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2 ウェブサイト保護
2.1 概要

このトピックでは、WAF（Webアプリケーションファイアウォール）の使⽤開始時および通常使
⽤時の⼀般的な操作⽅法とベストプラクティスについての説明を通して、WAF の概要および設定
⼿順を学習できます。

WAFの使⽤⽅法
WAF を使⽤して、運⽤中の Web サイトに対する HTTP および HTTPS リクエストの監視およびア
クセス制御を実⾏できます。 WAF はカスタム ACL ルールをサポートし、Web サイトを攻撃から
保護します。
設定⼿順：
1. WAF の使⽤開始後、運⽤中の Web サイトに対するリクエストを WAF にリダイレクトして監

視するために、WAF の設定を⾏います。
2. WAF の設定後、 WAF 保護ポリシーの設定を⾏います。 WAF は、指定された保護ポリシーに

基づいて Web サイトに対する悪意のあるリクエストを検出し、フィルタリングを実施しま
す。 配信元サーバーへのアクセスは、正当なリクエストのみに限られます。

3. WAF の使⽤開始後、WAF セキュリティレポートを参照して詳細を確認できます。 WAF リソー
スの使⽤状況を表⽰し、アラート設定を修正できるようにWAF を設定することもできます。

4. WAF のベストプラクティスを活⽤してセキュリティの管理⽅法を改善したり、またカスタマー
サービスに連絡してテクニカルサポートを受けたりすることができます。

WAF の使⽤開始
WAF は、課⾦⽅法としてサブスクリプションをサポートしています。 料⾦は⽉単位または年単位
で課⾦されます。 サブスクリプションプランの選択後、速やかにお⽀払い⼿続きをお済ませくだ
さい。 指定されたサブスクリプション期間の間、 WAF サービスを利⽤できます。
WAF の使⽤開始後、WAF IP アドレスが設定された 1 つの WAF インスタンスを利⽤できます。 1

つの WAF インスタンスで、最⼤ 10 個のドメインを保護できます。 ただし、保護するドメインの
トップレベルドメインは同じである必要があります。
関連トピック
• WAF の課⾦⽅法
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• WAF の使⽤開始
• WAF の更新とアップグレード
• WAF の使⽤停⽌
WAF インスタンスの仕様
• サブスクリプションプラン

WAFのサブスクリプションプランは、Pro、Business、Enterprise の 3 種類が⽤意されていま
す。 Web ビジネスの規模と実際の保護要件に基づいて、適切なサブスクリプションプランを
選択できます。

• 追加の帯域幅
選択するサブスクリプションプランを決定する前に、通常のビジネストラフィックを評価し
て、通常のトラフィックと DDoS 攻撃などの異常なトラフィックを区別します。 割り当てられ
る帯域幅はサブスクリプションプランによって異なります。 通常サービスに必要な帯域幅がプ
ランで⽤意される最⼤帯域幅を超える場合、追加の帯域幅を購⼊する必要があります。

• 追加ドメイン名パッケージ
異なるトップレベルドメインを使⽤するドメイン名を保護する必要がある場合は、追加ドメイ
ン名パッケージを購⼊する必要があります。

• 専⽤ IP アドレス
1つの WAF IP アドレスを使⽤してすべてのドメインを保護するのではなく、特定のドメイン
に対して独⽴した保護が必要な場合は、専⽤ IPアドレスを購⼊できます。

WAF の設定
WAF の使⽤開始後、透過プロキシモードまたは DNS プロキシモードで Web サイトの WAF を設
定できます。

 :

選択できるモードはどちらか⼀⽅です。 ⼀⽅のモードを選択した場合、別のモードのドメイン設
定は消去する必要があります。
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• 透過プロキシモード: このモードは、指定された配信元サーバーがポート 80 で受信した HTTP

リクエストを WAF に再ルーティングします。 WAF は受け取ったリクエストを処理して配信元
サーバーにリダイレクトします。
このモードを使⽤するには、配信元サーバーがデプロイされている ECS インスタンスに対す
る WAF からのアクセスを許可する必要があります。 また、設定の際に WAF コンソールでド
メインを追加し、Web サイトをホストするサーバーの IP アドレスを指定します。

• DNS プロキシモード: このモードは、DNS レコードを変更することにより、保護されたドメイ
ンに送信されるリクエストを WAF に再ルーティングします。 WAF は受け取ったリクエストを
処理して配信元サーバーにリダイレクトします。
このモードを使⽤するには、WAF コンソールの [Web サイトの設定] ページで保護が必要なド
メインを追加し、DNS 解決により保護が必要な Web サイトに送信されたリクエストを WAF

に再ルーティングします。
- Web サイトの設定を追加します。 Web サイトの設定で、保護が必要なドメインと、ドメ

インに対して送信されたトラフィックの転送⽅法を指定します。 Web サイトの設定は⾃動
的に追加されますが、 ⼿動で追加することもできます。 Web サイトの設定では、保護が必
要なWebサイトのドメイン名、Web サイトをホストするサーバーの IP アドレスなど、必
要な情報を指定する必要があります。 Web サイトの設定を追加した後、WAF は追加した
ドメイン名専⽤のCNAME レコードを割り当てます。

注 :

ドメイン名の解決に、 Alibaba Cloud DNS を使⽤している場合、Web サイトの設定は
⾃動的に追加されます。 それ以外の場合は、Web サイトの設定を⼿動で追加し、DNS レ
コードを変更する必要があります。

- DNS レコードを変更します。 保護された Web サイトへのトラフィックを WAF に再ルー
ティングするには、Web サイトのドメイン名に対して WAF が⽣成した CNAME レコードを
追加して適⽤する必要があります。

運⽤中の Web サイトに対する WAF の設定が完了すると、WAF は悪意のあるリクエストを遮断
し、配信元サーバーへのアクセスを正当なリクエストのみに限定します。
関連トピック
• 透過プロキシモードを使⽤した WAF の設定
• Web サイトの設定 (DNS プロキシモード)

• WAF デプロイメントガイド（DNS プロキシモード）
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保護ポリシーの設定

Alibaba Cloud WAF には、複数の保護ポリシーが⽤意されています。 実際のニーズに合わせて保
護ポリシーを修正できます。
カスタム ACL ルールを作成することも、組み込みの保護機能を使⽤することもできます。 WAF

チームにより、Web 攻撃パターン、およびリクエストのヘッダーと本⽂の分析結果に基づいてリ
クエストフィルタリングアルゴリズムが作成され、保護機能に組み込まれています。

注 :

WAF では、多層フィルタリングメカニズムが使⽤されます。 WAF の使⽤を開始して保護ポリ
シーを設定すると、クライアントから WAF に送信されたリクエストは複数のレイヤーでフィ
ルタリングされます。 デフォルトでは、 HTTP ACL policies > HTTP flood protection > Web

attack protection の順に検査されます。
関連トピック
• HTTP ACL ポリシーおよび ホワイトリストまたはブラックリストの設定

カスタムアクセス制御ルールを設定すると、クライアント IP アドレス、リクエスト URL、お
よび共通リクエストヘッダーフィールドに基づくリクエストのフィルタリングを WAF で実⾏
できます。

•  Web アプリケーション保護
SQL インジェクションやクロスサイトスクリプティング攻撃などの⼀般的な Web 攻撃から 

Web アプリケーションを保護します。
• HTTP フラッド保護およびカスタム HTTP フラッド保護

Web サイトをHTTP フラッドから保護します。
• 新しいインテリジェント保護エンジン

リクエストのセマンティック分析を実⾏し、偽装または隠された悪意のあるリクエストを検
出し、難読化コード、亜種などの⽅法を使⽤した攻撃から Web アプリケーションを保護しま
す。

• 攻撃頻度が⾼い IP アドレスのブロック
短時間で Web サイトに複数の攻撃を仕掛けたクライアント IP アドレスを⾃動的にブロックし
ます。
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• ディレクトリスキャンに対する保護

短時間で Web サイトに複数の攻撃を仕掛けたクライアントの IP アドレスを⾃動的にブロック
します。

• 脅威インテリジェンス
⼀般的な脆弱性スキャナー、または Alibaba Cloud ライブラリに記録された既知のポートス
キャン攻撃者の IP アドレスからのアクセスリクエストを⾃動的にブロックします。

• ブロックリージョン
指定された中国の省、または他の国および地域からのアクセスリクエストをブロックします。

• データリスク管理
この機能は、ゾンビアカウント、アカウントの乗っ取り、不正な投票⾏為、スパムメッセージ
などのボット攻撃から Web アプリケーションを保護します。

• Web サイトの改ざん防⽌
特定の Web ページをロックして、コンテンツの改ざんを防ぐことができます。 ロックされた 

Web ページへのリクエストを受信すると、設定したキャッシュページのみが返されます。
• データ漏えい防⽌

ID 番号、銀⾏カード番号、電話番号、機密⽤語など、サーバーからのレスポンスに含まれる
機密情報をマスクします。

セキュリティレポート
ビジネスステータス、およびセキュリティに関する統計情報を把握するためのデータおよび統計
情報が視覚的に表⽰されます。
関連トピック
• Alibaba Cloud WAF レポートの概要

業務アクセスデータとセキュリティ保護の統計情報が視覚的に表⽰されます。
• セキュリティレポート

運⽤中のドメイン名に対して過去30⽇間に⾏われた攻撃の詳細とリスクアラートを検索できま
す。
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• ログ検索

運⽤中の Web サイトのログを検索してオンライン分析を⾏うことにより、リクエストをすば
やく特定できます。

注 :

WAF で特定のドメインに対するアクセスログの収集を⾏うには、[Web サイトの設定] ページ
で [ログ検索] 機能の使⽤を開始する必要があります。

WAF の設定
[設定] ページで WAF インスタンスを確認し、管理できます。
関連トピック
• 製品情報

WAF インスタンスのリソース詳細、WAF 保護ルールと機能の更新、および WAF インスタン
スの CIDR ブロックを表⽰できます。

• アラート設定
WAF は、電⼦メールまたは SMS によりセキュリティイベントとシステムアラートを通知しま
す。 アラートのトリガー条件、アラート間隔、およびアラートの受信⽅法を設定できます。

• カスタムルールグループ
ルールグループは、保護ポリシーの設定に使⽤される WAF の組み込み保護ルールを組み合わ
せたものです。 ニーズに合わせて、特定の保護機能⽤のカスタムルールグループを作成できま
す。

ベストプラクティス
ベストプラクティスは、WAF の管理と使⽤の改善に役⽴つ情報です。
関連トピック
• 来訪者の送信元 IP アドレスを取得

特定の Web サイトの WAF を設定すると、配信元サーバーが受信したすべてのリクエストは 

WAF によってリダイレクトされます。 来訪者の送信元 IP アドレスは表⽰されません。 この
トピックでは、配信元サーバーへのリクエストを送信した来訪者の実際のIPアドレスを取得す
る⽅法について説明しています。
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• 配信元サーバーの保護

WAF の使⽤を開始すると、配信元サーバーの IP アドレスはクライアントから⾒えなくなりま
す。 配信元サーバーの IP アドレスが公開されているか、または漏洩した場合、攻撃者は WAF

を迂回し、配信元サーバーに対して攻撃を開始する可能性があります。 このトピックでは、保
護機能を構成して配信元サーバーを保護する⽅法について説明しています。

• WAF と Anti-DDoS Pro の同時デプロイ
Alibaba Cloud Anti-DDoS Pro と WAF の両⽅を使⽤している場合、このトピックに記載され
ている⼿順に従って設定を⾏います。

• WAF と CDN の同時デプロイ
Alibaba CloudCDN と WAF の両⽅を使⽤している場合、このトピックに記載されている⼿順
に従って設定を⾏います。

テクニカルサポート
WAF の使⽤中に問題が発⽣した場合、WAF コンソールの左側に表⽰されるナビゲーションペイ
ンの [テクニカルサポート] アイコンの上にポインターを移動します。 DingTalk の QR コードが
表⽰されます。
表⽰された QR コードを DingTalk で読み取ってテクニカルサポートグループに参加し、技術的な
問題や緊急の問題について専⾨家に相談できます。

注 :

DingTalkは、DingTalk の Web サイトからダウンロードできます。

8 Document Version20200612

https://www.alibabacloud.com/product/ddos-pro
https://www.alibabacloud.com/product/cdn
https://yundun.console.aliyun.com/?p=waf
https://www.dingtalk.com/


Web#⽤防⽕# User Guide (Old Engines) /  2 ウェブサイト保護

2.2 Web アプリケーション保護
Alibaba Cloud WAF は、SQL インジェクションや XSS クロスサイト攻撃などの⼀般的な Web ア
プリケーション攻撃から Web リソースを保護します。 実際のニーズに合わせて、緩い、標準、
厳しいなどの保護レベルを選択できます。
ドメインを WAF 保護リストに追加したら、それに対する Web アプリケーション保護を有効に
し、実際のニーズに基づいていつでも適切な保護ポリシーを選択します。 Web アプリケーション
保護機能を使⽤しない場合は、無効にします。
次の操作に進む前に、ドメインが WAF 保護リストに追加されていることを確認します。 詳細
は、「WAF デプロイメントガイド」をご参照ください。
1. Alibaba Cloud WAF コンソールにログインします。
2. [管理] > [Web サイト設定]ページに移動して、WAF インスタンスのリージョン (中国本⼟また

は国際) を選択します。
3. 設定するドメインを選択して、[ポリシー]をクリックします。
4. [Web アプリケーション保護]を有効にし、[モード]をオンにします。

注 :

この機能を使⽤しない場合は、このページで無効にします。

• 保護 : 攻撃が検出されるとリクエストはブロックされます。
• 警告 : 攻撃が検出されると警告が出されます。リクエストをブロックするかどうかは、ユー

ザーが判断します。
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5. [保護ポリシーモード]ドロップダウンボックスで、保護ポリシーを選択します。

• デフォルトでは、通常 モードが選択されています。
• 通常モードで多くの誤検知や制御できないユーザー⼊⼒ (リッチテキストエディターやテク

ノロジフォーラムなど) が⾒つかるときは、 緩い モードを有効にします。
• パストラバーサル、SQL インジェクション、およびコマンド実⾏攻撃に対するより厳しい

保護が必要な場合は、厳しい モードを有効にします。

2.3 新しいインテリジェント保護エンジン
新しいインテリジェント保護エンジンは、リクエストのセマンティック分析を⾏います。 セマン
ティック検出を使⽤すると、エンジンは Web リクエスト内の偽装または隠された悪意のあるコ
ンテンツを検出し、難読化コード、亜種などの⽅法を使⽤した悪意ある攻撃を効果的に遮断しま
す。

機能説明
新しいインテリジェント保護エンジンは、リクエストのセマンティック分析を⾏い、セマン
ティック分析結果を例外および攻撃セットと照合して、偽装されたり隠された Web 攻撃の動作を
検出します。

注 :

新しいインテリジェント保護エンジンは、HTTP フラッド攻撃ではなく、主に SQL インジェク
ションやその他の Web 攻撃⽅法から保護します。 Web 攻撃に対する保護要件が⾼い場合は、新
しいインテリジェント保護エンジンを有効にすることを推奨します。

新しいインテリジェント保護エンジンには、次の機能があります。
• セマンティクス: 新しいインテリジェント保護エンジンは、類似する攻撃の類似する動作特性

をまとめ、1 つの攻撃クラスの攻撃動作と特性を攻撃特徴として集約します。攻撃の複数の動
作特性を特定の配列と組み合わせにグループ化して、個々の攻撃クラスを表すことで、攻撃動
作のセマンティック構造を作成します。

• 例外と攻撃セット: Alibaba Cloud Security の⼤量の運⽤データを利⽤して、この機能は正常
な Web アプリケーションのモデルを作り、異常を検出します。 ⼤量の Web アプリケーショ
ン攻撃から例外モデルと攻撃モデルを抽出して、例外と攻撃のセットを形成します。

⼿順
次の⼿順に従って、新しいインテリジェント保護エンジンを有効にします。
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注 :

次の操作に進む前に、ドメインが WAF 保護リストに追加されていることを確認します。 詳細
は、「 WAF デプロイメントガイド 」をご参照ください。

1. Alibaba Cloud WAF コンソールにログインします。
2. [管理] > [Web サイト設定] ページに移動して、WAF インスタンスのリージョン ( 中国本⼟ま

たは国際 ) を選択します。
3. 設定するドメインを選択して、[ポリシー] をクリックします。
4. [新しいインテリジェント保護エンジン] を有効にします。

注 :

この機能を使⽤しない場合は、このページで無効にします。

2.4 HTTP フラッド保護
HTTP フラッド保護は、Web サイトに対する HTTP フラッド攻撃をブロックするのに役⽴ちま
す。

機能説明
HTTP フラッド保護は、さまざまなモード (通常モードや緊急モードなど) で HTTP フラッド攻撃
をブロックするのに役⽴ちます。 Web サイトを WAF 保護リストに追加した後、HTTP フラッド
保護を有効にし、Web サイトに適した保護モードを選択できます。 Business エディションおよ
び Enterprise エディションは、⾼度な HTTP フラッド保護をサポートしています。 詳細は、「よ
くある質問」をご参照ください。

注 :

緊急モードは Web ページには適⽤できますが、API またはネイティブアプリには適⽤できませ
ん。誤検知が多数発⽣する可能性があるためです。 API またはネイティブアプリの場合は、 カ
スタム HTTP フラッド保護を使⽤します。
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⼿順

次の⼿順に従って、HTTP フラッド保護を設定します。

注 :

次の操作に進む前に、ドメインが WAF 保護リストに追加されていることを確認します。 詳細
は、「WAF デプロイメントガイド 」をご参照ください。

1. Alibaba Cloud WAF コンソールにログインします。
2. [管理] > [Web サイト設定]ページに移動して、WAF インスタンスのリージョン (中国本⼟また

は国際) を選択します。
3. 設定するドメインを選択して、[ポリシー]をクリックします。
4. HTTP フラッド保護を有効にし、保護モードを選択します。

• 通常: デフォルトで使⽤されます。通常モードでは、⾮常に疑わしいリクエストのみをブ
ロックし、誤検知の量は⽐較的少ないです。 誤検知を避けるため、Web サイトへの明らか
なトラフィックの例外がない場合は、このモードを使⽤することを推奨します。

• 緊急: 通常モードで多くの HTTP フラッド攻撃がブロックされていない場合は、緊急モード
に切り替えます。 緊急モードでは、WAF は HTTP フラッド攻撃に対して厳格な検査ルール
を課しますが、誤検知を引き起こす可能性があります。

注 :

• 緊急モードでもまだ多くの攻撃が⾒逃されている場合は、ソース IP アドレスが WAF の
Back-to-Source IP アドレスであるかどうかを確認します。 配信元が直接攻撃された場合
は、 「配信元サーバーの保護」を参照して、WAF の Back-to-Source IP アドレスのみが
サーバーにアクセスできるようにします。

• 保護効果を⾼め、誤検知率を下げるために、Business エディションまたは Enterprise エ
ディションを使⽤してカスタマイズするか、セキュリティエキスパートに Web サイトの保
護アルゴリズムのカスタマイズを依頼します。
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よくある質問

さまざまな WAF エディションの HTTP フラッド保護機能の違いは何ですか。
WAF は、複雑な HTTP フラッド攻撃に対する保護能⼒に基づいて分類されています。
• Pro エディション: デフォルトの保護モード (通常と緊急) をサポートし、明らかな攻撃特性を

持つ HTTP フラッド攻撃をブロックします。
• Business エディション: カスタムアクセス制御ルールをサポートし、特定の攻撃特性を持つ

HTTP フラッド攻撃から保護します。 詳細は、「カスタム HTTP フラッド保護」をご参照くだ
さい。

• Enterprise エディション: セキュリティエキスパートがカスタマイズした保護ルールを提供し
て、強固な保護効果を保証します。

WAF のアップグレード⽅法の詳細については、「更新とアップグレード」をご参照ください。
特定の HTTP フラッド攻撃から保護するために WAF を Business エディションにアップグレード
する必要があるのはなぜですか。
Alibaba Cloud WAF は、⼈物の識別、ビッグデータ分析、モデル分析などの⼿法を使⽤して攻
撃を識別し、それに応じて攻撃をブロックします。 プログラムのやり取りとは異なり、セキュ
リティの攻撃と保護は⼈同⼠の対⽴です。 Web サイトにはそれぞれ独⾃のパフォーマンスボト
ルネックがあります。 ハッカーは、効果のない攻撃であることがわかると、Web サイトを分析
し、その後で標的型攻撃を開始する可能性があります。 この場合、Alibaba Cloud Security のエ
キスパートは攻撃を分析して、より⾼いレベルの保護とより優れた保護効果を提供します。

2.5 カスタム HTTP フラッド保護
Alibaba Cloud WAF の Business エディションと Enterprise エディションは、HTTP フラッド保
護ルールのカスタマイズをサポートして、レートベースのアクセス制御を適⽤しています。
コンソールでカスタム保護ルールを適⽤することで、サーバーにアクセスする特定の URL の頻度
を制限することができます。 たとえば、次のルールを定義します。1 つの送信元 IP アドレスが 

www.yourdomain.com/login.html に 10 秒以内に 20 回を超えてアクセスする場合、この IP ア
ドレスを 1 時間ブロックします。
この機能を使⽤するには、WAF を Business Edition または Enterprise Edition にアップグレード
する必要があります。 詳細は、「更新とアップグレード」をご参照ください。
次の操作に進む前に、ドメインが WAF 保護リストに追加されていることを確認します。 詳細
は、「WAF デプロイメントガイド」をご参照ください。
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1. Alibaba Cloud WAF コンソールにログインします。
2. [管理] > [Web サイト設定] ページに移動して、WAF インスタンスのリージョン (中国本⼟また

は国際) を選択します。
3. 設定するドメインを選択して、[ポリシー] をクリックします。
4. HTTP フラッド保護 (通常モード) とカスタムルールを有効にし、[設定] をクリックします。

5. [新しいルール] をクリックしてルールを追加します。 パラメーターは次のとおりです。
設定 説明
名前 このルールの名前。
URI 保護される URI パス。 たとえば、/register です。 パスには "?" でつ

ないだパラメーターが含まれます。 たとえば、 /user? action=login
 を使⽤します。

⼀致ルール • 完全⼀致: リクエスト URI は、ここでカウントされる設定 URI と完
全に同じである必要があります。

• URI パス⼀致: リクエスト URI がここで設定した URI 値で始まる
場合に、リクエストがカウントされます。 たとえば、URIとして /
register を使⽤した場合、/register.html が カウントされます。

間隔 訪問数を計算するためのサイクル。 1 つの IP アドレスからの訪問
数と同期して機能します。

1 つの IP アドレスか
らの訪問数

サイクル間隔中に 1 つの送信元 IP アドレスから URL への許可された
訪問数。
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設定 説明
ブロックタイプ 条件を満たすと実⾏されるアクション。 操作はブロックまたはヒュー

マンマシン識別のいずれかです。
• ブロック: 条件を満たすと、クライアントからのアクセスをブロッ

クします。
• マンマシン識別: 条件を満たすと、リダイレクトによってクライア

ントにアクセスします。 検証されたリクエストのみ配信元に転送
されます。

上図の設定の場合、1 つの IP アドレスは 10 秒間に 20 回を超えてターゲットアドレスにアク
セスでき (完全⼀致)、その後 IP は 600 分間ブロックされます。
WAF はクラスター内の複数のサーバーからデータを収集して単⼀の IP からのアクセス頻度を
計算するため、統計処理にはある程度の遅延が⽣じることがあります。

ルールが正常に追加された後、ルールを編集または削除できます。
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2.6 HTTP ACL ポリシー
HTTP ACL ポリシーを使⽤して、アクセス制御ルールをカスタマイズし、クライアント IP、リ
クエスト URL、および⼀般的に使⽤される HTTP フィールドによって HTTP リクエストをフィル
ターします。

機能説明
HTTP ACL ポリシーは、HTTP アクセス制御のカスタマイズをサポートしており、IP、URL、リ
ファラー、UA、パラメーターなど、⼀般的に使⽤される HTTP フィールドの基準の組み合わせに
基づいて HTTP リクエストをフィルターします。 この機能は、アンチリーチや Web サイト管理
コンソールの保護など、さまざまな業務シナリオに適⽤します。
HTTP ACL ポリシールール
HTTP ACL ポリシールールはそれぞれ、⼀致条件とアクションで構成されています。 ルールを作
成する場合、⼀致フィールド、論理演算⼦、および対応する⼀致コンテンツを設定して⼀致条件
を定義し、⼀致する場合にトリガーされるアクションを選択します。
⼀致条件
⼀致条件は、⼀致フィールド、論理演算⼦、および⼀致コンテンツで構成されています。 ⼀致コ
ンテンツは正規表現の説明をサポートしていませんが、null 値に設定することは可能です。
次の表は、HTTP ACL ポリシールールでサポートされているすべての⼀致フィールドの⼀覧です。

注 :

WAF Pro インスタンスの場合、IP、URL、リファラー、ユーザーエージェントのみが⼀致
フィールドでサポートされ、各ドメイン名に対して最⼤ 20 個のルールが許可されます。 WAF

Business または Enterprise インスタンスの場合、リストされる⼀致フィールドはすべてサポー
トされ、各ドメイン名にそれぞれ最⼤ 100 個または 200 個のルールを定義できます。
⼀致フィールド 説明 サポートされる論理演

算⼦
IP クライアント IP アドレス。 • Has

• Does not have

URL リクエストされる URL • Includes
• Does not include
• Equals to
• Does not equal to
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Referer 現在のリクエストページへのリンクがある、以
前の Web ページのアドレス。 • Includes

• Does not include
• Equals to
• Does not equal to
• Length less than
• Length equals
• Length more than
• Does not exist

User-Agent クライアントのブラウザーに関する情報を識別
するユーザーエージェント⽂字列。 • Includes

• Does not include
• Equals to
• Does not equal to
• Length less than
• Length equals
• Length more than

Params "?" の後から始まるリクエスト URL のパラ
メーター。 たとえば、URL www.abc.com/
index.html? action=login のパラメーターは、
action=login です。

• Includes
• Does not include
• Equals to
• Does not equal to
• Length less than
• Length equals
• Length more than

Cookie リクエスト URL 内の Cookie。 • Includes
• Does not include
• Equals to
• Does not equal to
• Length less than
• Length equals
• ength more than
• Does not exist

Content-Type リクエストの本⽂のメディアタイプ (POST お
よび PUT リクエストで使⽤されます)。 • Includes

• Does not include
• Equals to
• Does not equal to
• Length less than
• Length equals
• Length more than
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X-Forwarded-For リクエスト URL 内の x-forward-for フィール
ド。 X-Forwarded-For (XFF) は、HTTP プロキ
シまたはロードバランサーを介して Web サー
バーに接続しているクライアントの元の IP ア
ドレスを識別します。

• Includes
• Does not include
• Equals to
• Does not equal to
• Length less than
• Length equals
• Length more than
• Does not exist

Content-Length オクテット (8 ビットバイト) でのリクエスト本
⽂の⻑さ • Value less than

• Value equals
• Value more than

Post-Body リクエストのレスポンスコンテンツ。 • Includes
• Does not include
• Equals to
• Does not equal to

Http-Method GET、POST などのリクエストメソッド。 • Equals to
• Does not equal to

Header カスタマイズされたヘッダーフィールド。 • Includes
• Does not include
• Equals to
• Does not equal to
• Length less than
• Length equals
• Length more than
• Does not exist

注 :

ルールはそれぞれ、最⼤ 3 つの条件の組み合わせを許可します。 ルール内の複数の条件は
"AND" でつなぎます。つまり、リクエストはルールに⼀致するように条件をすべて満たす必要が
あります。

アクション
ルールが⼀致した後に、以下のアクションを実⾏します。
• ブロック: 条件に⼀致するリクエストをブロックします。
• 許可: 条件に⼀致するリクエストを許可します。
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• 警告: 条件に⼀致するリクエストを許可し、アラームをトリガーします。

注 :

許可または警告を指定すると、Web アプリケーション保護、HTTP フラッド保護、新しいインテ
リジェント保護、リージョンブロック、およびデータリスク管理の実⾏に進むかどうかをさらに
判断します。

ルールの並べ替え
⼀致ルールは特定の順序に従います。 上位のルールが最初に⼀致します。
ルールの順序を調整して最適な保護パフォーマンスを実現します。

⼿順
これらの⼿順に従って、保護ドメイン名の HTTP ACL ポリシールールを追加します。

注 :

次の操作を実⾏する前に、保護⽤ WAF にドメインが追加されていることを確認します。 詳細
は、「WAF デプロイメントガイド」をご参照ください。

1. Alibaba Cloud WAF コンソールにログインします。
2. [管理] > [Web サイト設定] ] ページに移動し、WAF インスタンスのリージョン (中国本⼟また

は国際) を選択します。
3. 設定するドメインを選択して、[ポリシー] をクリックします。
4. [HTTP ACL ポリシー] を有効にし、[設定]をクリックします。

5. [ルールの追加] をクリックし、⽬的のルールを設定して [OK] をクリックします。

注 :
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設定の詳細については、「 HTTP ACL ポリシールール」をご参照ください。 設定例の詳細に
ついては、「設定例」をご参照ください。

6. 作成したルールについては、そのコンテンツを編集 するか、またはそれを 削除します。 複数
のルールを作成している場合は、[ルールの並べ替え] をクリックして、それらのデフォルトの
順序を変更します。 [上に移動]、[下に移動]、[⼀番上に移動]、および[⼀番下に移動] を使⽤し
て、最初に⼀致するルールを決定します。

設定例
HTTP ACL ポリシーはさまざまな設定⽅法をサポートします。 業務特性に基づいて最良のルール
を実現します。 HTTP ACL ポリシーを使⽤して特定の Web 脆弱性を修正することも可能です。
以下に例をいくつか⽰します。
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IP ブラックリストとホワイトリストの設定
次の設定を使⽤して 1.1.1.1 からのアクセスをすべてブロックします。

次の設定を使⽤して 2.2.2.0/24 からのアクセスをすべて許可します。

注 :

[Web アプリケーション攻撃保護の実⾏] も [HTTP フラッド攻撃保護の実⾏] もオンにしてはい
けません。

詳細は、「 IP ホワイトリストとブラックリストのセットアップ」をご参照ください。
悪意のあるリクエストのブロック
次の図は、WordPress バウンス攻撃の例を⽰しています。UA に WordPress が含まれてることが
特徴です。

Document Version20200612 21



Web#⽤防⽕# User Guide (Old Engines) /  2 ウェブサイト保護

以下の設定を使⽤して、この種の攻撃を防御します。

詳細は、「 WordPress のピンバック攻撃の防⽌」をご参照ください。
特定の URL のブロック
多数の IP アドレスで特定の存在しない URL を必要としている場合は、次の設定を使⽤します。
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アンチリーチ
リファラーベースのアクセス条件を設定します。 たとえば、abc.blog.sina.com がサイトで⼤量
の写真を使⽤していると分かった場合は、次の設定を使⽤します。

2.7 ブロックリージョン
この機能を使⽤して、中国本⼟、⾹港、マカオ、台湾、および世界中の最⼤ 247 か国の特定の地
域をリージョンブラックリストに追加します。 指定した地域からのリクエストはすべてブロック
されます。
ブロックリージョン機能を有効にするには、WAF を Enterprise エディション以上にアップグレー
ドする必要があります。 アップグレードの詳細については、「更新とアップグレード」をご参照
ください。
ブロックリージョンを有効にし、指定するには、次の⼿順を実⾏します。

注 :

ターゲットドメインが保護⽤ WAF に追加されていることを確認します。 詳細は、「CNAME ア
クセスガイド」をご参照ください。
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1. Web Application Firewall コンソールにログインします。
2. [管理] > [Web サイト設定]ページに移動して、WAF インスタンスのリージョン (中国本⼟また

は国際) を選択します。
3. 設定するドメインを選択して、[ポリシー] をクリックします。
4. [ブロックリージョン] オプションを有効にします。

注 :

地域ブロックポリシーを有効にするには、HTTP ACL ポリシーでシステムのデフォルトルール
が有効になっていることを確認します。

5. [設定] をクリックし、[中国本⼟] または [国際] スコープを選択し、ブロックする地域を選択し
ます。 [OK] をクリックします。

注 :
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[国際] スコープを選択した場合、国名の頭⽂字またはクイック検索で国や地域をすばやく⾒
つけられます。

設定確認後、ブロックされた地域の IP アドレスからのリクエストはすべて WAF によってブロッ
クされます。

注 :

IP の送信元地域情報は、Alibaba Taobao IP アドレスライブラリに基づいています。

2.8 ホワイトリストまたはブラックリストの設定
WAF の HTTP ACL ポリシーを設定することで、ホワイトリストやブラックリストを設定すること
ができます。 ホワイトリストとブラックリストは、HTTP ACL ポリシーが設定されている特定の
ドメインでのみ有効です。

⼿順
次の⼿順に従って、ホワイトリストまたはブラックリストを設定します。
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注 :

次の操作に進む前に、ドメインが WAF 保護リストに追加されていることを確認します。 詳細
は、「WAF デプロイメントガイド」をご参照ください。

1. Alibaba Cloud WAF コンソールにログインします。
2. [管理] > [Web サイト設定] ページに移動して、WAF インスタンスのリージョン (中国本⼟また

は国際) を選択します。
3. 設定するドメインを選択して、[ポリシー] をクリックします。
4. HTTP ACL ポリシー を有効にし、[設定] をクリックします。
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5. [ルールの追加] をクリックします。

• ホワイトリストの設定例。 次の設定では、IP 1.1.1.1 からのリクエストをすべて許可しま
す。

注 :

この IP からのリクエストをすべて許可する場合は、[ルールの追加] ダイアログボックスで
"〜に進む" の保護オプションを選択しないでください。 保護オプションが選択されている
場合、この IP からのリクエストがブロックされたままになることがあります。

• 同様に、この⼿順に従って特定のドメイン⽤ブラックリストを設定することも可能です。
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注

• 1 つのルールで最⼤ 3 つの⼀致条件をサポートします。 ルールをトリガーするには、ルール内
の条件がすべて⼀致する必要があります。 複数の個別 IP アドレスまたは IP セグメントをホワ
イトリストやブラックリストに登録する場合は、複数の HTTP ACL ルールを設定する必要があ
ります。 たとえば、1.1.1.1、2.2.2.2、および 3.3.3.3 からのアクセスリクエストをブロックす
るには、3 つのルールを別々に設定する必要があります。

• HTTP ACL ルールにファイルされた IP 照合はマスク形式 (たとえば、1.1.1.0/24) をサポート
し、論理演算⼦は "なし" をサポートします。 たとえば、次の設定を使⽤して、特定の IP セグ
メントから 1 つのドメインへのリクエストのみ許可します。
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• 複数の HTTP ACL ルール間に優先順位があります。 WAF は、HTTP ACL ポリシーリストに表

⽰される HTTP ACL ルールの順序 (上から下) に従って HTTP ACL ルールを適⽤します。 ま
た、[ルールの並べ替え] をクリックして HTTP ACL ルール間の優先順位を変更します。

2.9 データリスク管理
データリスク管理は、Web サイト上の重要なビジネスインターフェイス（登録、ログイン、アク
ティビティ、フォーラムなど）を詐欺から保護するための機能です。

機能の説明
データリスク管理機能は、Alibaba Cloud のビッグデータ処理に基づくリスク決定エンジンおよ
び⼈間と機械を判別する技術を活⽤して、さまざまな状況で重要なビジネスを詐欺から保護しま
す。 運⽤中の Web サイトで Alibaba Cloud WAF を使⽤すると、サーバーまたはクライアントを
変更せずにデータリスク管理を利⽤できます。

注 :

現在、データリスク管理機能は中国本⼟リージョンの WAF インスタンスでのみ使⽤できます。
データリスク管理は、次のようなケースに有効です。
• ゾンビアカウント
• SMS 確認コードフラッド
• クレデンシャルスタッフィングおよびブルートフォースクラッキング
• アカウントの乗っ取りおよび⼤量作成により⾏われるキャンペーンや時限セールでの不正購

買、およびポイント還元やキャッシュバックの不正取得
• ロボットによるチケット買い占め、不正な投票⾏為、悪意のある投票
• スパムメッセージ

⼿順
データリスク管理を開始して設定するには、次の⼿順に従います。

注 :
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設定の前に、運⽤中の Web サイトで Alibaba Cloud WAF を使⽤していることを確認してくだ
さい。 詳細については、 「WAF デプロイメントガイド」を参照してください。

1. Alibaba Cloud WAF コンソールにログインします。
2. [管理] > [Web サイトの設定] ページに移動し、利⽤している WAF インスタンスのリージョン

(中国本⼟または国際) を選択します。
3. 設定するドメイン名を検索して、[設定] をクリックします。
4. データリスク管理セクションの [ステータス] をオンにして使⽤を開始します。

注 :

データリスク管理の使⽤を開始すると、悪意のある動作を検出するための JavaScript コード
が Web ページに挿⼊され、すべての gzip 圧縮設定が無効になります。 運⽤中の Web サイ
トで標準以外のポートを使⽤している場合でも、データリスク管理に追加の設定は必要あり
ません。 すべての Web ページ（デフォルト設定）または特定の Web ページに JavaScript を
挿⼊できます。 詳細については、 「JSを特定のページに挿⼊」をご参照ください。

5. 保護モードを選択します。
• 警告: すべてのリクエストを許可し、疑わしいリクエストをログに記録します。
• 保護: 疑わしいリクエストに対して、スライダーによる確認を求めます。

注 :

デフォルトでは警告モードが使⽤されます。 データリスク管理はリクエストをブロックしま
せんが、JavaScript コードを Web ページに挿⼊して、クライアントの動作を分析します。
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6. [設定] をクリックして保護リクエストを追加するか、または JavaScript を挿⼊する Web ペー

ジを指定します。
• 保護リクエストの追加

a. [保護リクエスト] タブページで、[保護リクエストを追加] をクリックします。

b. [保護リクエストを追加] ダイアログボックスで、保護リクエスト URL を正しく⼊⼒しま
す。

保護リクエスト URL について
保護リクエスト URL は、Web ページのアドレスの代わりにビジネスアクションが実⾏
されるインターフェイスのアドレスです。 ここでは、登録ページの例で説明します。
この例では、ユーザーが登録リクエストを送信できる登録ページは  www.abc.com/

new_user です。 登録リクエストを送信するには、ユーザーは SMS 認証を実⾏し、登
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録に同意する必要があります。 動作するビジネスインターフェイスは www.abc.com/

getsmscode および www.abc.com/register.do です。
この場合、2 つの保護リクエストを追加して URL www.abc.com/getsmscode および
www.abc.com/register.do を SMS インターフェイスの悪⽤およびゾンビアカウントの
登録から保護できます。
リクエスト URL を www.abc.com/new_user のように設定した場合、ユーザーが登録
ページにアクセスすると、確認⽤スライダーがポップアップ表⽰されます。 この⽅法は
ユーザーエクスペリエンスに影響を与えます。
保護リクエスト URL の指定に関する注意点
- リクエスト URL は正確な URL である必要があります。 あいまい⼀致はサポートされ

ていません。
たとえば、 www.test.com/test が指定されている場合、保護は www.test.com/test

インターフェイスにのみ適⽤されます。 他のサブドメインページ（www.test.com/

test/abcなど）は影響を受けません。
- "/*" を使⽤すると、特定の Web ディレクトリ以下のすべてのパスをデータリスク管

理の保護対象にできます。
たとえば、www.test.com/book/* を指定すると、www.test.com/book 以下のすべ
てのパスが保護対象となります。 データリスク管理をサイト全体に適⽤する (たとえ
ば、www.abc.com/*  を保護リクエスト URLに指定) ことは推奨されていません。
ユーザーはホームページ上でもスライダーでの確認を完了しなければならないため、
ユーザーエクスペリエンスが低下する可能性があります。

- 他のページから遷移する URL ではなく、ユーザーから直接アクセスされることを⽬
的とした URL の設定は推奨されません。 最初からスライダーでの確認を求められる
と、ユーザーエクスペリエンスが低下します。

- API が直接呼び出される場合、データリスク管理の対象とされず、 呼び出しがブロッ
クされる場合があります。 API の呼び出しは機械が直接開始する動作であるため、
データリスク管理が⼈間による操作であるか、機械による操作であるかを判別ができ
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ないことが理由です。 API サービスがユーザーの操作（コンソールのボタンのクリッ
クなど）によって呼び出された場合は、データリスク管理の対象となります。

c. [確認] をクリックします。
正常に追加された保護リクエストは、約 10 分で有効になります。

• データリスク管理⽤ JavaScript を挿⼊する Web ページを指定します。
データリスク管理⽤ JavaScript と互換性がない Webページがある場合、特定の Web ペー
ジだけに JavaScript を挿⼊することもできます。

注 :

データリスク管理⽤ JavaScript が⼀部の Web ページに挿⼊されない場合、データリスク
管理がユーザーの動作全体を認識できないため、保護の有効性が低下する可能性がありま
す。

a. [JSをページに挿⼊] タブページで、[JSを特定のページに挿⼊] をクリックします。

b. [ページを追加] をクリックします。

注 :

最⼤ 20 の Web ページを追加できます。
c. [URL を追加] ダイアログボックスで、保護するドメイン名に属する特定の URI (「“/?」

で始まる URI) を⼊⼒し、[OK] をクリックします。

データリスク管理は、指定されたパスにのみ JavaScript を挿⼊します。
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データリスク管理の使⽤を開始すると、Alibaba Cloud WAF のログ機能を使⽤して保護の結果を
参照できます。 ログの例の詳細については、「 データリスク管理ログ」を参照してください。

ユースケース
Tom は、ドメイン名が www.abc.com の Web サイトを運⽤中です。 ⼀般ユーザーは、  www.

abc.com/register.htmlでメンバー登録できます。
最近、Tom はハッカーが悪意のあるスクリプトを使⽤して登録リクエストを頻繁に送信している
ことを発⾒しました。 ハッカーは、Tom が主催する賞品の抽選に参加するために、多数のゾン
ビアカウントを登録していました。 （このようなハッカーは econnoisseur と呼ばれます。） こ
れらのリクエストの頻度はあまり⾼くないため、通常のリクエストに似ています。 従来の HTTP

 フラッド保護⽅法では、この種の悪意のあるリクエストの識別に問題がありました。
Tom は Web サイトを WAF の保護対象に追加し、ドメイン名 www.abc.com でデータリスク管
理の使⽤を開始します。 www.abc.com/register.htmlのビジネスは Tom にとって最も重要であ
るため、この URL に特定のリクエスト保護を設定します。
設定が有効になると、WAF は次の動作を開始します。
• ドメイン名www.abc.com （ホームページおよびサブディレクトリ）にアクセスするユーザー

の動作に不審な点がないかどうかを監視し、分析します。 WAF は、Alibaba Cloud の評価
データベースを参照して、リスクのある IP アドレスを判断します。

• ユーザーが www.abc.com/register.html に登録リクエストを送信します。 この URL は WAF

で保護されるように設定されているため、WAF は、ユーザーが Web ページにアクセスしてか
ら登録リクエストを送信するまでの⾏動と評価に基づいて、ユーザーが疑わしいかどうかを判
断します。 たとえば、ユーザーが他のページを訪問することなく、最初から直接登録リクエス
トを送信した場合、疑わしい⾏動と考えられます。
- 送信されたリクエストが疑わしいと WAF が判断した場合、またはこのクライアント IP ア

ドレスで以前に不正が⾏われた記録がある場合、ユーザー認証⽤の確認スライダーがポッ
プアップ表⽰されます。 ユーザーが認証された場合は登録を続⾏できます。
■ ユーザーがスライダーによる確認を疑わしい⽅法で合格した場合（たとえば、スクリプ

トを使⽤して実在の⼈間によるスライド⾏為を模倣した場合）、WAF は引き続き他の確
認テストを実⾏します。

■ ユーザーがテストに合格できなかった場合、WAF はこの要求をブロックします。
- ユーザーのこれまでの操作から問題がないと WAF が判断した場合、リクエストを送信した

ユーザーはテストなどの介⼊なしに登録処理を完了できます。
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この例では、ドメイン名 (www.abc.com) 全体に対してデータリスク制御が有効になってい
ます。 つまり、WAF は、このドメイン名を持つすべてのページに JavaScript を挿⼊して、
クライアントが信頼できるかどうかを判断します。 実際には、インターフェイス www.abc.

com/register.html を対象として保護と検証が⾏われ、 このインターフェイスが呼び出される
と、WAF が介⼊します。 クライアントの挙動が信頼できる場合、WAF は介⼊しません。 信頼で
きないと判断された場合、ユーザーは操作を続⾏するためのテストに合格する必要があります。

データリスク管理ログ
Alibaba Cloud WAF のログ検索機能を使⽤して、データリスク管理による監視とブロックの状況
を確認できます。 たとえば、
• 次の図は、ユーザーがデータリスク管理の確認テストに合格した際のログを⽰しています。

データリスク管理によるテストに合格した⼀般ユーザーが URL を要求する場合、URL には ua

 で始まるパラメーターが含まれます。 このリクエストは配信元に送られ、通常のレスポンス
を受け取ります。

• 次の図は、データリスク管理によるブロックのログを⽰しています。

ユーザーがこのインターフェイスを直接呼び出した場合、URL には通常 ua で始まるパラメー
ターは含まれません（または偽装された ua を持つパラメーターが含まれます）。 リクエスト
は WAF によってブロックされ、配信元からのレスポンスは対応するログに表⽰されません。

ログ機能の[詳細検索] > [URL キーワード]で、データリスク管理インターフェイスを設定して使⽤
を開始します。 このインターフェイスを使⽤して、ブロッキングログを確認できます。
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2.10 Web サイト改ざん防⽌
Web サイト改ざん防⽌機能を使⽤して、機密コンテンツを含む特定のページをキャッシュしま
す。 これらのページをキャッシュした後、WAF は、ソースコンテンツが改ざんされた場合に、事
前にキャッシュしたコンテンツを訪問者に返し、確実にユーザーが正しいページを表⽰できるよ
うにします。
Web サイト改ざん防⽌機能を使⽤するには、WAF Pro を Business または Enterprise エディショ
ンにアップグレードする必要があります。 操作の詳細については、「更新とアップグレード」を
ご参照ください。
次の⼿順に従って、Web サイト改ざん防⽌を有効にして設定します。

注 :

次の操作を実⾏する前に、保護対象の Web サイトが WAF に追加されていることを確認します。
操作の詳細については、「WAF デプロイメントガイド」をご参照ください。

1. Alibaba Cloud WAF コンソールにログインします。
2. [管理] > [Web サイト設定] ページに移動して、WAF インスタンスのリージョン (中国本⼟また

は国際) を選択します。
3. 設定するドメインを選択して、[ポリシー] をクリックします。
4. [Webサイト改ざん防⽌] を有効にしてから、[設定] をクリックします。

注 :

改ざん防⽌サービスが不要な場合は、このページで無効にします。
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5. [新しいルール] をクリックし、[新しい URL の追加] ダイアログボックスで設定を完了します。

• サービス名: ルールに名前を付けます。
• URL: 保護する正確なパスを指定します。 ワイルドカード⽂字 (/* など) またはパラメー

ター (/abc? xxx=) はサポートされていません。 WAF はこのパス内のすべてのテキス
ト、HTML、および画像を保護します。

6. ルールを追加したら、[保護ステータス] でルールを⼿動で有効にします。 ルールを有効にしな
いと、設定は有効になりません。

7. 保護されたページを更新する場合は、[キャッシュの更新] をクリックしてキャッシュを更新す
る必要があります。 ページが更新された後、キャッシュを更新しない場合、WAF は常に最後
にキャッシュされたページコンテンツを返します。

2.11 データ漏えい防⽌
データ漏えい防⽌機能により、Web Application Firewall (WAF) は、次のように規定している中
国のサイバーセキュリティ法に準拠することが可能です。"ネットワーク事業者は、収集した個⼈
情報のセキュリティを保証し、情報漏えい、損害、および損失を防⽌するための技術的措置およ
びその他必要な措置を講じなければならない。 個⼈情報の漏えい、損害、または損失が発⽣した
場合、または発⽣する可能性がある場合には、関係するネットワーク事業者は直ちに改善策を講
じ、ユーザーに適時通知し、規定に従って所轄官庁に報告しなければならない。"

機能説明
データ漏えい防⽌機能は、Web サイトでの機密情報の漏えい (特に携帯電話番号、ID カード番
号、およびクレジットカード情報) と機密キーワードの漏えいに対する感度低下と警告対策を提
供します。 指定した HTTP ステータスコードをブロックすることも可能です。
この機能を使⽤するには、WAF を Business または Enterprise エディションにアップグレードす
る必要があります。 詳細は、「更新とアップグレード」をご参照ください。
Web サイトが直⾯する⼀般的な情報漏えいは次のとおりです。
• Web サイト管理バックグラウンドへの不正アクセスなど、URL への不正アクセス。
• ⽔平⽅向の過剰アクセス権限の脆弱性や垂直⽅向の過剰アクセス権限の脆弱性など、過剰なア

クセス権限の脆弱性。
• Web ページ上の悪意のあるクローラーによってクロールされる機密情報。
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データ漏えい防⽌機能では、次のタスクが⾏えます。
• Web ページ上で⽣成した個⼈情報や機密データを検出して識別し、早期警告や機密情報シー

ルドなどの保護⼿段を提供して、Web サイトの運⽤データ漏えいを防⽌します。 この機密
データおよび個⼈データには、ID カード番号、携帯電話番号、および銀⾏カード番号などが
あります。

• Web サイトで使⽤される Web アプリケーションソフトウェア、オペレーティングシステム、
およびバージョンをさらす可能性のある機密サーバー情報のワンクリックブロックをサポート
して、機密サーバー情報の漏えいを防⽌します。

• この機能は、組み込み型の違法で機密性の⾼いキーワードライブラリを使⽤して、警告、違法
なキーワードシールド、およびその他の保護⼿段を備え、Web ページに表⽰される違法で機
密性の⾼いキーワードに対処します。

利⽤シナリオ
データ漏えい防⽌機能は、応答ページに ID カード番号、携帯電話番号、キャッシュカード番号、
および他の種類の機密情報があるかどうかを検出します。 機密情報の⼀致を検出した場合、警告
を送信するか、または⼀致ルールに対して設定されているアクションに基づいて機密情報をフィ
ルターします。 機密情報がフィルターされると、情報の機密部分がアスタリスク (*) に置き換え
られ、保護されます。
データ漏えい防⽌機能は、text/*、image/*、および application/* などの コンテンツタイプを
サポートし、Web 端末、アプリ端末、および API インターフェイスをカバーしています。

⼿順
次の⼿順に従って、データ漏えい防⽌を有効にして設定します。

注 :

次の操作に進む前に、ドメインが WAF 保護リストに追加されていることを確認します。 詳細は
「CNAME アクセスガイド」をご参照ください。

1. Web Application Firewall コンソールにログインします。
2. [管理] > [Web サイト設定] ページに移動して、WAF インスタンスのリージョン (中国本⼟また

は国際) を選択します。
3. 設定するドメインを選択して、[ポリシー] をクリックします。
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4. [データ漏えい防⽌] 機能を有効にし、[設定] をクリックします。

5. [ルールの追加] をクリックして機密情報保護ルールを追加します。

注 :

[ルールの追加] ダイアログボックスで、[追加] をクリックしてさらに URL ⼀致条件を追加し
ます。

• 機密情報のマスク: 携帯電話番号、ID カード番号、およびその他の機密情報を表⽰する可
能性のある Web ページの場合、関連ルールを設定してこの情報をマスクまたは警告しま
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す。 たとえば、次の保護ルールを設定して、データマスクによって携帯電話番号と ID カー
ド番号を保護します。

この保護ルールを設定すると、この Web サイトのすべての Web ページに表⽰される携帯
電話番号と ID カード番号は⾃動的に暗くなります。

注 :
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Web ページに業務連絡先電話番号、サポートホットライン番号、およびその他の⼀般に提
供される携帯電話番号がある場合、これらも設定した携帯電話番号機密情報フィルタリン
グルールによって除外されることがあります。

• ステータスコードブロック: 特定の HTTP リクエストステータスコードをブロックまたは警
告するルールを設定して、機密サーバー情報の漏えいを防⽌します。 たとえば、次の保護
ルールを設定して HTTP 404 ステータスコードをブロックします。

この保護ルールを設定すると、ユーザーがこの Web サイト配下に存在しないページをリク
エストした場合に、指定されたページが返されます。

• 指定した URL の機密情報のフィルター: 携帯電話番号、ID カード番号、および他の機密情
報を表⽰する可能性のある指定した Web ページ の URL の場合、関連ルールを設定してこ
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の情報をフィルターまたは警告します。 たとえば、次の保護ルールを設定して、Web ペー
ジ admin.php 上で ID カード番号をフィルターします。

この保護ルールを設定すると、ID カード番号は admin.php Web ページ上で暗くなりま
す。

6. 追加したルールについては、それを編集または削除することも可能です。
データ漏えい防⽌機能を有効にすると、Web Application Firewall コンソールにログインし、[レ
ポート] > [攻撃保護] ページに移動して保護レポートを表⽰します。 このレポートによって、デー
タ漏えい防⽌ルールで除外またはブロックされたアクセスリクエストのログを照会します。

2.12 IP ブロッキング
IP ブロッキングを使⽤すると、運⽤中のドメインに対して短期間に⾼頻度の Web 攻撃を仕掛け
るクライアント IP アドレスを⾃動的にブロックできます。
WAF (Web アプリケーションファイアウォール) でこの機能を使⽤するためには、次の条件が満
たされている必要があります。
• WAF サービスが⽉単位または年単位のサブスクリプションで購⼊されていること。 詳細につ

いては、「WAF を購⼊する」をご参照ください。
• 運⽤中のドメインが WAF に追加され、保護されていること。 詳細については、Alibaba

Cloud WAF ユーザーガイド「概要」の「WAF の設定」セクションをご参照ください。
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• Web アプリケーション保護と HTTP フラッド保護が有効になっていること。 詳細について

は、「Web アプリケーション保護」および「HTTP フラッド保護」をご参照ください。
IP ブロッキング機能を使⽤すると、運⽤中のドメインに対して短時間に⾼頻度の Web 攻撃を仕
掛けるクライアント IP アドレスを⾃動的にブロックできます。 ブロックされた IP アドレスか
らのリクエストは、ブロック期間が経過するまで拒否されます。 ブロック期間が経過すると、
ブロックされた IP アドレスのブロックは⾃動的に解除されます。 IP ブロッキングを有効にする
と、保護ルールをカスタマイズできます。 詳細については、⼿順 5 をご参照ください。 IP アド
レスのブロックは、⼿動で解除することもできます。 詳細については、⼿順 6 をご参照くださ
い。
1. WAF コンソールにログインします。
2. 左側のナビゲーションペインで、[管理] > [ウェブサイトの設定] を選択します。 [ウェブサイト

の設定] ページで、WAF インスタンスのリージョン (中国本⼟または国際) を選択します。
3. ドメインの⼀覧から設定するドメインを検索し、[操作] 列の [設定] をクリックします。
4. 表⽰されたページを⾼頻度 Web 攻撃元 IP の⾃動ブロックセクションが表⽰されるまで下にス

クロールし、[ステータス] をオンにして IP ブロッキングを開始します。

IP ブロッキングの開始後、デフォルトの保護ルール (設定されたドメインに対して任意のクラ
イアント IP アドレスから 60 秒間に 20 回を超える Web 攻撃が⾏われた場合、その IP アドレ
スを 1,800 秒間ブロック) が適⽤されます。

5. オプション: 保護ルールをカスタマイズするには、次の⼿順を実⾏します。
a) ⾼頻度 Web 攻撃元 IP の⾃動ブロックセクションで、[設定] をクリックします。
b) [ルール設定] ダイアログボックスで、次のパラメーターを設定します。

注 :

パラメーターの設定⽅法が不明な場合は、 モードを [緩和モード]、[厳格モード]、または
[通常モード] のいずれかの値に設定します。 各モードは、デフォルトの保護ルールに基づ
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いて、異なる厳格度に設定されています。 ルールの設定を調整することにより、厳格度を
カスタマイズできます。
パラメーター 説明
Inspection Time Range 設定されたドメインに対して任意のクライアント IP アドレス

から⾏われる Web 攻撃を WAF が確認する期間 (秒単位)。
The number of attacks
exceeds

上記で設定した期間内に、任意のクライアント IP アドレスか
ら設定されたドメインに対して実⾏された Web 攻撃を許容す
る回数の上限。 任意のクライアント IP アドレスから⾏われた 
Web 攻撃の回数がこのパラメーターの値を超えた場合、その
クライアント IP アドレスは WAF によってブロックされます。

Blocked IP Addresses クライアント IP アドレスがブロックされる期間 (秒単位)。

c) [OK] をクリックします。
6. オプション: ⼿動でクライアントのIPアドレスのブロックを解除する場合、⾼頻度 Web 攻撃元

IP の⾃動ブロック セクションの [IP アドレスのブロック解除] をクリックします。

2.13 ディレクトリトラバーサルに対する保護
ディレクトリトラバーサルに対する保護は、運⽤中のドメインに対して短時間に⾼頻度のディレ
クトリトラバーサル攻撃を仕掛けるクライアント IP アドレスを⾃動的にブロックします。
WAF (Web アプリケーションファイアウォール) でこの機能を使⽤するためには、次の条件が満
たされている必要があります。
ディレクトリトラバーサルに対する保護機能を使⽤すると、ドメイン内で短時間に複数のディレ
クトリトラバーサル攻撃を実⾏するクライアント IP アドレスを⾃動的に検出してブロックできま
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す。 ブロックされた IP アドレスからのリクエストは、ブロック期間が経過するまで拒否されま
す。 ブロック期間が経過すると、ブロックされた IP アドレスのブロックは⾃動的に解除されま
す。 ディレクトリトラバーサルに対する保護を有効にすると、保護ルールをカスタマイズできま
す。 詳細については、⼿順 5 をご参照ください。 IP アドレスのブロックは、⼿動で解除するこ
ともできます。 詳細については、⼿順 6 をご参照ください。
1. WAF コンソールにログインします。
2. 左側のナビゲーションペインで、[管理] > [Web サイトの設定] を選択します。 [ウェブサイト

の設定] ページで、WAF インスタンスのリージョン (中国本⼟または国際) を選択します。
3. ドメインの⼀覧から設定するドメインを検索し、[操作] 列の [設定] をクリックします。
4. 表⽰されたページを ディレクトリスキャン防御 セクションが表⽰されるまで下にスクロール

し、[ステータス] をオンにしてディレクトリトラバーサルに対する保護を開始します。

ディレクトリトラバーサルに対する保護の開始後、デフォルトの保護ルール (設定されたドメ
インに対して任意のクライアント IP アドレスから 10 秒間に 50 回を超えるアクセスリクエス
トが⾏われ、その結果、リクエストに対するレスポンスのうちレスポンスコードが 404 のも
のが 70％ を超えた場合、その IP アドレスを 1,800 秒間ブロック) が適⽤されます。

5. オプション: 保護ルールをカスタマイズするには、次の⼿順を実⾏します。
a) ディレクトリスキャン防御セクションで、[設定] をクリックします。
b) [ルール設定] ダイアログボックスで、次のパラメーターを設定します。

注 :

パラメーターの設定⽅法が不明な場合は、 モードを [緩和モード]、[厳格モード]、または
[通常モード] のいずれかの値に設定します。 各モードは、デフォルトの保護ルールに基づ
いて、異なる厳格度に設定されています。 ルールの設定を調整することにより、厳格度を
カスタマイズできます。
パラメーター 説明
Inspection Time Range 設定されたドメインに対して任意のクライアント IP アドレス

から⾏われる ディレクトリトラバーサル 攻撃を WAF が確認
する期間 (秒単位)。
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パラメーター 説明
The total requests
exceeds

And the percentage
of responses with 404
exceeds

上記で設定した期間内に、任意のクライアント IP アドレスか
ら設定されたドメインに対して送信されたアクセスリクエス
トを許容する回数の上限。 設定されたドメインに対して任意
のクライアント IP アドレスから送信されたアクセスリクエス
トの数が "The total requests exceeds" の値を超え、かつ、
リクエストに対するレスポンスのうちレスポンスコードが 
404 のものが "And the percentage of responses with 404 
exceeds" の値を超えた場合 そのクライアント IP アドレスは 
WAF によってブロックされます。

Blocked IP Addresses クライアント IP アドレスがブロックされる期間 (秒単位)。

c) [OK] をクリックします。
6. オプション: ⼿動でクライアントのIPアドレスのブロックを解除する場合、ディレクトリス

キャン防御セクションの [IP アドレスのブロック解除] をクリックします。

2.14 脅威インテリジェンス
脅威インテリジェンスにより、⼀般的な脆弱性スキャナー、またはポートスキャン攻撃者とし
てAlibaba Cloud のライブラリに登録された IP アドレスからのアクセスリクエストを⾃動的にブ
ロックできます。
この機能を使⽤するためには、次の条件が満たされている必要があります。
脅威インテリジェンス機能を使⽤すると、sqlmap、 AWVS (Acunetix Web vulnerability 

scanner)、Nessus、AppScan、WebInspect、Netsparker、Nikto、RSAS などの⼀般的な脆弱
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性スキャナーからのアクセスリクエストを⾃動的にブロックできます。 また、連携防御機能を使
⽤して、Alibaba Cloud グローバルライブラリに登録されたポートスキャン攻撃者のすべての IP

 アドレスからのアクセスリクエストを⾃動的にブロックすることもできます。
1. WAF コンソールにログインします。
2. 左側のナビゲーションペインで、[管理] > [ウェブサイトの設定] を選択します。 [ウェブサイト

の設定] ページで、WAF インスタンスのリージョン (中国本⼟または国際) を選択します。
3. ドメインの⼀覧から設定するドメインを検索し、[操作] 列の [設定] をクリックします。
4. 表⽰されたページを脅威インテリジェンスセクションが表⽰されるまで下にスクロールし、必

要に応じて使⽤する保護機能をオンにします。
脅威インテリジェンスでは、次の保護機能を使⽤できます。
• スキャンツールのブロック: ⼀般的な脆弱性スキャナーを識別し、アクセスリクエストをブ

ロックします。
• 連携防御: Alibaba Cloud のグローバルライブラリに登録されたポートスキャン攻撃者のす

べての IP アドレスからのアクセスリクエストを⾃動的にブロックします。
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3 WAF セキュリティレポート
Alibaba Cloud WAF は、WAF によるすべての保護アクションを参照し、確認するためのセキュ
リティレポートを出⼒します。 攻撃に対する保護とリスク警告の統計情報を参照できます。

背景情報
Alibaba Cloud WAF セキュリティレポートは、攻撃保護レポートとリスク警告レポートで構成さ
れます。
• 攻撃保護レポートでは、すべての Web アプリケーション攻撃、HTTP フラッド攻撃、および 

HTTP ACL イベントの全体的な状況を確認できます。
• リスク警告レポートでは、ネットワーク資産で発⽣した⼀般的な攻撃の記録および概況、およ

びリスク警告情報を確認できます。 既知のハッカー攻撃、WordPress 攻撃、攻撃の疑い、ロ
ボットスクリプト、クローラーアクセス、SMS の悪⽤などのリスク警告を表⽰できます。

⼿順
次の⼿順に従って、WAF セキュリティレポートを参照できます。
1. Alibaba Cloud WAF コンソールにログインします。にログインします。
2. [レポート] > [レポート]ページに移動します。
3. [攻撃保護] または [リスク警告] タブページに移動し、対応するレポートを参照します。

• 攻撃保護レポートの表⽰
[攻撃保護] タブページで攻撃タイプを選択して、詳細なレコードを表⽰します。 次のレ
コードを表⽰できます。
- Web アプリケーション攻撃: WAF によって検査されたすべての Web 攻撃の記録を表⽰

します。 ドメイン名、攻撃元 IP アドレス、および攻撃時刻に基づいてレコードをフィ
ルタリングできます。

注 :
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Web 攻撃からの保護の詳細については、「Web アプリケーション保護」をご参照くだ
さい。

デフォルトでは、レコードの詳細情報が表⽰されます。 攻撃の統計情報を表⽰すること
もできます。 攻撃の統計情報には、セキュリティ攻撃タイプの分布、上位 5 件の攻撃元
IP アドレス、および上位 5 件の攻撃元リージョンが表⽰されます。

- HTTP Flood: WAF によって検査された HTTP フラッド攻撃の記録を表⽰します。 ドメイ
ン名と検索期間を選択して、対応するレコードを表⽰できます。

注 :
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HTTP フラッド攻撃の防⽌の詳細については、「 HTTP フラッド保護」をご参照くださ
い。

リアルタイムの合計 QPS および攻撃 QPS レコードがページの上部に表⽰され、すべて
の HTTP フラッドイベントがページの下部に表⽰されます。 Alibaba Cloud WAF では、
攻撃時間が 3分を超え、頻度が 1 秒当たり 100 回を超える攻撃を HTTP フラッド攻撃と
定義しています。

- HTTP ACL イベント: ドメイン名の ACL イベントを表⽰します。 ドメイン名と検索期間
を選択して、対応するレコードを表⽰できます。

注 :
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HTTP ACLイベントの詳細については、「  HTTP ACL ポリシー」をご参照ください。

• リスク警告レポートの表⽰
[リスク警告]タブページでリスクタイプを選択して、詳細を表⽰します。 次のリスクレ
コードを表⽰できます。
- ハッカー攻撃

リスク警告は、Alibaba Cloud のビッグデータ分析と攻撃元トレース機能に基づいた
ハッカープロファイリング機能を提供します。 この機能は、Web サイトで認識された
ハッカーによる悪意のある操作と活動を検知して記録します。 疑わしい挙動としては、
フットプリンティング、スキャン、攻撃などがあります。 ハッカーは実在する個⼈、ま
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たはグループです。 アラームを受信した場合、既知のハッカーによってWeb サイトが
ハッキングされていることを意味します。

図中の点は、対応する⽇付におけるハッカーの活動を⽰しています。 特定の点をクリッ
クすると、詳細な攻撃記録が表⽰されます。 ここで、
■ それぞれの⾏は別々のハッカーを表しています。 ハッカー情報をクリックすると、

ハッカーの特性が表⽰されます。
■ 危険の重⼤度は、点の⾊によって判断できます。 ⾊が暗いほど危険であることを⽰

しています。
■ 点の⼤きさは、当⽇の攻撃の頻度を⽰しています。 ⼤きなドットはより多くの攻撃

を表し、⼩さなドットはより少ない攻撃を表します。
対処⽅法: レポートに表⽰される攻撃は WAF によって遮断されます。 そのため特別な操
作は必要はありません。 ハッカーはさまざまな⽅法（SSH やデータベースポートなど）
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を使⽤して Web サイトに侵⼊する可能性があるため、サーバー上の Web サービス以外
のセキュリティについても注意を払ってください。

- WordPress

リスク警告は、 「WordPress Pingback 攻撃の防⽌」に記載されている攻撃防御機能に
よって WordPress 攻撃を検出します。 警告の数が増え続けている場合、サーバーは近
いうちにこの種の HTTP フラッド攻撃に遭遇する可能性があります。
対処⽅法：前述の⽂書で⽰された防御⽅法に従って、「HTTP ACL ポリシー」を構成し
ます。

- 疑わしい攻撃
ビッグデータの分析による例外検出アルゴリズムに基づいて、WAF は不審なアクセス
リクエストを検出します。不審な情報には、異常なパラメーター名、タイプ、シーケン
ス、特殊記号、およびステートメントなどがあります。
リスク警告は、異常な部分がハイライトされています。 たとえば、次の図に⽰すリクエ
ストには 2 度繰り返されたパラメーターが含まれており、通常のように「＆」記号で連
結されていません。

対処⽅法：疑わしいリクエストがアラームで報告されます。報告されたリクエストは、
特別なサービスにおける通常のリクエストか、または攻撃の⼀種である可能性がありま
す。 そのため、利⽤中のサービスの機能に基づいてアラームを分析します。

- ロボットスクリプト
WAF は、Python 2.2 や HttpClient などの⼀般的なマシンスクリプトツールの機能の検
出をサポートしています。 最近、テストツールを使⽤して多数のリクエストを送信した
事実がない場合、アラームの数は、⼀部のマシンスクリプトツールから受信または検出
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された悪意のあるリクエストの数を⽰します。 また、トラフィックの輻輳をテストした
り、HTTP フラッド攻撃を開始したりするために使⽤されるツールの場合もあります。
対処⽅法:「ログ」を解析して HTTP フラッド攻撃の有無を確認し、「HTTP ACL ポリ
シー」や「 HTTP フラッド保護」、および「 ブロックリージョン」などの保護アルゴリ
ズムにより悪意のある攻撃を遮断します。

- ボット攻撃
WAF は、クローラーリクエスト（Baidu spider などの正式なクローラーを含む）の検
出をサポートしています。 このアラームの発⽣回数が増加し、サーバーでのリクエスト
の数が異常に増加し、さらに CPU 使⽤率も上昇している場合、Web サイトが悪意のあ
るクローラーリクエストまたはクローラーを装った HTTP フラッド攻撃に直⾯している
可能性があります。
対処⽅法: ログおよびサーバーパフォーマンスの分析結果に基づいて、HTTP フラッド攻
撃または悪意のあるクローラーリクエストの有無を確認します。 詳細については、「悪
意のあるクローラーの阻⽌」をご参照ください。 WAF は、正式なクローラー（Baidu

crawler など）のリクエストを遮断しません。
- SMS の悪⽤

WAF は、ショートメッセージ登録インターフェイスやショートメッセージ検証インター
フェイスなどのインターフェイス上のリクエストの検出をサポートしています。 このア
ラームを多く受信した場合、ショートメッセージインターフェイスが悪⽤されています
（その結果、ショートメッセージの処理が遅延します）。
対処⽅法： 詳細を⾒るをクリックして、特定のリクエストを表⽰します。 送信元の IP

アドレスと⼤半のリクエストが送信されているインターフェイスに基づいて、呼び出し
が通常のサービス呼び出しであるかどうかを分析できます。 通常のサービス呼び出し
ではないと判断された場合、 「データリスク管理」および「カスタム HTTP フラッド保
護」を使⽤して、悪⽤されているインターフェイスを保護することを推奨します。
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