPartCopy リ
クエストの最⼤サー
バーレイテンシ

ミリ秒 バケットレベル

GetObjectCount 成功 GetObject リク
エスト数

回 バケットレベル

HeadObjectCount 成功 HeadObject リ
クエスト数

回 バケットレベル

PutObjectCount 成功 PutObject リク
エスト数

回 バケットレベル

PostObjectCount 成功 PostObject リク
エスト数

回 バケットレベル

AppendObje
ctCount

成功 AppendObject
 リクエスト数

回 バケットレベル
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測定項⽬ 測定項⽬名 単位 レベル
UploadPartCount 成功 UploadPart リ

クエスト数
回 バケットレベル

UploadPart
CopyCount

成功 UploadPart
Copy リクエスト数

回 バケットレベル

DeleteObjectCount 成功 DeleteObject リ
クエスト数

回 バケットレベル

DeleteObjectsCount 成功 DeleteObjects
 リクエスト数

回 バケットレベル

次のテーブルでは、集計粒度が 3,600 秒であるメータリングインジケーターの測定項⽬の⼀覧を
⽰します。
測定項⽬ 測定項⽬名 単位 レベル
MeteringSt
orageUtilization

ストレージのサイズ バイト 返される測定データ
は、ディメンションが
設定されている場合、
バケットレベルに属し
ます。 ディメンショ
ンが設定されていない
場合は、返される測定
データはユーザーレベ
ルに属します。

MeteringGe
tRequest

Get リクエスト数 回 返される測定データ
は、ディメンションが
設定されている場合、
バケットレベルに属し
ます。 ディメンショ
ンが設定されていない
場合は、返される測定
データはユーザーレベ
ルに属します。

MeteringPu
tRequest

Put リクエスト数 回 返される測定データ
は、ディメンションが
設定されている場合、
バケットレベルに属し
ます。ディメンション
が設定されていない場
合は、ユーザーレベル
に属します。
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測定項⽬ 測定項⽬名 単位 レベル
Meteringinternettx インターネットアウト

バウンドトラフィック
の量

バイト 返される測定データ
は、ディメンションが
設定されている場合、
バケットレベルに属し
ます。ディメンション
が設定されていない場
合は、ユーザーレベル
に属します。

MeteringCdnTX CDN アウトバウンド
トラフィックの量

バイト 返される測定データ
は、ディメンションが
設定されている場合、
バケットレベルに属し
ます。ディメンション
が設定されていない場
合は、ユーザーレベル
に属します。

MeteringSyncRX リージョン間レプリ
ケーションのインバウ
ンドトラフィックの量

バイト 返される測定データ
は、ディメンションが
設定されている場合、
バケットレベルに属し
ます。ディメンション
が設定されていない場
合は、ユーザーレベル
に属します。

Java SDK により記述されたサンプルコード:
request . setMetric (" UserAvaila bility ");

15.5 モニタリングインジケーターのリファレンス
OSS インジケーターでは、適⽤シナリオに基づき、ユーザーレベルまたはバケットレベルでモニ
タリングすることができます。
⼀般的な時系列メトリックインジケーターに加え、システムは既存のメトリックインジケーター
に関する統計を分析および収集します。そのため、メトリックデータの確認や課⾦ポリシーの照
合を簡単に⾏うことができます。 リクエストステータスの分布やその⽉のメータリング統計な
ど、指定された期間の統計インジケーターが提供されます。 このリファレンスガイドでは、イン
ジケーターについて詳しく説明します。
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メータリングインジケーターおよび統計インジケーターを除き、すべてのインジケーターは分レ
ベル (1 分ごと) で収集されます。 メータリングインジケーターは、時間レベル (1 時間ごと) で収
集されます 。

ユーザーレベルのインジケーター
ユーザーレベルのインジケーターは、ユーザーのアカウントレベルから使⽤される OSS システム
の全体的な状況をモニタリングするインジケーター情報を参照します。つまり、ユーザーのアカ
ウントにおけるすべてのバケット関連モニタリングデータの概要です。 ユーザーレベルのインジ
ケーターは、3 つのモニタリングインジケーターの詳細から構成されています。: 当⽉のメータリ
ング統計、サービスモニタリングの概要、およびリクエストステータスの詳細で構成されていま
す。
サービスモニタリングの概要
「サービスモニタリングの概要」内のインジケーターは、基本的なサービスインジケーターで
す。 サービスモニタリング概要のインジケーターの詳細は次のとおりです。
インジケーター 単位 説明
Availability % ストレージサービスを使⽤す

るシステムの可⽤性を⽰すイ
ンジケーター。 これは次の
式によって得られます。: 1
 - すべてのリクエストの中

でのサーバー終了エラーリク
エストの割合 (サーバー終了
エラーのリターンコードは 
5xx  です)。

Valid requests rate % すべてのリクエストにおけ
る、有効リクエストの割合。
有効リクエストの詳細につい
ては、次の説明をご参照くだ
さい。 説明

Requests 回 OSS サーバーで受信および処
理されたリクエストの合計数

Valid requests 回 リターンコードが 2xx または 
3xx のリクエストの合計数

Internet outbound traffic バイト ダウンストリームインター
ネットトラフィック

Internet inbound traffic バイト アップストリームインター
ネットトラフィック
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インジケーター 単位 説明
Intranet outbound traffic バイト サービスシステムのダウンス

トリームイントラネットトラ
フィック

Intranet inbound traffic バイト サービスシステムのアップス
トリームイントラネットトラ
フィック

CDN outbound traffic バイト CDN アクセラレーションサー
ビスがアクティブ化されてい
るときのダウンストリーム 
CDN トラフィック。つまり、
発信元検索トラフィック

CDN inbound traffic バイト CDN アクセラレーションサー
ビスがアクティブになってい
るときのアップストリーム 
CDN トラフィック

Outbound traffic of cross-
region replication

バイト クロスリージョンレプリケー
ション機能がアクティブに
なっているときに、データレ
プリケーションプロセスで⽣
成されたダウンストリームト
ラフィック

Inbound traffic of cross-
region replication

バイト クロスリージョンレプリケー
ション機能がアクティブに
なっているときに、データレ
プリケーションプロセスで⽣
成されたアップストリームト
ラフィック

また、上記の特定のモニタリングインジケーターに加え、⼀定期間にわたるリクエストステータ
スの分布についての統計も提供されます。 統計情報は主に、返されたステータスコード、もしく
は OSS エラーコード (モニタリング期間内のリクエストの合計数と割合) に基づいています。
リクエストステータスの詳細
リクエストステータスの詳細インジケーターでは、各種リクエストに関連付けられたリターンス
テータスコード、または OSS エラーコードに基づき、情報のモニタリングがリクエストされま
す。 リクエストステータスの詳細インジケーターの詳細は次のとおりです。
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インジケーター 単位 説明
Server-site error requests 回 リターンコード 5xx で⽰され

るシステムレベルのエラーを
伴うリクエストの合計数

Server-site error requests 
rate

% すべてのリクエストにおけ
る、サーバー側エラーを伴っ
たリクエストの割合

Network error requests 回 HTTP ステータスコードが 
499 のリクエストの合計数

Network error requests 
rate

% すべてのリクエストにおけ
る、ネットワークエラーを
伴ったリクエストの割合

Client-end authorization 
error requests

回 リターンコード 403 を伴った
リクエストの合計数

Client-end authorization 
error requests rate

% すべてのリクエストにおけ
る、クライアント側の権限付
与エラーを伴ったリクエスト
の割合

Client-end error requests 
indicating resource not

回 リターンコード 404 を伴った
リクエストの合計数

リソースがないことを⽰すク
ライアント側エラーリクエス
ト率

% すべてのリクエストにおけ
る、リソースが⾒つからない
ことを⽰すクライアント側エ
ラーを伴ったリクエストの割
合

Client-end time-out error 
requests

回 リターンステータスコードが 
408、または戻り OSS エラー
コードが RequestTimeout
 のリクエストの合計数

Client-end time-out error 
requests rate

% すべてのリクエストにおけ
る、クライアント側のタイム
アウトエラーを伴ったリクエ
ストの割合

Other client-end error 
requests

回 リターンコード 4xx が⽰され
ている、他のクライアント側
エラーを伴ったリクエストの
合計数
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インジケーター 単位 説明
Other client-end error 
requests rate

% すべてのリクエストにおけ
る、その他のクライアント側
のエラーが発⽣したリクエス
トの割合

Successful requests 回 リターンコードが 2xx のリク
エストの合計数

Successful requests rate % すべてのリクエストにおけ
る、成功したリクエストの割
合

Redirect requests 回 リターンコードが 3xx のリク
エストの合計数

Redirect requests rate % すべてのリクエストにおけ
る、リダイレクトリクエスト
の割合

当⽉のメータリング統計
当⽉のメータリング統計は、その⽉の最初の⽇の 00:00 から同⽉のメータリングの終了時刻まで
の間、データが収集されます。
現在使⽤可能なメータリングインジケーターの詳細は次のとおりです。
インジケーター 単位 説明
Storage size バイト メータリング統計収集期限ま

でに、指定されたユーザーの
すべてのバケットにより占有
されている合計ストレージサ
イズ

Internet outbound traffic バイト 当⽉の最初の⽇の 00:00 か
らメータリング統計収集期限
までの、ユーザーのインター
ネットアウトバウンドトラ
フィック合計バイト

Put requests 回 当⽉の最初の⽇の 00:00 から
メータリング統計収集期限ま
での、ユーザーの Put リクエ
スト合計数
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インジケーター 単位 説明
Get requests 回 当⽉の最初の⽇の 00:00 から

メータリング統計収集期限ま
での、ユーザーの Get リクエ
スト合計数

バケットレベルのインジケーター
バケットレベルのインジケーターは、特定のバケットの OSS 操作をモニタリングするために使
⽤され、ビジネスシナリオに適⽤されます。 バケットレベルのインジケーターでは、当⽉のメー
タリング統計と、サービスモニタリングの概要やリクエストステータスの詳細 (アカウントレベ
ルでモニターされる) などの基本的なサービスインジケータ項⽬に加えて、メータリングインジ
ケーター、メータリング参照、レイテンシ、成功したリクエスト操作カテゴリなどのパフォーマ
ンスインジケーターが含まれます。
サービスモニタリングの概要
サービスモニタリングの概要インジケーターでは、ユーザーレベルの説明と同様に、基本的なイ
ンジケーターですが、バケットレベルで表⽰されるメトリックデータが使⽤されます。
リクエストステータスの詳細
リクエストステータスの詳細インジケーターでは、ユーザーレベルの説明と同様に、バケットレ
ベルで表⽰されるメトリックデータが使⽤されます。
当⽉のメータリング統計
統計⽅法は、ユーザーレベルでの当⽉のメータリング統計で列挙されているものと同様ですが、
バケットレベルのインジケーターでは、バケットレベルでリソースの使⽤状況の統計を収集しま
す。 バケットレベルでの当⽉のメータリング統計の詳細は次のとおりです。
インジケーター 単位 説明
Storage size バイト メータリング統計収集期限の

前に、指定されたバケットが
占有するストレージサイズ

Internet outbound traffic バイト 指定されたバケットの当⽉の
最初の⽇の 00:00 からメータ
リング統計収集期限までの、
合計インターネットアウトバ
ウンドトラフィック
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インジケーター 単位 説明
Put requests 回 当⽉の最初の⽇の 00:00 から

メータリング統計収集期限ま
での、ユーザーの Put リクエ
スト合計数

Get requests 回 当⽉の最初の⽇の 00:00 から
メータリング統計収集期限ま
での、ユーザーの Get リクエ
スト合計数

メータリングインジケーター
メータリングインジケーターは時系列でモニタリングされ、時間レベル (1 時間ごと) で収集、集
計されます。 メータリングインジケーターの詳細は以下のとおりです。
インジケーター 単位 説明
Storage size バイト 特定のバケットが 1 時間に使

⽤するストレージの平均サイ
ズ

Internet outbound traffic バイト 指定されたバケットが 1 時間
に使⽤するインターネットア
ウトバウンドトラフィックの
合計

Put requests 回 指定されたバケットが 1 時間
に⾏った Put リクエストの合
計数

Get requests 回 指定されたバケットが 1 時間
に⾏った Get リクエストの合
計数

レイテンシ
レイテンシリクエストでは、システムパフォーマンスを直接⽰し、平均レイテンシと最⼤レイテ
ンシの 2 つのインジケーターを使⽤してモニタリングします。 各 インジケーターは、分レベル (
1 分ごと) で収集、集計されます。 また、各インジケーターは、OSS API リクエスト操作タイプ
に基づき分類されることで、各種操作に応答するシステムのパフォーマンスをより正確に⽰しま
す。 現在、バケット関連操作 (メタ操作を除く) のデータ操作を含む API のみがモニターされま
す。
また、パフォーマンスのホットスポットの分析や、環境問題の分析を容易にするため、 E2E リン
ク とサーバーリンクから、レイテンシモニタリングインジケーターが収集されます。
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• E2E レイテンシとは、成功したリクエストを OSS に送信する際の E2E レイテンシを表しま
す。レイテンシには、OSS リクエストの読み取りに必要な処理時間、応答の送信処理に必要な
時間、および応答確認メッセージの受信処理に必要な時間を含みます。

• サーバーのレイテンシは、E2E レイテンシを含むネットワーク遅延を除く、成功したリクエス
トを処理する OSS のレイテンシです。

パフォーマンスインジケーターは、成功したリクエストをモニターするために使⽤されることに
注意してください (リターンステータスコード 2xx)。
次のテーブルに、具体的なメトリックインジケーター項⽬を⽰します。
インジケーター 単位 説明
Average E2E latency of 
GetObject requests

ミリ秒 リクエスト API が GetObject
 である成功したリクエストの
平均 E2E レイテンシ

Average server latency of 
GetObject requests

ミリ秒 リクエスト API が GetObject
 である成功したリクエストの
平均サーバーレイテンシ API 
is GetObject

Maximum E2E latency of 
GetObject requests

ミリ秒 リクエスト API が GetObject
 である成功したリクエストの
最⼤ E2E レイテンシ

Maximum server latency 
of GetObject requests

ミリ秒 リクエスト API が GetObject
 である成功したリクエストの
最⼤サーバーレイテンシ

Average E2E latency of 
HeadObject requests

ミリ秒 リクエスト API が 
HeadObject である成功した
リクエストの平均 E2E レイテ
ンシ

Average server latency of 
HeadObject requests

ミリ秒 リクエスト API が 
HeadObject である成功した
リクエストの平均サーバーレ
イテンシ

Maximum E2E latency of 
HeadObject requests

ミリ秒 リクエスト API が 
HeadObject である成功した
リクエストの最⼤ E2E レイテ
ンシ
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インジケーター 単位 説明
Maximum server latency 
of HeadObject requests

ミリ秒 リクエスト API が 
HeadObject である成功した
リクエストの最⼤サーバーレ
イテンシ

Average E2E latency of 
PutObject requests

ミリ秒 リクエスト API が PutObject
 である成功したリクエストの
平均 E2E レイテンシ

Average server latency of 
PutObject requests

ミリ秒 リクエスト API が PutObject
 である成功したリクエストの
平均サーバーレイテンシ

Maximum E2E latency of 
PutObject requests

ミリ秒 リクエスト API が PutObject
 である成功したリクエストの
最⼤ E2E レイテンシ

Maximum server latency 
of PutObject requests

ミリ秒 リクエスト API が PutObject
 である成功したリクエストの
最⼤サーバーレイテンシ

Average E2E latency of 
PostObject requests

ミリ秒 リクエスト API が 
PostObject である成功したリ
クエストの平均 E2E レイテン
シ

Average server latency of 
PostObject requests

ミリ秒 リクエスト API が 
PostObject である成功したリ
クエストの平均サーバーレイ
テンシ

Maximum E2E latency of 
PostObject requests

ミリ秒 リクエスト API が 
PostObject である成功したリ
クエストの最⼤ E2E レイテン
シ

Maximum server latency 
of PostObject requests

ミリ秒 リクエスト API が 
PostObject である成功したリ
クエストの最⼤サーバーレイ
テンシ

Average E2E latency of 
AppendObject requests

ミリ秒 リクエスト API が 
AppendObject である成功し
たリクエストの平均 E2E レイ
テンシ
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インジケーター 単位 説明
Average server latency of 
AppendObject requests

ミリ秒 リクエスト API が 
AppendObject である成功し
たリクエストの平均サーバー
レイテンシ

Maximum E2E latency of 
AppendObject requests

ミリ秒 リクエスト API が 
AppendObject である成功し
たリクエストの最⼤ E2E レイ
テンシ

Maximum server latency 
of AppendObject requests

ミリ秒 リクエスト API が 
AppendObject である成功し
たリクエストの最⼤サーバー
レイテンシ

Average E2E latency of 
UploadPart requests

ミリ秒 リクエスト API が 
UploadPart の成功したリク
エストの平均 E2E レイテンシ

Average server latency of 
UploadPart requests

ミリ秒 リクエスト API が 
UploadPart である成功した
リクエストの平均サーバーレ
イテンシ

Maximum E2E latency of 
UploadPart requests

ミリ秒 リクエスト API が 
UploadPart である成功した
リクエストの最⼤ E2E レイテ
ンシ

Maximum server latency 
of UploadPart requests

ミリ秒 リクエスト API が 
UploadPart である成功した
リクエストの最⼤サーバーレ
イテンシ

Average E2E latency of 
UploadPartCopy requests

ミリ秒 リクエスト API が 
UploadPartCopy である成功
したリクエストの平均 E2E レ
イテンシ

Average server latency of 
UploadPartCopy requests

ミリ秒 リクエスト API が 
UploadPartCopy である成
功したリクエストの平均サー
バーレイテンシ

Maximum E2E latency of 
UploadPartCopy requests

ミリ秒 リクエスト API が 
UploadPartCopy である成功
したリクエストの最⼤ E2E レ
イテンシ
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インジケーター 単位 説明
Maximum server latency
 of UploadPartCopy 
requests

ミリ秒 リクエスト API が 
UploadPartCopy である成
功したリクエストの最⼤サー
バーレイテンシ

成功したリクエスト操作の分類項⽬
成功したリクエストのモニタリングでは、レイテンシのモニタリングと連携し、アクセスリクエ
ストをある程度処理するシステムの能⼒を⽰します。 同様に、現在はバケット関連操作でのデー
タ操作を含む API だけがモニターされます。 以下に具体的なインジケーター項⽬を⽰します。
インジケータ 単位 説明
Successful GetObject 
requests

回 リクエスト API が GetObject
 である成功したリクエストの
数

Successful HeadObject 
requests

回 リクエスト API が 
HeadObject である成功した
リクエストの数

Successful PutObject 
requests

回 リクエスト API が PutObject
 である成功したリクエストの
数

Successful PostObject 
requests

回 リクエスト API が 
PostObject である成功したリ
クエストの数

Successful AppendObject 
requests

回 リクエスト API が 
AppendObject である成功し
たリクエストの数

Successful UploadPart 
requests

回 リクエスト API が 
UploadPart である成功した
リクエストの数

Successful UploadPart
Copy requests

回 リクエスト API が 
UploadPartCopy である成功
したリクエストの数

Successful DeleteObject 
requests

回 リクエスト API が 
DeleteObject である成功した
リクエストの数

Successful DeleteObjects 
requests

回 リクエスト API が 
DeleteObjects である成功し
たリクエストの数
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15.6 サービスモニタリング、診断、トラブルシューティング
従来のアプリケーションと⽐較し、インフラストラクチャ構築と O&M クラウドアプリケーショ
ンのユーザーのコストは削減されているにもかかわらず、クラウドアプリケーションは複雑なモ
ニタリング、診断、トラブルシューティングを⾏います。 OSS ストレージサービスでは、各種モ
ニタリングおよびログ情報を提供しているため、プログラムの動作全体を把握し、問題を迅速に
発⾒および特定するのに役⽴ちます。
概要
本ページでは、OSS モニタリングサービス、ログ、およびその他のサードパーティーのツールを
使⽤して、OSS の問題のモニタリング、診断、およびトラブルシューティングを⾏う⽅法につい
て説明します。
• OSS の実⾏ステータスとパフォーマンスをリアルタイムでモニターし、迅速なアラーム通知

を提供します。
• 問題の特定に役⽴つ効果的な⽅法とツールを提供します。
• ⼀般的な OSS 関連の問題を迅速に解決するための⽅法を提供します。
本ページは次のように構成されています。
• OSS リアルタイムモニタリング: OSS モニタリングサービスを使⽤して、OSS の実⾏ステー

タスとパフォーマンスを継続的にモニターする⽅法について説明します。
• トラッキングと診断: OSS モニタリングサービスおよびログ機能を使⽤して問題を診断する⽅

法、およびトラッキングおよび診断を⾏うにあたり、関連情報をログファイルに関連付ける⽅
法について説明します。

• トラブルシューティング: ⼀般的な問題と対応するトラブルシューティング⽅法について説明
します。
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•

OSS モニタリング
運⽤状況の概略
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• 有効なリクエストの可⽤性と割合
これは、システムの安定性とユーザーがシステムを正しく使⽤できるかどうかを⽰す重要なイ
ンジケーターです。 100 ％より低い値は、⼀部のリクエストが失敗したことを⽰します。

可⽤性は、負荷分散のためのパーティション移⾏などのシステム最適化要因により、⼀時的に 
100％ を下回る可能性があります。 このような場合、OSS SDK は、このタイプの断続的な障
害を処理するための関連する再試⾏メカニズムを提供し、サービスを終了しないでおくことが
できます。
また、有効なリクエストの割合が 100 ％を下回る場合、使⽤状況に基づいて問題を分析する
必要があります。 リクエスト分散統計またはリクエスト状況詳細を使⽤することで、リクエス
トエラーの実際のタイプを判別します。 「トラッキングと診断」を使⽤することにより、問題
の原因を特定しトラブルシューティングを実⾏することができます。 ⼀部のビジネスシナリオ
では、有効なリクエスト率は 100 ％を下回ることが予想されます。 たとえば、まずオブジェ
クトが存在することを確認してから、そのオブジェクトの存在に基づいて特定の操作を実⾏す
る必要があります。 オブジェクトが存在しない場合、その存在を検査する読み取りリクエスト
は、404 エラーコード (リソースが存在しないエラー) を返します。 これにより、必然的に有
効リクエスト率は 100 ％未満になります。
⾼いシステム可⽤性を必要とする企業では、予想されるしきい値をインジケーターが下回った
とき、トリガーされるアラームルールを設定することができます。
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• リクエスト合計数と有効リクエスト数
このインジケーターは、トラフィックの合計量の分析観点からシステム運⽤状況を⽰します。
有効なリクエスト数がリクエストの合計数と等しくない場合、⼀部のリクエストが失敗したこ
とを⽰します。

特にリクエスト数が急激に増減する場合、リクエスト合計数と有効リクエスト数の変動を⾒る
ことができます。 そのような場合、フォローアップ操作が必要です。 アラームルールを設定
することで、プロンプト通知を確実に受け取れるようにすることができます。 定期的なビジネ
スの場合、定期的なアラームルールを設定します (定期的なアラームはすぐに使⽤可能になり
ます)。 詳しくは、「アラームサービスユーザーガイド」をご参照ください。

• ステータス分散統計情報のリクエスト
可⽤性または有効リクエスト率が 100 ％を下回る場合 (または有効リクエスト数が全体のリ
クエストの合計数と等しくない場合) 、リクエスト状況の分散統計を調べて、リクエストのエ
ラータイプを迅速に判別することできます。 このメトリックインジケーターの詳細について
は、「モニタリングインジケーターリファレンス」をご参照ください。

リクエストステータスの詳細なモニタリング
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リクエスト状況の詳細では、リクエスト状況の分散統計に基づき、リクエストのモニタリングス
テータスについての詳細を提供します。 特定のタイプのリクエストを、より詳細にモニターする
ことができます。

パフォーマンスモニタリング
モニタリングサービスでは、パフォーマンスのモニタリングのインジケーターとして使⽤される
以下のメトリック項⽬を提供します。
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• 平均レイテンシ: E2E 平均レイテンシとサーバー平均レイテンシ

• 最⼤レイテンシ: E2E 最⼤レイテンシとサーバー最⼤レイテンシ
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• 成功したリクエストの分類項⽬
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• トラフィッ
ク

前述のメトリック項⽬ ("トラフィック" を除く) では、API 操作タイプに基づいて分類された
モニタリングを実装しています。
- GetObject
- HeadObject
- PutObject
- PostObject
- AppendObject
- UploadPart
- UploadPartCopy
レイテンシインジケーターは、API 操作タイプがリクエストを処理するために必要な平均時
間または最⼤時間を⽰します。 E2E のレイテンシは、端末相互間のレイテンシのインジケー
ターです。 リクエストを処理するために必要な時間に加え、リクエストの読み取りに必要
な時間、応答の送信に必要な時間、およびネットワーク転送による遅延時間が含まれます。
サーバーのレイテンシには、サーバー側のリクエストを処理するために必要な時間だけが含ま
れ、クライアント側のネットワークのレイテンシは含まれません。 したがって、E2E レイテ
ンシが突如増加したものの、サーバーのレイテンシに⼤きな変化がない場合、OSS システム
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の障害が原因ではなく、ネットワークの不安定性によってパフォーマンスが低下していると判
断することができます。
前述の API に加えて、"成功したリクエスト操作分類項⽬" では、次の 2 つの API 操作タイプ
のリクエスト数もモニターされます。
- DeleteObject
- Deleteobjects
トラフィックインジケーターは、ユーザーまたは特定のバケットの全体的な状況をモニターす
るために使⽤されます。 インターネット、イントラネット、CDN オリジン検索、ドメイン間
レプリケーションなどのシナリオにおける、ネットワークリソースの使⽤状況をモニターしま
す。
パフォーマンスタイプのインジケーターでは、平均レイテンシが急激に増加したり、通常のリ
クエストレイテンシベースラインを⻑期間にわたって維持したりするなど、突然の変化や異常
な変化に注視する必要があります。 パフォーマンスインジケーターに対応するアラームルール
を設定することにより、インジケーターがしきい値を下回った場合、またはしきい値を超えた
場合に、関係している担当者にすぐに通知されるようにすることができます。 定期的なピーク
と⾕があるビジネスでは、週ごと、曜⽇ごと、時間ごとの⽐較に定期的なアラームルールを設
定することができます (定期的なアラームはすぐに使⽤できます)。

課⾦情報のモニタリング
プレス時は、OSS モニタリングサービスは、ストレージスペース、アウトバウンドインターネッ
トトラフィック、Put リクエスト、および Get リクエスト (ドメイン間レプリケーションアウト
バウンドトラフィックと CDN アウトバウンドトラフィックを除く) のみをモニタリングします。
課⾦情報データのアラーム設定、または API 読み取り操作はサポートされていません。
OSS モニタリングサービスでは、1 時間ごとにバケットレベルの課⾦情報モニタリングデータを
収集します。 特定のバケットのモニタリングビューでは、継続的なモニタリング傾向のグラフを
確認することができます。 モニタリングビューを使⽤することで、ビジネスの OSS リソース使
⽤量の傾向を分析し、将来のコストを⾒積もることができます。 次の図をご参照ください。
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また、OSS モニタリングサービスは、毎⽉消費されるユーザーおよびバケットレベルのリソース
の量に関する統計も提供します。 たとえば、⽉の最初の⽇から開始されたアカウントまたはバ
ケットによって消費された OSS リソースの合計量があります。 これらの統計は毎時更新されま
す。 これにより、次の図に⽰すように、当⽉のリソース使⽤量と計算コストをリアルタイムで把
握することができます。

注 :
モニタリングサービスでは、提供された課⾦情報データは最⼤限プッシュされますが、実際の請
求額とは若⼲の差異が⽣じる可能性があります。 課⾦情報センターのデータが、実際の請求額
として使⽤されることをご了承ください。

トラッキングと診断
問題の診断
• パフォーマンスの診断

アプリケーションパフォーマンスの決定には、多くの主体的要因が関係しています。 特定の
ビジネスシナリオでのビジネスニーズの満⾜度をベースラインとして使⽤して、パフォーマン
スの問題が発⽣するかどうかを判断する必要があります。また、クライアントがリクエストを
開始すると、パフォーマンス上の問題を引き起こす可能性のある要因が、リクエストチェーン
のどこからでも発⽣する可能性があります。たとえば、OSS の過負荷、クライアントの TCP
 設定の問題、または基本的なネットワークアーキテクチャのトラフィックのボトルネックによ
り、問題が発⽣する可能性があります。
したがって、パフォーマンスの問題を診断するときは、最初に合理的なベースラインを設定す
る必要があります。 次に、モニタリングサービスが提供するパフォーマンスインジケーターを
使⽤して、パフォーマンス上の問題の潜在的な根本原因を特定します。 次に、関連するログで
詳細な情報を探し、障害をさらに診断してトラブルシューティングを⾏います。
トラブルシューティングのセクションでは、パフォーマンスに関する⼀般的な問題と、トラブ
ルシューティング⽅法の例を多く挙げています。 こちらは参考⽤としてご利⽤ください。
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• エラー診断
クライアントアプリケーションからのリクエストに障害が発⽣すると、クライアントはサー
バーからエラー情報を受け取ります。 モニタリングサービスは、これらのエラーを記録し、
リクエストに影響を与える可能性のある各種エラーの統計を表⽰します。 サーバーログ、ク
ライアントログ、およびネットワークログから個々のリクエストに関する詳細情報を取得する
こともできます。 ⼀般的に、返された HTTP ステータスコード、OSS エラーコード、および 
OSS エラー情報は、リクエストの失敗の原因を⽰しています。
エラー応答情報の詳細については、「OSS のエラー応答」をご参照ください。

• ログ機能の使⽤
OSS は、ユーザーリクエストに対してサーバーログ機能を提供します。 この機能は、端末相
互間の詳細なリクエストログをトラッキングするのに役⽴ちます。
ログ機能の有効化と使⽤⽅法については、「ログの設定」をご参照ください。
ログサービスの命名規則とレコード形式の詳細については、「サーバーアクセスログ」をご参
照ください。

• ネットワークログツールの使⽤
多くの状況において、ログ機能を使⽤してストレージログとクライアントアプリケーションの
ログデータを記録することで、問題を診断することができます。 ただし、状況によっては、
ネットワークログツールを使⽤し、詳細情報を取得することが必要になる場合があります。
これは、クライアントとサーバー間で交換されるトラフィックをキャプチャすることで、クラ
イアントとサーバー間で交換されたデータと、その基礎的なネットワークステータスに関する
詳細情報を得られるため、問題の調査に役⽴つからです。 たとえば、ユーザーのリクエストに
よってエラーが報告されたにもかかわらず、サーバーログにリクエストが表⽰されない場合も
あります。 このような場合、OSS ログ機能によって記録されたレコードを使⽤して、問題の
原因がクライアントにあるかどうかを確認したり、またはネットワークモニタリングツールを
使⽤してネットワークの問題をチェックすることができます。
Wireshark は、最も⼀般的なネットワークログ分析ツールの 1 つです。 このフリープロトコ
ルアナライザーは、パケットレベルで動作し、各種ネットワークプロトコルの詳細なパケット
情報を表⽰します。 Wireshar は、パケットの損失や接続の問題をトラブルシューティングす
るのに役⽴ちます。

E2E のトラッキングと診断
リクエストはクライアントアプリケーションプロセスによって開始され、ネットワーク環境を介
して OSS サーバーに渡され、そこで処理されます。 次に、ネットワーク環境を介してサーバー
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から応答が送信され、クライアントによって応答が受信されます。 これは端末相互間でのトラッ
キングプロセスです。 クライアントアプリケーションログ、ネットワークトラッキングログ、お
よびサーバーログを関連付けることで、問題の根本原因をトラブルシューティングし、潜在的な
問題を発⾒するための詳細な情報が提供されます。
OSS では、提供される RequestID は、各種ログからの情報の関連付けに使⽤される識別⼦とし
て機能します。 また、ログのタイムスタンプでは、特定のログの時間範囲を迅速に照会できる
だけでなく、この期間中における、リクエストイベントやその他のクライアントアプリケーショ
ン、ネットワーク、サービスシステムイベントの発⽣時点を確認することもできます。 ログのタ
イムスタンプは、問題の分析と調査に役⽴ちます。
• RequestID

OSS はリクエストを受け取るたびに、⼀意のサーバーリクエスト ID と、その RequestID を
割り当てます。 異なるログでは、RequestID はさまざまなフィールドにあります。
- OSS ログ機能によって記録されたサーバーログでは、RequestID は "Request ID" 欄にあ

ります。
- ネットワークトラッキングのプロセス (たとえば、データストリームをキャプチャするため

に Wireshark を使⽤する場合) では、RequestID は応答メッセージの x-oss-request-id
 ヘッダー値です。

- クライアントアプリケーションでは、クライアントコードを使⽤し、クライアントログ
に RequestID を⼿動で出⼒する必要があります。 最新の Java SDK バージョンでは、プ
レス時における通常のリクエストに対する RequestID 情報の出⼒がすでにサポートされ
ています。 getRequestId 操作を使⽤することで、各種 API によって返された結果から 
RequestID を取得することができます。 すべての OSS SDK バージョンでは、異常なリ
クエストに対する RequestID を出⼒することができます。 この情報を取得するには、
OSSException の getRequestId メソッドを呼び出します。

• タイムスタンプ
タイムスタンプを使⽤することで、関連するログエントリを検索することができます。 クラ
イアントの時間とサーバーの時間との間には、多少のずれがある可能性に注意する必要があり
ます。 クライアントでは、タイムスタンプを使⽤することで、ログ機能によって記録された
サーバーログエントリを検索します。 検索の際には、15 分を加算または減算する必要があり
ます。

トラブルシューティング
⼀般的なパフォーマンス関連の問題
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• 低い平均サーバーレイテンシかつ⾼い平均 E2E レイテンシ
平均 E2E レイテンシと平均サーバレイテンシの違いについてはすでに説明しました。 した
がって、⾼い E2E レイテンシと低いサーバーレイテンシは、次の 2 つの原因が考えられま
す。
- クライアントアプリケーションの応答速度が遅い
- ネットワーク要因
クライアントアプリケーションの応答速度が遅いのには、いくつかの原因が考えられます。
- 使⽤可能な接続数またはスレッド数が制限されている

■ 関連するコマンドを使⽤して、TIME_WAIT ステータスにシステムに多数の接続があ
るかどうかを確認します。 多数の接続がある場合、この問題を解決するため、コアパラ
メーターを調整します。

■ 使⽤可能なスレッド数が制限されている場合、まずクライアント CPU、メモリ、ネット
ワーク、またはその他のリソースに影響を与えるボトルネックをチェックします。 ボト
ルネックが⾒つからない場合は、同時スレッド数を適切に増やします。

■ 問題が解決しない場合、クライアントコードを最適化する必要があります。 たとえば、
⾮同期アクセスメソッドを使⽤します。 また、パフォーマンス分析機能を使⽤してクラ
イアントアプリケーションのホットスポットを分析し、必要な最適化を実⾏することも
できます。

- CPU、メモリ、帯域幅などのリソースが不⾜している
■ この種の問題の場合、まず関連するシステムモニタリング機能を使⽤し、クライアント

リソースのボトルネックを検出する必要があります。 次に、クライアントコードを最適
化してリソースの使⽤を合理化するか、クライアントリソースを増やします (コア数ま
たはメモリを増やします)。

ネットワークレイテンシの問題の調査
⼀般的に、ネットワーク要因による⾼い E2E レイテンシは⼀時的です。 Wiresharkを使⽤す
ることで、パケット損失の問題など、⼀時的および持続的なネットワークの問題を調査できま
す。
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• 低い平均 E2E レイテンシかつ低い平均サーバーレイテンシであるものの、⾼いクライアント
リクエストレイテンシの場合
クライアントのリクエストレイテンシが⻑い場合、最も可能性の⾼い原因は、リクエストが
サーバーに届いていないためです。 そのため、クライアントリクエストがサーバーに届いてい
ない理由を調べる必要があります。
2 つのクライアント側の要因により、クライアントリクエストの送信レイテンシが⻑くなる可
能性があります。
- 使⽤可能な接続またはスレッドの数が限られている場合: 前のセクションで説明した解決策

をご参照ください。
- クライアントリクエストが複数回再試⾏される場合: この場合、再試⾏情報に基づき、リク

エストが再試⾏された原因を⾒つけて解決する必要があります。 次の⼿順を実⾏して、ク
ライアントに再試⾏の問題があるかどうかを判断します。
■ クライアントログを確認します。 詳細なログエントリは、再試⾏が発⽣したかどうかを

⽰します。 例として、OSS Java SDK を使⽤すると、次の警告レベルまたは情報レベル
のログエントリを検索することができます。 そのようなエントリがログに⾒つかった場
合、リクエストが再試⾏されたことを⽰します。
[ Server ] Unable  to  execute  HTTP  request :
   Or
  [ Client ] Unable  to  execute  HTTP  request :

■ クライアントのログレベルがデバッグの場合は、次のログエントリを検索します (ここ
でも、例として OSS Java SDK を使⽤しています)。 そのようなエントリが存在する場
合、リクエストが再試⾏されたことを⽰します。
Retrying  on

クライアントに問題がない場合は、パケット損失などの潜在的なネットワークの問題をチェッ
クする必要があります。 Wireshark などのツールを使⽤することで、ネットワークの問題を
調査することができます。
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• ⾼い平均サーバーレイテンシ
ダウンロードまたはアップロード中のサーバーのレイテンシが⻑い場合は、次の 2 つの要因が
考えられます。
- 多数のクライアントが同⼀の⼩さなオブジェクトに頻繁にアクセスしている

この状況では、ログ機能によって記録されたサーバーログを表⽰して、⼩さなオブジェク
トまたは⼩さなオブジェクトグループが短期間に頻繁にアクセスされているかどうかを判
断します。
ダウンロードシナリオでは、パフォーマンスを向上させるため、このバケットの CDN サー
ビスを有効化することを推奨します。 これにより、トラフィックの使⽤料を削減できま
す。 アップロードシナリオの場合、これがビジネスに影響を与えないのであれば、このオ
ブジェクト (バケット) に対する書き込み権限を取り消すことを検討してください。

- 内部システム要因
内部システムの問題や最適化では解決できない問題については、クライアントログまたは
ログ機能で記録されたログにある RequestID を弊社システムスタッフにご提出ください。
ご提出いただいた RequestID は問題解決に役⽴てることができます。

サーバーエラー
サーバー側エラーの数が増加した場合、2 つのシナリオを考慮する必要があります。
• ⼀時的な増加

この種の問題では、クライアントプログラムで再試⾏ポリシーを調整し、指数関数的バックオ
フなどの合理的な譲歩メカニズムを採⽤する必要があります。 これにより、システムの最適
化、アップグレード、およびその他の操作 (システム負荷分散のためのパーティション移⾏な
ど) により、⼀時的にサービスが利⽤できなくなるのを回避できるだけでなく、ビジネスピー
ク時の⾼いプレッシャーも回避することができます。

• 持続的な増加
サーバー側のエラーの数が持続的に増加する場合、バックエンドのスタッフにクライアントロ
グ、またはログ機能によって記録されたログの RequestID をご提供ください。問題の発⾒に
役⽴てることができます。

ネットワークエラー
サーバーがリクエストを処理しているときに接続が失われると (サーバー側の問題によるもので
はない)、ネットワークエラーが発⽣するため、HTTP リクエストヘッダーを返すことができま
せん。 そのような状況では、システムはこのリクエストに対して 499 の HTTP ステータスコー
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ドを記録します。 次の状況では、サーバーはリクエストステータスコードを 499 に変更する可能
性があります。
• 受信した読み取り/書き込みリクエストを処理する前に、サーバーが接続が利⽤できないこと

を検出すると、そのリクエストは 499 として記録されます。
• サーバーがリクエストを処理しているときにクライアントが優先的に接続を閉じると、リクエ

ストは 499 として記録されます。
要約すると、クライアントが⾃主的にリクエストを閉じるか、またはクライアントがネットワー
クから切断された場合、リクエストプロセス中にネットワークエラーが発⽣します。クライアン
トが⾃主的にリクエストを閉じた場合、クライアントコードをチェックすることで、クライアン
トが OSS から切断された原因と時間を特定することができます。 クライアントがネットワーク
接続を失った場合は、Wireshark などのツールを使⽤してネットワーク接続の問題を調査しま
す。
クライアントエラー
• クライアント権限付与エラーの増加

クライアント権限付与エラーの増加を検出した場合、またはクライアントが多数の 403 リク
エストエラーを受信した場合、⼀般的に以下の問題が原因です。
- ユーザーがアクセスしたバケットドメイン名が正しくない

■ ユーザーが第 3 レベルまたは第 2 レベルドメイン名を使⽤してバケットにアクセスする
場合、ドメイン名で⽰されるリージョン内にそのバケットがないと、403 エラーが発⽣
する可能性があります。 たとえば、杭州リージョンでバケットを作成したけれども、あ
るユーザーがドメイン名 Bucket.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com を使⽤してバケッ
トへのアクセスを試みたとします。 この場合、バケットのリージョンを確認し、ドメイ
ン名の情報を修正する必要があります。

■ CDN アクセラレーションサービスを有効化した場合、CDN が正しくないオリジン取得
ドメイン名をバインドすると、この問題が発⽣することがあります。 この場合、CDN
 オリジン取得ドメイン名がバケットの第 3 レベルドメイン名であることをチェックしま
す。

- JavaScript クライアントを使⽤しているときに 403 エラーが発⽣した場合、Web ブラ
ウザーで "同⼀ソースポリシー" のセキュリティ制限が実装されているため、CORS (クロ
スオリジンリソース共有) 設定の問題が原因である可能性があります。 この場合、バケッ
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トの CORS 設定をチェックし、エラーを修正する必要があります。 CORS 設定について
は、「CORS」をご参照ください。

- アクセス制御の問題は、4 つのタイプに分けられます。
■ アクセスにプライマリ AK を使⽤する場合、AK が無効な場合は、AK設定でエラーを

チェックする必要があります。
■ アクセスに RAM サブアカウントを使⽤する場合は、そのサブアカウントが正しいサブ

アカウント AK を使⽤していることと、そのサブアカウントに適切なアクセス許可があ
ることを確認する必要があります。

■ アクセスに⼀時的な STS トークンを使⽤する場合は、⼀時的なトークンが有効期限切れ
になっていないことを確認する必要があります。 トークンの有効期限が切れている場合
は、新しいトークンを申請します。

■ アクセス制御にバケットまたはオブジェクト設定を使⽤する場合は、アクセスするバ
ケットまたはオブジェクトが関連操作をサポートしていることをチェックする必要があ
ります。

- サードパーティーのダウンロード (署名付き URL を使⽤してOSSリソースにアクセスする)
を許可した際、以前はアクセスが正常だったのに突然 403 エラーが報告された場合、URL
 が有効期限切れになっている可能性があります。

- RAM サブアカウントで OSS ユーティリティを使⽤すると、403 エラーが発⽣することも
あります。 これらのユーティリティには、ossftp、ossbrowser、および OSS コンソール
クライアントが含まれます。 ログイン時に関連する AK 情報を正しく⼊⼒したにもかかわ
らず、システムがエラーをスローした場合、AK がサブアカウント AK であり、このサブ
アカウントが GetService およびその他の操作に対するアクセス許可を持っていることを
チェックする必要があります。

• クライアント側の "存在しないリソース" エラーの増加
クライアントが 404 エラーを受け取った場合、存在しないリソースまたは情報にアクセスし
ようとしていることを意味します。 モニタリングサービスが「リソースが存在しません」エ
ラーの増加を検出した場合、おそらく次のいずれかの問題が原因になっています。
- サービスの使⽤⽅法: たとえば、別の操作を実⾏する前に、まずオブジェクトが存在する

ことをチェックする必要があり、doesObjectExist メソッドを呼び出したとします (例と
してJava SDK を使⽤)。ここでオブジェクトが存在しない場合、クライアントは値 "false
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" を受け取ります。 しかしながら、サーバーは実際には 404 リクエストエラーを⽣成しま
す。 そのため、このビジネスシナリオでは、404 エラーは正常です。

- クライアントまたは他のプロセスが、以前にこのオブジェクトを削除: ログ機能によって、
記録されたサーバーログの関連するオブジェクト操作を検索することにより、この問題を
確認します。

- ネットワーク障害によるパケット損失と再試⾏:例えば、クライアントは、特定のオブジェ
クトを削除するため、削除操作を⾏うことがあります。 そのリクエストはサーバーに届
き、削除操作を正常に実⾏します。 しかしながら、ネットワーク上での送信中に応答パ
ケットが失われると、クライアントは再試⾏を開始します。 この 2 番⽬のリクエストは 
404 エラーを⽣成します。クライアントログとサーバーログを使⽤することで、ネット
ワークの問題が 404 エラーを⽣成していることを確認できます。
■ クライアントアプリケーションログの再試⾏リクエストをチェックします。
■ このオブジェクトに対する 2 つの削除操作がサーバーログに表⽰されていること、およ

び最初の削除操作の HTTP ステータスが 2xx であることをチェックします。
• 低い有効リクエスト率、およびその他の多数のクライアント側リクエストエラー

有効リクエスト率とは、2xx / 3xx の HTTP ステータスコードを全体のリクエストの割合と
して返すリクエストの数です。 4XX または 5XX のステータスコードは失敗したリクエストを
⽰し、有効リクエスト率を下げます。 他のクライアント側のリクエストエラーは、以下のエ
ラーを除くリクエストエラーを⽰します。: サーバーエラー (5xx)、ネットワークエラー (499
)、クライアント許可エラー (403)、存在しないリソースエラー (404)、クライアントタイムア
ウトエラー (408 または OSS エラーコード: RequestTimeout 400)。
ログ機能によって記録されたサーバーログをチェックし、これらのリクエストによって発⽣し
た特定のエラーを判別します。 OSS エラー応答を確認し、OSS から返される⼀般的なエラー
コードの⼀覧を参照します。 次に、クライアントコードを調べて、これらのエラーの具体的な
原因を発⾒し、解決します。

ストレージ容量の異常な増加
アップロードリクエスト内の対応する増加なしに、ストレージ容量が異常に増加した場合、こ
れは⼀般的に削除の問題により引き起こされています。 このような場合は、次の 2 つの要素を
チェックします。
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• クライアントアプリケーションがストレージオブジェクトを定期的に削除し、領域を解放する
ために特定のプロセスを使⽤する場合: このリクエストの調査プロセスは次のとおりです。
1. 削除リクエストが失敗すると、ストレージオブジェクトが予期したとおりに削除されない

可能性があるため、有効リクエスト率が減少したかどうかを確認します。
2. リクエストのエラータイプを調べて、有効リクエスト率が低下した具体的原因を⾒つけま

す。 その後、特定のクライアントログをまとめて、詳細なエラー情報を確認します (たとえ
ば、ストレージスペースを解放するために使⽤される STS の⼀時的なトークンが期限切れ
になっている可能性があります)。

• クライアントがストレージオブジェクトを削除するために LifeCycle を設定した場合: コン
ソールまたは API を使⽤して、現在のバケットの LifeCycle 値が以前と同じであることを
チェックします。 以前と同じではない場合は、構成を変更し、ログ機能によって記録された
サーバーログを使⽤して、この値の以前の変更に関する情報を⾒つけます。 LifeCycle が正常
であるものの⾮アクティブである場合は、チケットを起票し、サポートセンターへお問い合わ
せください。

その他の OSS の問題
トラブルシューティングのセクションで問題が解決されなかった場合は、次の⽅法のいずれかを
使⽤し問題を診断してトラブルシューティングを⾏います。
1. OSS モニタリングサービスを表⽰し、予想されるベースライン動作と⽐較して何らかの変更

があったかどうかを確認します。 モニタービューを使⽤することで、この問題が⼀時的なもの
か持続的なものか、およびどのストレージ操作が影響を受けているのかを判別することができ
ます。

2. モニタリング情報は、ログ機能によって記録されたサーバーログデータを検索し、問題の開始
時に発⽣した可能性のあるエラーに関する情報を検索するのに役⽴ちます。 モニタリング情
報は、問題の発⾒と解決に役⽴つ可能性があります。

3. サーバーログの情報が不⼗分な場合は、クライアントアプリケーションを調査するためにクラ
イアントログを使⽤するか、または Wireshark などのネットワークツールを使⽤してネット
ワークに問題がないかをチェックします。
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16 クラウドデータ処理
画像処理サービス

機能についての紹介と詳細については、「画像処理」をご参照ください。
Media Processing

Media Processing は、マルチメディアデータのトランスコーディングコンピューティングサー
ビスです。OSS に保存されているオーディオやビデオを、PC、TV、またはモバイルデバイスで
の再⽣に適した形式に変換するため、経済的で使いやすく、弾⼒性があり、⾮常に拡張性のある
⽅法を提供します。
Media Processing は Alibaba Cloud コンピューティングサービスに基づいて構築されまし
た。 これまで、ユーザーはトランスコーディングのソフトウェアとハードウェアを購⼊、構築、
および管理し、複雑な構成の最適化、トランスコードパラメーターの調整、およびその他の操作
を実⾏するため、多額の投資を⾏う必要がありました。 Media Processing はすべてを⼀新しま
した。 クラウドコンピューティングサービスの弾⼒性は強化されています。 Media Processing
 では、ビジネスのトランスコーディング要求を最⼤限に満たすため、トランスコーディング機能
を提供し、リソースの無駄を省きます。
Media Processing 機能には、Web 管理コンソール、サービス API、および SDK があります。
ユーザーは Media Processing を使⽤および管理し、トランスコーディング機能を⾃分のアプリ
やサービスに統合することができます。
Media Processing 機能⼀覧
• トランスコーディング
• パイプライン
• スクリーンショット
• メディア情報
• 透かし
• プリセットテンプレート
• カスタムテンプレート
• ビデオクリップ出⼒
• 解像度スケーリング
• M3U8 カスタムセグメント⻑出⼒
• オーディオ / 動画抽出

Document Version20190829 163



Object Storage Service 開発者ガイド /  16 クラウドデータ処理

• 動画イメージの回転
• 動画から GIF への変換
機能の概要と詳細については、 「Media Processing のドキュメント」をご参照ください。
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