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Amazon Route 53 とは？
Amazon Route 53 は、可用性と拡張性に優れたドメインネームシステム (DNS) ウェブサービスで
す。Route 53 を使用すると、ドメイン登録、DNS ルーティング、ヘルスチェックの 3 つの主要な機能を
任意の組み合わせで実行できます。

3 つのすべての機能で Route 53 を使用するように選択した場合は、次の順序に従ってください。

1. ドメイン名の登録

ウェブサイトには example.com などの名前が必要です。Route 53 を使用すると、ウェブサイトや
ウェブアプリケーションの名前 (ドメイン名) を登録できます。
• 概要については、「ドメイン登録の仕組み (p. 2)」を参照してください。
• 手順については、「新しいドメインの登録 (p. 42)」を参照してください。
• ドメインの登録と、Amazon S3 バケットでの簡単なウェブサイトの作成方法のチュートリアルにつ

いては、「Amazon Route 53 の開始方法 (p. 16)」を参照してください。
2. ドメインのリソースへのインターネットトラフィックのルーティング

ユーザーがウェブブラウザを開き、ドメイン名 (example.com) またはサブドメイン名 
(acme.example.com) をアドレスバーに入力したときに、Route 53 はブラウザをウェブサイトまたは
ウェブアプリケーションに接続するための支援を行います。
• 概要については、「ウェブサイトやウェブアプリケーションへのインターネットトラフィックの

ルーティング (p. 2)」を参照してください。
• 手順については、「DNS サービスとしての Amazon Route 53 の設定 (p. 332)」を参照してくださ

い。
• Amazon WorkMail にメールをルーティングする手順については、Amazon WorkMail へのトラ

フィックのルーティング (p. 539) を参照してください。
3. リソースの正常性のチェック

Route 53 は、自動リクエストをインターネット経由でウェブサーバーなどのリソースに送信して、そ
のリソースが到達可能、使用可能、機能中であることを確認します。リソースが使用不可になったら
通知を受け取るようにしたり、インターネットのトラフィックを異常なリソースから遠ざけるように
ルーティングしたりもできます。
• 概要については、「Amazon Route 53 がリソースの正常性をチェックする方法 (p. 5)」を参照

してください。
• 手順については、「Amazon Route 53 ヘルスチェックの作成と DNS フェイルオーバーの設

定 (p. 542)」を参照してください。

トピック
• ドメイン登録の仕組み (p. 2)
• ウェブサイトやウェブアプリケーションへのインターネットトラフィックのルーティング (p. 2)
• Amazon Route 53 がリソースの正常性をチェックする方法 (p. 5)
• Amazon Route 53 の概念 (p. 6)
• Amazon Route 53 の開始方法 (p. 12)
• 関連サービス (p. 12)
• Amazon Route 53 へのアクセス (p. 12)
• AWSIdentity and Access Management (p. 12)
• Amazon Route 53 の料金と請求 (p. 13)
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ドメイン登録の仕組み
ウェブサイトやウェブアプリケーションを作成する場合は、まずウェブサイトの名前 (domain name) を登
録します。ドメイン名は、お客様のウェブサイトをユーザーが表示するためにブラウザーに入力する名前 
(example.com など) です。

ここでは、Amazon Route 53 を使用してドメイン名を登録する方法の概要を示します。

1. ドメイン名を選択し、希望するドメイン名が使用可能であること、つまり、他の誰もが登録していない
ことを確認します。

必要なドメイン名がすでに使用されている場合は、他の名前を試したり、.com などの最上位ドメ
インのみを .ninja や .hockey などの別の最上位ドメインに変更してみたりできます。Route 53 でサ
ポートされている最上位ドメインの一覧については、「Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイ
ン (p. 122)」を参照してください。

2. Route 53 を使用してドメイン名を登録します。ドメインを登録するときは、ドメインの所有者の名前と
連絡先情報、その他の連絡先の名前とその情報を提供します。

Route 53 を使用してドメインを登録すると、このサービスは自動的に以下の処理を実行してドメインの 
DNS サービスになります。
• ドメインと同じ名前の hosted zone を作成します。
• 4 つの一連のネームサーバーをホストゾーンに割り当てます。誰かがブラウザを使用して 

www.example.com などのウェブサイトにアクセスすると、これらのネームサーバーはウェブサー
バーや Amazon S3 バケットなどのリソースを探す場所をブラウザに指示します。(Amazon S3 は、
ウェブ上の任意の場所から任意の量のデータを保存および取得するためのオブジェクトストレージで
す。A バケットは、S3 に保存するオブジェクトのコンテナです。)

• ホストゾーンからネームサーバーを取得し、ドメインに追加します。

詳細については、「ウェブサイトやウェブアプリケーションへのインターネットトラフィックのルー
ティング (p. 2)」を参照してください。

3. 登録プロセスの最後に、お客様の情報をドメインのレジストラに送信します。domain registrar
は、Amazon Registrar, Inc. か、当社のレジストラ関連会社である Gandi のいずれかです。ドメインの
レジストラを見つける方法については、「レジストラの検索 (p. 115)」を参照してください。

4. レジストラはお客様の情報をドメインのレジストリに送信します。レジストリとは、.com などの 1 つ
または複数の最上位ドメインのドメイン登録を販売する会社です。

5. レジストリは、お客様のドメインに関する情報を自社のデータベースに保存し、その情報の一部をパブ
リック WHOIS データベースにも保存します。

ドメイン名を登録する方法の詳細については、「新しいドメインの登録 (p. 42)」を参照してください。

別のレジストラにドメイン名をすでに登録している場合は、ドメイン登録を Route 53 に移管するように
選択できます。この操作は、Route 53 の他の機能を使用する場合は不要です。詳細については、「ドメイ
ン登録の Amazon Route 53 への移管 (p. 79)」を参照してください。

ウェブサイトやウェブアプリケーションへのイン
ターネットトラフィックのルーティング

インターネット上のすべてのコンピューターは、スマートフォンやラップトップから、大規模な小売サイ
トのコンテンツに対応するサーバーに至るまで、番号を使用して相互に通信します。これらの番号は、IP 
アドレスと呼ばれ、以下のいずれかの形式になります。

• インターネットプロトコルバージョン 4 (IPv4) 形式 (192.0.2.44 など)
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• インターネットプロトコルバージョン 6 (IPv6) 形式 (2001:0db8:85a3:0000:0000:abcd:0001:2345 など)

ブラウザを開いてウェブサイトにアクセスするときは、このような長い文字列を覚えて入力する必要は
ありません。代わりに、example.com のようなドメイン名を入力しても、正しい場所にアクセスできま
す。Amazon Route 53 などの DNS サービスにより、ドメイン名と IP アドレスとを結び付けることができ
ます。

トピック
• ドメインのインターネットトラフィックをルーティングするように Amazon Route 53 を設定する方法

の概要 (p. 3)
• Amazon Route 53 によりドメインのトラフィックをルーティングする方法 (p. 4)

ドメインのインターネットトラフィックをルーティン
グするように Amazon Route 53 を設定する方法の概
要
ここでは、Amazon Route 53 コンソールを使用してドメイン名を登録し、ウェブサイトやウェブアプリ
ケーションにインターネットトラフィックをルーティングするように Route 53 を設定する方法の概要を
示します。

1. お客様のユーザーがコンテンツへのアクセスに使用するドメイン名を登録します。概要については、
「ドメイン登録の仕組み (p. 2)」を参照してください。

2. ドメイン名を登録した後、Route 53 はドメインと同じ名前のパブリックホストゾーンを自動的に作成し
ます。詳細については、「パブリックホストゾーンの使用 (p. 347)」を参照してください。

3. リソースにトラフィックをルーティングするには、レコード (リソースレコードセット) をホストゾーン
に作成します。各レコードには、ドメインのトラフィックをどのようにルーティングするかについて、
以下のような情報が含まれます。
名前

レコードの名前は、Route 53 でトラフィックをルーティングするドメイン名 (example.com) また
はサブドメイン名 (www.example.com、retail.example.com) に対応します。

ホストゾーン内の各レコードの名前は、ホストゾーンの名前で終わる必要があります。例えば、ホ
ストゾーンの名前が example.com の場合、すべてのレコード名は example.com で終わる必要があ
ります。Route 53 コンソールはこの処理を自動的に行います。

タイプ

レコードタイプによって通常、トラフィックをルーティングする先のリソースのタイプが決まり
ます。例えば、トラフィックを E メールサーバーにルーティングするには、[Type] で [MX] を指定
します。IPv4 IP アドレスが割り当てられたウェブサーバーにトラフィックをルーティングするに
は、[Type] で [A] を指定します。

値

値は [Type] と密接に関連します。[Type] で [MX] を指定する場合は、[Value] で 1 つ以上の E 
メールサーバーの名前を指定します。[Type] で [A] を指定する場合は、IP アドレスを IPv4 形式 
(192.0.2.136 など) で指定します。

レコードの詳細については、「レコードを使用する (p. 380)」を参照してください。

エイリアスレコードと呼ばれる特殊な Route 53 レコードを作成して、トラフィックを Amazon S3 バケッ
ト、Amazon CloudFront ディストリビューション、およびその他の AWS リソースにルーティングするこ
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ともできます。詳細については、「エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択 (p. 392)」および
「AWS リソースへのインターネットトラフィックのルーティング (p. 521)」を参照してください。

リソースへのインターネットトラフィックのルーティングについては、「DNS サービスとしての Amazon 
Route 53 の設定 (p. 332)」を参照してください。

Amazon Route 53 によりドメインのトラフィックを
ルーティングする方法
ウェブサーバーや Amazon S3 バケットなどのリソースにインターネットトラフィックをルーティングす
るように Amazon Route 53 を設定した後に、誰かが www.example.com のコンテンツをリクエストする
と、ほんの数ミリ秒で何が起こるかを以下に示します。

1. ユーザーがウェブブラウザを開き、アドレスバーに www.example.com を入力して、Enter キーを押し
ます。

2. www.example.com のリクエストは DNS リゾルバーにルーティングされます。DNS リゾルバーは通
常、ケーブルインターネットプロバイダー、DSL ブロードバンドプロバイダー、企業ネットワークな
ど、ユーザーのインターネットサービスプロバイダー (ISP) によって管理されます。

3. ISP の DNS リゾルバーは、www.example.com のリクエストを DNS ルートネームサーバーに転送しま
す。

4. DNS リゾルバーは www.example.com のリクエストを今度は .com ドメインのいずれかの TLD ネーム
サーバーに再び転送します。.com ドメインのネームサーバーは、example.com ドメインに関連付けら
れている 4 つの Route 53 ネームサーバーの名前でリクエストに応答します。

DNS リソルバーは、4 つの Route 53 ネームサーバーをキャッシュ (保存) します。次回に誰かが 
example.com を参照すると、すでに example.com のネームサーバーがあるため、ステップ 3 および 4 
はスキップされます。通常、ネームサーバーは 2 日間キャッシュされます。

5. DNS リゾルバーは、Route 53 ネームサーバーを選択し、www.example.com のリクエストをそのネーム
サーバーに転送します。

6. Route 53 ネームサーバーは、example.com ホストゾーンで www.example.com レコードを検索し、関
連付けられた値 (ウェブサーバーの IP アドレス 192.0.2.44 など) を取得して、IP アドレスを DNS リゾ
ルバーに返します。

7. DNS リゾルバーには最終的に、ユーザーが必要とする IP アドレスがあります。リゾルバーは、その値
をウェブブラウザに返します。

Note

DNS リゾルバーは、指定された期間、example.com の IP アドレスをキャッシュして、次回
に誰かが example.com を参照すると、より高速に応答できるようにもします。詳細について
は、「time to live (TTL)」を参照してください。

8. ウェブブラウザは、DNS リゾルバーから取得した IP アドレスに www.example.com のリクエストを送
信します。これは、Amazon EC2 インスタンスで実行されているウェブサーバー、ウェブサイトエンド
ポイントとして設定されている Amazon S3 バケットなど、お客様のコンテンツが置かれている場所で
す。

9. 192.0.2.44 にあるウェブサーバーなどのリソースは、www.example.com のウェブページをウェブブラ
ウザに返し、ウェブブラウザはそのページを表示します。
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Amazon Route 53 がリソースの正常性をチェック
する方法

Amazon Route 53 ヘルスチェックでは、ウェブサーバーや E メールサーバーなどのリソースの正常性を監
視します。必要に応じて、リソースが使用不可になったら通知を受け取るように、ヘルスチェックに対し
て Amazon CloudWatch アラームを設定できます。

ここでは、リソースが使用不可になったら通知を受け取る場合のヘルスチェックのしくみの概要を示しま
す。

1. ヘルスチェックを作成し、ヘルスチェックの実行方法を定義する以下の値を指定します。
• Route 53 でモニタリングするウェブサーバーなどのエンドポイントの IP アドレスまたはドメイン名 

(他のヘルスチェックのステータス、または CloudWatch アラームの状態をモニタリングすることもで
きます)。

• Amazon Route 53 がチェックの実行に使用するプロトコル (HTTP、HTTPS、または TCP)。
• Route 53 がエンドポイントにリクエストを送信する頻度。これはリクエスト間隔です。
• Route 53 がエンドポイントを異常とみなすまでにそのエンドポイントがリクエストに応答しない連続

回数。これは失敗しきい値です。
• 必要に応じて、Route 53 がエンドポイントを異常とみなしたときの通知方法。通知を設定する

と、Route 53 は CloudWatch アラームを自動的に設定します。CloudWatch は Amazon SNS を使用
して、エンドポイントが異常であることをユーザーに通知します。

2. Route 53 は、ヘルスチェックで指定した間隔でエンドポイントにリクエストを送信し始めます。

エンドポイントがリクエストに応答した場合、Route 53 はエンドポイントを正常とみなし、何も処理を
実行しません。

3. エンドポイントがリクエストに応答しない場合、Route 53 は、エンドポイントがリクエストに応答しな
い連続回数のカウントを開始します。
• 指定した失敗しきい値にカウントが達すると、Route 53 はそのエンドポイントを異常とみなします。
• カウントが失敗しきい値に達するまでにエンドポイントが再び応答を開始すると、Route 53 はカウン

トを 0 にリセットし、CloudWatch はお客様に通知しません。
4. Route 53 がエンドポイントを異常とみなし、ヘルスチェックの通知を設定している場合、Route 53 は 

CloudWatch に通知します。

通知を設定していない場合でも、Route 53 ヘルスチェックのステータスは Route 53 コンソールで確認
できます。詳細については、「ヘルスチェックのステータス監視と通知の受信 (p. 558)」を参照して
ください。

5. ヘルスチェックの通知を設定している場合、CloudWatch はアラームをトリガーし、指定した受取人に 
Amazon SNS を使用して通知を送信します。

特定のエンドポイントの正常性をチェックするだけでなく、1 つ以上の他のヘルスチェックのステータス
を確認するように正常性チェックを設定することで、5 つのうち 2 つのウェブサーバーなど指定した数の
リソースが使用不可になったら通知を受け取るようにできます。また、CloudWatch アラームのステータ
スを確認するようにヘルスチェックを設定して、リソースがリクエストに応答しているかどうかだけでな
く、幅広い基準に基づいて通知を受け取るようにもできます。

ウェブサーバーやデータベースサーバーなど、同じ機能を実行するリソースが複数あり、Route 53 によっ
て正常なリソースにのみトラフィックがルーティングされるようにする場合、そのリソースの各レコード
にヘルスチェックを関連付けることで、DNS フェイルオーバーを設定できます。基盤となるリソースが
正常でないとヘルスチェックでわかった場合、Route 53 は関連付けられているレコードにトラフィックを
ルーティングしないようにします。
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Route 53 を使用してリソースの正常性を監視する方法の詳細については、「Amazon Route 53 ヘルス
チェックの作成と DNS フェイルオーバーの設定 (p. 542)」を参照してください。

Amazon Route 53 の概念
ここでは、Amazon Route 53 デベロッパーガイド 全体で説明されている概念の概要を示します。

トピック
• ドメイン登録の概念 (p. 6)
• ドメインネームシステム (DNS) の概念 (p. 7)
• コントロールプレーンとデータプレーンの概念 (p. 10)
• ヘルスチェックの概念 (p. 11)

ドメイン登録の概念
ここでは、ドメイン登録に関連する概念の概要を示します。

• domain name
• domain registrar
• domain registry
• domain reseller
• top-level domain (TLD)

ドメイン名

ユーザーがウェブブラウザのアドレスバーに入力してウェブサイトやウェブアプリケーションにアク
セスするための名前 (example.com など)。ウェブサイトやウェブアプリケーションをインターネット
で使用できるようにするには、まずドメイン名を登録します。詳細については、「ドメイン登録の仕
組み (p. 2)」を参照してください。

ドメインレジストラ

特定の最上位ドメイン (TLD) のドメイン登録を処理する ICANN (Internet Assigned Names and 
Numbers) から認定を受けている会社。ドメインのレジストラを見つける方法については、「レジス
トラの検索 (p. 115)」を参照してください。

ドメインレジストリ

特定の最上位ドメインを含むドメインを販売する権利を有する会社。たとえば、VeriSign は、.com 
TLD を含むドメインを販売する権利を有するレジストリです。ドメインレジストリは、地理的 TLD に
関する居住者要件など、ドメインを登録するためのルールを定義します。また、ドメインレジストリ
は、同じ TLD を含むすべてのドメイン名に対する信頼できるデータベースを維持しています。レジ
ストリのデータベースには、各ドメインの連絡先情報やネームサーバーなどの情報が保存されていま
す。

ドメインリセラー

Amazon Registrar などのレジストラのドメイン名を販売する会社。Amazon Route 53 は、Amazon 
Registrar と当社のレジストラ関連会社である Gandi のドメインリセラーです。

最上位ドメイン (TLD)

.com、.org、.ninja などのドメイン名の末尾の部分。最上位ドメインには 2 つのタイプがあります。
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汎用最上位ドメイン

これらの TLD は通常、ユーザーにウェブサイトで見つかるものを連想させます。たとえば、TLD 
が .bike のドメイン名は、オートバイや自転車のビジネスや組織のウェブサイトに関連付けられて
いることがよくあります。いくつかの例外を除き、お客様は任意の一般的な TLD を使用できるた
め、自転車のクラブがドメイン名に .hockey TLD を使用しても構いません。

地理的最上位ドメイン

これらの TLD は国や都市などの地理的地域に関連付けられています。地理的 TLD の一部のレジ
ストリは居住者要件を設けており、the section called “.io (英領インド洋地域)” (p. 309) などの他
のレジストリは汎用 TLD の使用を許可または推奨しています。

Route 53 でドメイン名を登録する際に使用できる TLD の一覧については、「Amazon Route 53 に登
録できる最上位ドメイン (p. 122)」を参照してください。

ドメインネームシステム (DNS) の概念
ここでは、ドメインネームシステム (DNS) に関連する概念の概要を示します。

• alias record
• authoritative name server
• CIDR block
• DNS query
• DNS resolver
• Domain Name System (DNS)
• hosted zone
• IP address
• name servers
• private DNS
• recursive name server
• record (DNS record)
• reusable delegation set
• routing policy
• subdomain
• time to live (TTL)

エイリアスレコード

Amazon CloudFront ディストリビューションや Amazon S3 バケットなどの AWS リソースにトラ
フィックをルーティングするために、Amazon Route 53 で作成できるレコードのタイプ。詳細につい
ては、「エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択 (p. 392)」を参照してください。

権威ネームサーバー

ドメインネームシステム (DNS) の特定部分に関する決定的情報を保存しており、該当する情報を返す
ことで DNS リゾルバーからのリクエストに応答するネームサーバー。例えば、.com 最上位ドメイン 
(TLD) の権威ネームサーバーは、登録されたすべての .com ドメインのネームサーバーの名前を認識し
ています。.com 権威ネームサーバーが example.com の DNS リゾルバーからリクエストを受信する
と、example.com ドメインの DNS サービスのネームサーバーの名前で応答します。

Route 53 ネームサーバーは、Route 53 を DNS サービスとして使用するすべてに対するドメインの
権威ネームサーバーです。ネームサーバーは、お客様がドメインのホストゾーンで作成したレコード
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に基づいて、ドメインおよびサブドメインのトラフィックをどのようにルーティングするかを認識し
ています (Route 53 ネームサーバーは、Route 53 を DNS サービスとして使用するドメインのホスト
ゾーンを保存しています)。

例えば、Route 53 ネームサーバーが www.example.com のリクエストを受信すると、そのレコードを
検索し、レコードに指定されている 192.0.2.33 などの IP アドレスを返します。

CIDR ブロック

CIDR ブロックは IP の範囲であり、IP ベースルーティングで使用されます。Route 53 において
は、IPv4 を使用する場合は /0 から /24 まで、IPv6 の場合は /0 から /48 までの CIDR ブロックを指
定できます。例えば、/24 IPv4 の CIDR ブロックには、256 個の連続した IP アドレスが含まれま
す。CIDR ブロック (または IP 範囲) のセットは CIDR ロケーション内にグループ化することができ、
このグループは、以下のように再利用可能な CIDR コレクションとしてグループ化されます。

DNS クエリ

通常、ドメイン名に関連付けられたリソースのドメインネームシステム (DNS) に、コンピューターや
スマートフォンなどのデバイスから送信されたリクエスト。DNS クエリの最も一般的な例は、ユー
ザーがブラウザを開いてアドレスバーにドメイン名を入力するときです。DNS クエリへの応答は通
常、ウェブサーバーなどのリソースに関連付けられている IP アドレスです。リクエストを開始したデ
バイスは、IP アドレスを使用してリソースと通信します。例えば、ブラウザは IP アドレスを使用し
てウェブサーバーからウェブページを取得できます。

DNS リゾルバー

インターネットサービスプロバイダー (ISP) によって管理される DNS サーバー。ユーザーのリクエス
トと DNS ネームサーバーの仲介役を果たします。ブラウザを開いてアドレスバーにドメイン名を入
力すると、クエリはまず DNS リゾルバーに送信されます。リゾルバーは、DNS ネームサーバーと通
信して、ウェブサーバーなどの対応するリソースの IP アドレスを取得します。DNS リゾルバーは、
再帰ネームサーバーとも呼ばれます。DNS リゾルバーが、ウェブブラウザやノートパソコンなどユー
ザーのデバイスに返す応答 (通常は IP アドレス) を取得するまで、一連の権威 DNS ネームサーバーに
リクエストを送信するためです。

ドメインネームシステム (DNS)

コンピューター、スマートフォン、タブレット、その他の IP 対応デバイスの相互通信を支援する世界
規模のサーバーネットワーク。ドメインネームシステムは、example.com など簡単に理解できる名前
を IP アドレスと呼ばれる番号に変換して、インターネットでコンピューター同士がそれらの番号を使
用して相互に検索できるようにします。

「IP address」も参照してください。
ホストゾーン

レコードのコンテナ。ドメイン (example.com など) とそのすべてのサブドメイン 
(www.example.com、retail.example.com、seattle.accounting.example.com など) のトラフィックをど
のようにルーティングするかに関する情報が含まれます。ホストゾーンの名前には、対応するドメイ
ンと同じ名前が含まれます。

例えば、example.com のホストゾーンには、www.example.com のトラフィックを IP アドレス 
192.0.2.243 のウェブサーバーにルーティングするための情報から成るレコードと、example.com の 
E メールを mail1.example.com と mail2.example.com の 2 つの E メールサーバーにルーティングする
ための情報から成るレコードを含めることができます。各 E メールサーバーにもそれぞれに固有のレ
コードが必要です。

「record (DNS record)」も参照してください。
IP アドレス

インターネット上のデバイス (ラップトップ、スマートフォン、Web サーバなど) に割り当てられる番
号。デバイスがインターネット上の他のデバイスと通信できるようにします。IP アドレスは以下のい
ずれかの形式になります。
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• インターネットプロトコルバージョン 4 (IPv4) 形式 (192.0.2.44 など)
• インターネットプロトコルバージョン 6 (IPv6) 形式 (2001:0db8:85a3:0000:0000:abcd:0001:2345 な

ど)

Route 53 は、以下の目的で IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方をサポートしています。
• IPv4 アドレスの場合は A タイプ、IPv6 アドレスの場合は AAAA タイプのレコードを作成できる
• リクエストを IPv4 または IPv6 アドレスに送信するヘルスチェックを作成できる
• DNS リゾルバーが IPv6 ネットワークにある場合は、IPv4 または IPv6 のいずれかを使用し

て、Route 53 にリクエストを送信できる
ネームサーバー

コンピューターが相互に通信するために使用する IP アドレスにドメイン名を変換するためのドメイ
ンネームシステム (DNS) のサーバー。ネームサーバーは再帰ネームサーバー (DNS resolver) または
authoritative name server のいずれかになります。

DNS がトラフィックをリソースにどのようにルーティングするか (そのプロセスでの Route 53 の役割
も含む) の概要については、「Amazon Route 53 によりドメインのトラフィックをルーティングする
方法 (p. 4)」を参照してください。

プライベート DNS

ドメインとそのサブドメインのトラフィックを 1 つ以上の Amazon virtual private cloud (VPC) 内の 
Amazon EC2 インスタンスにルーティングできるようにするドメインネームシステム (DNS) のローカ
ルバージョン。詳細については、「プライベートホストゾーンの使用 (p. 364)」を参照してくださ
い。

レコード (DNS レコード)

ドメインまたはサブドメインのトラフィックをどのようにルーティングするかを定義するために使用
する、ホストゾーン内のオブジェクト。例えば、IP アドレスが 192.0.2.234 のウェブサーバーにトラ
フィックをルーティングする example.com と www.example.com のレコードを作成できます。

Route 53 固有のレコードによって提供される機能に関する情報を含め、レコードの詳細については、
「DNS サービスとしての Amazon Route 53 の設定 (p. 332)」を参照してください。

再帰ネームサーバー

「DNS resolver」を参照してください。
再利用可能な委託セット

複数のホストゾーンで使用できる 4 つの一連の権威ネームサーバー。デフォルトでは、Route 53 は
ランダムに選択されたネームサーバーを新しいホストゾーンごとに割り当てます。多数のドメインの 
DNS サービスを Route 53 に簡単に移行するために、再利用可能な委任セットを作成し、新しいホス
トゾーンに関連付けることができます (既存のホストゾーンに関連付けられているネームサーバーを変
更することはできません)。

再利用可能な委任セットを作成し、ホストゾーンにプログラムで関連付けます。Route 53 コン
ソールの使用はサポートされていません。詳細については、Amazon Route 53 API リファレンスの
「CreateHostedZone」と「CreateReusableDelegationSet」を参照してください。AWS SDK、AWS 
Command Line Interface、および AWS Tools for Windows PowerShell でも同じ機能を利用できます。

ルーティングポリシー

Route 53 が DNS クエリに応答する方法を決定するレコードの設定。Route 53 は、以下のルーティン
グポリシーをサポートしています。
• シンプルルーティングポリシー – ドメインで特定の機能を実行する単一のリソース (example.com 

ウェブサイトにコンテンツを提供するウェブサーバーなど) にインターネットトラフィックをルー
ティングするために使用します。

• フェイルオーバールーティングポリシー – アクティブ/パッシブフェイルオーバーを構成する場合に
使用します。
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• 位置情報ルーティングポリシー– ユーザーの場所に基づいてインターネットトラフィックをリソー
スにルーティングする場合に使用します。

• 地理的近接性ルーティングポリシー – リソースの場所に基づいてトラフィックをルーティングし、
必要に応じてトラフィックをある場所のリソースから別の場所のリソースに移動する場合に使用し
ます。

• レイテンシールーティングポリシー– 複数の場所にリソースがあり、レイテンシーが最も小さいリ
ソースにトラフィックをルーティングする場合に使用します。

• IP ベースのルーティングポリシー – トラフィックの送信元の IP アドレスがわかっており、ユー
ザーの位置に基づいてトラフィックをルーティングする際に使用します。

• 複数値回答ルーティングポリシー – ランダムに選ばれた最大 8 つの正常なレコードを使用して 
Route 53 が DNS クエリに応答する場合に使用します。

• 加重ルーティングポリシー– 指定した比率で複数のリソースにトラフィックをルーティングする場
合に使用します。

詳細については、「ルーティングポリシーの選択 (p. 381)」を参照してください。
サブドメイン

登録されたドメイン名の前に 1 つ以上のラベルが付いたドメイン名。例えば、example.com というド
メイン名を登録している場合、www.example.com はサブドメインになります。example.com ドメイ
ンのホストゾーン accounting.example.com を作成している場合、seattle.accounting.example.com は
サブドメインになります。

サブドメインのトラフィックをルーティングするには、必要な名前 (www.example.com など) でレ
コードを作成し、ウェブサーバーの IP アドレスなどの適切な値を指定します。

TTL (有効期限)

DNS リゾルバーが、レコードの現在の値を取得するために Route 53 に別のリクエストを送信するま
で、レコードの値をキャッシュ (保存) する必要のある期間 (秒単位)。TTL が期限切れになる前に DNS 
リゾルバーが同じドメインに対する別のリクエストを受信すると、リゾルバーはキャッシュされた値
を返します。

Route 53 の料金は Route 53 が応答する DNS クエリの数に一部基づいているため、TTL を長くする
と料金を減らすことができます。TTL を短くすると、www.example.com のウェブサーバーの IP アド
レスを変更するなどしてレコードの値を変更した後、DNS リゾルバーが古いリソースにトラフィック
をルーティングする期間が短くなります。

コントロールプレーンとデータプレーンの概念
ここでは、Amazon Route 53 がその機能をコントロールとデータプレーンに分割する方法に関連する概
念の概要を示します。Route 53 サービス、ほとんどのようなAWS のサービスには、リソースの作成、更
新、削除などの管理操作を実行できるコントロールプレーンと、サービスのコア機能を提供するデータプ
レーンが含まれています。どちらの機能も信頼できるように構築されていますが、コントロールプレーン
はデータの整合性のために最適化され、データプレーンは可用性のために最適化されます。データプレー
ンの耐障害性設計により、コントロールプレーンが使用できなくなる可能性のあるまれな破壊イベント
でも可用性を維持できます。このため、可用性が重要なデータプレーン関数を使用することをお勧めしま
す。

Route 53 パブリックおよびプライベート DNS およびヘルスチェックの場合、コントロールプレーンは 
us-east-1 にあります。AWS リージョンデータプレーンはグローバルに分散されます。

Amazon Route 53 は、次のようにコントロールプレーンとデータプレーンに分けられます。

• Route 53 パブリックおよびプライベート DNS の場合、コントロールプレーンは Route 53 コンソール
と API で、Route 53 とトラフィックフロー API の両方を含む DNS エントリを管理できます。データプ
レーンは権威ある DNS サービスで、200 を超えるPoints of Presence (PoP) ロケーションで実行され、
ホストゾーンとヘルスチェックデータに基づいて DNS クエリに応答します。
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ヘルスチェックの概念

• Route 53 ヘルスチェックの場合、コントロールプレーンは Route 53 コンソールと Route 53 API で、ヘ
ルスチェックの作成、更新、削除に使用できます。データプレーンは、ヘルスチェックを実行し、結果
を集約し、Route 53 パブリックおよびプライベート DNS のデータプレーンに配信するグローバル分散
サービスです。AWS Global Accelerator。

• を使用する場合Amazon Route 53 Resolver (p. 494)では、コントロールプレーンは、Amazon VPC 設
定、リゾルバルール、クエリログポリシー、および DNS ファイアウォールポリシーを管理できる、リ
ゾルバコンソールと API で構成されます。データプレーンは DNS リゾルバサービスで、VPC 内の DNS 
クエリ、クエリを他のリゾルバに転送するエンドポイント、および DNS クエリをフィルタリングする
ポリシーを適用する DNS ファイアウォールデータプレーンに応答します。リゾルバはリージョナル
サービスであり、そのコントロールプレーンとデータプレーンはそれぞれ独立して実行されます。AWS 
リージョン。

• Route 53 ドメイン登録は、us-east-1 のコントロールプレーンでのみ管理されます。AWS リージョン。

データプレーン、コントロールプレーン、および AWS が高可用性の目標を満たすためのサービスを構築
する方法の詳細については、Amazon Builders'Library の「アベイラビリティーゾーンのペーパーを使用し
た静的な安定性」を参照してください。

ヘルスチェックの概念
ここでは、Amazon Route 53 ヘルスチェックに関連する概念の概要を示します。

• DNS failover
• endpoint
• health check

DNS フェイルオーバー

異常なリソースから正常なリソースにトラフィックをルーティングするための手法。同じ機能を実行
する複数のリソース (複数のウェブサーバーやメールサーバーなど) がある場合は、リソースの正常性
をチェックするように Route 53 ヘルスチェックを設定したり、トラフィックを正常なリソースにのみ
ルーティングするようにホストゾーンレコードを設定したりできます。

詳細については、「DNS フェイルオーバーの設定 (p. 565)」を参照してください。
エンドポイント

ヘルスチェックで正常性のモニタリング対象として設定しているリソース (ウェブ
サーバーや E メールサーバーなど)。IPv4 アドレス (192.0.2.243)、IPv6 アドレス 
(2001:0db8:85a3:0000:0000:abcd:0001:2345)、またはドメイン名 (example.com) によりエンドポイン
トを指定できます。

Note

他のヘルスチェックのステータスや CloudWatch アラームのステータスをモニタリングする
ヘルスチェックを作成することもできます。

ヘルスチェック

以下のことが可能になる Route 53 コンポーネント。
• ウェブサーバーなどの指定したエンドポイントが正常であるかどうかをモニタリングする
• 必要に応じて、エンドポイントが異常になったら通知を受け取る
• 必要に応じて、異常なリソースから正常なリソースにインターネットトラフィックを再ルーティン

グするように DNS フェイルオーバーを設定する

ヘルスチェックの作成および使用方法の詳細については、「Amazon Route 53 ヘルスチェックの作成
と DNS フェイルオーバーの設定 (p. 542)」を参照してください。
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Amazon Route 53 の開始方法

Amazon Route 53 の開始方法
Amazon Route 53 の開始方法については、このガイドの以下のトピックを参照してください。

• Amazon Route 53 の設定 (p. 14) – AWS にサインアップする方法、AWS アカウントに安全にアクセ
スする方法、プログラムを使った Route 53 へのアクセスをセットアップする方法について説明してい
ます。

• Amazon Route 53 の開始方法 (p. 16) – ドメイン名を登録する方法、Amazon S3 バケットを作成して
静的なウェブサイトをホストするように設定する方法、インターネットトラフィックをウェブサイトに
ルーティングする方法について説明しています。

関連サービス
Amazon Route 53 と統合されている AWS のサービスについては、 の他のサービスとの統合 (p. 35) を
参照してください。

Amazon Route 53 へのアクセス
Amazon Route 53 には、以下の方法でアクセスできます。

• AWS Management Console – このガイドでは、AWS Management Console を使用してタスクを実行す
る方法について説明しています。

• AWS SDK – AWS が SDK を提供するプログラミング言語を使用している場合は、SDK を使用して 
Route 53 にアクセスできます。SDK では、認証を簡素化し、開発環境と容易に統合して、Route 53 の
コマンドに簡単にアクセスできます。詳細については、Tools for Amazon Web Services を参照してくだ
さい。

• Route 53 API – SDK が提供されていないプログラミング言語を使用している場合、API アクションと 
API リクエストの作成方法の情報については、Amazon Route 53 API リファレンスを参照してくださ
い。

• AWS Command Line Interface - 詳細については、 AWS Command Line InterfaceユーザーガイドのAWS 
Command Line Interface のセットアップを始めるを参照してください。

• AWS Tools for Windows PowerShell - 詳細については、 AWS Tools for Windows PowerShell ユーザー
ガイドの AWS Tools for Windows PowerShell のセットアップを参照してください。

AWSIdentity and Access Management
Amazon Route 53 には AWS Identity and Access Management（IAM）が統合されています。このサービ
スを使うと以下のことを実行できます。

• 組織の AWS アカウントでユーザーとグループを作成する
• AWS アカウントのリソースをそのアカウントのユーザー間で共有する
• 各ユーザーに一意のセキュリティ認証情報を割り当てる
• サービスやリソースに対するユーザーのアクセス権を細分化して制御する

例えば、Route 53 で IAM を使用すると、AWS アカウントのユーザーのうち、誰が新しいホストゾーンの
作成やレコードの変更を実行できるかを制御できます。

IAM の一般的な情報については、以下を参照してください。
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Amazon Route 53 の料金と請求

• Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)
• Identity and Access Management (IAM)
• IAM ユーザーガイド

Amazon Route 53 の料金と請求
他の AWS 製品と同様、Amazon Route 53 を使用するための契約や最低契約金は必要ありません。設定し
たホストゾーンと、Route 53 が応答する DNS クエリの数に対してのみお支払いいただきます。詳細につ
いては、「Amazon Route 53 料金表」を参照してください。

請求の表示、アカウントと支払いの管理方法など、AWS サービスの請求については、AWS Billing ユー
ザーガイドを参照してください。
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AWS アカウントにサインアップする

Amazon Route 53 の設定
このセクションの概要と手順は、AWS を使い始める際の参考になります。

トピック
• AWS アカウントにサインアップする (p. 14)
• 管理ユーザーを作成する (p. 14)
• ツールをダウンロード (p. 15)

AWS アカウントにサインアップする
AWS アカウント がない場合は、以下のステップを実行して作成します。

AWS アカウント にサインアップするには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。

管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

1. [ルートユーザー] を選択し、AWS アカウント のメールアドレスを入力して、アカウント所有者とし
て AWS Management Console にサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの
「ルートユーザーとしてサインインする」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント のルートユーザーの仮想 MFA デバイスを
有効にする (コンソール)」を参照してください。
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ツールをダウンロード

管理ユーザーを作成する

• 日常的な管理タスクのためには、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理
ユーザーに管理アクセスを割り当てます。

手順については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「開
始方法」を参照してください。

管理ユーザーとしてサインインする

• IAM Identity Center ユーザーとしてサインインするには、IAM Identity Center ユーザーの作成時に E 
メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザー
ガイドの「AWS アクセスポータルにサインインする」を参照してください。

ツールをダウンロード
AWS Management Console には Amazon Route 53 のコンソールが含まれていますが、サービスにプログ
ラム的にアクセスする場合は、以下を参照してください。

• API ガイドには、サービスがサポートする操作が記載されており、関連する SDK および CLI ドキュメン
トへのリンクを提供します。
• Amazon Route 53 API Reference (Amazon Route 53 API リファレンス)

• 生の HTTP リクエストの組み立てなど、低レベルの詳細を処理せずに API を呼び出すには、AWS SDK 
を使用できます。AWS SDK は、AWS サービスの機能性をカプセル化する機能とデータタイプを提供し
ます。AWS SDK をダウンロードしてインストール手順をアクセスするには、該当するページを参照し
てください。
• Java
• JavaScript
• .NET
• Node.js
• PHP
• Python
• Ruby

AWS SDK の完全なリストについては、「Tools for Amazon Web Services」(アマゾン ウェブ サービス
用のツール) を参照してください。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して複数の AWS サービスをコマンドラインから制
御できます。スクリプトを使用してコマンドを自動化することもできます。詳細については、「AWS 
Command Line Interface」を参照してください。

• AWS Tools for Windows PowerShell はこれらの AWS サービスをサポートします。詳細については、
「AWS Tools for PowerShell Cmdlet Reference」(Cmdlet リファレンス) を参照してください。
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静的なウェブサイトにドメインを使用する

Amazon Route 53 の開始方法
Amazon Route 53 にドメインを登録し、静的なウェブサイトの名前解決をするための DNS クエリに
応答するように Route 53 を設定して基本的な手順を開始します。最初のチュートリアルでは、オープ
ンな Amazon S3 バケットで静的なウェブサイトをホストし、2 番目のチュートリアルでは、Amazon 
CloudFront ディストリビューションを使用して SSL/TLS でウェブサイトを提供します。

推定コスト

• ドメインを登録するための年会費には、ドメインのレベルによって $9 から数百ドルまで幅がありま
す。.com などが最上位ドメインになります。詳細については、Route 53 のドメイン登録価格を参照し
てください。この料金は返金の対象外です。

• ドメインを登録すると、ドメインと同じ名前のホストゾーンが自動的に作成されます。このホストゾー
ンは、ドメインのトラフィックが Route 53 により、どこにルーティングされるのかを指定するために
使用します。

• このチュートリアルでは、Amazon S3 バケットを作成し、サンプルのウェブページのアップロードを行
います。AWS の新規のお客様の場合、Amazon S3 は無料で使い始めることができます。AWS の既存の
お客様の場合は、保存するデータ量、データのリクエスト回数、およびデータの転送量に基づいて料金
が決まります。詳細については、Amazon S3 の料金 を参照してください。

• CloudFront の料金は、データに対するリクエスト回数、使用するエッジロケーションの数、およびデー
タの転送量に基づいて決まります。詳細については、「CloudFront 料金表」を参照してください。

トピック
• Amazon S3 バケットの静的なウェブサイトにドメインを使用する (p. 16)
• Amazon CloudFront ディストリビューションを使用して静的なウェブサイトを提供する (p. 25)

Amazon S3 バケットの静的なウェブサイトにドメ
インを使用する

この入門チュートリアルでは、次のタスクの実行方法を示します。

• example.com などのドメイン名を登録する
• Amazon S3 バケットを作成し、ウェブサイトをホストするように設定するには
• サンプル ウェブサイトを作成し、S3 バケットにファイルを保存する
• 新しいウェブサイトにトラフィックをルーティングするように Amazon Route 53 を設定する

これらのタスクが完了したら、ブラウザを開き、ドメイン名を入力してウェブサイトを表示できます。
Note

既存のドメインを Route 53 に移管することも可能ですが、その処理は複雑であり、新しいドメ
インを登録する場合に比べて時間がかかります。詳細については、「ドメイン登録の Amazon 
Route 53 への移管 (p. 79)」を参照してください。

トピック
• 前提条件 (p. 17)
• ステップ 1: ドメインを作成する (p. 17)
• ステップ 2: ルートドメイン用の S3 バケットを作成する (p. 19)

API バージョン 2013-04-01
16

https://d32ze2gidvkk54.cloudfront.net/Amazon_Route_53_Domain_Registration_Pricing_20140731.pdf
http://aws.amazon.com/s3/pricing/
http://aws.amazon.com/cloudfront/pricing/


Amazon Route 53 デベロッパーガイド
前提条件

• ステップ 3 (オプション): サブドメイン用に別の S3 バケットを作成する (p. 19)
• ステップ 4: ウェブサイトホスティング用にルートドメインのバケットを設定する (p. 20)
• ステップ 5 (オプション): ウェブサイトのリダイレクト用にサブドメインバケットを設定す

る (p. 20)
• ステップ 6: インデックスをアップロードしウェブサイトのコンテンツを作成する (p. 21)
• ステップ 7: S3 のパブリックアクセスのブロック設定を編集する (p. 22)
• ステップ 8: バケットポリシーをアタッチする (p. 22)
• ステップ 9: ドメインエンドポイントをテストする (p. 23)
• ステップ 10: ドメインの DNS トラフィックをウェブサイトバケットにルーティングする (p. 23)
• ステップ 11: ウェブサイトをテストする (p. 25)
• ステップ 12 (オプション): Amazon CloudFront を使用してコンテンツの配信を高速化する (p. 25)

前提条件
開始する前に、Amazon Route 53 の設定 (p. 14) の手順を完了するようにしてください。

ステップ 1: ドメインを作成する
ドメイン名 (例えば、example.com) を使用するには、そのドメイン名が既に使用されていないことを確
認してから登録する必要があります。ドメイン名を登録すると、通常 は 1 年間、そのドメイン名をイン
ターネットで独占的に使用できます。デフォルトでは、ドメイン名は毎年の終了時に自動的に更新されま
すが、この自動更新はオフにできます。

Amazon Route 53 を使用して新しいドメインを登録します。

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. Route 53 を初めて使用する場合は、[今すぐ始める] を選択します。

既に Route 53 を利用している場合は、ナビゲーションペインの [Registered Domains (登録済みドメ
イン)] を選択します。

3. [Register Domain] をクリックします。
4. 登録するドメイン名を入力し、[Check] を選択してそのドメイン名が使用できるかどうか確認しま

す。

a～z、0～9、- (ハイフン) 以外の文字を指定する方法、および国際化されたドメイン名を指定する方
法については、「DNS ドメイン名の形式 (p. 38)」を参照してください。

5. ドメインが使用できる場合は、[Add to cart] を選択します。ドメイン名がショッピングカートに表示
されます。

[Related domain suggestions] (関連ドメイン候補) リストには、最初の選択肢が使用できない場合にそ
の代わりに、または、最初の選択肢に加えて登録できる他のドメインが表示されます。登録する追加
のドメインごとに [Add to cart] を選択します。最大 5 個のドメインを登録できます。

入力したドメイン名を使用できず、提案されたドメイン名も使用したくない場合は、使用したいドメ
イン名が見つかるまでステップ 4 を繰り返します。

Note

www.ドメイン名 (www.example.com など) でサンプルウェブサイトにアクセスできるよ
うにする場合でも、2 つ目のドメインを作成する必要はありません。このトピックの中
で、www.ドメイン名のトラフィックをウェブサイトにルーティングする方法について説明し
ます。
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6. カートショッピングで、ドメインを登録する年数を選択します。
7. 他のドメインを登録するには、ステップ 4 ～ 6 を繰り返します。
8. [続行] をクリックします。
9. [Contact Details for Your n Domains] ページで、ドメインの登録者、管理者、技術担当者の連絡先情報

を入力します。

デフォルトでは、3 種類の連絡先すべてについて同じ情報が使用されます。連絡先として異なる情報
を入力する場合は、[My Registrant, Administrative, and Technical Contacts are all the same] の値を 
[No] に変更します。

複数のドメインを登録する場合は、すべてのドメインについて同じ連絡先情報が使用されます。

詳細については、「ドメインを登録または移管するときに指定する値 (p. 50)」を参照してください
10. 一部の最上位ドメイン (TLD) では追加情報を収集する必要があります。そのような TLD の場合は、

[Postal/Zip Code] の後に、該当する値を入力します。
11. WHOIS クエリに対して連絡先情報を非表示にするかどうかを選択します。詳細については、以下の

トピックを参照してください。

• ドメインの連絡先情報のプライバシー保護の有効化/無効化 (p. 63)
• Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイン (p. 122)

12. [続行] をクリックします。
13. 入力した情報を確認し、サービスの利用規約を読み、利用規約を読んだことを確認するチェックボッ

クスをオンにします。
14. [Complete Purchase] を選択します。

連絡先として指定されたメールアドレスで登録者に連絡できることを確認するメールがドメインの登
録者に送信されます (これは ICANN の要件です)。メールは次のメールアドレスの 1 つから送信され
ます。

• noreply@registrar.amazon.com – Amazon Registrar によって登録された TLD の場合。
• noreply@domainnameverification.net – レジストラアソシエイトである Gandi によって登録された 

TLD の場合。

TLD のレジストラを調べる方法については、「レジストラの検索 (p. 115)」を参照してください。

Important

登録者はメールの指示に従って、メールを受け取ったことを通知する必要があります。そう
しないと、ICANN の規定に従ってそのドメインは停止されます。ドメインが停止されると、
インターネットでそのドメインにアクセスできなくなります。

ドメイン登録が承認されると、別のメールを受け取ります。リクエストの現在のステータスを調べる
には、「ドメイン登録のステータスの表示 (p. 55)」を参照してください。

デフォルトでは、ドメインは 1 年間登録されます。ドメインの維持を希望しない場合は、自動更新をオフ
にしてドメインを 1 年後に期限切れにすることができます。

(オプション) ドメインの自動更新をオフにするには

1. ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックします。
2. ドメインリストから、ドメインにリンク済みの名前を選択します。
3. [Auto renew] (自動更新) フィールドの値が [Enabled (disable)] (有効 (無効化)) であれば、[disable] (無

効化) を選択して自動更新をオフにします。変更はすぐに反映されます。

フィールドの値が [Disabled (enable)] の場合は、設定を変更しません。
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ステップ 2: ルートドメイン用の S3 バケットを作成す
る
Amazon S3 では、インターネットのどこからでもデータの保存と取得を実行できます。データを整理する
には、バケットを作成し、AWS Management Console を使用してデータをバケットにアップロードしま
す。Amazon S3 を使用してバケット内に静的ウェブサイトをホストできます。以下の手順で、バケットを
作成する方法を説明します。

ルートドメイン用に別の S3 バケットを作成するには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. [バケットを作成する] を選択します。
3. 以下の値を入力します。

バケット名　

example.com などのドメイン名を入力します。
リージョン

大半のユーザーに最も近いリージョンを選択します。

選択したリージョンを書き留めておいてください。後のプロセスでこの情報が必要になります。
4. デフォルト設定をそのまま使用してバケットを作成するには、[Create bucket] (バケットの作成) を選

択します。

ステップ 3 (オプション): サブドメイン用に別の S3 バ
ケットを作成する
前の手順では、example.com のようなドメイン名用のバケットを作成しました。これによ
り、example.com のようなドメイン名を使用してウェブサイトにアクセスすることができます。

www.##### (www.example.com など) でユーザーがサンプルウェブサイトにアクセスできるようにする場
合、2 つ目の S3 バケットを作成します。最初のバケットにトラフィックをルーティングするように 2 つ
目のバケットを設定します。

www.ドメイン名 用の別の S3 バケットを作成するには

1. [バケットを作成する] を選択します。
2. 以下の値を入力します。

バケット名　

「www.your-domain-name」と入力します。例えば、example.com というドメイン名を登録済
みの場合は、「www.example.com」と入力します。

リージョン

最初のバケットを作成したのと同じリージョンを選択します。
3. デフォルト設定をそのまま使用してバケットを作成するには、[作成] を選択します。
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ステップ 4: ウェブサイトホスティング用にルートド
メインのバケットを設定する
S3 バケットの作成が完了したので、そのバケットをウェブサイトホスティング用に設定できます。

S3 バケットでウェブサイトホスティングを可能にするには

1. https://console.aws.amazon.com/s3/ で Amazon S3 コンソールを開きます。
2. [Buckets] (バケット) リストで、静的ウェブサイトホスティングを有効にするバケットの名前を選択し

ます。
3. [プロパティ] を選択します。
4. [静的ウェブサイトホスティング] で [有効化] を選択します。
5. [このバケットを使用してウェブサイトをホストする] を選択します。
6. [静的ウェブサイトホスティング] で [有効化] を選択します。
7. [Index Document] (インデックスドキュメント) に、インデックスドキュメントのファイル名 (通常は

index.html) を入力します。

インデックスドキュメント名の大文字と小文字は区別されます。この名前は、S3 バケットにアップ
ロードする HTML インデックスドキュメントのファイル名と正確に一致する必要があります。バケッ
トをウェブサイトホスティング用に設定するときは、インデックスドキュメントを指定する必要があ
ります。Amazon S3 からこのインデックスドキュメントが返されるのは、ルートドメインまたはサブ
フォルダに対するリクエストが行われたときです。

8. (オプション) 4XX クラスエラーで独自のカスタムエラードキュメントを使用する場合は、[Error 
Document] (エラードキュメント) に、そのカスタムエラードキュメントのファイル名を入力します。

カスタムエラードキュメントを指定しない場合、エラーが発生すると、Amazon S3 からデフォルトの 
HTML エラードキュメントが返されます。

9. (オプション) 高度なリダイレクトルールを指定する場合、[Redirection rules] (リダイレクトルール) 
に、XML を入力してルールを記述します。

詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの高度な条件付きリダイレクトの
設定を参照してください。

10. [Save changes (変更を保存)] をクリックします。
11. [静的 ウェブサイトホスティング] の下のエンドポイントを書き留めます。

[Endpoint (エンドポイント)] は、バケットの Amazon S3 ウェブサイトエンドポイントです。バケッ
トを静的ウェブサイトとして設定し終えると、(「ステップ 9: ドメインエンドポイントをテストす
る (p. 23)」に示すように) このエンドポイントを使用してウェブサイトをテストできるようになり
ます。

次の手順を使用して、パブリックアクセスの設定を編集し、パブリック読み取りアクセス権を付与す
るバケットポリシーの追加を完了すると、ウェブサイトエンドポイントを使用してウェブサイトにア
クセスできます。

ステップ 5 (オプション): ウェブサイトのリダイレクト
用にサブドメインバケットを設定する
ウェブサイトホスティング用にルートドメインのバケットを設定した後に、必要に応じて、このドメ
インにすべてのリクエストをリダイレクトするように、サブドメインのバケットを設定します。例え
ば、www.example.com に対するすべてのリクエストが、example.com にリダイレクトされるように設
定できます。
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リダイレクトを設定するには

1. Amazon S3 コンソールの [Buckets (バケット)] リストで、サブドメインのバケット名 
(www.example.com など) を選択します。

2. [プロパティ] を選択します。
3. [静的ウェブサイトホスティング] で [編集] を選択します。
4. [Redirect requests for an object (オブジェクトのリクエストをリダイレクト)] を選択します。
5. [Target bucket (ターゲットバケット)] ボックスに、ルートドメイン (example.com など) を入力しま

す。
6. [Protocol (プロトコル)] で、[http] を選択します。
7. [Save changes (変更を保存)] をクリックします。

ステップ 6: インデックスをアップロードしウェブサ
イトのコンテンツを作成する
バケットでの静的ウェブサイトホスティングを可能にする場合は、インデックスドキュメントの名前 
(index.html など) を入力します。バケットでの静的ウェブサイトホスティングを可能にした後、イン
デックスドキュメント名を含む HTML ファイルをバケットにアップロードします。

インデックスファイルをアップロードするには

1. このチュートリアル用にシンプルな 1 ページのウェブサイトとして使用できる次のサンプルテキスト
をコピーし、テキストエディタに貼り付けて、index.html として保存します。

<html>
<head>
<title>Amazon Route 53 Getting Started</title>  
</head>

<body>

<h1>Routing Internet Traffic to an Amazon S3 Bucket for Your Website</h1>

<p>For more information, see  
<a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/getting-
started.html">Getting Started with Amazon Route 53</a>  
in the <emphasis>Amazon Route 53 Developer Guide</emphasis>.</p>

</body>

</html>

2. [Buckets] (バケット) リストで、静的ウェブサイトホスティングを有効にするバケットの名前を選択し
ます。

3. Amazon S3 コンソールで、S3 バケットでウェブサイトホスティングを可能にするには (p. 20) の
手順で作成したバケットの名前を選択 (リンクされたバケットの名前をクリック) します。

4. [Upload] (アップロード)、[Add Files] (ファイルの追加) をクリックし、保存先の index.html を選択
し、[Upload] (アップロード) をクリックします。

5. エラードキュメント (404.html など) を作成した場合は、ステップ 3～5 に従ってアップロードしま
す。
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ステップ 7: S3 のパブリックアクセスのブロック設定
を編集する
デフォルトでは、Amazon S3 はアカウントとバケットへのパブリックアクセスをブロックします。バケッ
トを使用して静的ウェブサイトをホストする場合は、以下の手順を使用して、パブリックアクセス設定を
編集します。

Warning

このステップを完了する前に、「Amazon S3 ストレージへのパブリックアクセスのブロック」
を確認し、パブリックアクセスの許可に伴うリスクを理解、了承してください。パブリックアク
セスブロック設定をオフにしてバケットをパブリックにすると、インターネット上のだれでもバ
ケットにアクセスできるようになります。バケットへのすべてのパブリックアクセスをブロック
することをお勧めします。

トラフィックをウェブサイトにルーティングするには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. 静的ウェブサイトとして設定されたバケットの名前を選択します。
3. [Permissions (アクセス許可)] を選択します。
4. [Block public access (bucket settings) (ブロックパブリックアクセスの(バケット設定))] で [編集] を選

択します。
5. [Block all public access] (すべてのパブリックアクセスをブロック) をオフにし、[Save changes] (変更

を保存) を選択します。

Amazon S3 は、バケットのパブリックアクセスブロック設定をオフにします。パブリックで静的ウェブサ
イトを作成するには、バケットポリシーを追加する前に、アカウントのブロックパブリックアクセス設定
を編集する必要があります。パブリックアクセスのブロックのアカウント設定が現在有効になっている場
合は、[Block public access (bucket settings) (パブリックアクセスのブロック (バケット設定))] の下にメモ
が表示されます。

ステップ 8: バケットポリシーをアタッチする
Amazon S3 パブリックアクセスブロック設定を編集すると、バケットオブジェクトへのパブリック読み取
りアクセスを許可するバケットポリシーを追加できます。パブリック読み取りアクセスを許可すると、イ
ンターネット上のだれでもバケットにアクセスできるようになります。

Warning

このステップを完了する前に、「Amazon S3 ストレージへのパブリックアクセスのブロック」
を確認し、パブリックアクセスの許可に伴うリスクを理解、了承してください。パブリックアク
セスブロック設定をオフにしてバケットをパブリックにすると、インターネット上のだれでもバ
ケットにアクセスできるようになります。バケットへのすべてのパブリックアクセスをブロック
することをお勧めします。

トラフィックをウェブサイトにルーティングするには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. [バケット] で、バケットの名前を選択します。
3. [Permissions (アクセス許可)] を選択します。
4. [Bucket Policy (バケットポリシー)] で [編集] を選択します。
5. 次のパケットポリシーをコピーし、テキストエディターに貼り付けます。このポリシーは、インター

ネットのすべてのユーザー ("Principal":"*") に、ドメイン名 ("arn:aws:s3:::your-domain-
name/*") に関連付けられている S3 バケット内のファイル ("Action":["s3:GetObject"]) を取
得するアクセス許可を与えます。
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{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[{ 
      "Sid":"AddPerm", 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":"*", 
      "Action":[ 
         "s3:GetObject" 
      ], 
      "Resource":[ 
         "arn:aws:s3:::your-domain-name/*" 
      ] 
    }]
}

6. Resource の値を、##### (例えば、example.com) に更新します。
7. [Save changes (変更を保存)] をクリックします。

ステップ 9: ドメインエンドポイントをテストする
パブリックウェブサイトをホストするようにドメインバケットを設定したら、エンドポイントをテストで
きます。サブドメインバケットは、静的ウェブサイトホスティングではなくウェブサイトリダイレクト用
に設定されているため、テストできるのはドメインバケットのエンドポイントのみです。

Note

Amazon S3 は、ウェブサイトへの HTTPS アクセスをサポートしていません。HTTPS を使用す
る場合は、Amazon CloudFront を使用して Amazon S3 でホストされている静的ウェブサイトを
提供できます。
詳細については、「ビューワーと CloudFront 間の通信で HTTPS を必須にする」を参照してくだ
さい。

1. [バケット] で、バケットの名前を選択します。
2. [プロパティ] を選択します。
3. ページの下部の [静的ウェブサイトホスティング] で、[Bucket website endpoint (バケットウェブサイト

エンドポイント)] を選択します。

インデックスドキュメントが別のブラウザウィンドウで開きます。

ステップ 10: ドメインの DNS トラフィックをウェブ
サイトバケットにルーティングする
現時点では、S3 バケットには 1 ページで構成されるウェブサイトがあります。ドメインのインターネッ
トトラフィックを S3 バケットにルーティングすることを開始するには、次の手順を実行します。

トラフィックをウェブサイトにルーティングするには

1. Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。

Note

ドメインを登録すると、同名のホストゾーンが、Amazon Route 53 によって自動的に作成さ
れます。ホストゾーンには、ドメインのトラフィックを Route 53 がどのようにルーティング
するかに関する情報が含まれています。
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3. ホストゾーンリストから、ドメインの名前を選択します。
4. [Create record (レコードを作成)] を選択します。

Note

各レコードには、1 つのドメイン (example.com など) または 1 つのサブドメイン 
(www.example.com や test.example.com など) のトラフィックをどのようにルーティングす
るかについての情報が含まれます。レコードは、ドメインのホストゾーンに保存されます。

5. [Switch to wizard] (ウィザードに切り替える) を選択します。
6. [Simple routing (シンプルルーティング)]、[Next (次へ)] の順に選択します。
7. [Define simple record (シンプルなレコードを定義)] を選択します。
8. [レコード名] では、デフォルト値をそのまま使用します。これが、ホストゾーンとドメインの名前で

す。
9. [Record type (レコードタイプ)] で、[  ‐ Routes traffic to an IPv4 address and some resourcesAWS (A ‐ 

IPv4 アドレスと一部の リソースにトラフィックをルーティングします)] を選択します。
10. [Value/Route traffic to (値/トラフィックのルーティング先)] で、[Alias to S3 website endpoint (S3 ウェ

ブサイトエンドポイントへのエイリアス)] を選択します。
11. リージョンを選択します。
12. S3 バケットを選択します。

バケット名は、[Name (名前)] ボックスに表示されている名前と一致する必要があります。
[Choose S3 bucket] (S3 バケットを選択) リストに、バケットが作成されたリージョンの Amazon 
S3 ウェブサイトエンドポイントとともにバケット名が表示されます (例: s3-website-us-
west-1.amazonaws.com (example.com))。

次のいずれかが当てはまる場合、[Choose S3 bucket] (S3 バケットを選択する) でバケットが一覧表示
されます。

• バケットを静的ウェブサイトとして設定した場合。
• バケットの名前が、作成するレコードの名前と同じである場合。
• 現在の AWS アカウントでバケットを作成した場合。

バケットが [Choose S3 bucket] (S3 バケットの選択) リストに表示されない場合は、バケット
が作成されたリージョンの Amazon S3 ウェブサイトエンドポイント (例: s3-website-us-
west-2.amazonaws.com) を入力します。Amazon S3 ウェブサイトエンドポイントの完全なリスト
については、「Amazon S3 ウェブサイトエンドポイント」を参照してください。エイリアス先の詳細
については、「シンプルなエイリアスレコードに固有の値 (p. 417)」 セクションの「値/トラフィッ
クのルーティング先」を参照してください。

13. [Evaluate target health (ターゲットの正常性の評価)] で [No (いいえ)] を選択します。
14. [Define simple record (シンプルなレコードを定義)] を選択します。

(オプション) サブドメイン (www.example.com) のエイリアスレコードを追加するには

サブドメインのバケットを作成した場合は、そのバケットのエイリアスレコードも追加します。

1. [Configure records] (レコードを設定) で、[Define simple record] (シンプルなレコードを定義) を選択
します。

2. サブドメインの [Record name (レコード名)] に「www」と入力します。
3. [Record type (レコードタイプ)] で、[  ‐ Routes traffic to an IPv4 address and some resourcesAWS (A ‐ 

IPv4 アドレスと一部の リソースにトラフィックをルーティングします)] を選択します。
4. [Value/Route traffic to (値/トラフィックのルーティング先)] で、[Alias to S3 website endpoint (S3 ウェ

ブサイトエンドポイントへのエイリアス)] を選択します。
5. リージョンを選択します。
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6. S3 バケットを選択します (例: s3-website-us-west-2.amazonaws.com (example.com))。

バケットが [Choose S3 bucket] (S3 バケットの選択) リストに表示されない場合は、バケット
が作成されたリージョンの Amazon S3 ウェブサイトエンドポイント (例: s3-website-us-
west-2.amazonaws.com) を入力します。

7. [Evaluate target health (ターゲットの正常性の評価)] で [No (いいえ)] を選択します。
8. [Define simple record (シンプルなレコードを定義)] を選択します。
9. [Configure records] (レコードを設定) ページで、[Create records] (レコードを作成) を選択します。

ステップ 11: ウェブサイトをテストする
ウェブサイトが正常に動作していることを確認するには、ウェブブラウザを開いて以下の URL を入力しま
す。

• http://######## (example.com など) に、########のバケットにある、インデックスドキュメントが
表示されます

• http://www.######## (www.example.com など) では、リクエストが########のバケットにリダイレ
クトされます

状況によっては、期待される動作を実現するために、キャッシュの消去が必要になる場合があります。

インターネットトラフィックのルーティングの詳細については、「DNS サービスとしての Amazon Route 
53 の設定 (p. 332)」を参照してください。インターネットトラフィックの AWS リソースへのルーティ
ングについては、AWS リソースへのインターネットトラフィックのルーティング (p. 521) を参照してく
ださい。

ステップ 12 (オプション): Amazon CloudFront を使用
してコンテンツの配信を高速化する
CloudFront は、静的および動的なウェブコンテンツ (.html、.css、.js、イメージファイルなど) のユーザー
への配信を、高速化するウェブサービスです。CloudFront では、エッジロケーションというデータセン
ターの世界的ネットワークを経由してコンテンツを配信します。CloudFront を使用して提供されているコ
ンテンツをユーザーがリクエストすると、そのユーザーはエッジロケーションにルーティングされます。
エッジロケーションでは最も低いレイテンシー (遅延時間) が提供されるので、コンテンツは可能な最高の
パフォーマンスで配信されます。

• コンテンツがエッジロケーション内に最も低いレイテンシーですでに存在している場合、CloudFront は
そのコンテンツを即時に配信します。

• コンテンツがこのエッジロケーションに存在しない場合、CloudFront は、コンテンツの最終バージョン
のソースとして識別されている Amazon S3 バケットまたは HTTP サーバー (ウェブサーバーなど) から
コンテンツを取り込みます。

CloudFront を使用して Amazon S3 バケットにコンテンツを配信する方法については、Amazon 
CloudFront デベロッパーガイドの「Amazon S3 からコンテンツを配信する場合の CloudFront の追加」を
参照してください。

Amazon CloudFront ディストリビューションを使
用して静的なウェブサイトを提供する

この入門チュートリアルでは、次のタスクの実行方法を示します。
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前提条件

• example.com などのドメイン名を登録する。
• ドメインの証明書を作成する。
• 2 つの Amazon S3 バケットを作成し、1 つをウェブサイトをホストするように設定し、もう 1 つをサブ

ドメインにリダイレクトするように設定する。
• サンプルウェブサイトを作成し、S3 バケットにファイルを保存する。
• 両方の S3 バケットの CloudFront ディストリビューションを作成する。
• Amazon Route 53 を設定して、CloudFront ディストリビューションにトラフィックをルーティングす

る。

これらのタスクが完了したら、ブラウザを開き、ドメイン名を入力してウェブサイトを安全に表示できま
す。

トピック
• 前提条件 (p. 26)
• ステップ 1: ドメインを作成する (p. 26)
• ステップ 2: パブリック証明書のリクエスト (p. 28)
• ステップ 3: サブドメインをホストする S3 バケットを作成する (p. 29)
• ステップ 4: ルートドメイン用の別の S3 バケットを作成する (p. 29)
• ステップ 5: ウェブサイトファイルをサブドメインバケットにアップロードする (p. 30)
• ステップ 6: ウェブサイトリダイレクト用にルートドメインのバケットを設定する (p. 30)
• ステップ 7: サブドメイン用の Amazon CloudFront ディストリビューションを作成する (p. 31)
• ステップ 8: ルートドメインの Amazon CloudFront ディストリビューションを作成する (p. 32)
• ステップ 9: ドメインの DNS トラフィックを CloudFront ディストリビューションにルーティングす

る (p. 33)
• ステップ 10: ウェブサイトをテストする (p. 34)

前提条件
開始する前に、Amazon Route 53 の設定 (p. 14) の手順を完了するようにしてください。

ステップ 1: ドメインを作成する
ドメイン名 (例えば、example.com) を使用するには、そのドメイン名が既に使用されていないことを確
認してから登録する必要があります。ドメイン名を登録すると、通常 は 1 年間、そのドメイン名をイン
ターネットで独占的に使用できます。デフォルトでは、ドメイン名は毎年の終了時に自動的に更新されま
すが、この自動更新はオフにできます。

Amazon Route 53 を使用して新しいドメインを登録します。

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. Route 53 を初めて使用する場合は、[今すぐ始める] を選択します。

既に Route 53 を利用している場合は、ナビゲーションペインの [Registered Domains (登録済みドメ
イン)] を選択します。

3. [Register Domain] をクリックします。
4. 登録するドメイン名を入力し、[Check] を選択してそのドメイン名が使用できるかどうか確認しま

す。

a～z、0～9、- (ハイフン) 以外の文字を指定する方法、および国際化されたドメイン名を指定する方
法については、「DNS ドメイン名の形式 (p. 38)」を参照してください。
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5. ドメインが使用できる場合は、[Add to cart] を選択します。ドメイン名がショッピングカートに表示
されます。

[Related domain suggestions] (関連ドメイン候補) リストには、最初の選択肢が使用できない場合にそ
の代わりに、または、最初の選択肢に加えて登録できる他のドメインが表示されます。登録する追加
のドメインごとに [Add to cart] を選択します。最大 5 個のドメインを登録できます。

入力したドメイン名を使用できず、提案されたドメイン名も使用したくない場合は、使用したいドメ
イン名が見つかるまでステップ 4 を繰り返します。

Note

www.ドメイン名 (www.example.com など) でサンプルウェブサイトにアクセスできるよ
うにする場合でも、2 つ目のドメインを作成する必要はありません。このトピックの中
で、www.ドメイン名のトラフィックをウェブサイトにルーティングする方法について説明し
ます。

6. カートショッピングで、ドメインを登録する年数を選択します。
7. 他のドメインを登録するには、ステップ 4 ～ 6 を繰り返します。
8. [続行] をクリックします。
9. [Contact Details for Your n Domains] ページで、ドメインの登録者、管理者、技術担当者の連絡先情報

を入力します。

デフォルトでは、3 種類の連絡先すべてについて同じ情報が使用されます。連絡先として異なる情報
を入力する場合は、[My Registrant, Administrative, and Technical Contacts are all the same] の値を 
[No] に変更します。

複数のドメインを登録する場合は、すべてのドメインについて同じ連絡先情報が使用されます。

詳細については、「ドメインを登録または移管するときに指定する値 (p. 50)」を参照してください
10. 一部の最上位ドメイン (TLD) では追加情報を収集する必要があります。そのような TLD の場合は、

[Postal/Zip Code] の後に、該当する値を入力します。
11. WHOIS クエリに対して連絡先情報を非表示にするかどうかを選択します。詳細については、以下の

トピックを参照してください。

• ドメインの連絡先情報のプライバシー保護の有効化/無効化 (p. 63)
• Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイン (p. 122)

12. [続行] をクリックします。
13. 入力した情報を確認し、サービスの利用規約を読み、利用規約を読んだことを確認するチェックボッ

クスをオンにします。
14. [Complete Purchase] を選択します。

連絡先として指定されたメールアドレスで登録者に連絡できることを確認するメールがドメインの登
録者に送信されます (これは ICANN の要件です)。メールは次のメールアドレスの 1 つから送信され
ます。

• noreply@registrar.amazon.com – Amazon Registrar によって登録された TLD の場合。
• noreply@domainnameverification.net – レジストラアソシエイトである Gandi によって登録された 

TLD の場合。

TLD のレジストラを調べる方法については、「レジストラの検索 (p. 115)」を参照してください。

Important

登録者はメールの指示に従って、メールを受け取ったことを通知する必要があります。そう
しないと、ICANN の規定に従ってそのドメインは停止されます。ドメインが停止されると、
インターネットでそのドメインにアクセスできなくなります。
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ドメイン登録が承認されると、別のメールを受け取ります。リクエストの現在のステータスを調べる
には、「ドメイン登録のステータスの表示 (p. 55)」を参照してください。

デフォルトでは、ドメインは 1 年間登録されます。ドメインの維持を希望しない場合は、自動更新を無効
にしてドメインを 1 年後に期限切れにすることができます。

(オプション) ドメインの自動更新をオフにするには

1. ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックします。
2. ドメインリストから、ドメインにリンク済みの名前を選択します。
3. [Auto renew] (自動更新) フィールドの値が [Enabled (disable)] (有効 (無効化)) であれば、[disable] (無

効化) を選択して自動更新をオフにします。変更はすぐに反映されます。

フィールドの値が [Disabled (enable)] の場合は、設定を変更しません。

ステップ 2: パブリック証明書のリクエスト
Amazon CloudFront ディストリビューションによって、 ビューワーが HTTPS を使用するように 
CloudFront が設定されて、CloudFront とビューワーとの通信で接続が暗号化されるようにするには、パブ
リック証明書が必要です。

AWS Certificate Manager (ACM) パブリック証明書をリクエストするには (コンソール)

1. AWS マネジメントコンソールにサインインして ACM コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
acm/home) を開きます。

Note

米国東部 (バージニア北部) リージョンで証明書を作成していることを確認します。Amazon 
CloudFront では、これが必要です。

[Request a public certificate] (パブリック証明書のリクエスト)、[Request a certificate] (証明書のリク
エスト) の順に選択します。

2. [Domain name] (ドメイン名) では、example.com など、自分のドメインを入力します。

[Add another name to this certificate] (この証明書に別の名前を追加する) で、ドメイン名の前にア
スタリスクを入力して、すべてのサブドメインに対してワイルドカード証明書を要求します (例:
*.example.com)。

3. [Next] を選択します。
4. リポジトリの [Select validation method] (検証方法の選択) ページで、[DNS validation] (DNS 検証) を

選択し、[Next] (次へ) をクリックします。
5. [タグの追加] ページでは、オプションで証明書にタグを付けることができます。タグとは、AWS リ

ソースを識別および整理するためのメタデータとして機能するキーと値のペアのことを指します。

タグの追加が完了したら、[Confirm] を選択します。
6. リポジトリの [Review] (確認) ページで、入力した情報が正しいことを確認してから、[Confirm and 

request] (確認とリクエスト) をクリックします。
7. リポジトリの [Validation] (検証) ページで、両方のドメインを展開し、[Create record in Route 53] 

(Route 53 でレコードを作成する) を選択してドメインの CNAME レコードを自動的に追加し、
[Create] (作成) をクリックします。

[Success] (成功) が両方のドメインに対して表示されたら、ページの下部にある [Continue] (続行) をク
リックします。
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トする S3 バケットを作成する

ステップ 3: サブドメインをホストする S3 バケットを
作成する
www.ドメイン名 用の別の S3 バケットを作成するには

Amazon S3 では、インターネットのどこからでもデータの保存と取得を実行できます。このステップで
は、ウェブサイトのすべてのファイルを保存する S3 バケットを作成します。

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. [バケットを作成する] を選択します。
3. 以下の値を入力します。

バケット名　

「www.your-domain-name」と入力します。例えば、example.com というドメイン名を登録済
みの場合は、「www.example.com」と入力します。

リージョン

バケットのリージョンを選択します。
4. デフォルト設定をそのまま使用してバケットを作成するには、[Create bucket] (バケットの作成) を選

択します。

S3 バケットの設定の詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの「S3 バケットのプロパティを表
示するには」を参照してください。

ステップ 4: ルートドメイン用の別の S3 バケットを作
成する
.##### (example.com など) というルートドメインを使用してユーザーがサンプルウェブサイトにアク
セスできるようにする場合、2 つ目の S3 バケットを作成します。最初のバケットにトラフィックをルー
ティングするように 2 つ目のバケットを設定します。

ドメイン名 用の S3 バケットを作成するには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. [バケットを作成する] を選択します。
3. 以下の値を入力します。

バケット名　

[#####] を入力します。例えば、example.com というドメイン名を登録済みの場合は、
「example.com」と入力します。

リージョン

最初のバケットを作成したのと同じリージョンを選択します。
4. デフォルト設定をそのまま使用してバケットを作成するには、[Create bucket] (バケットの作成) を選

択します。
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ステップ 5: ウェブサイトファイルをサ
ブドメインバケットにアップロードする

ステップ 5: ウェブサイトファイルをサブドメインバ
ケットにアップロードする
S3 バケットの作成が完了したので、ウェブサイトファイルをアップロードできます。このチュートリアル
では、ページにテキストを表示するシンプルな index.html ファイルをアップロードします。

S3 バケットでウェブサイトホスティングを有効にするには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. Buckets (バケット) リストで、ウェブサイトファイルのアップロード先のバケットのリンク名 (例:

www.example.com) を選択します。
3. シンプルな 1 ページのウェブサイトを作成するためのサンプルテキストをコピーしてテキストエディ

タに貼り付け、index.html として保存します。

<html>
<head>
<title>Amazon Route 53 Getting Started</title>  
</head>

<body>

<h1>Routing Internet traffic to Cloudfront distributions for your website stored in an 
 S3 bucket</h1>

<p>For more information, see  
<a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/getting-
started.html">Getting Started with Amazon Route 53</a>  
in the <emphasis>Amazon Route 53 Developer Guide</emphasis>.</p>

</body>

</html>

4. [Objects] (オブジェクト) タブで、[Upload] (アップロード) を選択します。
5. [Files and folders] (ファイルとフォルダ) で、[Add files] (ファイルの追加) を選択して、ウェブサイト

ファイルをアップロードします。このチュートリアルでは、ステップ 3 で保存した index.html ファイ
ルをアップロードします。

ステップ 6: ウェブサイトリダイレクト用にルートド
メインのバケットを設定する
ウェブサイトホスティング用にルートドメインのバケットを設定した後に、必要に応じて、このドメ
インにすべてのリクエストをリダイレクトするように、サブドメインのバケットを設定します。例え
ば、example.com に対するすべてのリクエストが、www.example.com にリダイレクトされるように設
定できます。

リダイレクトを設定するには

1. Amazon S3 コンソールの [Buckets] (バケット) リストで、バケット名 (example.com など) を選択し
ます。

2. [プロパティ] を選択します。
3. [静的ウェブサイトホスティング] で [編集] を選択します。
4. [Static website hosting] (静的ウェブサイトホスティング) で [Enable] (有効化) を選択します。
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5. [Redirect requests for an object (オブジェクトのリクエストをリダイレクト)] を選択します。
6. [Host name] (ホスト名) ボックスに、サブドメインを入力します (例: www.example.com)。
7. [Protocol] (プロトコル) として [https] を選択します。
8. [Save changes (変更を保存)] をクリックします。
9. [静的 ウェブサイトホスティング] の下のエンドポイントを書き留めます。

[Endpoint (エンドポイント)] は、バケットの Amazon S3 ウェブサイトエンドポイントです。このエン
ドポイントを使用して、Amazon CloudFront ディストリビューションを設定します。

ステップ 7: サブドメイン用の Amazon CloudFront 
ディストリビューションを作成する
このステップでは、www.example.com などのサブドメイン用の CloudFront ディストリビューションを作
成し、ウェブサイトが HTTPS を使用できるようにして、ユーザーが安全に表示できるようにします。

CloudFront ディストリビューションを作成するには

1. で CloudFront コンソールを開きますhttps://console.aws.amazon.com/cloudfront/v3/home
2. [Create Distribution] を選択します。
3. [オリジン] の [オリジンドメイン] で、前の手順で作成した (p. 29) Amazon S3 バケットを選択しま

す。

[S3 バケットへのアクセス] で、[オリジンアクセスコントロール設定 (推奨) バケットは CloudFront の
みにアクセスを制限できます] を選択します。[Origin access identity] (オリジンアクセスアイデンティ
ティ) では、リストから選択するか、[Create new OAI] (新しい OAI の作成) を選択します (どちらも動
作します)。

[Bucket policy] (バケットポリシー) では、[Yes, update the bucket policy] (はい、バケットポリシーを
更新します) を選択します。

4. [Default Cache Behavior Settings] (デフォルトのキャッシュ動作の設定) の下で、[Viewer (ビューワー) 
にある [Viewer protocol policy] (ビューワープロトコルポリシー) を [Redirect HTTP to HTTPS] (HTTP 
を HTTPS にリダイレクト) に 設定し、残りの設定はデフォルト値のままにします。

キャッシュ動作のオプションの詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「キャッ
シュ動作の設定」を参照してください。

5. [Settings] (設定) の下にあるフィールドで、次の作業を行います。

• [Alternate domain name (CNAME) - optional] (代替ドメイン名 (CNAME) - オプション) に [Add item] 
(アイテムの追加) を選択し、www.example.com などのサブドメインを入力します。

• [Custom SSL Certificate] (カスタム SSL 証明書) では、以前に作成した (p. 28)証明書を選択しま
す。

• [Default root object] (デフォルトのルートオブジェクト) テキストボックスに「index.html」と入
力します。

• それ以外は、デフォルト値のままにしておきます。

ディストリビューションのオプションの詳細については、「ディストリビューション設定」を参照
してください。

6. ページの最下部で、[ディストリビューションの作成] をクリックします。
7. CloudFront がディストリビューションを作成すると、ディストリビューションの [ステータス] 列の値

が、[進行中] から [デプロイ済み] に変わります。これには通常数分かかります。

API バージョン 2013-04-01
31

https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v3/home
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-values-specify.html#DownloadDistValuesCacheBehavior
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-values-specify.html#DownloadDistValuesCacheBehavior
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-values-specify.html#DownloadDistValuesGeneral


Amazon Route 53 デベロッパーガイド
ステップ 8: ルートドメインの Amazon 

CloudFront ディストリビューションを作成する

CloudFront によってディストリビューションに割り当てられたドメイン名が記録され、ディストリ
ビューションのリストに表示されます。このドメイン名を使用して、ディストリビューションをテス
トできます。

ステップ 8: ルートドメインの Amazon CloudFront 
ディストリビューションを作成する
このステップでは、ルートドメインの CloudFront ディストリビューションを作成して、その URL がサブ
ドメインにリダイレクトされるときに HTTPS を使用するようにします。

CloudFront ディストリビューションを作成するには

1. で CloudFront コンソールを開きますhttps://console.aws.amazon.com/cloudfront/v3/home
2. [Create Distribution] を選択します。
3. [Origin Settings] (オリジンの設定) で、[Origin Domain Name] (オリジンドメイン名) に、バケッ

トウェブサイトエンドポイントを入力します。以前に作成した (p. 29) Amazon S3 バケットの 
[Properties] (プロパティ) の [Static website hosting] (静的ウェブサイトホスティング) セクションから
これを取得します。

それ以外は、デフォルト値のままにしておきます。
4. [Default Cache Behavior Settings]( デフォルトのキャッシュ動作の設定) の各フィールドについて、次

の作業を行います。

• [Viewer] (ビューワー) で、[Viewer protocol policy] (ビューワープロトコルポリシー) を [Redirect 
HTTP to HTTPS] (HTTP を HTTPS にリダイレクト) に設定してください。

• [Cache settings] (キャッシュ設定) を [CachingDisabled] (キャッシュ無効化) に設定してください。
• 残りの部分はデフォルト値のままにします。

キャッシュ動作のオプションの詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「キャッ
シュ動作の設定」を参照してください。

5. [Settings] (設定) の下にあるフィールドで、次の作業を行います。

• [Alternate domain name (CNAME) - optional] (代替ドメイン名 (CNAME) - オプション) に [Add item] 
(アイテムを追加) を選択し、example.com などのルートドメインを入力します。

• [Custom SSL Certificate] (カスタム SSL 証明書) では、以前に作成した (p. 28)証明書を選択しま
す。

• それ以外は、デフォルト値のままにしておきます。

ディストリビューションのオプションの詳細については、「ディストリビューション設定」を参照し
てください。

6. ページの最下部で、[ディストリビューションの作成] をクリックします。
7. CloudFront がディストリビューションを作成すると、ディストリビューションの [ステータス] 列の値

が、[進行中] から [デプロイ済み] に変わります。これには通常数分かかります。

CloudFront によってディストリビューションに割り当てられたドメイン名が記録され、ディストリ
ビューションのリストに表示されます。このドメイン名を使用して、ディストリビューションをテス
トできます。
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ステップ 9: ドメインの DNS トラフィックを 
CloudFront ディストリビューションにルーティングす
る
これで、CloudFront ディストリビューションを使用する 1 ページのウェブサイトが S3 バケットに配置さ
れました。ドメインのインターネットトラフィックが CloudFront ディストリビューションにルーティング
されるようにするには、次の手順を実行します。

CloudFront Distributions へのトラフィックのルーティングの詳細については、「ドメイン名を使用したト
ラフィックの Amazon CloudFront ディストリビューションへのルーティング (p. 523)」を参照してくだ
さい。。

トラフィックをウェブサイトにルーティングするには

1. Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。

Note

ドメインを登録すると、同名のホストゾーンが、Amazon Route 53 によって自動的に作成さ
れます。ホストゾーンには、ドメインのトラフィックを Route 53 がどのようにルーティング
するかに関する情報が含まれています。

3. ホストゾーンリストから、ドメインの名前を選択します。
4. [Create record (レコードを作成)] を選択します。

[Quick create record] (レコードのクイック作成) ビューが表示されている場合は、[Switch to wizard] 
(ウィザードへの切り替え) を選択します。

Note

各レコードには、1 つのドメイン (example.com など) またはサブドメイン 
(www.example.com や test.example.com など) のトラフィックをどのようにルーティングす
るかについての情報が含まれます。レコードは、ドメインのホストゾーンに保存されます。

5. [Simple routing (シンプルルーティング)]、[Next (次へ)] の順に選択します。
6. [Define simple record (シンプルなレコードを定義)] を選択します。
7. [Record name] (レコード名) では、デフォルト値の前に「www」を入力します。これが、ホストゾーン

とドメインの名前です。
8. [Record type (レコードタイプ)] で、[  ‐ Routes traffic to an IPv4 address and some resourcesAWS (A ‐ 

IPv4 アドレスと一部の リソースにトラフィックをルーティングします)] を選択します。
9. [Value/Route traffic to] (値/トラフィックのルーティング先) で、[Alias to CloudFront distribution] 

(CloudFront ディストリビューションへのエイリアス) を選択します。
10. ディストリビューションを選択します。

ディストリビューション名は、[Distributions] (ディストリビューション) リストの [Domain 
name] (ドメイン名) ボックスに表示されている名前と一致する必要があります (例え
ば、dddjjjkkk.cloudfront.net)。

11. [Evaluate target health (ターゲットの正常性の評価)] で [No (いいえ)] を選択します。
12. [Define simple record (シンプルなレコードを定義)] を選択します。

ルートドメインのエイリアスレコードを追加するには (example.com)

ルートドメインのエイリアスレコードをさらに追加して、そのレコードがトラフィックを
www.example.com にリダイレクトする S3 バケットを指すようにします。CloudFront ディストリビュー
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ションへのトラフィックのルーティングの詳細については、「ドメイン名を使用したトラフィックの 
Amazon CloudFront ディストリビューションへのルーティング (p. 523)」を参照してください。

1. [Configure records] (レコードを設定) で、[Define simple record] (シンプルなレコードを定義) を選択
します。

2. [Record name] (レコード名) では、デフォルト値をそのまま使用します。
3. [Record type (レコードタイプ)] で、[  ‐ Routes traffic to an IPv4 address and some resourcesAWS (A ‐ 

IPv4 アドレスと一部の リソースにトラフィックをルーティングします)] を選択します。
4. [Value/Route traffic to] (値/トラフィックのルーティング先) で、[Alias to CloudFront distribution] 

(CloudFront ディストリビューションへのエイリアス) を選択します。
5. ディストリビューションを選択します。

ディストリビューション名は、[Distributions] (ディストリビューション) リストの [Domain 
name] (ドメイン名) ボックスに表示されている名前と一致する必要があります (例え
ば、dddjjjkkk.cloudfront.net)。

6. [Evaluate target health (ターゲットの正常性の評価)] で [No (いいえ)] を選択します。
7. [Define simple record (シンプルなレコードを定義)] を選択します。
8. [Configure records] (レコードを設定) ページで、[Create records] (レコードを作成) を選択します。

ステップ 10: ウェブサイトをテストする
ウェブサイトが正常に動作していることを確認するには、ウェブブラウザを開いて以下の URL を入力しま
す。

• https://www.##### (www.example.com など) – www.##### のバケットにあるインデックスドキュメン
トが表示されます

• https://##### (example.com など) – リクエストが www.##### のバケットにリダイレクトされます

状況によっては、期待される動作を実現するために、キャッシュの消去が必要になる場合があります。

インターネットトラフィックのルーティングの詳細については、「DNS サービスとしての Amazon Route 
53 の設定 (p. 332)」を参照してください。インターネットトラフィックの AWS リソースへのルーティ
ングについては、AWS リソースへのインターネットトラフィックのルーティング (p. 521) を参照してく
ださい。
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の他のサービスとの統合
Amazon Route 53 を他の AWS のサービスと統合して、Amazon Route 53 API に送信されるリクエストを
ログ記録し、リソースのステータスをモニタリングして、リソースにタグを割り当てることができます。
さらに、Route 53 を使用して、インターネットトラフィックを AWS リソースにルーティングできます。

トピック
• ログ記録、モニタリング、タグ付け (p. 35)
• 他の AWS リソースへのトラフィックのルーティング (p. 35)

ログ記録、モニタリング、タグ付け
AWS CloudTrail

Amazon Route 53 は、AWS アカウントによって Route 53 API に送信されるすべてのリクエストに関
する情報をキャプチャするサービスである AWS CloudTrail と統合されます。CloudTrail ログファイル
の情報を使用すると、Route 53 に対して発行されたリクエストの種類、リクエストの発行元 IP アド
レス、発行者、発行日時などを判断できます。

詳細については、「AWS CloudTrail を使用した Amazon Route 53 API コールのログ記録 (p. 657)」
を参照してください。

Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch を使用して、Route 53 ヘルスチェックの状態 (正常または異常) を監視できま
す。ヘルスチェックでは、ウェブアプリケーション、ウェブサーバー、その他のリソースの正常性と
パフォーマンスがモニタリングされます。指定された一定の間隔で、Route 53 は、自動リクエストを
インターネット経由でアプリケーションやサーバーなどのリソースに送信して、そのリソースが到達
可能、使用可能、機能中であることを確認します。

詳細については、「CloudWatch を使用したヘルスチェックのモニタリング (p. 560)」を参照してく
ださい。

タグエディター

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、Route 53 のドメイン、ホストゾーン、およびヘ
ルスチェックが含まれます。タグはそれぞれ、1 つのキーと 1 つの値で構成されており、どちらも
ユーザーが定義します。例えば、キーが "Customer" で値が "Example Corp" であるドメイン登録にタ
グを割り当てることができます。タグはさまざまな目的で使用できます。1 つ一般的な用途は、AWS 
コストを分類して追跡することです。

詳細については、「」を参照してくださいAmazon Route 53 リソースのタグ付け (p. 678)

他の AWS リソースへのトラフィックのルーティン
グ

Amazon Route 53 を使用して、さまざまな AWS リソースにトラフィックをルーティングすることができ
ます。
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Amazon API Gateway

Amazon API Gateway を使用すると、いずれの規模でも API を作成、発行、保守、モニタリング、保
護できます。AWS または他のウェブサービス、AWS クラウドに保存されているデータにアクセスす
る API を作成できます。

Route 53 を使用してトラフィックを API Gateway API にルーティングします。詳細については、「ド
メイン名を使用してトラフィックを Amazon API Gateway の API にルーティングする (p. 521)」を
参照してください。

Amazon CloudFront

ウェブコンテンツの配信を高速化するために、AWS のコンテンツ配信ネットワーク (CDN) である 
Amazon CloudFront を使用できます。CloudFront は、エッジロケーションのグローバルネットワーク
を使用して、動的、静的、ストリーミング、インタラクティブなコンテンツを含む、ウェブサイト全
体を配信できます。ユーザーから見て最もレイテンシーが小さいエッジロケーションに、CloudFront 
が自動的にコンテンツのリクエストをルーティングします。Route 53 を使用して、ドメインのトラ
フィックを CloudFront ディストリビューションにルーティングできます。詳細については、「ド
メイン名を使用したトラフィックの Amazon CloudFront ディストリビューションへのルーティン
グ (p. 523)」を参照してください。

Amazon EC2

Amazon EC2 は、AWS クラウド内でスケーラブルなコンピューティング性能を提供します。事前設
定されたテンプレート (Amazon Machine Image または AMI) を使用して、EC2 仮想コンピューティン
グ環境 (インスタンス) を起動できます。EC2 インスタンスを起動すると、EC2 によりオペレーティ
ングシステム (Linux または Microsoft Windows) と、AMI に含まれる追加のソフトウェア (ウェブサー
バーやデータベースソフトウェアなど) が自動的にインストールされます。

EC2 インスタンスでウェブサイトをホストしていたり、ウェブアプリケーションを実行していたりす
る場合、Route 53 を使用してドメイン (example.com など) のトラフィックをサーバーにルーティン
グできます。詳細については、「」を参照してくださいAmazon EC2 インスタンスへのトラフィック
のルーティング (p. 526)

AWS Elastic Beanstalk

AWS Elastic Beanstalk を使用して AWS クラウドでアプリケーションのデプロイと管理を行っている
場合は、Route 53 を使用してドメイン (example.com など) の DNS トラフィックを Elastic Beanstalk 
環境にルーティングできます。詳細については、「」を参照してくださいAWS Elastic Beanstalk 環境
へのトラフィックルーティング (p. 529)

Elastic Load Balancing

複数の Amazon EC2 インスタンスでウェブサイトをホストしている場合、Elastic Load Balancing 
(ELB) ロードバランサーを使用して、ウェブサイトへのトラフィックを、インスタンスをまたがって
分散できます。ELB サービスは、ウェブサイトへのトラフィックが時間の経過とともに変化するにつ
れてロードバランサーを自動的にスケーリングします。また、ロードバランサーは登録されているイ
ンスタンスの状態を監視して、トラフィックを正常なインスタンスにのみルーティングすることがで
きます。

Route 53 を使用して、ドメインのトラフィックを Classic、Application、または Network Load 
Balancer にルーティングできます。詳細については、「ELB ロードバランサーへのトラフィックの
ルーティング (p. 532)」を参照してください。

Amazon Lightsail

Amazon Lightsail は、コンピューティング、ストレージ、ネットワーキングの容量と、ウェブサイ
ト、ウェブアプリケーション、データベースをクラウドでデプロイおよび管理する機能を提供するこ
とで、予測可能な低い月額価格を実現しています。

Lightsail を使用する場合は、Route 53 を使用して Lightsail インスタンスにトラフィックをルーティン
グできます。詳細については、「Route 53 を使用して Amazon Lightsail インスタンスにドメインをポ
イントする」を参照してください。
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Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) では、安全で耐久性があり、拡張性の高いクラウドス
トレージを提供します。ウェブページとクライアント側スクリプトを配置できる静的ウェブサイトを
ホストするよう S3 バケットを設定できます (S3 ではサーバー側スクリプトがサポートされていませ
ん)。Route 53 を使用して、Amazon S3 バケットにトラフィックをルーティングできます。詳細につ
いては、以下のトピックを参照してください。
• トラフィックをバケットにルーティングすることの詳細については、「Amazon S3 バケットでホス

トされているウェブサイトへのトラフィックのルーティング (p. 534)」を参照してください。
• S3 バケットで静的ウェブサイトをホストする方法の詳細については、「Amazon Route 53 の開始

方法 (p. 16)」を参照してください。
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

インターフェイスエンドポイントを使用すると、AWS PrivateLink によるサービスに接続できます。
これらのサービスには、AWS の一部のサービス、他の AWS のお客様およびパートナーによって各自
の VPC でホストされるサービス (エンドポイントサービスと呼ばれます)、およびサポートされている 
AWS Marketplace パートナーサービスが含まれます。

Route 53 を使用して、トラフィックをインターフェイスエンドポイントにルーティングできます。詳
細については、「ドメイン名を使用してトラフィックを Amazon Virtual Private Cloud インターフェイ
スエンドポイントにルーティングする (p. 537)」を参照してください。

Amazon WorkMail

仕事用メールに Amazon WorkMail を使用し、DNS サービスとして Route 53 を使用している場合
は、Route 53 を使用して Amazon WorkMail メールドメインにトラフィックをルーティングできま
す。詳細については、「Amazon WorkMail へのトラフィックのルーティング (p. 539)」を参照して
ください。

詳細については「AWS リソースへのインターネットトラフィックのルーティング (p. 521)」をご参照く
ださい。
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DNS ドメイン名の形式
ドメイン名 (ドメイン、ホストゾーン、レコードの名前を含みます) は、ドットで区切られた一連のラベル
から構成されます。各ラベルは、63 バイトまでの長さにすることができます。ドメイン名の全体の長さ
は、ドットを含めて 255 バイト以内にする必要があります。Amazon Route 53 では、有効なドメイン名が
すべてサポートされています。

命名要件は、ドメイン名を登録するのか、それとも、ホストゾーンまたはレコードの名前を指定するのか
によって異なります。該当するトピックを参照してください。

トピック
• ドメイン名登録用のドメイン名の形式 (p. 38)
• ホストゾーンとレコード用のドメイン名の形式 (p. 38)
• ホストゾーンおよびレコード名のアスタリスク (*) を使用する (p. 39)
• 国際化ドメイン名の形式 (p. 40)

ドメイン名登録用のドメイン名の形式
ドメイン名登録の場合、ドメイン名に使用できる文字は、a～z、0～9、– (ハイフン) のみです。ラベルの
先頭または末尾にハイフンを指定することはできません。

国際化ドメイン名 (IDN) の登録方法については、「国際化ドメイン名の形式 (p. 40)」を参照してくださ
い。

ホストゾーンとレコード用のドメイン名の形式
ホストゾーンおよびレコードの場合、ドメイン名には、次の印刷可能な任意の ASCII 文字を使用すること
ができます (スペースを除く)。

• a～z
• 0-9
• - (ハイフン)
• ! " # $ % & ' ( ) * + , - / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ .

大文字または小文字を指定するか、あるいはエスケープコードで対応する文字を指定するかどうかに関係
なく、Amazon Route 53 は英字を小文字 (a～z) として格納します。

ドメイン名が以下の文字を含む場合は、エスケープコードを使って、\3 ## 8 ####という形式で文字を
指定する必要があります。

• 8 進数で文字 000～040 (10 進数で 0～32、16 進数で 0x20～0x00)
• 8 進数で文字 177～377 (10 進数で 127～255、16 進数で 0xFF～0x7F)
• . (ピリオド)。8 進数では文字 056 になります (10 進数で 46、16 進数で 0x2E)。ピリオドを区切り記号

ではなく、ドメイン名の文字として使用する場合です。. をラベルの間の区切り記号として使用する場合
は、エスケープコードを使用する必要はありません。
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のアスタリスク (*) を使用する

ドメイン名に、a～z、0～9、ハイフン (-)、アンダースコア (_) 以外の文字が含まれている場合、Route 53 
API アクションはその文字をエスケープコードとして返します。これは、エンティティの作成時に文字を
文字として指定した場合も、エスケープコードとして指定した場合も同様です。Route 53 コンソールで
は、文字はエスケープコードとしてでなく文字として表示されます。

ASCII 文字および対応する 8 進コードのリストについては、インターネットで「ascii テーブル」を検索し
てください。

国際化ドメイン名 (IDN) を指定するには、名前を Punycode に変換します。詳細については、「国際化ド
メイン名の形式 (p. 40)」を参照してください。

ホストゾーンおよびレコード名のアスタリスク (*) 
を使用する

「*」を名前に含むホストゾーンおよびレコードを作成できます。

ホストゾーン

• 「*」をドメイン名の左端のラベルに含めることはできません。例えば、*.example.com はできません。
• 「*」を他の位置に含める場合、DNS はこれをワイルドカードとしてではなく、アスタリスク文字 

(ASCII 42) として扱います。

レコード

DNSは、名前の中の位置に応じて、「*」をワイルドカードまたはアスタリスク (ASCII 42) として処理し
ます。「*」をレコードの名前でワイルドカードとして使用する際は、以下の制約にご注意ください。

• 「*」はドメイン名の左側、*.example.com、または *.acme.example.com のように配置する必要があり
ます。prod.*.example.com のように「*」を他のどのような位置に含めても、DNS はこれをワイルド
カードとしてではなく、アスタリスク文字 (ASCII 42) として扱います。

• * は、ラベル全体を置き換える必要があります。例えば、*prod.example.com や prod*.example.com と
指定することはできません。

• 特定のドメイン名が優先されます。例えば、*.example.com と acme.example.com のレコードを作成す
ると、Route 53 は常に acme.example.com レコードの値で acme.example.com の DNS クエリに応答し
ます。

• 「*」は、アスタリスクが含まれたサブドメインレベル、およびそのサブドメインのすべてのサブ
ドメインの DNS クエリに適用されます。例えば、*.example.com という名前のレコードを作成す
ると、Route 53 では (該当する名前を持つレコードがない場合には)そのレコードの値を使用して 
zenith.example.com、acme.zenith.example.com、および pinnacle.acme.zenith.example.com の DNS ク
エリに応答します。

*.example.com という名前のレコードを作成し、example.com レコードがない場合、Route 53 は
NXDOMAIN により(存在しないドメインとして) example.com の DNS クエリに応答します。

• 同じレベルのすべてのサブドメインとドメイン名の両方の DNS クエリに対して、Route 53 が同
じレスポンスを返すように設定できます。例えば、Route 53 が example.com レコードを使用し
て、acme.example.com や zenith.example.com などの DNS クエリに応答するように設定できます。以
下のステップを実行します。

1. ドメインのレコードを作成します (example.com など)。
2. サブドメインのエイリアスレコードを作成します (*.example.com など)。ステップ 1 で作成したレ

コードの名前を、エイリアスレコードのターゲットとして指定します。
• NS タイプのあるレコードで「*」をワイルドカードとして使用することはできません。
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国際化ドメイン名の形式
新しいドメイン名の登録時、あるいは、ホストゾーンとレコードの作成時には、a～z 以外の文字 (フラン
ス語の ç など)、他のアルファベット文字 (キリル文字やアラビア文字など)、 および中国語、日本語、韓国
語の文字を指定できます。Amazon Route 53 では、これらの国際化ドメイン名 (IDN) を、Unicode 文字を 
ASCII 文字列として表現する Punycode で格納します。

ドメイン名を登録する場合は、次の点に注意してください。

• トップレベルドメイン (TLD) が IDN をサポートし、使用する言語をサポートしている場合にのみ、a
～z、0～9、- (ハイフン) 以外の文字を使用できます。TLD がサポートしている言語を確認するには、
「Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイン (p. 122)」を参照してください。

• 名前に a～z の文字しか含まれていない場合は、サポートされていない言語で名前を指定できます。例
えば、TLD がフランス語をサポートしていないのに、使用する名前に発音区別符号のない文字 a～z の
みが含まれている場合でも、その名前を使用できます。この例では、「c」を含む名前を使用できます。
「ç」を含む名前は使用できません。

• TLD が IDN をサポートしていない場合や、ドメイン名に使用する言語をサポートしていない場
合、Punycode に a～z、0～9、- のみが含まれていても、Punycode で名前を指定することはできませ
ん。

以下の例は、国際化ドメイン名「中国.asia」の Punycode 表現を示しています:

xn--fiqs8s.asia

現代的なブラウザのアドレスバーに IDN を入力すると、ブラウザはそれを Punycode に変換した後、DNS 
クエリを送信するか、HTTP リクエストを実行します。

IDN の入力方法は、作成対象 (ドメイン名、ホストゾーン、レコード) とその作成方法 (API、SDK、Route 
53 コンソール) によって変わります。

• Route 53 API またはいずれかの AWS SDK を使用する場合は、プログラム的に Unicode 値から 
Punycode への変換が可能です。例えば、Java を使用する場合は、java.net.IDN ライブラリの toASCII
メソッドを使って Unicode 値を Punycode に変換できます。

• Route 53 コンソールを使ってドメイン名を登録する場合は、(Unicode 文字も含めて) 名前を名前フィー
ルドに貼り付けることができ、この値は保存される前にコンソールにより Punycode に変換されます。

• Route 53 コンソールを使ってホストゾーンまたはレコードを作成する場合は、ドメイン名を Punycode 
に変換した上で、名前を該当する [Name (名前)] フィールドに入力する必要があります。オンラインコ
ンバーターについては、インターネットで「punycode コンバーター」を検索してください。

ドメイン名を登録する場合は、すべての最上位ドメイン (TLD) で IDN がサポートされているわけではない
ことに注意してください。Route 53 でサポートされる TLD の一覧については、「Amazon Route 53 に登
録できる最上位ドメイン (p. 122)」を参照してください。IDN をサポートしない TLD が注記されていま
す。
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Amazon Route 53 を使用したドメイ
ンの登録と管理

新しいドメイン名 (URL が http://example.com であれば、example.com という部分) を取得する場合は、
ドメイン名を Amazon Route 53 に登録することができます。また、既存のドメインの登録を他のレジスト
ラから Route 53 に移管することも、逆に、Route 53 に登録したドメインの登録を別のレジストラに移管
することもできます。

この章の手順では、Route 53 コンソールを使用してドメインを登録し移管する方法、および、ドメイン設
定の編集方法とドメインステータスの表示方法を説明します。登録し管理するドメインの数が少ない場合
は、コンソールを使用するのが最も簡単な方法です。

多数のドメインを登録して管理する必要がある場合は、プログラムで変更したほうが好ましい場合があり
ます。詳細については、「」を参照してくださいAmazon Route 53 の設定 (p. 14)

Note

使用している言語に対応した AWS SDK がある場合は、API を使用して作業を行うのではな
く、SDK を利用してください。SDK を利用すると、認証が簡素化され、開発環境との統合が容易
になり、Route 53 コマンドに簡単にアクセスすることができます。

ドメイン名登録サービスは、ドメイン名登録の利用規約に基づいて提供されます。

トピック
• 新しいドメインの登録 (p. 41)
• ドメインの設定の更新  (p. 56)
• ドメインの登録の更新 (p. 75)
• 失効した、または削除されたドメインの復元 (p. 76)
• Route 53 に登録されているドメインのホストゾーンの置き換え (p. 78)
• ドメインの移管 (p. 78)
• 承認および確認メールの再送信 (p. 107)
• ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)
• レジストラとドメインに関するその他の情報の検索 (p. 115)
• ドメイン名登録の削除 (p. 116)
• AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わせ (p. 119)
• ドメイン請求レポートのダウンロード (p. 121)
• Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイン (p. 122)

新しいドメインの登録
新規ドメインの登録、ドメインの移管、ドメイン登録状況の閲覧についての詳細は、該当するトピックを
参照してください。

トピック
• 新しいドメインの登録 (p. 42)
• ドメインを登録または移管するときに指定する値 (p. 50)
• ドメインの登録時に Amazon Route 53 が返す値 (p. 54)
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• ドメイン登録のステータスの表示 (p. 55)

新しいドメインの登録
新規ドメインを登録する、または既存ドメインのネームサーバーを更新する

Amazon Route 53 は、Route 53 で登録したドメインと、他の DNS プロバイダーで登録したドメインで使
用できます。DNS プロバイダーに応じて次のいずれかの手順を選択し、Route 53 で新しいドメインを登
録して使用します。

• 新しいドメインの登録については、「新しいドメインを登録する方法 (p. 43)」をご覧ください。
• 既存のドメインについては、「Amazon Route 53 を既存ドメインの DNS サービスとして使用す

る (p. 332)」をご確認ください。
• ドメインを別のレジストラに移管する方法は、「他の DNS サービスを使用するときにドメインのネー

ムサーバーを更新するには (p. 70)」を参照してください。

ドメイン登録に関する考慮事項

開始する前に、次の点に注意してください。

AWS Support へのお問い合わせ

ドメインの登録中に問題が発生した場合は、AWS Support に無料でお問い合わせいただけます。
詳細については、「」を参照してくださいAWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わ
せ (p. 119)

ドメイン登録の料金

ドメイン登録のコストの詳細については、「Amazon Route 53 のドメイン登録料金」を参照してくだ
さい。

サポートされるドメイン

サポートされている TLD のリストについては、「Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイ
ン (p. 122)」を参照してください。

登録後にドメイン名を変更することはできません。

正しくないドメイン名を誤って登録した場合、そのドメイン名を変更することはできません。代わり
に、別のドメイン名を登録し、正しい名前を指定する必要があります。また、誤って登録したドメイ
ン名の返金を受け取ることはできません。

AWS クレジット

AWS クレジットを使用して、Route 53 への新しいドメインの登録料金を支払うことはできません。
特別料金またはプレミアム料金

TLD レジストリでは、一部のドメイン名に対して特別料金またはプレミアム料金を設定していま
す。Route 53 を使用して、特別料金またはプレミアム料金が設定されたドメインを登録することはで
きません。

ホストゾーンの料金

ドメインを Route 53 に登録する際に、そのドメインのホストゾーンが自動的に作成されます。そのホ
ストゾーンについては、ドメイン登録の年間料金に加えて少額の月額料金がかかります。このホスト
ゾーンは、ドメインのトラフィックを、例えば Amazon EC2 インスタンスや CloudFront ディストリ
ビューションにルーティングする方法についての情報を保存する場所です。ドメインを今すぐ使用す
るわけでない場合は、ホストゾーンを削除できます。ドメインの登録から 12 時間以内にホストゾー
ンを削除した場合、AWS 請求書にホストゾーンの料金は記載されません。また、お客様のドメインに
関して受ける DNS クエリについても、少額の料金がかかります。詳細については、「Amazon Route 
53 料金表」を参照してください。
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ドメインのホストゾーンの置き換え

ドメイン用の新しいホストゾーンを作成した場合、この新しいホストゾーン用に同じネームサーバー
を使用するためには、そのドメイン用にネームサーバーの更新を行う必要があります。詳細について
は、「Route 53 に登録されているドメインのホストゾーンの置き換え (p. 78)」を参照してくださ
い。

Route 53 を使用して新しいドメインを登録するには
Note

Route 53 のドメインコンソールを更新中です。旧コンソールは移行期間中も引き続きご使用いた
だけます。

お使いのコンソールのタブを選択します。

• 新しいコンソール (p. 43)
• 旧コンソール (p. 46)

New console

Route 53 を使用して新しいドメインを登録するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[ドメイン] を選択し、[登録済みドメイン] を選択します。
3. [登録済みドメイン] ページで、[ドメインを登録] を選択します。

a. [ドメインの検索] セクションに登録するドメインの名前を入力し、[検索] を選択してそのド
メイン名を使用できるかどうか確認します。

登録するドメイン名に a-z、A-Z、0-9、および – (ハイフン) 以外の文字が含まれている場合
は、次の点に注意してください。

• 適切な文字を使用して名前を入力できます。名前を Punycode に変換する必要はありませ
ん。

• 言語のリストが表示されます。指定した名前の言語を選択します。例えば、příklad (チェコ
語で「例」) と入力した場合は、チェコ語 (CES) またはチェコ語 (CZE) を選択します。

Note

複数のコードを持つ言語の場合は、両方を試す必要がある場合があります。CES 
と CZE は同義ですが、どちらか一方しかサポートしていない TLD レジストリも
あります。

a～z、0～9、- (ハイフン) 以外の文字を指定する方法、および国際化されたドメイン名を
指定する方法については、「DNS ドメイン名の形式 (p. 38)」を参照してください。

使用できる場合は入力したドメインが表示され、使用できない場合は、候補として似たドメ
インが表示されます。

登録するドメインは 5 つまで選択できます。選択したドメインは、[選択済みドメイン] リス
トに表示されます。

b. ドメインをさらに登録するときは、3a から 3b のステップを繰り返します。
4. [チェックアウトに進む] を選択します。
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5. [料金] ページで、ドメインを登録する年数を選択し、有効期限が切れる前にドメイン登録を自動
更新するかどうかを選択します。

Note

ドメイン名の登録および更新は返金の対象外です。ドメインの自動更新を有効にし、登
録更新後にドメイン名が必要なくなった場合、更新費用の返金を受け取ることはできま
せん。

[Next] (次へ) をクリックします。
6. [連絡先情報] ページで、ドメインの登録者、管理者、技術担当者の連絡先情報を入力します。こ

こで入力した値は、登録しようとしているすべてのドメインに適用されます。詳細については、
「ドメインを登録または移管するときに指定する値 (p. 50)」を参照してください

以下の考慮事項に注意してください。

First Name (名) と Last Name (姓)

[First Name] と [Last Name] は、公式 ID に名前を指定することをお勧めします。ドメイン設
定の変更に際しては、一部のドメインレジストリで、身分証明書の提供が求められる場合が
あります。お客様の ID の名前は、ドメイン登録者の連絡先の名前と完全に一致する必要があ
ります。

他の連絡先

デフォルトでは、3 種類の連絡先すべてについて同じ情報が使用されます。1 つまたは複数の
連絡先で異なる情報を入力するときは、それぞれの連絡先について [登録者の連絡先と同じ]
の値をオフの位置にします。

Note

.it ドメインの場合、登録者と管理者の連絡先は同じである必要があります。
複数のドメイン

複数のドメインを登録する場合は、すべてのドメインについて同じ連絡先情報が使用されま
す。

その他の必須情報

一部の最上位ドメイン (TLD) では追加情報を収集する必要があります。そのような TLD の場
合は、[Postal/Zip Code] の後に、該当する値を入力します。

プライバシー保護

WHOIS クエリに対して連絡先情報を非表示にするかどうかを選択します。

Note

管理担当者、登録者、および技術担当者に同じプライバシー設定を指定する必要が
あります。

詳細については、次のトピックを参照してください。
• ドメインの連絡先情報のプライバシー保護の有効化/無効化 (p. 63)
• Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイン (p. 122)

Note

.uk、.co.uk、.me.uk、.org.uk ドメインのプライバシー保護を有効にするには、サ
ポートケースを開いてプライバシー保護をリクエストします。

[Next] (次へ) をクリックします。
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7. [確認] ページで入力した情報を確認し、必要があれば修正し、サービスの利用規約を読み、読ん
だことを確認するチェックボックスにチェックを入れます。

[Submit] (送信) を選択します。
8. AISPL (インド) のお客様のみ: 連絡先住所がインドにある場合、AWS のローカル販売者である 

Amazon インターネットサービス Pvt. Ltd (AISPL) との利用規約が適用されます。Route 53 でド
メインを登録するには、次の手順を実行して、ドメインの登録料金を支払います。

a. AWS Management Console の [Orders and Invoices (注文と請求書)] のページに移動します。
b. 支払い期限 セクションで、該当する請求書を検索します。
c. アクション 列で、[確認および支払い] を選択します。

請求書の支払い後、ドメイン登録が完了し、該当する E メールが送信されます。

Important

5 日以内に請求書をお支払いいただかないと、請求書はキャンセルされます。請求書の
キャンセル後にドメインを登録するには、リクエストを再送信します。

詳細については、AWS Billing ユーザーガイドのインドにおける支払いの管理を参照してくださ
い。

9. ナビゲーションペインで [ドメイン] を選択し、次に [リクエスト] を選択します。

このページではドメインのステータスが確認できます。また、登録者の連絡先確認メールに、返
信する必要があるかどうかも確認できます。確認メールは再送信することも可能です。

Route 53 でのドメインの登録に使用されたことがない登録者の連絡先の E メールアドレスを指定
した場合、一部の TLD レジストリでは、アドレスが有効であることを確認する必要があります。

以下のいずれかの E メールアドレスより、確認 E メールが送信されます。

• noreply@registrar.amazon.com – Amazon Registrar によって登録された TLD の場合。
• noreply@domainnameverification.net – レジストラアソシエイトである Gandi によって

登録された TLD の場合。TLD のレジストラを調べる方法については、「レジストラの検
索 (p. 115)」を参照してください。

Important

登録者は、E メールの指示に従って、メールを受信したことを確認する必要がありま
す。これを行わない場合、お客様のドメインは ICANN の規定に従って停止されます。ド
メインが停止されると、インターネットでそのドメインにアクセスできなくなります。

a. 確認 E メールを受け取ったら、E メール内のリンクを選択し、指定した E メールアドレスが
有効であることを確認します。E メールがすぐに届かない場合は、迷惑メールフォルダーを
確認します。

b. [リクエスト] ページに戻ります。ステータスが自動的に [E メールアドレスが検証されました]
に更新されない場合は、ブラウザでページを更新します。

10. ドメインの登録が完了したら、ドメインの DNS サービスとして Route 53 を使用するか他の 
DNS サービスを使用するかによって、次のステップは異なります。

• Route 53: ドメイン登録時に Route 53 が作成したホストゾーンで、ドメインおよびサブドメイ
ンへのトラフィックをどのようにルーティングするかを Route 53 に指示するためのレコードを
作成します。
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例えば、誰かがブラウザにドメイン名を入力し、そのクエリが Route 53 に転送されたとき
に、Route 53 がそのクエリに対してお客様のデータセンターのウェブサーバーの IP アドレス
を返すか、それとも ELB ロードバランサーの名前を返すかを指定します。

詳細については、「レコードを使用する (p. 380)」を参照してください

Important

Route 53 が自動的に作成するもの以外のホストゾーンでレコードを作成した場合、ド
メインのネームサーバーを更新して新しいホストゾーンのネームサーバーを使用する
必要があります。

• 他の DNS サービス－ 他の DNS サービスに DNS クエリをルーティングするように新しいドメ
インを設定します。ネームサーバーを更新して別のレジストラを使用する (p. 70)の手順を実
行します。

Old console

Route 53 を使用して新しいドメインを登録するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. Route 53 を初めて使用する場合は、[今すぐ始める] を選択します。

既に Route 53 を利用している場合は、ナビゲーションペインの [Registered Domains (登録済み
ドメイン) ] を選択します。

3. [Register Domain (ドメインの登録)] をクリックし、登録するドメインを指定します。

a. 登録するドメイン名を入力し、[Check] を選択してそのドメイン名が使用できるかどうか確
認します。

登録するドメイン名に a-z、A-Z、0-9、および – (ハイフン) 以外の文字が含まれている場合
は、次の点に注意してください。

• 適切な文字を使用して名前を入力できます。名前を Punycode に変換する必要はありませ
ん。

• 言語のリストが表示されます。指定した名前の言語を選択します。例えば、příklad (チェコ
語で「例」) と入力した場合は、チェコ語 (CES) またはチェコ語 (CZE) を選択します。

Note

複数のコードを持つ言語の場合は、両方を試す必要がある場合があります。CES 
と CZE は同義ですが、どちらか一方しかサポートしていない TLD レジストリも
あります。

b. ドメインが使用できる場合は、[Add to cart] を選択します。ドメイン名がショッピングカー
トに表示されます。

[Related domain suggestions] リストには、最初の選択肢が使用できない場合にその代わり
に、または、最初の選択肢に加えて登録できる他のドメインが表示されます。登録する追加
のドメインごとに [Add to cart] を選択します。最大 5 個のドメインを登録できます。

[Next] (次へ) をクリックします。
c. カートショッピングで、ドメインを登録する年数を選択します。
d. 他のドメインも登録するには、ステップ 3a ～ 3c を繰り返します。

4. [続行] をクリックします。
5. [Contact Details for Your n Domains] ページで、ドメインの登録者、管理者、技術担当者の連絡先

情報を入力します。ここで入力した値は、登録しようとしているすべてのドメインに適用されま
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す。詳細については、「ドメインを登録または移管するときに指定する値 (p. 50)」を参照して
ください

以下の考慮事項に注意してください。

First Name (名) と Last Name (姓)

[First Name] と [Last Name] は、公式 ID に名前を指定することをお勧めします。ドメイン設
定の変更に際しては、一部のドメインレジストリで、身分証明書の提供が求められる場合が
あります。お客様の ID の名前は、ドメイン登録者の連絡先の名前と完全に一致する必要があ
ります。

他の連絡先

デフォルトでは、3 種類の連絡先すべてについて同じ情報が使用されます。連絡先として異
なる情報を入力する場合は、[My Registrant, Administrative, and Technical Contacts are all 
the same] の値を [No] に変更します。

Note

.it ドメインの場合、登録者と管理者の連絡先は同じである必要があります。
複数のドメイン

複数のドメインを登録する場合は、すべてのドメインについて同じ連絡先情報が使用されま
す。

その他の必須情報

一部の最上位ドメイン (TLD) では追加情報を収集する必要があります。そのような TLD の場
合は、[Postal/Zip Code] の後に、該当する値を入力します。

プライバシー保護

WHOIS クエリに対して連絡先情報を非表示にするかどうかを選択します。

Note

管理担当者、登録者、および技術担当者に同じプライバシー設定を指定する必要が
あります。

詳細については、次のトピックを参照してください。
• ドメインの連絡先情報のプライバシー保護の有効化/無効化 (p. 63)
• Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイン (p. 122)

Note

.uk、.co.uk、.me.uk、.org.uk ドメインのプライバシー保護を有効にするには、サ
ポートケースを開いてプライバシー保護をリクエストします。

6. [Continue] (続行) をクリックします。
7. [一部の TLD のみ]: Route 53 でのドメインの登録に使用されたことがない登録者の連絡先の E 

メールアドレスを指定した場合、一部の TLD レジストリでは、アドレスが有効であることを確認
する必要があります。

登録に認証が必要で、ドメイン登録時にそのメールアドレスを検証できる場合は、コンソールに 
[登録者の連絡先の E メールアドレスの検証] セクションが表示されます。

• セクションが表示されない場合は、ステップ 8 に進みます。
• セクションが表示され、ステータスが [email-address is verified] の場合は、ステップ 8 に進み

ます。
• セクションが表示され、値が [Registrant email not verified] の場合は、このステップに進みま

す。
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以下のステップを実行します。

a. [Send verification email] を選択します。以下のいずれかの E メールアドレスより、確認 E 
メールが送信されます。

• noreply@registrar.amazon.com – Amazon Registrar によって登録された TLD の場合。
• noreply@domainnameverification.net – レジストラアソシエイトである Gandi によって

登録された TLD の場合。TLD のレジストラを調べる方法については、「レジストラの検
索 (p. 115)」を参照してください。

Important

登録者は、E メールの指示に従って、メールを受信したことを確認する必要があり
ます。これを行わない場合、お客様のドメインは ICANN の規定に従って停止されま
す。ドメインが停止されると、インターネットでそのドメインにアクセスできなく
なります。

b. 確認 E メールを受け取ったら、E メール内のリンクを選択し、指定した E メールアドレスが
有効であることを確認します。E メールがすぐに届かない場合は、迷惑メールフォルダーを
確認します。

c. Route 53 コンソールに戻ります。ステータスが自動的に [email-address is verified (E メール
アドレスが検証されました)] に更新されない場合は、[ステータスの更新] を選択します。

8. 有効期限日前にドメイン登録を自動更新するかどうか選択します。

Note

ドメイン名の登録および更新は返金の対象外です。ドメインの自動更新を有効にし、登
録更新後にドメイン名が必要なくなった場合、更新費用の返金を受け取ることはできま
せん。

9. 入力した情報を確認し、サービスの利用規約を読み、利用規約を読んだことを確認するチェック
ボックスをオンにします。

10. [Complete Purchase] を選択します。
11. AISPL (インド) のお客様のみ: 連絡先住所がインドにある場合、AWS のローカル販売者である 

Amazon インターネットサービス Pvt. Ltd (AISPL) との利用規約が適用されます。Route 53 でド
メインを登録するには、次の手順を実行して、ドメインの登録料金を支払います。

a. AWS Management Console の [Orders and Invoices (注文と請求書)] のページに移動します。
b. 支払い期限 セクションで、該当する請求書を検索します。
c. アクション 列で、[確認および支払い] を選択します。

請求書の支払い後、ドメイン登録が完了し、該当する E メールが送信されます。

Important

5 日以内に請求書をお支払いいただかないと、請求書はキャンセルされます。請求書の
キャンセル後にドメインを登録するには、リクエストを再送信します。

詳細については、AWS Billing ユーザーガイドのインドにおける支払いの管理を参照してくださ
い。

12. 汎用 TLD のみ: 登録者の連絡先の E メールアドレスが有効であることを確認します。

Note

ステップ 7 で E メールアドレスを確認できた場合は、ステップ 13 に進みます。
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レジストリで登録者の連絡先の E メールアドレスを確認する必要があるが、前述のプロセスで確
認できない場合は、以下のいずれかの E メールアドレスより確認 E メールが送信されます。

• noreply@registrar.amazon.com – Amazon Registrar によって登録された TLD の場合。
• noreply@domainnameverification.net – レジストラアソシエイトである Gandi によって登録さ

れた TLD の場合。

TLD のレジストラを調べる方法については、「レジストラの検索 (p. 115)」を参照してくださ
い。

確認 E メールを受け取ったら、E メール内のリンクを選択し、指定した E メールアドレスが有効
であることを確認します。すぐに E メールを受信しない場合。

• ドメインの設定を確認して、登録者の連絡先に正しい電子メールアドレスを指定したことを確
認します。

• 迷惑メールフォルダーを確認します。

Important

登録者はメールの指示に従って、メールを受け取ったことを通知する必要があります。
そうしないと、ICANN の規定に従ってそのドメインは停止されます。ドメインが停止さ
れると、インターネットでそのドメインにアクセスできなくなります。

13. ドメイン登録が承認されると、すべての TLD で E メールが送信されます。

リクエストの現在のステータスを調べるには、「ドメイン登録のステータスの表示 (p. 55)」を
参照してください。

14. (オプション) すべての汎用 TLD と多くの地理的 TLD のドメインレジストリにより、ドメインを
ロックし、お客様の許可なく他者がドメインを別のレジストラに移管することを防止できます。
ドメインのレジストリでドメインをロックできるかどうかについては、「Amazon Route 53 に
登録できる最上位ドメイン (p. 122)」を参照してください。ロックがサポートされていて、ド
メインをロックする場合は、「別のレジストラへの許可のない移管を防ぐためのドメインのロッ
ク (p. 66)」を参照してください。

15. ドメインの登録が完了したら、ドメインの DNS サービスとして Route 53 を使用するか他の 
DNS サービスを使用するかによって、次のステップは異なります。

• Route 53: ドメイン登録時に Route 53 が作成したホストゾーンで、ドメインおよびサブドメイ
ンへのトラフィックをどのようにルーティングするかを Route 53 に指示するためのレコードを
作成します。

例えば、誰かがブラウザにドメイン名を入力し、そのクエリが Route 53 に転送されたとき
に、Route 53 がそのクエリに対してお客様のデータセンターにあるウェブサーバーの IP アド
レスを返すか、それとも Elastic Load Balancing ロードバランサーの名前を返すかを指定しま
す。

詳細については、「レコードを使用する (p. 380)」を参照してください。

Important

Route 53 が自動的に作成するもの以外のホストゾーンでレコードを作成した場合、ド
メインのネームサーバーを更新して新しいホストゾーンのネームサーバーを使用する
必要があります。

• 他の DNS サービス－ 他の DNS サービスに DNS クエリをルーティングするように新しいドメ
インを設定します。ネームサーバーを更新して別のレジストラを使用する (p. 70)の手順を実
行します。
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ドメインを登録または移管するときに指定する値
Note

Route 53 のドメインコンソールが更新されました。旧コンソールは移行期間中も引き続きご使用
いただけます。新コンソールも使用可能です。Route 53 から返される情報の大半は、両方のコン
ソールで同じです。情報が異なる場合を以下に記します。

Amazon Route 53 にドメインを登録するかドメイン登録を移管するときは、このトピックで説明されてい
る値を指定します。

Note

複数のドメインを登録する場合、Route 53 はショッピングカートにあるすべてのドメインについ
て指定された値を使用します。

Route 53 に現在登録されているドメインの値を変更することもできます。次の点に注意してください。

• ドメインの連絡先情報を変更した場合は、登録者の連絡先に変更について通知メールが送信されます。
このメールの送信元は route53-dev-admin@amazon.com です。ほとんどの変更について、登録者は応
答する必要はありません。

• 連絡先情報が変更されたことで所有権も変わった場合は、登録者の連絡先に追加のメールが送信されま
す。ICANN の規則は、登録者の連絡先に、メールを受領したことを確認するよう要求しています。詳細
については、このセクションの [First Name]、[Last Name] および [Organization] の項目を参照してくだ
さい。

既存のドメインの設定の変更については、「ドメインの設定の更新  (p. 56)」を参照してください。

指定する値

• My Registrant, Administrative, and Technical contacts are all the same
• Contact Type
• First Name, Last Name
• Organization
• Email
• Phone
• Address 1
• Address 2
• Country
• State
• City
• Postal/Zip Code
• Fields for selected top-level domains
• Privacy Protection
• Auto-renew

新しいコンソール: 登録者の連絡先と同じ - 古いコンソール: 登録者、管理者、技術担当者がすべて同じ

ドメインの登録者、管理者、技術担当者の連絡先として同じ連絡先情報を使用するかどうかを指定し
ます。

　連絡先のタイプ

この連絡先のカテゴリ。次の点に注意してください。
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• [Person] 以外のオプションを選択した場合、組織名を入力する必要があります。
• 一部の TLD の場合、使用可能なプライバシー保護は、[連絡先のタイプ] に選択した値によって異な

ります。TLD のプライバシー保護設定については、「Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイ
ン (p. 122)」を参照してください。

• .es ドメインの場合、3 つの連絡先すべてで [Contact Type (連絡先のタイプ)] の値が [Person (個人)] 
である必要があります。

名と姓

連絡先の姓名。

Important

[First Name] と [Last Name] は、公式 ID に名前を指定することをお勧めします。ドメイン設
定を変更するには、ID の証明を提示する必要があります。ID の名前は、ドメインの登録者連
絡先の名前と一致する必要があります。

ドメインを Route 53 に移管する際に次の条件に該当する場合は、ドメインの所有者を変更することに
なります。
• 連絡先のタイプが [Person (個人)] である。
• 登録者の連絡先の [First Name (名)] および [Last Name (姓)] フィールドを現在の設定から変更す

る。

この場合、ICANN の規則では、当社が登録者の連絡先に E メールを送付して承認を得る必要がありま
す。以下のいずれかの E メールアドレスから E メールが送信されます。

TLD 承認メールの発信元となるメールアドレス

Amazon Registrar に
よって登録された TLD

noreply@registrar.amazon.com

.fr nic@nic.fr (E メールは現在の登録者の連絡先と新しい登録者の連絡先の両
方に送信されます。)

その他すべて noreply@domainnameverification.net

TLD のレジストラを調べる方法については、「Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイ
ン (p. 122)」を参照してください。

Important

登録者はメールの指示に従って、メールを受け取ったことを通知する必要があります。そう
しないと、ICANN の規定に従ってそのドメインは停止されます。ドメインが停止されると、
インターネットでそのドメインにアクセスできなくなります。

登録者の連絡先メールアドレスを変更した場合、通知メールは登録者の連絡先として指定された以前
のメールアドレスと新しいメールアドレスの両方に送信されます。

一部の TLD レジストラでは、ドメイン所有者の変更は有料です。これらの値の 1 つを変更すると、有
料かどうかを知らせるメッセージが Route 53 コンソールに表示されます。

組織

連絡先と関連付けられている組織 (存在する場合)。登録者と管理者の連絡先の場合、これは通常、ド
メインを登録する組織です。技術担当者の連絡先の場合、これはドメインを管理する組織のこともあ
ります。
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連絡先のタイプが [Person] 以外のときに、登録者の連絡先の [Organization] フィールドを変更する
と、ドメインの所有者が変更されます。ICANN の規則では、登録者の連絡先にメールを送付して承認
を得る必要があります。以下のいずれかの E メールアドレスから E メールが送信されます。

TLD 承認メールの発信元となるメールアドレス

Amazon Registrar に
よって登録された TLD

noreply@registrar.amazon.com

.fr nic@nic.fr (E メールは現在の登録者の連絡先と新しい登録者の連絡先の両
方に送信されます。)

その他すべて noreply@domainnameverification.net

TLD のレジストラを調べる方法については、「Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイ
ン (p. 122)」を参照してください。

登録者の連絡先メールアドレスを変更した場合、通知メールは登録者の連絡先として指定された以前
のメールアドレスと新しいメールアドレスの両方に送信されます。

一部の TLD レジストラでは、ドメイン所有者の変更は有料です。[Organization] の値を変更すると、
有料かどうかを知らせるメッセージが Route 53 コンソールに表示されます。

メール

連絡先のメールアドレス。

登録者の連絡先のメールアドレスを変更すると、以前のメールアドレスと新しいメールアドレスの両
方に通知メールが送信されます。このメールの送信元は route53-dev-admin@amazon.com です。

電話

連絡先の電話番号です。
• 米国またはカナダの電話番号を入力する場合は、最初のフィールドに「1」と入力し、2 番目の

フィールドに 10 桁の市外局番と電話番号を入力します。
• そのほかの場所の電話番号を入力する場合は、最初のフィールドに国コードを入力し、2 番目の

フィールドに電話番号の残りを入力します。電話の国コードのリストについては、Wikipedia の記事
「国際電話番号の一覧」を参照してください。

Address1

連絡先の住所。
Address2

連絡先の追加の住所情報 (アパートの部屋番号や私書箱など)。
国

連絡先の国。
状態

連絡先の都道府県。
市町村

連絡先の市町村。
郵便番号

連絡先の郵便番号。
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選択した最上位ドメインのフィールド

以下のトップレベルドメイン (TLD) では、追加の値を指定する必要があります。
• .com.au と .net.au
• .ca
• .es
• .fi
• .fr
• .it
• .ru
• .se
• .sg
• .co.uk、.me.uk、.org.uk

また、多くの TLD では VAT 識別番号が必要です。

有効な値の詳細については、Amazon Route 53 API リファレンスの「ExtraParam」を参照してくださ
い。

プライバシー保護

WHOIS クエリに対して連絡先情報を隠すかどうかを指定します。[プライバシー保護をオンにする]
(新しいコンソール)、または [連絡先情報を隠す] を選択すると、WHOIS ("who is") クエリにより、レ
ジストラの連絡先情報、または "Protected by policy" という値が返されます。

Note

管理担当者、登録者、および技術担当者に同じプライバシー設定を指定する必要がありま
す。

[Don't hide contact information] を選択した場合、指定したメールアドレスに送られてくるスパムメー
ルの数が増えます。

だれでもドメインの WHOIS クエリを送信して、そのドメインのすべての連絡先情報を取得すること
ができます。WHOIS コマンドは多くのオペレーティングシステムで利用でき、多くのウェブサイト
でウェブアプリケーションとしても利用できます。

Important

ドメインに関連付けられた連絡先情報を必要とする正当なユーザーもいますが、最も一般
的なユーザーは、迷惑メールや詐欺メールをドメインの連絡先に送りつけるスパム業者で
す。一般に、[Privacy Protection] では [Hide contact information] を選択することをお勧めし
ます。

一部のドメインのプライバシー保護を有効または無効にするには、サポートケースを開いてプライバ
シー保護をリクエストする必要があります。

プライバシー保護の詳細については、以下のトピックを参照してください。
• ドメインの連絡先情報のプライバシー保護の有効化/無効化 (p. 63)
• Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイン (p. 122)

自動更新 (ドメイン設定の編集時のみ利用可能)

有効期限切れになる前に Route 53 が自動的にドメイン登録を更新するかどうかを指定します。登録料
はお客様の AWS アカウントに課金されます。古いコンソールでは、この設定はドメイン設定を編集
するときのみ使用できます。詳細については、「ドメインの登録の更新 (p. 75)」を参照してくださ
い。
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Important

自動更新を無効にした場合、有効期限が過ぎるとドメイン登録は更新されず、お客様はその
ドメイン名をコントロールできなくなる可能性があります。

ドメイン名を更新できる期間は最上位ドメイン (TLD) によって異なります。ドメインの更新に関する
概要については、「ドメインの登録の更新 (p. 75)」を参照してください。ドメイン登録を指定され
た年数延長する方法については、「ドメインの登録期間の延長 (p. 67)」を参照してください。

ドメインの登録時に Amazon Route 53 が返す値
Amazon Route 53 にドメインを登録すると、Route 53 は指定した値に加えて、次の値を返します。

[Registered on]

ドメインが最初に Route 53 に登録された日付。
[Expires on]

現在の登録期間が失効する日時 (GMT = グリニッジ標準時)。

登録期間は通常 1 年間ですが、一部の最上位ドメイン (TLD) のレジストリでは登録期間が長い場合が
あります。TLD の登録および更新期間については、「Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイ
ン (p. 122)」を参照してください。

ほとんどの TLD では、最大 10 年登録期間を延長できます。詳細については、「ドメインの登録期間
の延長 (p. 67)」を参照してください。

[Domain name status code]

ドメインの現在のステータス。

ドメイン名の中央データベースを維持する組織である ICANN は、ドメイン名ステータスコード (別
称: EPP ステータスコード) を開発しました。これは、ドメイン名の各種操作のステータスを知らせ
るコードです。これらのステータスの例としては、ドメイン名の登録、ドメイン名の別のレジストラ
に対する移管、ドメイン名の登録更新などがあります。すべてのレジストラは、この同じステータス
コードを使用します。

ドメイン名ステータスコードと各コードの意味を説明した現在の一覧については、ICANN ウェブサイ
トで epp status codes を検索してください (ICANN ウェブサイトで直接、検索してください。ウェブ
検索ではドキュメントの古いバージョンが返されることがあります)。

[Transfer lock]

他人が許可なく他のレジストラにドメインを移管する可能性を減らすためにドメインをロックするか
どうかを指定します。ドメインがロックされていると、[移管のロック] の値は [オン] になります。ド
メインがロックされていないと、値は [オフ] になります。

[Auto renew]

有効期限が切れる少し前に Route 53 がこのドメインの登録を自動的に更新するかどうかを指定しま
す。

[Authorization code]

このドメインの登録を他のレジストラに移管する場合に必要なコード。認証コードは、お客様が要
求した場合にのみ生成されます。ドメインを別のレジストラに移管する方法については、「Amazon 
Route 53 から別のレジストラにドメインを移行する (p. 100)」を参照してください。

[Name servers]

このドメインに関する DNS クエリに応答する Route 53 サーバー。Route 53 ネームサーバーは削除し
ないことをお勧めします。
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ネームサーバーを追加、変更、削除する方法については、「ドメインのネームサーバーおよびグルー
レコードの追加あるいは変更 (p. 71)」を参照してください。

ドメイン登録のステータスの表示
ドメイン名の中央データベースを維持する組織である ICANN は、ドメイン名ステータスコード (EPP ス
テータスコードとも呼ばれます) を開発しました。これは、ドメイン名の登録、他のレジストラへのドメ
イン名の移管、ドメイン名の登録の更新など、各種操作のステータスを知らせるコードです。すべてのレ
ジストラは、この同じステータスコードを使用します。

ドメインのステータスコードを表示するには、次の手順を実行します。
Note

Route 53 のドメインコンソールを更新中です。旧コンソールは移行期間中も引き続きご使用いた
だけます。

お使いのコンソールのタブを選択します。

• 新しいコンソール (p. 55)
• 旧コンソール (p. 56)

New console

ドメインの ICANN ステータスコードを表示するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[ドメイン] を展開し、[登録済みドメイン] を選択します。
3. ドメインのリンクされた名前を選択します。
4. 登録者の連絡先に確認メールを再送信するなどアクションを実行する必要がある場合、ページ上

部のバナーに実行する必要のあるアクションが表示されます。
5. ドメインの現在のステータスを確認するときは、[ドメインのステータスコード] フィールドの値

を見ます。

ドメイン名ステータスコードと各コードの意味を説明した現在の一覧については、ICANN ウェ
ブサイトで epp status codes を検索してください (ICANN ウェブサイトで直接、検索してくださ
い。ウェブ検索ではドキュメントの古いバージョンが返されることがあります)。

登録ステータスは、[リクエスト] ページでも確認できます。

登録ステータスを確認するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[ドメイン] を展開し、[リクエスト] を選択します。
3. [リクエスト] ページでは、登録ステータスだけでなく、ドメインの削除、ドメイン移管のロッ

ク、DNSSEC キーの追加や削除など、ドメインに対して行った他のアクションのステータスも確
認することができます。

メールの確認など、プロセスを完了するために実行すべきアクションがあれば、それも表示され
ます。

• アクションリクエストに応答するには、ドメイン名の横にあるラジオボタンを選択し、[アク
ション] ドロップダウンからアクションを選択します。
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Old console

ドメインの ICANN ステータスコードを表示するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] を選択します。
3. ドメインのリンクされた名前を選択します。
4. ドメインの現在のステータスについては、[Domain name status] フィールドの値を確認します。

ドメイン名ステータスコードと各コードの意味を説明した現在の一覧については、ICANN ウェ
ブサイトで epp status codes を検索してください (ICANN ウェブサイトで直接、検索してくださ
い。ウェブ検索ではドキュメントの古いバージョンが返されることがあります)。

ドメインの設定の更新
ドメインの設定の更新については、該当するトピックを参照してください。

トピック
• ドメインの連絡先情報と所有者の更新 (p. 56)
• ドメインの連絡先情報のプライバシー保護の有効化/無効化 (p. 63)
• ドメインの自動更新の有効化/無効化 (p. 65)
• 別のレジストラへの許可のない移管を防ぐためのドメインのロック (p. 66)
• ドメインの登録期間の延長 (p. 67)
• ネームサーバーを更新して別のレジストラを使用する (p. 70)
• ドメインのネームサーバーおよびグルーレコードの追加あるいは変更 (p. 71)

ドメインの連絡先情報と所有者の更新
ドメインの管理者および技術担当者の連絡先については、変更の承認を必要とせずにすべての連絡先情報
を変更できます。詳細については、「ドメインの連絡先情報の更新 (p. 58)」を参照してください。

登録者の連絡先については、変更の承認を必要とせずにほとんどの値を変更できます。ただし、TLD の中
には、ドメインの所有者を変更するには承認が必要となるものがあります。詳細については、該当するト
ピックを参照してください。

トピック
• ドメインの所有者は誰ですか。 (p. 56)
• 所有者を変更するために特別な処理を必要とする TLD (p. 57)
• ドメインの連絡先情報の更新 (p. 58)
• レジストリがドメインの所有者変更フォームを要求する場合のドメイン所有者の変更 (p. 62)

ドメインの所有者は誰ですか。
連絡先のタイプが [Person] で、登録者の連絡先の [First Name] または [Last Name] フィールドを変更する
と、ドメインの所有者を変更したことになります。

連絡先のタイプが [Person] 以外のときに [Organization] を変更すると、ドメインの所有者が変更されま
す。

API バージョン 2013-04-01
56

https://console.aws.amazon.com/route53/
https://console.aws.amazon.com/route53/
https://www.icann.org/
https://www.icann.org/


Amazon Route 53 デベロッパーガイド
ドメインの連絡先情報と所有者の更新

ドメインの所有者の変更に関する以下の点に注意してください。

• TLD によっては、ドメインの所有者を変更するための料金がかかります。ドメインの TLD に料金がかか
るかどうかを判断するには、「Amazon Route 53 のドメイン登録料金」の「所有価格の変更」列を参照
してください。

Note

ドメインの所有者を変更するために AWS クレジットを使用して料金を支払うことはできませ
ん。

• 一部の TLD では、ドメインの所有者を変更するときに、登録者の連絡先である E メールアドレスに承
認の E メールが送信される場合があります。連絡を受信した登録者は、E メールの指示に従って変更を
承認する必要があります。

• 一部の TLD では、Amazon Route 53 のサポートエンジニアが値の更新を行うために、ドメインの所有
者の変更フォームを入力したうえで身分確認証明を送付する必要がある場合もあります。ドメインの 
TLD がドメインの所有者の変更フォームを要求する場合、コンソールにサポートケースを開くためのリ
ンクとなるお知らせが表示されます。詳細については、「レジストリがドメインの所有者変更フォーム
を要求する場合のドメイン所有者の変更 (p. 62)」を参照してください。

所有者を変更するために特別な処理を必要とする TLD
ドメインの所有者を変更する場合、一部の TLD のレジストリでは特別な処理が必要になります。次のいず
れかのドメインの所有者を変更する場合は、該当する手順を実行します。他のドメインの所有者を変更す
る場合は、プログラムまたは Route 53 コンソールを使用して、所有者を自分で変更できます。「ドメイ
ンの連絡先情報の更新 (p. 58)」を参照してください。

次の TLD では、ドメインの所有者を変更するために特別な処理が必要です。

.be, .cl, .com.br, .com.sg, .es, .fi, .ru, .se, .sg, .sh

.be

.be ドメインについては、.be ドメインのレジストリから移管コードを取得し、AWS Support でケー
スを開く必要があります。
• 移管コードを取得する方法については、「https://www.dnsbelgium.be/en/manage-your-domain-

name/change-holder#transfer」を参照し、プロンプトに従います。
• ケースを開くには、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わせ (p. 119)」を参

照してください。
.cl

フォームに記入し、AWS Support に送信する必要があります。「レジストリがドメインの所有者変更
フォームを要求する場合のドメイン所有者の変更 (p. 62)」を参照してください。

.com.ar

フォームに記入し、AWS Support に送信する必要があります。「レジストリがドメインの所有者変更
フォームを要求する場合のドメイン所有者の変更 (p. 62)」を参照してください。

.com.br

フォームに記入し、AWS Support に送信する必要があります。「レジストリがドメインの所有者変更
フォームを要求する場合のドメイン所有者の変更 (p. 62)」を参照してください。

.com.sg

フォームに記入し、AWS Support に送信する必要があります。「レジストリがドメインの所有者変更
フォームを要求する場合のドメイン所有者の変更 (p. 62)」を参照してください。
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.es

フォームに記入し、AWS Support に送信する必要があります。「レジストリがドメインの所有者変更
フォームを要求する場合のドメイン所有者の変更 (p. 62)」を参照してください。

.fi

Route 53 コンソール上から、所有者の変更を開始します。この変更を開始すると、E メールアドレス 
fi-domain-tech@traficom.fi からホルダートランスファーキーが送られます。このキーを受け取った後
は、AWS サポートでサポートケースを開き、キーコードを当社と共有してください。「AWS Support 
へのドメイン登録問題に関するお問い合わせ (p. 119)」を参照してください。

.qa

フォームに記入し、AWS Support に送信する必要があります。「レジストリがドメインの所有者変更
フォームを要求する場合のドメイン所有者の変更 (p. 62)」を参照してください。

.ru

フォームに記入し、AWS Support に送信する必要があります。「レジストリがドメインの所有者変更
フォームを要求する場合のドメイン所有者の変更 (p. 62)」を参照してください。

.se

フォームに記入し、AWS Support に送信する必要があります。「レジストリがドメインの所有者変更
フォームを要求する場合のドメイン所有者の変更 (p. 62)」を参照してください。

.sg

フォームに記入し、AWS Support に送信する必要があります。「レジストリがドメインの所有者変更
フォームを要求する場合のドメイン所有者の変更 (p. 62)」を参照してください。

.sh

フォームに記入し、AWS Support に送信する必要があります。「レジストリがドメインの所有者変更
フォームを要求する場合のドメイン所有者の変更 (p. 62)」を参照してください。

ドメインの連絡先情報の更新
ドメインの連絡先情報を更新するには、以下の手順を実行します。

Note

Route 53 のドメインコンソールを更新中です。旧コンソールは移行期間中も引き続きご使用いた
だけます。

お使いのコンソールのタブを選択します。

• 新しいコンソール (p. 58)
• Old console (p. 60)

New console

ドメインの連絡先情報を更新するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックします。
3. 連絡先情報を更新するドメインの名前を選択します。
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4. [連絡先情報] タブで、[編集] をクリックします。
5. 登録者の連絡先の E メールアドレスを変更する場合は、以下のステップを実行します。登録者の

連絡先のメールアドレスを変更しない場合は、ステップ 6 に進みます。

a. 登録者の連絡先の E メールアドレスのみを変更します。ドメインのいずれの連絡先について
も、他の値を変更しないでください。他の値も変更する場合は、プロセスの後半でその値を
変更します。

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

新しい E メールアドレスを確認するため、新しいアドレスに確認メールが送信されます 
(TLD に必要な場合)。新しい E メールアドレスが有効であることを確認するには、E メール
にあるリンクを選択する必要があります。新しい E メールアドレスの確認が必要であるに
もかかわらず確認しない場合、Route 53 では ICANN の要件に従ってドメインが保留されま
す。

確認メールを再送信する必要がある場合は、[登録済みドメイン] ページに進み、更新したド
メイン名の横にあるラジオボタンを選択して、更新するドメインの名前を選択します。[ドメ
インの停止を回避するために E メールを検証] アラートで、[E メールを再送信] を選択しま
す。

b. ドメインの登録者、管理者、技術担当者の他の値を変更する場合は、手順 1 をもう一度実行
します。

6. 目的の値を更新します。[登録者の連絡先をコピー] を選択すれば、登録者の連絡先に入力したも
のと同じ情報を、自動で入力することができます。詳細については、「ドメインを登録または移
管するときに指定する値 (p. 50)」を参照してください。

ドメインの TLD と変更する値によって、コンソールは次のメッセージを表示する場合がありま
す。

「To change the registrant name or organization, open a case」

メッセージが表示された場合、この手順の残りを省略します。詳細については、「レジストリが
ドメインの所有者変更フォームを要求する場合のドメイン所有者の変更 (p. 62)」を参照くださ
い。

7. [Save (保存)] を選択します。
8. AISPL (インド) のお客様のみ: 連絡先住所がインドにある場合、AWS のローカル販売者である 

Amazon インターネットサービス Pvt. Ltd (AISPL) との利用規約が適用されます。TLD レジスト
リが所有者を変更するための料金を請求するときにドメインの所有者を変更するには、次の手順
を実行して拡張機能の料金を支払います。

a. AWS Management Console の [Orders and Invoices (注文と請求書)] のページに移動します。
b. 支払い期限 セクションで、該当する請求書を検索します。
c. アクション 列で、[確認および支払い] を選択します。

請求書の支払い後、登録者の連絡先に適用される設定が変更されます。

Important

5 日以内に請求書をお支払いいただかないと、請求書はキャンセルされます。請求書の
キャンセル後に登録者の連絡先の設定を変更するには、要求を再送信します。

詳細については、AWS Billing ユーザーガイドのインドにおける支払いの管理を参照してくださ
い。

9. 「ドメインの所有者は誰ですか。 (p. 56)」で説明するようにドメイン所有者を変更する場合、
ドメインの登録者連絡先に E メールが送信されます。E メールでは、所有者の変更の承認が要求
されます。
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3～15 日間以内 (最上位ドメインによって異なる) に変更の許可を得られない場合、ICANN の要件
に従って、当社はそのリクエストをキャンセルする必要があります。

メールは次のメールアドレスの 1 つから送信されます。

TLD 許可メールの発信元となるメールアドレス

.fr nic@nic.fr

.com.au

.net.au

noreply@emailverification.info

その他すべて 以下のいずれかの E メールアドレス:

• noreply@registrar.amazon.com
• noreply@domainnameverification.net

10. 連絡先情報の更新中に問題が発生した場合は、AWS Support に無料でお問い合わせください。詳
細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わせ (p. 119)」を参照
してください。

Old console

ドメインの連絡先情報を更新するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] を選択します。
3. 連絡先情報を更新するドメインの名前を選択します。
4. [連絡先の編集] を選択します。
5. 登録者の連絡先の E メールアドレスを変更する場合は、以下のステップを実行します。登録者の

連絡先のメールアドレスを変更しない場合は、ステップ 6 に進みます。

a. 登録者の連絡先の E メールアドレスのみを変更します。ドメインのいずれの連絡先について
も、他の値を変更しないでください。他の値も変更する場合は、プロセスの後半でその値を
変更します。

[Save (保存)] を選択します。

新しい E メールアドレスに届くことを確認するために、新しいアドレスに確認 E メールが
送信されます (TLD に必要な場合)。新しい E メールアドレスが有効であることを確認するに
は、E メールにあるリンクを選択する必要があります。新しい E メールアドレスの確認が必
要であるにもかかわらず確認しない場合、Route 53 では ICANN の要件に従ってドメインが
保留されます。

b. ドメインの登録者、管理担当者、技術担当者のその他の値を変更する場合は、ステップ 1 に
戻り、手順を繰り返します。

6. 目的の値を更新します。詳細については、「ドメインを登録または移管するときに指定する
値 (p. 50)」を参照してください。

ドメインの TLD と変更する値によって、コンソールは次のメッセージを表示する場合がありま
す。

「To change the registrant name or organization, open a case」
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メッセージが表示された場合、この手順の残りを省略します。詳細については、「レジストリが
ドメインの所有者変更フォームを要求する場合のドメイン所有者の変更 (p. 62)」を参照くださ
い。

7. [Save (保存)] を選択します。
8. AISPL (インド) のお客様のみ: 連絡先住所がインドにある場合、AWS のローカル販売者である 

Amazon インターネットサービス Pvt. Ltd (AISPL) との利用規約が適用されます。TLD レジスト
リが所有者を変更するための料金を請求するときにドメインの所有者を変更するには、次の手順
を実行して拡張機能の料金を支払います。

a. AWS Management Console の [Orders and Invoices (注文と請求書)] のページに移動します。
b. 支払い期限 セクションで、該当する請求書を検索します。
c. アクション 列で、[確認および支払い] を選択します。

請求書の支払い後、登録者の連絡先に適用される設定が変更されます。

Important

5 日以内に請求書をお支払いいただかないと、請求書はキャンセルされます。請求書の
キャンセル後に登録者の連絡先の設定を変更するには、要求を再送信します。

詳細については、AWS Billing ユーザーガイドのインドにおける支払いの管理を参照してくださ
い。

9. 「ドメインの所有者は誰ですか。 (p. 56)」で説明するようにドメイン所有者を変更する場合、
ドメインの登録者連絡先に E メールが送信されます。E メールでは、所有者の変更の承認が要求
されます。

3～15 日間以内 (最上位ドメインによって異なる) に変更の許可を得られない場合、ICANN の要件
に従って、当社はそのリクエストをキャンセルする必要があります。

メールは次のメールアドレスの 1 つから送信されます。

TLD 許可メールの発信元となるメールアドレス

.fr nic@nic.fr

.com.au

.net.au

noreply@emailverification.info

その他すべて 以下のいずれかの E メールアドレス:

• noreply@registrar.amazon.com
• noreply@domainnameverification.net

10. 連絡先情報の更新中に問題が発生した場合は、AWS Support に無料でお問い合わせください。詳
細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わせ (p. 119)」を参照
してください。

連絡先情報の更新に使用できる API の詳細については、「UpdateDomainContact」を参照してください。
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レジストリがドメインの所有者変更フォームを要求する場合のド
メイン所有者の変更
ドメインのレジストリでドメイン所有権の変更を完了し、フォームを AWS Support に送信する必要がある
場合は、以下の手順を実行します。この手順を実行する必要があるかどうかを判断するには、次のトピッ
クを参照してください。

• 変更している値が所有者の変更と見なされるかどうかを判断するには、「ドメインの所有者は誰です
か。 (p. 56)」を参照してください。

• ドメインに ドメイン所有権の変更フォームが必要かどうかを判断するには、「所有者を変更するために
特別な処理を必要とする TLD (p. 57)」を参照してください。

レジストリがドメインの所有者変更フォームを要求する場合のドメイン所有者の変更方法

1. このトピックの概要を参照し、ドメインのレジストリで、ドメイン所有者を変更するための特別な処
理が必要かどうかを判断します。特別な処理が必要で、ドメイン所有者の変更フォームが必要な場合
は、次の手順に進みます。

ドメイン所有者の変更フォームが必要ない場合は、該当するトピックに示されている手順を実行しま
す。

2. ドメイン所有者の変更フォームをダウンロードします。ファイルは .zip ファイルに圧縮されます。
3. フォームに入力します。
4. ドメインの以前の所有者および新しい所有者に対する登録者の連絡先の場合は、ID カード、運転免許

証、パスポート、またはその他の法的な身分証明書など、個人の署名入りの身分証明書のコピーを準
備してください。

さらに、登録者の組織が法人と表示されている場合は、ドメインの以前の所有者および新しい所有者
に関する以下の情報を収集します。

• ドメインが登録されている組織が存在することの証明。
• 以前の所有者および新しい所有者の代理人が組織の代表として行動する権限を保有することの証

明。この書類は、組織名および署名権限保有者としての代理人の名前 (CEO、社長、取締役など) の
両方が記されている認証法的文書である必要があります。

5. ドメイン所有者変更フォームと必要な書類をスキャンします。.pdf ファイルや .png ファイルなどの一
般的な形式でスキャンしたドキュメントを保存します。

6. ドメインが現在登録されている AWS アカウントを使用して AWS Support Center にサインインしま
す。

Important

ルートアカウントを使用するか、以下の 1 つ、または複数の方法で IAM 許可が付与されてい
るユーザーを使用してサインインする必要があります。

• ユーザーには、AdministratorAccess 管理ポリシーが割り当てられます。
• ユーザーには、AmazonRoute53DomainsFullAccess 管理ポリシーが割り当てられます。
• ユーザーには、AmazonRoute53FullAccess 管理ポリシーが割り当てられます。

ルートアカウント、または必要な許可を持つユーザーを使用してサインインしていない場
合、ドメイン所有者の更新はできません。この要件によって、権限のないユーザーがドメイ
ンの所有者を変更することを防ぎます。

7. 次の値を指定します。
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内容

デフォルト値の [Account and Billing Support] をそのまま使用します。
サービス

デフォルト値の [Billing] をそのまま使用します。
カテゴリ

デフォルト値の [Domain name registration issue] をそのまま使用します。
Subject

[Change the owner of a domain (ドメインの所有者の変更)] を指定します
説明

以下の情報を記述します。
• 所有者を変更するドメイン
• ドメインが登録されている AWS アカウントの 12 桁のアカウント ID

添付ファイルの追加

ステップ 5 でスキャンしたドキュメントをアップロードします。
連絡方法

連絡方法を指定し、適切な値を入力します。
8. [Submit] (送信) を選択します。

AWS Support のエンジニアは、提供された情報を確認し、設定を更新します。更新が完了したとき、
または追加情報が必要な場合に、エンジニアから連絡が送信されます。

ドメインの連絡先情報のプライバシー保護の有効化/無
効化
ドメインを Amazon Route 53 に登録、またはドメインを Route 53 に移管すると、ドメインのすべての連
絡先について、デフォルトでプライバシー保護が有効になります。これによって一般的に、WHOIS ("Who 
is") クエリから返される連絡先情報の大部分が非表示になり、送られてくるスパムの数が減少します。
プライバシー保護を有効にすると、お客様の連絡先情報は、レジストラの連絡先情報に置き換えられる
か、「REDACTED FOR PRIVACY」(プライバシー保護のために編集済み) または「On behalf of <domain 
name> owner」(<ドメイン名> の所有者に代わって) という文言に置き換えられます。

プライバシー保護を無効にする場合は、ドメインのすべての連絡先を対象にする必要があります。プライ
バシー保護を無効にすると、誰でもドメインに関する WHOIS クエリを送信でき、ほとんどの最上位ドメ
イン (TLD) について、名前、住所、電話番号、E メールアドレスなど、ドメインの登録時または移管時に
指定したすべての連絡先情報を取得できる可能性があります。WHOIS コマンドは広く利用できます。多
くのオペレーティングシステムに付属し、多くのウェブサイトでウェブアプリケーションとしても利用で
きます。

ドメインを別のレジストラに移管しており、ドメイン連絡先に対してプライバシー保護が有効化されて
いるという場合、移管を確認するための E メールは、Amazon レジストラに登録されている TLD 用の 
identity-protect.org アドレスから配信されます。TLD のレジストラを調べる方法については、「レジスト
ラの検索 (p. 115)」を参照してください。

WHOIS クエリから隠すことのできる情報は 2 つの主な要因によって決まります。

API バージョン 2013-04-01
63

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/acct-identifiers.html#FindingYourAccountIdentifiers


Amazon Route 53 デベロッパーガイド
ドメインの連絡先情報のプライバシー保護の有効化/無効化

最上位ドメインのレジストリ

ほとんどの TLD レジストリですべての連絡先情報が自動的に隠されますが、すべての連絡先情報を隠
すかどうかを選択できるレジストリや、一部の情報のみを隠すことができるレジストリ、どの情報も
隠すことができないレジストリもあります。

ドメインのプライバシー保護を有効にすると、お客様の連絡先情報は、プライバシー保護サービスの
連絡先情報に置き換えられるか、「REDACTED FOR PRIVACY」(プライバシーのために編集済み) と
いう文言に置き換えられます。プライバシー保護サービスはスパム防止機能 (アドレスローテーション
と SPF/DKIM/スパム分析) を適用し、大抵はこれらのフィルターを通過したメールを自動的に転送し
ます。ただし、プライバシー保護対象の E メールアドレスに重要な E メールを送信することはお勧め
しません。スパムメカニズムがこれらの E メールの転送を妨げる可能性があるためです。

また、ドメインにどのプライバシー保護メカニズムを使用するかの選択は設定できず、システムに
よって自動的に選択されます。プライバシー保護サービスの連絡先情報を手動で更新することはでき
ません。

Note

一部のドメインのプライバシー保護を有効または無効にするには、サポートケースを開いて
プライバシー保護をリクエストする必要があります。詳細については、「Amazon Route 53 
に登録できる最上位ドメイン (p. 122)」の該当するセクションを参照してください。
• .co.uk (英国)
• .me.uk (英国)
• .org.uk (英国)
• .link

レジストラ

ドメインを Route 53 に登録する場合やドメインを Route 53 に移管する場合、ドメインのレジス
トラは Amazon Registrar または当社のレジストラ関連会社である Gandi のいずれかです Amazon 
Registrar と Gandi では、デフォルトで非表示になる情報が異なります。
• Amazon Registrar- デフォルトでは、お客様の連絡先情報すべてが非表示です。ただし、TLD レジ

ストリの規則が優先されます。
• Gandi -デフォルトでは、組織名 (存在する場合) を除いて、お客様の連絡先情報すべてが非表示で

す。ただし、TLD レジストリの規則が優先されます。

プライバシー保護を許可しない地域別 TLD では、個人情報は Gandi ウェブサイトの Whois ディレ
クトリ検索ページで「編集された」とマークされます。ただし、個人情報はドメインレジストリま
たはサードパーティーの WHOIS ウェブサイトから入手できます。

お使いのドメインの TLD で非表示になる情報を確認するには、「Amazon Route 53 に登録できる最上位
ドメイン (p. 122)」を参照してください。

Route 53 を使用して登録したドメインのプライバシー保護を有効または無効にする場合は、次の手順を実
行します。

Note

Route 53 のドメインコンソールを更新中です。旧コンソールは移行期間中も引き続きご使用いた
だけます。

お使いのコンソールのタブを選択します。

• 新しいコンソール (p. 65)
• Old console (p. 65)
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New console

ドメインの連絡先情報のプライバシー保護を有効または無効にするには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックします。
3. プライバシー保護を有効または無効にするドメインの名前を選択します。
4. [連絡先情報] セクションで、[編集] をクリックします。
5. [プライバシー保護] セクションで、連絡先情報を隠すかどうかを選択します。3 種類の連絡先 (管

理担当者、登録者、技術担当者) のすべてに同じプライバシー設定を指定する必要があります。
6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
7. プライバシー保護を有効または無効にしているときに問題が発生した場合は、AWS Support に無

料でお問い合わせください。詳細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお
問い合わせ (p. 119)」を参照してください。

Old console

ドメインの連絡先情報のプライバシー保護を有効または無効にするには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] を選択します。
3. プライバシー保護を有効または無効にするドメインの名前を選択します。
4. [連絡先の編集] を選択します。
5. 連絡先情報を非表示にするかどうかを選択します。3 種類の連絡先 (管理担当者、登録者、技術担

当者) のすべてに同じプライバシー設定を指定する必要があります。
6. [Save (保存)] を選択します。
7. プライバシー保護を有効または無効にしているときに問題が発生した場合は、AWS Support に無

料でお問い合わせください。詳細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお
問い合わせ (p. 119)」を参照してください

ドメインの自動更新の有効化/無効化
Amazon Route 53 により、ドメインが有効期限切れになる少し前に登録を自動更新するかどうかの変更を
行う場合、または自動更新の現在の設定を表示するには、次の手順を実行します。

AWS クレジットを使用して、ドメインの登録更新の料金を支払うことはできないことに注意してくださ
い。

Note

AWS アカウントをキャンセルするときは、必ず自動更新をオフにします。オフにしないと、アカ
ウントを閉鎖した後もドメイン登録が更新され続けます。

Note

Route 53 のドメインコンソールを更新中です。旧コンソールは移行期間中も引き続きご使用いた
だけます。

お使いのコンソールのタブを選択します。

• 新しいコンソール (p. 66)
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• Old console (p. 66)

New console

ドメインの自動更新を有効または有効にするには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックします。
3. 更新するドメインの名前を選択します。
4. [詳細] セクションの [アクション] ドロップダウンで、[自動更新をオンにする] を選択します。

[<ドメイン名> の自動更新をオンにしますか?] で年間料金の支払いに同意して、[オンにする] を
選択します。

Note

記載の料金はその時点における登録期間のものであり、変更される場合があります。詳
細については、「Amazon Route 53 のドメイン登録料金」を参照してください。

5. 自動更新をオフにするには、[アクション] ドロップダウンで [自動更新をオフにする] を選択しま
す。

6. 自動更新を有効または無効にしているときに問題が発生した場合は、AWS Support に無料でお問
い合わせください。詳細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わ
せ (p. 119)」を参照してください。

Old console

ドメインの自動更新を有効または有効にするには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] を選択します。
3. 更新するドメインの名前を選択します。
4. [詳細] セクションの [アクション] ドロップダウンで、[移管のロックをオンにする] を選択します

[リクエスト] ページに進むと、リクエストの進捗状況を確認できます。

Note

記載の料金はその時点における登録期間のものであり、変更される場合があります。詳
細については、「Amazon Route 53 のドメイン登録料金」を参照してください。

5. 自動更新を有効または無効にしているときに問題が発生した場合は、AWS Support に無料でお問
い合わせください。詳細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わ
せ (p. 119)」を参照してください

別のレジストラへの許可のない移管を防ぐためのドメ
インのロック
すべての汎用 TLD と多くの地理的 TLD のドメインレジストリにより、ドメインをロックし、お客様の許
可なく他者がドメインを別のレジストラに移管することを防止できます。ドメインのレジストリでドメ
インをロックできるかどうかについては、「Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイン (p. 122)」
を参照してください。ロックがサポートされていて、ドメインをロックする場合は、次の手順を実行しま
す。また、ドメインを別のレジストラに移管する場合は、ロックを無効にする手順を使用できます。
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Note

Route 53 のドメインコンソールを更新中です。旧コンソールは移行期間中も引き続きご使用いた
だけます。

お使いのコンソールのタブを選択します。

• 新しいコンソール (p. 67)
• Old console (p. 67)

New console

レジストラへの許可のない移管を防ぐためにドメインをロックするには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] を選択します。
3. 更新するドメインの名前を選択します。
4. [詳細] セクションの [アクション] ドロップダウンで、移管ロックをオンにするか、オフにするか

に応じて、[移管のロックをオンにする] または [移管のロックをオフにする] を選択します。

[リクエスト] ページに進むと、リクエストの進捗状況を確認できます。
5. ドメインのロック中に問題が発生した場合は、AWS Support に無料でお問い合わせください。詳

細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わせ (p. 119)」を参照
してください。

Old console

レジストラへの許可のない移管を防ぐためにドメインをロックするには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] を選択します。
3. 更新するドメインの名前を選択します。
4. [Enable] (ドメインをロックする) または [Disable] (ドメインのロックを解除する) を選択します。
5. [Save (保存)] を選択します。
6. ドメインのロック中に問題が発生した場合は、AWS Support に無料でお問い合わせください。詳

しくは、AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わせ (p. 119) を参照してくださ
い。

WHOIS 検索では、このステータスは次のように表示されます。clientTransferProhibited。一部の 
TLD では、他に以下のようなステータスが適用される場合もあります。

• clientUpdateProhibited
• clientDeleteProhibited

ドメインの登録期間の延長
Amazon Route 53 でドメインを登録する、あるいは Route 53 へドメイン登録を移管する場合、ドメイン
が自動的に更新されるように設定します。自動更新期間は通常 1 年間となりますが、いくつかの最上位ド
メイン (TLD) のレジストリにおいては更新期間がさらに延長する場合があります。

API バージョン 2013-04-01
67

https://console.aws.amazon.com/route53/
https://console.aws.amazon.com/route53/
https://console.aws.amazon.com/route53/
https://console.aws.amazon.com/route53/


Amazon Route 53 デベロッパーガイド
ドメインの登録期間の延長

次の点に注意してください。

最大更新期間

すべての汎用 TLD と多くの国コード TLD は、ドメイン登録を長期間 (1 年単位で最大 10 年まで) 延長
することができます。ドメインの登録期間を延長できるかどうか判断するには、「Amazon Route 53 
に登録できる最上位ドメイン (p. 122)」を参照してください。長い登録期間が認められる場合、以下
の手順を実行します。

ドメイン登録を更新または延長できる時期の制限

TLD レジストリの中には、ドメイン登録を更新または延長できる時期に制限を設けているものがあり
ます (期限が切れる 2 か月前以降など)。レジストリによりドメインの登録期間の延長が許可される場
合でも、ドメインの有効期限がもっと近づいてからでないと延長できないことがあります。

AWS クレジット

AWS クレジットを使用して、ドメインの登録期間延長の料金を支払うことはできません。

Note

Route 53 のドメインコンソールを更新中です。旧コンソールは移行期間中も引き続きご使用いた
だけます。

お使いのコンソールのタブを選択します。

• 新しいコンソール (p. 68)
• Old console (p. 69)

New console

ドメインの登録期間を延長するには

1. Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] を選択します。
3. 登録期間を延長したいドメイン名を選択します。
4. [詳細] セクションの [アクション] ドロップダウンで、[ドメイン登録の更新] を選択します。
5. [ドメイン登録の更新] ダイアログボックスの [更新期間] ドロップダウンで、登録を延長する年数

を選択します。

このリストには、現在の有効期限終了日とこのドメインのレジストリにより許可される最大登録
期間に基づく現在のオプションがすべて表示されます。指定した年数から算出された有効期限日
が、期間の下に表示されます。

6. [ドメイン登録の更新] を選択します。

有効期限終了日を更新したレジストリから確認を Amazon が受け取ると、有効期限終了日が変更
されたことを確認する E メールがお客様に送信されます。

7. AISPL (インド) のお客様のみ: 連絡先住所がインドにある場合、AWS のローカル販売者である 
Amazon インターネットサービス Pvt. Ltd (AISPL) との利用規約が適用されます。ドメインの登
録を延長するには、次の手順を実行して、拡張機能の料金を支払います。

a. AWS Management Console の [Orders and Invoices (注文と請求書)] のページに移動します。
b. 支払い期限 セクションで、該当する請求書を検索します。
c. アクション 列で、[確認および支払い] を選択します。

請求書の支払い後、内線番号を記入し、該当する E メールを送信します。
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Important

5 日以内に請求書をお支払いいただかないと、請求書はキャンセルされます。請求書が
キャンセルされた後でドメイン登録を延長するには、リクエストを再送信します。

詳細については、AWS Billing ユーザーガイドのインドにおける支払いの管理を参照してくださ
い。

8. ドメインの登録期間を延長中に問題が発生した場合は、AWS Support に無料でお問い合わ
せください。詳細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わ
せ (p. 119)」を参照してください。

Old console

ドメインの登録期間を延長するには

1. Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] を選択します。
3. 登録期間を延長したいドメイン名を選択します。

[Expires on] フィールドに、ドメインの現在の有効期限終了日が表示されます。TLD のレジスト
リにより登録期間の延長が許可される場合、有効期限終了日の右側に [extend] リンクが表示され
ます。

4. [extend] を選択します。
5. [Extend registration for] リストで、登録を延長する年数を選択します。

このリストには、現在の有効期限終了日とこのドメインのレジストリにより許可される最大登録
期間に基づく現在のオプションがすべて表示されます。[New expiration date] フィールドには、
有効期限終了日と適用された年数が表示されます。

6. [Extend domain registration] を選択します。

有効期限終了日を更新したレジストリから確認を Amazon が受け取ると、有効期限終了日が変更
されたことを確認する E メールがお客様に送信されます。

7. AISPL (インド) のお客様のみ: 連絡先住所がインドにある場合、AWS のローカル販売者である 
Amazon インターネットサービス Pvt. Ltd (AISPL) との利用規約が適用されます。ドメインの登
録を延長するには、次の手順を実行して、拡張機能の料金を支払います。

a. AWS Management Console の [Orders and Invoices (注文と請求書)] のページに移動します。
b. 支払い期限 セクションで、該当する請求書を検索します。
c. アクション 列で、[確認および支払い] を選択します。

請求書の支払い後、内線番号を記入し、該当する E メールを送信します。

Important

5 日以内に請求書をお支払いいただかないと、請求書はキャンセルされます。請求書が
キャンセルされた後でドメイン登録を延長するには、リクエストを再送信します。

詳細については、AWS Billing ユーザーガイドのインドにおける支払いの管理を参照してくださ
い。

8. ドメインの登録期間を延長中に問題が発生した場合は、AWS Support に無料でお問い合わ
せください。詳細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わ
せ (p. 119)」を参照してください。
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ネームサーバーを更新して別のレジストラを使用する
DNS 管理を別のレジストラに移管する場合は、次を指すようにネームサーバーを更新する必要がありま
す。

Note

Route 53 のドメインコンソールを更新中です。旧コンソールは移行期間中も引き続きご使用いた
だけます。

お使いのコンソールのタブを選択します。

• 新しいコンソール (p. 70)
• Old console (p. 70)

New console

他の DNS サービスを使用するときにドメインのネームサーバーを更新するには

1. DNS サービスから提供されるプロセスを使用して、ドメインのネームサーバーを取得します。
2. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 

console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。
3. ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックします。
4. 他の DNS サービスを使用するように設定するドメインの名前を選択します。
5. [詳細] セクションの [アクション] ドロップダウンで、[ネームサーバーの編集] を選択します。
6. 既存のネームサーバーを削除し、ステップ 1 で DNS サービスから取得したネームサーバーの、

ネームサーバー名を追加します。
7. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
8. (オプション) ドメインの登録時に Route 53 によって自動的に作成されたホストゾーンを削除しま

す。これにより、使用していないホストゾーンに料金がかかることがなくなります。

a. ナビゲーションペインで [Hosted Zones] を選択します。
b. ドメインと同じ名前のホストゾーンのラジオボタンを選択します。
c. [Delete Hosted Zone] を選択します。
d. [Confirm] を選択して、ホストゾーンの削除を確定します。

Old console

他の DNS サービスを使用するときにドメインのネームサーバーを更新するには

1. DNS サービスから提供されるプロセスを使用して、ドメインのネームサーバーを取得します。
2. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 

console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。
3. ナビゲーションペインで [Registered Domains] を選択します。
4. 他の DNS サービスを使用するように設定するドメインの名前を選択します。
5. [Add/Edit Name Servers] を選択します。
6. ネームサーバーの名前を、ステップ 1 で DNS サービスから取得したネームサーバーに変更しま

す。
7. [Update] (更新) を選択します。
8. (オプション) ドメインの登録時に Route 53 によって自動的に作成されたホストゾーンを削除しま

す。これにより、使用していないホストゾーンに料金がかかることがなくなります。

a. ナビゲーションペインで [Hosted Zones] を選択します。
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b. ドメインと同じ名前のホストゾーンのラジオボタンを選択します。
c. [Delete Hosted Zone] を選択します。
d. [Confirm] を選択して、ホストゾーンの削除を確定します。

ドメインのネームサーバーおよびグルーレコードの追
加あるいは変更
ドメインを Route 53 に登録する場合は、そのドメインのホストゾーンを自動的に作成し、そのホスト
ゾーンに 4 つのネームサーバーを割り当て、それらのネームサーバーを使用するようにドメイン登録を更
新します。通常は、別の DNS サービスまたはホワイトラベルネームサーバーを使用する場合以外は、こ
れらの設定を変更する必要はありません。

Route 53 のドメインあたりの最大ネームサーバー数は 6 です。
Warning

ネームサーバーを間違った値に変更したり、グルーレコードで間違った IP アドレスを指定した
り、新しいネームサーバーを指定しないでネームサーバーを削除したりすると、最大 2 日間、
ウェブサイトまたはアプリケーションがインターネットで使用できなくなることがあります。

トピック
• ネームサーバーとグルーレコードの変更に関する考慮事項 (p. 71)
• ネームサーバーまたはグルーレコードの追加または変更 (p. 72)

ネームサーバーとグルーレコードの変更に関する考慮事項
設定を変更する前に、以下の点を考慮してください。

トピック

• You want to make Route 53 the DNS service for your domain
• You want to use another DNS service
• You want to use white-label name servers
• You're changing name servers for a .it domain

Route 53 をドメインの DNS サービスにする

別の DNS サービスを現在使用していて、Route 53 をドメインの DNS サービスにする場合、DNS 
サービスを Route 53 に移行する方法の詳細については、「Amazon Route 53 を既存ドメインの DNS 
サービスとして使用する (p. 332)」を参照してください。

Important

移行プロセスに厳密に従わないと、ドメインがインターネットで最大 2 日間利用できなくな
ることがあります。

別の DNS サービスを使用する場合

ドメインで Route 53 以外の DNS サービスを使用する場合は、次の手順に従って、ドメイン登録の
ネームサーバーを他の DNS サービスで提供されるネームサーバーに変更します。

Note

ネームサーバーを変更したときに Route 53 が次のエラーメッセージを返す場合、指定した
ネームサーバーは TLD のレジストリでは有効なネームサーバーとして認識されていません。
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"We're sorry to report that the operation failed after we forwarded 
your request to our registrar associate. This is because: One or more 
of the specified name servers are not known to the domain registry."
TLD レジストリでは通常、パブリック DNS サービスで提供されているネームサーバーはサ
ポートされていますが、Amazon EC2 インスタンスで設定した DNS サーバーなどのプライ
ベート DNS サーバーは、レジストリにそのネームサーバーの IP アドレスが登録されている
場合を除いてサポートされていません。Route 53 は、TLD レジストリで認識されていない
ネームサーバーの使用をサポートしていません。このエラーが発生した場合、Route 53 の
ネームサーバーまたは別のパブリック DNS サービスに変更する必要があります。

 ホワイトラベルネームサーバーを使用する場合

ネームサーバーの名前を自分のドメインのサブドメインにする場合は、ホワイトラベルネームサー
バーを作成できます。(ホワイトラベルネームサーバーは、バニティネームサーバーやプライベート
ネームサーバーとも呼ばれます)。例えば、ドメイン example.com の ns4.example.com を使用して
ネームサーバー ns1.example.com を作成します。ホワイトラベルネームサーバーを使用するには、
次の手順に従って、ネームサーバーの名前ではなく IP アドレスを指定します。この IP アドレスはグ
ルーレコードと呼ばれています。

ホワイトラベルネームサーバーの設定の詳細については、「ホワイトラベルネームサーバーの設
定 (p. 357)」を参照してください。

 .it ドメインのネームサーバーを変更している

.it ドメインのネームサーバーを変更すると、.it ドメインのレジストリはネームサーバーが有効である
ことを確認するためにチェックを実行します。間違ったネームサーバーを指定したためにチェックが
失敗した場合、レジストリは引き続き 22 日間チェックを実行します。この期間中は、EPP ステータ
スコードが pendingUpdate となるため、ネームサーバーの名前を更新してエラーを修正することが
できません。レジストリは、変更を行う前のネームサーバーを使用して DNS クエリに応答し続けま
す。以前のネームサーバーが使用できなくなった場合、ドメインはインターネットで使用できなくな
ります。

Important

ドメインのネームサーバーを変更するたびに、古い DNS サービスをキャンセルしたり、古い
ネームサーバーを使用していた Route 53 ホストゾーンを削除したりする前に、DNS が新し
いネームサーバーを使用してクエリに応答していることを確認してください。

.it ドメインのレジストリに対してネームサーバーの名前を修正するヘルプを AWS に依頼する方法に
ついては、AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わせ (p. 119) を参照してくださ
い。

ネームサーバーまたはグルーレコードの追加または変更
ネームサーバーまたはグルーレコードを追加または変更するには、以下の手順を実行します。

Note

デフォルトでは、DNS リゾルバーは通常、ネームサーバーの名前を 2 日間キャッシュします。
その結果、変更が反映されるまでに 2 日かかる場合があります。詳細については、「Amazon 
Route 53 によりドメインのトラフィックをルーティングする方法 (p. 4)」を参照してください。

Note

Route 53 のドメインコンソールを更新中です。旧コンソールは移行期間中も引き続きご使用いた
だけます。

お使いのコンソールのタブを選択します。
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• 新しいコンソール (p. 73)
• Old console (p. 74)

New console

ドメインのネームサーバーまたはグル―レコードを追加または変更するには

1. 「ネームサーバーとグルーレコードの変更に関する考慮事項 (p. 71)」を確認し、該当する問題
がある場合は対処します。

2. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

3. ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックします。
4. 設定を編集するドメインの名前を選択します。
5. [詳細] セクションの [アクション] ドロップダウンで、[ネームサーバーの編集] を選択します。
6. [ネームサーバーの編集] ダイアログボックスでは、以下を実行できます。

• ドメインの DNS サービスを変更するには、次のいずれかの操作を実行します。
• 別の DNS サービスのネームサーバーを、Route 53 ホストゾーンのネームサーバーに置き換

えます。
• Route 53 ホストゾーンのネームサーバーを、別の DNS サービスのネームサーバーに置き換

えます。
• Route 53 ホストゾーンのネームサーバーを、別の Route 53 ホストゾーンのネームサーバー

に置き換えます。

ドメインの DNS サービスの変更については、「Amazon Route 53 を既存ドメインの DNS サー
ビスとして使用する (p. 332)」を参照してください。ドメインの DNS サービスに使用する 
Route 53 ホストゾーンのネームサーバーの取得については、「パブリックホストゾーンに対す
るネームサーバーの取得 (p. 349)」を参照してください。

• ネームサーバーを追加します (複数可)。
• 既存のネームサーバーの名前を置き換えます。
• ホワイトラベルネームサーバーを指定する場合は、グルーレコードの IP アドレスを追加または

変更します。IPv4 または IPv6 形式でアドレスを入力できます。ネームサーバーに複数の IP ア
ドレスがある場合は、各アドレスを個別の行に入力します。

ホワイトラベルネームサーバーでは、ネームサーバーの名前にお客様のドメイン名 
(example.com など) が含まれています。例えば、ns1.example.com となっています。ホワイト
ラベルネームサーバーを指定すると、Route 53 からネームサーバーに 1 つ以上の IP アドレス
を指定するように求められます。この IP アドレスはグルーレコードと呼ばれます。詳細につい
ては、「ホワイトラベルネームサーバーの設定 (p. 357)」を参照してください。

• ネームサーバーを削除します。そのネームサーバーのフィールドの右側にある X 印のアイコン
を選択します。

Warning

ネームサーバーを間違った値に変更したり、グルーレコードで間違った IP アドレスを指
定したり、新しいネームサーバーを指定しないでネームサーバーを削除したりすると、
最大 2 日間、ウェブサイトまたはアプリケーションがインターネットで使用できなくな
ることがあります。

7. [Update] (更新) を選択します。
8. ネームサーバーやグルーレコードの追加または変更中に問題が発生した場合は、AWS Support に

無料でお問い合わせください。詳細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関する
お問い合わせ (p. 119)」を参照してください。
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Old console

ドメインのネームサーバーまたはグル―レコードを追加または変更するには

1. 「ネームサーバーとグルーレコードの変更に関する考慮事項 (p. 71)」を確認し、該当する問題
がある場合は対処します。

2. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

3. ナビゲーションペインで [Registered Domains] を選択します。
4. 設定を編集するドメインの名前を選択します。
5. [Add/Edit Name Servers] を選択します。
6. [Edit Name Servers] ダイアログボックスでは、以下を実行できます。

• ドメインの DNS サービスを変更するには、次のいずれかの操作を実行します。
• 別の DNS サービスのネームサーバーを、Route 53 ホストゾーンのネームサーバーに置き換

えます。
• Route 53 ホストゾーンのネームサーバーを、別の DNS サービスのネームサーバーに置き換

えます。
• Route 53 ホストゾーンのネームサーバーを、別の Route 53 ホストゾーンのネームサーバー

に置き換えます。

ドメインの DNS サービスの変更については、「Amazon Route 53 を既存ドメインの DNS サー
ビスとして使用する (p. 332)」を参照してください。ドメインの DNS サービスに使用する 
Route 53 ホストゾーンのネームサーバーの取得については、「パブリックホストゾーンに対す
るネームサーバーの取得 (p. 349)」を参照してください。

• ネームサーバーを追加します (複数可)。
• 既存のネームサーバーの名前を置き換えます。
• ホワイトラベルネームサーバーを指定する場合は、グルーレコードの IP アドレスを追加または

変更します。IPv4 または IPv6 形式でアドレスを入力できます。ネームサーバーに複数の IP ア
ドレスがある場合は、各アドレスを個別の行に入力します。

ホワイトラベルネームサーバーでは、ネームサーバーの名前にお客様のドメイン名 
(example.com など) が含まれています。例えば、ns1.example.com となっています。ホワイト
ラベルネームサーバーを指定すると、Route 53 からネームサーバーに 1 つ以上の IP アドレス
を指定するように求められます。この IP アドレスはグルーレコードと呼ばれます。詳細につい
ては、「ホワイトラベルネームサーバーの設定 (p. 357)」を参照してください。

• ネームサーバーを削除します。そのネームサーバーのフィールドの右側にある X 印のアイコン
を選択します。

Warning

ネームサーバーを間違った値に変更したり、グルーレコードで間違った IP アドレスを指
定したり、新しいネームサーバーを指定しないでネームサーバーを削除したりすると、
最大 2 日間、ウェブサイトまたはアプリケーションがインターネットで使用できなくな
ることがあります。

7. [Update] (更新) を選択します。
8. ネームサーバーやグルーレコードの追加または変更中に問題が発生した場合は、AWS Support に

無料でお問い合わせください。詳細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関する
お問い合わせ (p. 119)」を参照してください
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ドメインの登録の更新
Amazon Route 53 でドメインを登録する、あるいは Route 53 へドメイン登録を移管する場合、ドメイン
が自動的に更新されるように設定します。自動更新期間は通常 1 年間となりますが、いくつかの最上位ド
メイン (TLD) のレジストリにおいては更新期間がさらに延長する場合があります。TLD の登録および更新
期間については、「Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイン (p. 122)」を参照してください。

Note

AWS クレジットを使用して、ドメインの登録更新の料金を支払うことはできません。

ほとんどの最上位ドメイン (TLD) では、ドメインの有効期限を変更できます。詳細については、「ドメイ
ンの登録期間の延長 (p. 67)」を参照してください。

Important

自動更新を停止したら、ドメインに対する次の影響に注意してください。

• TLD レジストリのなかには、更新を十分な時間的余裕を持って行わなかった場合に、有効期限
切れ以前でもドメインが削除されるものがあります。ドメイン名の維持を希望する場合には、
自動更新を有効にしておくことを強くお勧めします。

• また、有効期限が切れた後にドメインを再登録しないことを強くお勧めします。ドメインが有
効期限切れになった直後にそのドメインを登録することを許可するレジストラもあり、この場
合、他者によってドメインが取得される以前に再登録できないことがあります。

• レジストリのなかには、有効期限が切れたドメインの復元に高額の割増金を請求することもあ
ります。

• 有効期限日当日またはその近日になると、ドメインはインターネット上で利用できなくなりま
す。

自動更新がドメインに対して有効かどうかを確認するには、「ドメインの自動更新の有効化/無効
化 (p. 65)」を参照してください。

自動更新が有効な場合は、以下のような過程になります。

有効期限切れの 45 日前

登録者の連絡先に E メールを送信し、そのなかで自動更新が現在有効になっていることを伝え、また
自動更新を無効にする手順を説明します。登録者の連絡先 E メールアドレスを最新状態にして、この 
E メールを見逃さないようにしておきます。

有効期限の 30 日から 35 日前

.com.ar、.com.br、.jp ドメインを除くすべてドメインでは、有効期限が切れる 35 日前にドメイン登
録の更新を行い、これによってドメイン名が期限切れになる以前に更新に関するすべての問題を処理
できる時間が持てるようにします。

.com.ar、.com.br、.jp のドメイン向けレジストリは、有効期限が切れる 30 日前からドメインの更新
を許可しています。有効期限切れの 30 日前にレジストラアソシエイトの Gandi から更新の E メール
が送信され、また、自動更新が有効の場合には、同じ日にドメインの更新が行われます。

Note

お客様のドメインを更新すると、E メールでドメイン更新のお知らせが届きます。更新に失
敗した場合、更新に失敗した理由を説明する E メールが送信されます。

自動更新が無効になっている場合、ドメイン名に関しては、以下の過程になります。
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有効期限切れの 45 日前

ドメインの登録者の連絡先に E メールを送信し、そのなかで自動更新が現在無効になっていることを
伝え、また自動更新を有効にする手順を説明します。登録者の連絡先 E メールアドレスを最新状態に
して、この E メールを見逃さないようにしておきます。

有効期限切れの 7 日から 30 日前

ドメインで自動更新が無効になっている場合、ドメイン登録の運営組織である ICANN は、レジスト
ラが E メールを送信することを義務付けています。メールは次のメールアドレスの 1 つから送信され
ます。
• 　noreply@registrar.amazon.com －ドメインのレジストラが Amazon Registrar の場合。
• 　noreply@domainnameverification.net－ レジストラアソシエイトである Gandi がドメインのレジ

ストラである場合。

TLD のレジストラを調べる方法については、「Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイ
ン (p. 122)」を参照してください。

有効期限切れ日前の 30 日間で自動更新を有効にし、更新期間が過ぎていない場合、ドメインは 24 時
間以内に更新されます。

Important

いくつかの TLD のレジストリでは、有効期限切れになる 25 日前から更新許可ができなくな
り、また多くのレジストリは失効後の更新を許可しません。さらに、更新処理には 1 日以上
かかる可能性があります。自動更新を有効にする時期が遅れると、更新処理が完了する以前
にドメインが失効してしまい、ドメインが失われる場合もあります。有効期間が近づいてい
る場合、ドメインの有効期限を手動で延長することをお勧めします。詳細については、「ド
メインの登録期間の延長 (p. 67)」を参照してください。

更新期間の詳細については、「Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイン (p. 122)」の TLD の
「ドメインの更新と復元の期限」セクションを参照してください。

有効期限経過後

ほとんどのドメインは、有効期限が過ぎた後に短期間保持されるため、失効したドメインを有効期間
後に更新できる場合もあります。ただし、ドメインを維持したい場合は自動更新を有効にしておく
ことが強く推奨されます。有効期間を経過後にドメインを更新するためについての詳細は、「失効し
た、または削除されたドメインの復元 (p. 76)」を参照してください。

ドメインの有効期限が切れたが、ドメインで後期更新が許可されている場合は、標準更新価格でドメ
インを更新できます。ドメインがまだ後期更新期間内であるかどうかを確認するには、「ドメインの
登録期間の延長 (p. 67)」セクションの手順を実行します。ドメインがまだリストされる場合は、後
期更新期間内です。

更新期間の詳細については、「Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイン (p. 122)」の TLD の
「ドメインの更新と復元の期限」セクションを参照してください。

失効した、または削除されたドメインの復元
後期更新期間が終了する前にドメインを更新しないか、ドメインを誤って削除した場合、最上位ドメイン 
(TLD) のいくつかのレジストリにより、他のユーザーが登録できるようになる前に、ドメインを復元する
ことができます。

ドメインが削除されるか、後期更新期間の期限が過ぎた場合は、Amazon Route 53 コンソールに表示され
なくなります。
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Important

通常、ドメインの復元料金は高額で、場合によってはドメインの登録または更新の料金よりもは
るかに高くなることがあります。ドメイン復元の現行料金については、「Amazon Route 53 のド
メイン登録料金」の「復元料金」を参照してください。

AWS クレジットを使用して、期限切れドメインの復元料金を支払うことはできません。

ドメインが削除されたか、後期更新期間の有効期限が切れた場合にドメイン登録の復元を試みる
には

1. ドメインの TLD レジストリがドメインの復元をサポートしているかどうかと、サポートしている場合
は復元が可能な期間を確認します。

a. Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイン (p. 122) に移動します。
b. ドメインの TLD を検索し、「ドメインの更新と復元の期限」セクションで値を確認します。

Important

復元申請が Gandi に転送され、このリクエストは、月曜日から金曜日の営業時間中に処理さ
れます。Gandi はパリに拠点を置くため、時間帯には UTC (協定世界時) /GMT (標準時) ＋ 1 
時間が適用されます。このため、リクエストを送信する時間により、まれにリクエスト処理
に 1 週間以上かかる場合があります。

2. ドメインの復元料金を確認します。場合によってはドメインの登録または更新の料金よりもはるかに
高くなることがあります。「Amazon Route 53 のドメイン登録料金」で、ドメインの TLD (.com な
ど) を見つけ、「復元料金」列で料金を確認します。それでもドメインを復元する場合は、料金を書
き留めておきます。この名前は後のステップで必要になります。

3. ドメインが登録されていた AWS アカウントを使用して AWS Support Center にサインインします。
4. 次の値を指定します。

内容

デフォルト値の [Account and Billing Support] をそのまま使用します。
サービス

デフォルト値の [Billing] をそのまま使用します。
カテゴリ

デフォルト値の [Domain name registration issue] をそのまま使用します。
件名

[Restore an expired domain (失効したドメインの復元)] または [Restore a deleted domain (削除さ
れたドメインの復元)] を選択します。

説明

以下の情報を記述します。
• 復元するドメイン
• ドメインが登録された AWS アカウントの 12 桁のアカウント ID
• ドメイン復元の料金に同意することの確認。以下のテキストを使用します。

「ドメインを復元するための ____ USD の料金に同意します。」

空白を、ステップ 2 で確認した料金に置き換えます。
連絡方法

連絡方法を指定し、[Phone] を選択した場合は電話番号を入力します。
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5. [Submit] (送信) を選択します。
6. ドメインの復元について確認でき次第、AWS Support の担当者よりご連絡いたします。また、ドメイ

ンの復元ができた場合、ドメインはコンソールに再表示されます。有効期限は、ドメインの有効期限
が切れたか、誤って削除されたかによって異なります。

ドメインの有効期限が切れた

新しい有効期限は通常、古い有効期限の 1 年後または 2 年後 (TLD によって異なります) です。

Note

新しい有効期限は、ドメインが復元された日付から起算されません。
ドメインが誤って削除された

通常、有効期限は変更されません。

Route 53 に登録されているドメインのホストゾー
ンの置き換え

ドメインのホストゾーンを削除する場合、ドメインをインターネットで利用する準備ができたときに、別
のホストゾーンを作成する必要があります。以下の手順を実行します。

ドメインのホストゾーンを置き換えるには

1. パブリックホストゾーンを作成します。詳細については、「パブリックホストゾーンの作
成 (p. 348)」を参照してください

2. ホストゾーンにレコードを作成します。レコードは、ドメイン (example.com) とサブドメイン 
(acme.example.com、zenith.example.com) のトラフィックをどのようにルーティングするかを定義し
ます。詳細については、「レコードを使用する (p. 380)」を参照してください

3. 新しいホストゾーンのネームサーバーを使用するようにドメイン設定を更新します。詳細について
は、「ドメインのネームサーバーおよびグルーレコードの追加あるいは変更 (p. 71)」を参照してく
ださい

Important

ホストゾーンを作成する場合、Route 53 はホストゾーンに一連の 4 つのネームサーバーを
割り当てます。ホストゾーンを削除して新しいゾーンを作成すると、Route 53 は他の一連の
ネームサーバー 4 つを割り当てます。通常、新しいホストゾーンのネームサーバーは、以前
のホストゾーンのネームサーバーと一致しません。新しいホストゾーンのネームサーバーを
使用するようにドメイン設定を更新しないと、ドメインはインターネット上で利用できなく
なります。

4. ドメインのホストゾーンを置き換える際に問題が発生した場合は、AWS Support に無料でお問い
合わせいただけます。詳細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わ
せ (p. 119)」を参照してください。

ドメインの移管
別のレジストラから Amazon Route 53 に、AWS アカウント間で、または Route 53 から別のレジストラ
に、ドメインの登録を移管できます。ある AWS アカウントから別のアカウントへのドメイン移管には、
料金は発生しません。

トピック
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• ドメイン登録の Amazon Route 53 への移管 (p. 79)
• ドメイン移管のステータスの表示 (p. 95)
• ドメインを Amazon Route 53 に移管するとドメイン登録の有効期限が受ける影響 (p. 97)
• 異なる AWS アカウントへのドメインの移管 (p. 98)
• Amazon Route 53 から別のレジストラにドメインを移行する (p. 100)

ドメイン登録の Amazon Route 53 への移管
ドメイン登録を Amazon Route 53 へ移管するには、このトピックの手順に従います。

Important

手順をスキップすると、お客様のドメインはインターネットで使用できなくなる可能性がありま
す。

次の点に注意してください。

AWS Support へのお問い合わせ

ドメインの転送中に問題が発生した場合は、AWS Support に無料でお問い合わせください。詳細につ
いては、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わせ (p. 119)」を参照してくださ
い

有効期限日

ドメインの移管が現在の有効期限に及ぼす影響については、「ドメインを Amazon Route 53 に移管す
るとドメイン登録の有効期限が受ける影響 (p. 97)」を参照してください。

移管料金

ドメインを Route 53 に移管したときに AWS アカウントに適用される移管料金は、最上位ドメイン 
(.com、.org など) によって異なります。詳細については、「Route 53 料金表」を参照してください。

AWS クレジットを使用して、Route 53 へのドメインの移管料金を支払うことはできません。

Note

Route 53 は、移管プロセスを開始する前に、ドメインの移管に対して料金を請求します。
何らかの理由で移管が失敗した場合は、直ちにお客様のアカウントに移管の費用を返却しま
す。

特別なドメイン名とプレミアムドメイン名

TLD レジストリでは、一部のドメイン名に対して特別料金またはプレミアム料金を設定しています。
ドメインに特別料金またはプレミアム料金が設定されている場合、ドメインを Route 53 に転送するこ
とはできません。

ドメインクォータ

AWS アカウントあたりのデフォルトの最大ドメイン数は 20 です。クォータによる上限の引き上げを
リクエストできます。詳細については、「ドメインのクォータ (p. 695)」を参照してください。

ネームサーバーの制限

Route 53 のドメインあたりの最大ネームサーバー数は 6 です。

トピック
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• 最上位ドメインの移管に関する要件 (p. 80)
• ステップ 1: Amazon Route 53 で最上位ドメインがサポートされていることを確認する (p. 80)
• ステップ 2 (オプション): DNS サービスを Amazon Route 53 または別の DNS サービスプロバイダー

に移管する (p. 81)
• ステップ 3: 現在のレジストラで設定を変更する (p. 81)
• ステップ 4: ネームサーバーの名前を取得する (p. 83)
• ステップ 5: 移管をリクエストする (p. 83)
• ステップ 6: AISPL (インド) のお客様のみ: 移管料金を支払う (p. 93)
• ステップ 7: 確認と承認 E メールのリンクをクリックする (p. 93)
• ステップ 8: ドメイン設定を更新する (p. 95)

最上位ドメインの移管に関する要件
ほとんどのドメインレジストラは、他のレジストラへのドメインの移管について要件を設定しています。
これらの要件の主な目的は、不正なドメインの所有者が、別のレジストラにドメインを繰り返し移管する
のを防ぐことです。要件は異なりますが、以下の要件が一般的です。

• ドメインを現在のレジストラに登録するか、少なくとも 60 日前にドメインの登録を現在のレジストラ
に転送しておく必要があります。

• ドメイン名登録の有効期限が切れて、復元する必要があった場合は、復元後、少なくとも 60 日間が経
過している必要があります。

• ドメインのドメイン名ステータスコードが以下のいずれかであってはいけません。
• clientTransferProhibited
• pendingDelete
• pendingTransfer
• redemptionPeriod
• serverTransferProhibited

• 一部の最上位ドメインのレジストリは、ドメインの所有者の変更などの変更が完了するまで、移管を許
可しません。

ドメイン名のステータスコードと各コードの意味を記した最新のリストは、ICANN のウェブサイトで 
EPP のステータスコードを検索すると確認できます。(ICANN ウェブサイトで直接、検索してください。
ウェブ検索ではドキュメントの古いバージョンが返されることがあります)。

Note

ICANN は、ドメイン名の登録と移管を管理するポリシーを定めている組織です。

Whois のウェブサイトでご自分のドメイン名を検索し、ドメインのステータスコードやその他の情報を確
認することもできます。

ステップ 1: Amazon Route 53 で最上位ドメインがサポートされ
ていることを確認する
「Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイン (p. 122)」を参照してください。移管するドメインの
最上位ドメインがリストにある場合は、そのドメインを Amazon Route 53 に移管できます。

その TLD がリストにない場合は、現在そのドメイン登録を Route 53 に移管することはできません。その
他の TLD がリストに追加される場合があるため、お客様のドメインのサポートが追加されているかどうか
を再確認してください。
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ステップ 2 (オプション): DNS サービスを Amazon Route 53 ま
たは別の DNS サービスプロバイダーに移管する
DNS を最初に移管する理由

一部のレジストラは無料の DNS サービスを提供していますが、Route 53 からドメイン登録の移管リクエ
ストを受け取ると、すぐに無効となってしまうものがあります。Route 53 でドメインの DNS サービスを
提供する場合は、Amazon Route 53 を既存ドメインの DNS サービスとして使用する (p. 332) をご覧く
ださい。

ステップ 3: 現在のレジストラで設定を変更する
現在のレジストラが用意している方法を使用して、移管する各ドメインについて次のいずれかを実行しま
す。

• Confirm that the email for the registrant contact for your domain is up to date
• Unlock the domain so it can be transferred
• Confirm that the domain status allows you to transfer the domain
• Disable DNSSEC for the domain
• Get an authorization code
• Renew your domain registration before you transfer the domain (selected geographic TLDs)

ドメインの登録者の連絡先が最新であることを確認する

当社は登録者の連絡先の E メールアドレスに E メールを送信して、移管の承認をリクエストします。
移管を承認するには、E メールのリンクをクリックする必要があります。リンクをクリックしない場
合、移管はキャンセルされます。

移管可能にするためにドメインのロックを解除する

ドメイン登録の管理組織である ICANN の要件に従って、ドメインを移管する前にドメインのロック
を解除する必要があります。

ドメインのステータスが移管可能であることを確認する

詳細については、「最上位ドメインの移管に関する要件 (p. 80)」を参照してください。
ドメインの DNSSEC を無効にします

ドメインで DNSSEC を使用し、ドメイン登録を Route 53 に移管する場合は、まず以前のレジス
トラで DNSSEC を無効にする必要があります。次に、ドメイン登録を移管した後、Route 53 でド
メインの DNSSEC を設定する手順を実行します。Route 53 では、ドメイン登録と DNSSEC 署名
で、DNSSEC がサポートされています。詳細については、「Amazon Route 53 での DNSSEC 署名の
設定 (p. 477)」を参照してください。

Important

DNSSEC が設定されている場合にドメイン登録を Route 53 に移管すると、DNSSEC パブ
リックキーも移管されます。DNSSEC をサポートしていないプロバイダーに DNS サービス
を 移管する場合、ドメインから DNSSEC キーを削除するまで DNS 解決が断続的に失敗しま
す。詳細については、「ドメインのパブリックキーの削除 (p. 114)」を参照してください。

認証コードを取得する

Route 53 へのドメイン登録の移管をリクエストするには、現在のレジストラから認証コードを取得す
る必要があります。このコードは後で Route 53 コンソールに入力します。

一部の最上位ドメインには、以下の追加の要件があります。
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.co.za のドメイン

.co.za ドメインを Route 53 に移管するために認証コードを取得する必要はありません。
.es ドメイン

.es ドメインを Route 53 に移管する場合は、認証コードを取得する必要はありません。
.jp のドメイン

.jp ドメインを Route 53 に移管する場合は、ほとんどの状況では認証コードを取得する必要はあ
りません。

まれに転送が失敗し、エラーメッセージに認証コードが必要であることが示されますが、その場
合は、サポートリクエストを開いて認証コードを提供します。詳細については、「AWS Support 
へのドメイン登録問題に関するお問い合わせ (p. 119)」を参照してください。

.uk、.co.uk、.me.uk、.org.uk のドメイン

.uk、.co.uk、.me.uk、または .org.uk ドメインを Route 53 に移管する場合は、認証コードを取得
する必要はありません。代わりに、現在のドメインレジストラが用意している方法を使って、ド
メインの IPS タグの値を GANDI（すべて大文字）に更新します (IPS タグは .uk ドメイン名のレ
ジストリである Nominet が必要としています)。レジストラが IPS タグの値を変更する方法を提
供していない場合は、Nominet にお問い合わせください。

IPS タグの変更に関する以下の点に注意してください。
5 日以内に移管をリクエストする必要があります

IPS タグを変更してから 5 日以内に移管をリクエストしない場合、タグは以前の値に戻りま
す。IPS タグの値を再度変更する必要があります。変更しないと、移管のリクエストは失敗
します。

WHOIS クエリでの IPS タグの表示

IPS タグへの変更は、Route 53 への転送が完了するまで WHOIS クエリに表示されません。
Gandi からの E メール

レジストラアソシエイトである Gandi から、移管プロセスに関するメールが届く場合があり
ます。Gandi (transfer-auth@gandi.net) からドメインの移管に関する E メールを受け取った
場合は、E メールの指示は無視してください。これは、Route 53 に関連しないためです。代
わりに、このトピックの手順に従ってください。

ドメイン (一部の地理的 TLD) を移管する前にドメイン登録を更新します

ほとんどの TLD では、ドメインを移管すると、登録は自動的に 1 年延長されます。ただし、一部の
地理的 TLD では、ドメインを移管しても登録は延長されません。これらのいずれかの TDL を持つ 
Route 53 にドメインを移管する場合は、移管前にドメイン登録を更新することをお勧めします (特
に、有効期限が近づいている場合)。

Important

移管前にドメインを更新しなかった場合、移管が完了する前に、登録が期限切れになる可能
性があります。この場合、ドメインはインターネットで使用できなくなり、他者がそのドメ
イン名を購入できるようになる可能性があります。

次のドメインを別のレジストラに移管するときは、登録は自動的に延長されません。
• .ch (スイス)
• .cl (チリ)
• .co.uk (英国)
• .co.za (南アフリカ)
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• .com.au (オーストラリア)
• .cz (チェコ共和国)
• .es (スペイン)
• .fi (フィンランド)
• .im (マン島)
• .jp (日本)
• .me.uk (英国)
• .net.au (オーストラリア)
• .org.uk (英国)
• .se (スウェーデン)
• .uk (英国)

ステップ 4: ネームサーバーの名前を取得する
Amazon Route 53 を DNS サービスとして使用しているか、既存の DNS サービスを継続して使用している
場合は、プロセスの後で自動的にネームサーバーの名前が取得されます。「ステップ 5: 移管をリクエスト
する (p. 83)」へ進んでください。

ドメインを Route 53 に移管するのと同時に、DNS サービスを Route 53 以外のプロバイダに変更する場合
は、DNS サービスプロバイダが用意している手順に従って、移管する各ドメインのネームサーバーの名前
を取得します。

Important

ドメインのレジストラがドメインの DNS サービスプロバイダーでもある場合は、ドメイン登録の
移管プロセスを続行する前に、DNS サービスを Route 53 または別の DNS サービスプロバイダー
に移管します。
ドメイン登録を移管するのと同時に DNS サービスを移管する場合、ドメインに関連付けられた
ウェブサイト、E メール、およびウェブアプリケーションは利用できなくなることがあります。
詳細については、「ステップ 2 (オプション): DNS サービスを Amazon Route 53 または別の DNS 
サービスプロバイダーに移管する (p. 81)」を参照してください。

ステップ 5: 移管をリクエストする
現在のレジストラから Amazon Route 53 にドメイン登録を移管するには、Route 53 コンソールを使用し
て移管をリクエストします。Route 53 は、ドメインの現在のレジストラとの通信を処理します。

コンソールを使用してドメインを 5 つまで移管できます。

Note

Route 53 のドメインコンソールを更新中です。旧コンソールは移行期間中も引き続きご使用いた
だけます。

お使いのコンソールのタブを選択します。

• 新しいコンソール (p. 83)
• Old console (p. 89)

New console

使用する手順は、移管するドメインの数 (1 つ、または 5 つまで) に応じて異なります。
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• 1 つのドメインのドメイン登録を Route 53 に移管するには (p. 84)
• 最大 5 つのドメインのドメイン登録を Route 53 に移管するには (p. 86)

1 つのドメインをアカウントに移管するときは、[ドメインをアカウントに移管する] のプロセスを使
用します。

1 つのドメインのドメイン登録を Route 53 に移管するには

1. Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックします。
3. [登録済みドメイン] のページで、[移管 (イン)] ドロップダウンから [単一のドメイン] を選択しま

す。
4. [ドメインをアカウントに移管する] ページの [ドメイン移管可否の確認] セクションに、登録を 

Route 53 に移管させるドメインの名前を入力し、[チェック] をクリックします。
5. ドメイン登録が移管可能である場合は、最上位のドメインの移管要件が満たされていることを確

認し、[次へ] をクリックします。

ドメイン登録が移管できない場合は、Route 53 コンソールに理由が表示されます。登録の移管を
妨げている問題の解決方法については、レジストラにお問い合わせください。

6. [DNS サービス] のページで、ネームサーバーの情報を確認し、[次へ] をクリックします。
7. 画面で指示されたら、現在のレジストラから取得した認証コードまたは IPS タグを ステップ 3: 

現在のレジストラで設定を変更する (p. 81) に入力します。

Note

.co.za、.es、.jp、.uk、.co.uk、.me.uk、または .org.uk ドメインを Route 53 に移管する
場合は、認証コードを入力する必要はありません。

[Next] (次へ) をクリックします。
8. [ドメインの料金オプション] ページで、移管するドメインを登録する年数と、有効期限が切れる

前にドメイン登録を自動更新するかどうかを選択します。

Note

ドメイン名の登録および更新は返金の対象外です。ドメインの自動更新を有効にし、登
録更新後にドメイン名が必要なくなった場合、更新費用の返金を受け取ることはできま
せん。

[Next] (次へ) をクリックします。
9. [連絡先情報] ページで、ドメインの登録者、管理者、技術担当者の連絡先情報を入力します。こ

こで入力した値は、登録しようとしているすべてのドメインに適用されます。詳細については、
「ドメインを登録または移管するときに指定する値 (p. 50)」を参照してください

以下の考慮事項に注意してください。

First Name (名) と Last Name (姓)

[First Name] と [Last Name] は、公式 ID に名前を指定することをお勧めします。ドメイン設
定の変更に際しては、一部のドメインレジストリで、身分証明書の提供が求められる場合が
あります。お客様の ID の名前は、ドメイン登録者の連絡先の名前と完全に一致する必要があ
ります。

他の連絡先

デフォルトでは、3 種類の連絡先すべてについて同じ情報が使用されます。1 つまたは複数の
連絡先で異なる情報を入力するときは、それぞれの連絡先について [登録者の連絡先と同じ]
の値をオフの位置にします。
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Note

.it ドメインの場合、登録者と管理者の連絡先は同じである必要があります。
その他の必須情報

一部の最上位ドメイン (TLD) では追加情報を収集する必要があります。そのような TLD の場
合は、[Postal/Zip Code] の後に、該当する値を入力します。

プライバシー保護

WHOIS クエリに対して連絡先情報を非表示にするかどうかを選択します。

Note

管理担当者、登録者、技術担当者には、同じプライバシー設定を指定する必要があ
ります。

詳細については、次のトピックを参照してください。
• ドメインの連絡先情報のプライバシー保護の有効化/無効化 (p. 63)
• Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイン (p. 122)

Note

.uk、.co.uk、.me.uk、.org.uk ドメインのプライバシー保護を有効にするには、サ
ポートケースを開いてプライバシー保護をリクエストします。

[Next] (次へ) をクリックします。
10. [確認] ページで、入力した情報を確認し、必要に応じて修正します。サービスの利用規約を読

み、読んだことを確認するチェックボックスをオンにします。

[Submit request (リクエストの送信)] を選択します。
11. AISPL (インド) のお客様のみ: 連絡先住所がインドにある場合、AWS のローカル販売者である 

Amazon インターネットサービス Pvt. Ltd (AISPL) との利用規約が適用されます。Route 53 でド
メインを登録するには、次の手順を実行して、ドメインの登録料金を支払います。

a. AWS Management Console の [Orders and Invoices (注文と請求書)] のページに移動します。
b. 支払い期限 セクションで、該当する請求書を検索します。
c. アクション 列で、[確認および支払い] を選択します。

請求書の支払い後、ドメイン登録が完了し、該当する E メールが送信されます。

Important

5 日以内に請求書をお支払いいただかないと、請求書はキャンセルされます。請求書の
キャンセル後にドメインを登録するには、リクエストを再送信します。

詳細については、AWS Billing ユーザーガイドのインドにおける支払いの管理を参照してくださ
い。

12. ナビゲーションペインで [ドメイン] を選択し、次に [リクエスト] を選択します。

このページではドメインのステータスを確認できます。また、登録者の連絡先確認メールに、返
信する必要があるかどうかも確認できます。確認メールは再送信することも可能です。

Route 53 でのドメインの登録に使用されたことがない登録者の連絡先の E メールアドレスを指定
した場合、一部の TLD レジストリでは、アドレスが有効であることを確認する必要があります。

以下のいずれかの E メールアドレスより、確認 E メールが送信されます。API バージョン 2013-04-01
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• noreply@registrar.amazon.com – Amazon Registrar によって登録された TLD の場合。
• noreply@domainnameverification.net – レジストラアソシエイトである Gandi によって

登録された TLD の場合。TLD のレジストラを調べる方法については、「レジストラの検
索 (p. 115)」を参照してください。

Important

登録者は、E メールの指示に従って、メールを受信したことを確認する必要がありま
す。これを行わない場合、お客様のドメインは ICANN の規定に従って停止されます。ド
メインが停止されると、インターネットでそのドメインにアクセスできなくなります。

a. 確認 E メールを受け取ったら、E メール内のリンクを選択し、指定した E メールアドレスが
有効であることを確認します。E メールがすぐに届かない場合は、迷惑メールフォルダーを
確認します。

b. [リクエスト] ページに戻ります。ステータスが自動的に [email-address is verified (E メール
アドレスが検証されました)] に更新されない場合は、[ステータスの更新] を選択します。

13. ドメインの移管が完了したら、ドメインの DNS サービスとして Route 53 を使用するか他の 
DNS サービスを使用するかによって、次のステップは異なります。

• Route 53: ドメイン登録時に Route 53 が作成したホストゾーンで、ドメインおよびサブドメイ
ンへのトラフィックをどのようにルーティングするかを Route 53 に指示するためのレコードを
作成します。

例えば、誰かがブラウザにドメイン名を入力し、そのクエリが Route 53 に転送されたとき
に、Route 53 がそのクエリに対してお客様のデータセンターにあるウェブサーバーの IP アド
レスを返すか、それとも Elastic Load Balancing ロードバランサーの名前を返すかを指定しま
す。

詳細については、「レコードを使用する (p. 380)」を参照してください。
Important

Route 53 が自動的に作成するもの以外のホストゾーンでレコードを作成した場合、ド
メインのネームサーバーを更新して新しいホストゾーンのネームサーバーを使用する
必要があります。

• 他の DNS サービス－ 他の DNS サービスに DNS クエリをルーティングするように新しいドメ
インを設定します。ネームサーバーを更新して別のレジストラを使用する (p. 70)の手順を実
行します。

5 つまでのドメインをアカウントに移管するときは、次の方法に従います。

最大 5 つのドメインのドメイン登録を Route 53 に移管するには

1. Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックします。
3. [登録済みドメイン] のページで、[移管 (イン)] ドロップダウンから [複数のドメイン] を選択しま

す。
4. [複数のドメインをアカウントに移管] ページで、移管するドメインを最大で 5 つ入力し、必要に

応じて認証コードを 1 行ずつ入力して、[チェック] を選択します。
5. 移管にドメイン登録を使用できる場合は、[ドメインの可用性] リストに使用可能として表示され

ます。登録を移管するドメインの横にあるチェックボックスを選択し、最上位のドメインの移管
要件が満たされていることを確認して、[次へ] をクリックします。

ドメイン登録が移管できない場合は、Route 53 コンソールに理由が表示されます。登録の移管を
妨げている問題の解決方法については、レジストラにお問い合わせください。
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6. [DNS サービス] のページで、ネームサーバーの情報を確認し、[次へ] をクリックします。
7. [ドメインの料金オプション] ページで、移管するドメインを登録する年数と、有効期限が切れる

前にドメイン登録を自動更新するかどうかを選択します。

Note

ドメイン名の登録と更新は、返金の対象外です。ドメインの自動更新を有効にし、登録
更新後にドメイン名が必要なくなった場合、更新費用の返金を受け取ることはできませ
ん。

[Next] (次へ) をクリックします。
8. [連絡先情報] ページで、ドメインの登録者、管理者、技術担当者の連絡先情報を入力します。こ

こで入力した値は、移管しようとしているすべてのドメインに適用されます。

Important

登録者の連絡先 (ドメイン所有者) には、次の値を指定することをお勧めします。

• 姓名: 公式 ID に表示される名前を指定することをお勧めします。ドメイン設定の変更
に際しては、一部のドメインレジストリで、身分証明書の提供が求められる場合があ
ります。お客様の ID の名前は、ドメイン登録者の連絡先の名前と完全に一致する必要
があります。

• 連絡先の詳細: ドメインの移管時は、現在のレジストラで指定した値と同じ値を指定す
ることをお勧めします。登録者の連絡先の連絡先詳細を変更するときは、ドメインの
所有者を変更します。TLD レジストリによっては、ドメインの移管時にドメインの所
有者を変更できません。登録者の連絡先の連絡先詳細を変更すると、移管に失敗する
ことがあります。ドメインを移管した後、登録者の連絡先の連絡先詳細を変更できま
す。

デフォルトでは、3 種類の連絡先すべてについて同じ情報が使用されます。1 つまたは複数の連
絡先で異なる情報を入力するときは、[登録者の連絡先と同じ] の値をオフの位置にします。

Note

.it ドメインの場合、登録者と管理者の連絡先は同じである必要があります。

詳細については、「ドメインを登録または移管するときに指定する値 (p. 50)」を参照してくだ
さい。

9. 一部の TLD では、追加情報を収集する必要があります。そのような TLD の場合は、[Postal/Zip 
Code] の後に、該当する値を入力します。

10. [Contact Type] の値が [Person] の場合、WHOIS クエリに対して連絡先情報を非表示にするかど
うかを選択します。詳細については、「ドメインの連絡先情報のプライバシー保護の有効化/無効
化 (p. 63)」を参照してください。

11. [Submit] (送信) を選択します。
12. 入力した情報を確認し、サービスの利用規約を読み、利用規約を読んだことを確認するチェック

ボックスをオンにします。
13. [Submit request (リクエストの送信)] を選択します。

ドメインが移管可能であることが確認されると、ドメイン移管の承認を求める E メールが、その
ドメインの登録者の連絡先に送信されます。

14. AISPL (インド) のお客様のみ: 連絡先住所がインドにある場合、AWS のローカル販売者である 
Amazon インターネットサービス Pvt. Ltd (AISPL) との利用規約が適用されます。Route 53 でド
メインを登録するには、次の手順を実行して、ドメインの登録料金を支払います。

a. AWS Management Console の [Orders and Invoices (注文と請求書)] のページに移動します。
b. 支払い期限 セクションで、該当する請求書を検索します。
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c. アクション 列で、[確認および支払い] を選択します。

請求書の支払い後、ドメイン登録が完了し、該当する E メールが送信されます。

Important

5 日以内に請求書をお支払いいただかないと、請求書はキャンセルされます。請求書の
キャンセル後にドメインを登録するには、リクエストを再送信します。

詳細については、AWS Billing ユーザーガイドのインドにおける支払いの管理を参照してくださ
い。

15. ナビゲーションペインで [ドメイン] を選択し、次に [リクエスト] を選択します。

このページではドメインのステータスが確認できます。また、登録者の連絡先確認メールに、返
信する必要があるかどうかも確認できます。確認メールは再送信することも可能です。

Route 53 でのドメインの登録に使用されたことがない登録者の連絡先の E メールアドレスを指定
した場合、一部の TLD レジストリでは、アドレスが有効であることを確認する必要があります。

以下のいずれかの E メールアドレスより、確認 E メールが送信されます。

• noreply@registrar.amazon.com – Amazon Registrar によって登録された TLD の場合。
• noreply@domainnameverification.net – レジストラアソシエイトである Gandi によって

登録された TLD の場合。TLD のレジストラを調べる方法については、「レジストラの検
索 (p. 115)」を参照してください。

Important

登録者は、E メールの指示に従って、メールを受信したことを確認する必要がありま
す。これを行わない場合、お客様のドメインは ICANN の規定に従って停止されます。ド
メインが停止されると、インターネットでそのドメインにアクセスできなくなります。

a. 確認 E メールを受け取ったら、E メール内のリンクを選択し、指定した E メールアドレスが
有効であることを確認します。E メールがすぐに届かない場合は、迷惑メールフォルダーを
確認します。

b. [リクエスト] ページに戻ります。ステータスが自動的に [email-address is verified (E メール
アドレスが検証されました)] に更新されない場合は、[ステータスの更新] を選択します。

16. ドメインの移管が完了したら、ドメインの DNS サービスとして Route 53 を使用するか他の 
DNS サービスを使用するかによって、次のステップは異なります。

• Route 53: ドメイン登録時に Route 53 が作成したホストゾーンで、ドメインおよびサブドメイ
ンへのトラフィックをどのようにルーティングするかを Route 53 に指示するためのレコードを
作成します。

例えば、誰かがブラウザにドメイン名を入力し、そのクエリが Route 53 に転送されたとき
に、Route 53 がそのクエリに対してお客様のデータセンターのウェブサーバーの IP アドレス
を返すか、それとも ELB ロードバランサーの名前を返すかを指定します。

詳細については、「レコードを使用する (p. 380)」を参照してください

Important

Route 53 が自動的に作成するもの以外のホストゾーンでレコードを作成した場合、ド
メインのネームサーバーを更新して新しいホストゾーンのネームサーバーを使用する
必要があります。
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• 他の DNS サービス－ 他の DNS サービスに DNS クエリをルーティングするように新しいドメ
インを設定します。ネームサーバーを更新して別のレジストラを使用する (p. 70)の手順を実
行します。

Old console

使用する手順は、移管するドメインが 5 つまでか、6 つ以上かによって異なります。

• 最大 5 つのドメインのドメイン登録を Route 53 に移管するには (p. 89)
• 5 つ以上のドメインのドメイン登録を Route 53 に移管するには (p. 91)

Important

6 つ以上のドメインを移管する手順を使用する場合は、Route 53 によって、移管されるドメ
インが自動的に設定され、移管するすべてのドメインで現在の DNS サービスを使用できる
ようになります。ドメインのレジストラがドメインの DNS サービスプロバイダでもあり、お
客様が別のプロバイダに DNS サービスを移管しない場合は、そのドメインに関連付けられ
たウェブサイト、メール、ウェブアプリケーションが利用できなくなる可能性があります。
詳細については、「ステップ 2 (オプション): DNS サービスを Amazon Route 53 または別の 
DNS サービスプロバイダーに移管する (p. 81)」を参照してください。

最大 5 つのドメインのドメイン登録を Route 53 に移管するには

1. Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] を選択します。
3. [Transfer Domain] を選択します。
4. 登録を Route 53 に移管するドメインの名前を入力して、[チェック] を選択します。
5. ドメイン登録が移管できる場合は、[Add to cart] を選択します。

ドメイン登録が移管できない場合は、Route 53 コンソールに理由が表示されます。登録の移管を
妨げている問題の解決方法については、レジストラにお問い合わせください。

6. 他にもドメイン登録を移管する場合は、ステップ 4 と 5 を繰り返します。
7. 移管するドメイン登録をすべて追加したら、[Continue] を選択します。
8. 移管するドメイン名それぞれについて、該当する値を入力します。

[Authorization code]

「ステップ 3: 現在のレジストラで設定を変更する (p. 81)」で現在のレジストラから取得
した認証コードを入力します。

Note

.co.za、.es、.jp、.uk、.co.uk、.me.uk、または .org.uk ドメインを Route 53 に移管
する場合は、認証コードを入力する必要はありません。

ネームサーバーのオプション

適用可能なオプションを選択します。
• [現在のレジストラまたは DNS サービスから提供されたネームサーバーの使用を継続しま

す]: ドメインの現在のレジストラが現在 DNS サービスを提供している場合は、ドメインを
移管する前に別の DNS サービスに DNS サービスを移管することをお勧めします。

Important

一部のレジストラは、別のレジストラへの移管をリクエストするとすぐに、DNS 
サービスの提供を停止します。現在のレジストラが DNS サービスを無効にした場
合、ドメインはインターネットで利用できなくなります。
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• [ドメインと同じ名前の Route 53 ホストゾーンからネームサーバーをインポートする]: こ
のオプションを選択した場合、コンソールには、ドメインとして登録された同じ名前を持
つホストゾーンの一覧が表示されます。ドメインのトラフィックをルーティングするため
に使用するホストゾーンを選択します。

• [現在のレジストラのネームサーバーを置き換える新しいネームサーバーを指定する (推奨
しません)]: このドメインで Route 53 以外の DNS サービスを使用している場合は、「ス
テップ 4: ネームサーバーの名前を取得する (p. 83)」で取得したネームサーバーの名前
を入力します。

Important

1 つの DNS サービスプロバイダから別のプロバイダに DNS サービスを移管す
ると、最大 2 日かかる可能性があるため、このオプションの選択はお勧めしま
せん。別のレジストラへの移管をリクエストするとすぐに、現在のレジストラ
は DNS サービスの提供を中止する可能性があります。現在のレジストラが DNS 
サービスを無効にした場合、ドメインは、別の DNS サービスプロバイダへの変更
が有効になるまで、インターネットで利用できなくなります。

[Name servers]

[現在のレジストラのネームサーバーを置き換える新しいネームサーバーを指定する] オプ
ションを選択した場合は、ドメイン用に DNS サービスから取得したネームサーバーの名前
を「ステップ 4: ネームサーバーの名前を取得する (p. 83)」に入力します。デフォルトで
は、[Name server] フィールドに、ドメインの現在のネームサーバーの名前が表示されます。

グルーレコード

ネームサーバーの名前が、移管するドメインのサブドメインである場合 (example.com ド
メインの ns1.example.com など)、各ネームサーバーの 1 つ以上の IP アドレスを入力しま
す。IPv4 または IPv6 形式でアドレスを入力できます。ネームサーバーに複数の IP アドレス
がある場合は、各アドレスを個別の行に入力します。

9. [Contact Details for Your n Domains] ページで、ドメインの登録者、管理者、技術担当者の連絡先
情報を入力します。ここで入力した値は、移管しようとしているすべてのドメインに適用されま
す。

Important

登録者の連絡先 (ドメイン所有者) には、次の値を指定することをお勧めします。

• 姓名: 公式 ID に表示される名前を指定することをお勧めします。ドメイン設定の変更
に際しては、一部のドメインレジストリで、身分証明書の提供が求められる場合があ
ります。お客様の ID の名前は、ドメイン登録者の連絡先の名前と完全に一致する必要
があります。

• 連絡先の詳細: ドメインの移管時は、現在のレジストラで指定した値と同じ値を指定す
ることをお勧めします。登録者の連絡先の連絡先詳細を変更するときは、ドメインの
所有者を変更します。TLD レジストリによっては、ドメインの移管時にドメインの所
有者を変更できません。登録者の連絡先の連絡先詳細を変更すると、移管に失敗する
ことがあります。ドメインを移管した後、登録者の連絡先の連絡先詳細を変更できま
す。

デフォルトでは、3 種類の連絡先すべてについて同じ情報が使用されます。連絡先として異なる
情報を入力する場合は、[My Registrant, Administrative, and Technical contacts are all the same] 
の値を [No] に変更します。

Note

.it ドメインの場合、登録者と管理者の連絡先は同じである必要があります。
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詳細については、「ドメインを登録または移管するときに指定する値 (p. 50)」を参照してくだ
さい。

10. 一部の TLD では、追加情報を収集する必要があります。そのような TLD の場合は、[Postal/Zip 
Code] の後に、該当する値を入力します。

11. [Contact Type] の値が [Person] の場合、WHOIS クエリに対して連絡先情報を非表示にするかど
うかを選択します。詳細については、「ドメインの連絡先情報のプライバシー保護の有効化/無効
化 (p. 63)」を参照してください。

12. [Continue] (続行) をクリックします。
13. 有効期限日前にドメイン登録を自動更新するかどうか選択します。

Note

ドメイン名の登録と更新は、返金の対象外です。ドメインの自動更新を有効にし、登録
更新後にドメイン名が必要なくなった場合、更新費用の返金を受け取ることはできませ
ん。

14. 入力した情報を確認し、サービスの利用規約を読み、利用規約を読んだことを確認するチェック
ボックスをオンにします。

15. [Complete Purchase] を選択します。

ドメインが移管可能であることが確認されると、ドメイン移管の承認を求める E メールがドメイ
ン登録者の連絡先に送信されます。

5 つ以上のドメインのドメイン登録を Route 53 に移管するには

1. Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] を選択します。
3. [Transfer Domain] を選択します。
4. [Transfer domain to Route 53] ページで、[Transfer multiple domains to Route 53] を選択します。
5. 移管する各ドメインのドメイン名と認証コードを次の形式で入力します。ドメイン名と認証コー

ドは、カンマで区切ります。

domain-name-1,authorization-code-1
domain-name-2,authorization-code-2

ドメインの認証コードが不要な場合は、カンマも省略します。

domain-name-3

Note

.co.za、.es、.jp、.uk、.co.uk、.me.uk、または .org.uk ドメインを Route 53 に移管する
場合は、認証コードを入力する必要はありません。

6. 移管するドメインをすべて入力したら、[Continue] を選択します。
7. [Check domain transferability] には、前のページで入力したドメインと各ドメインの移管可否が表

示されます。次のオプションがあります。

すべてのドメインが移管可能な場合

[Add transferable domains to cart] を選択します。
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1 つ以上のドメインが移管不可だが、移管する場合

最上位ドメインの移管に関する要件 (p. 80) を確認して、移管不可の各ドメインが移管要
件を満たしていることを確認します。移管できない理由が不明な場合には、現在のレジスト
ラに問い合わせて、Route 53 にドメインを移管できない理由を判断します。

ドメインを移管できるように内容を変更したら (例: 移管のロックの無効化)、[移管可否の確
認] を選択して、Route 53 で移管の可否を再度確認します。

1 つ以上のドメインが移管不可で、移管しない場合

[Add transferable domains to cart] を選択します。
8. [Continue] (続行) をクリックします。
9. [Contact Details for Your n Domains] ページで、ドメインの登録者、管理者、技術担当者の連絡先

情報を入力します。ここで入力した値は、移管しようとしているすべてのドメインに適用されま
す。

Important

登録者の連絡先 (ドメイン所有者) には、次の値を指定することをお勧めします。

• 姓名: 公式 ID に表示される名前を指定することをお勧めします。ドメイン設定の変更
に際しては、一部のドメインレジストリで、身分証明書の提供が求められる場合があ
ります。お客様の ID の名前は、ドメイン登録者の連絡先の名前と完全に一致する必要
があります。

• 連絡先の詳細: ドメインの移管時は、現在のレジストラで指定した値と同じ値を指定す
ることをお勧めします。登録者の連絡先の連絡先詳細を変更するときは、ドメインの
所有者を変更します。TLD レジストリによっては、ドメインの移管時にドメインの所
有者を変更できません。登録者の連絡先の連絡先詳細を変更すると、移管に失敗する
ことがあります。ドメインを移管した後、登録者の連絡先の連絡先詳細を変更できま
す。

デフォルトでは、3 種類の連絡先すべてについて同じ情報が使用されます。連絡先として異なる
情報を入力する場合は、[My Registrant, Administrative, and Technical contacts are all the same] 
の値を [No] に変更します。

詳細については、「ドメインを登録または移管するときに指定する値 (p. 50)」を参照してくだ
さい。

10. 一部の TLD では、追加情報を収集する必要があります。そのような TLD の場合は、[Postal/Zip 
Code] の後に、該当する値を入力します。

11. [Contact Type] の値が [Person] の場合、WHOIS クエリに対して連絡先情報を非表示にするかど
うかを選択します。詳細については、「ドメインの連絡先情報のプライバシー保護の有効化/無効
化 (p. 63)」を参照してください。

12. [Continue] (続行) をクリックします。
13. 有効期限日前にドメイン登録を自動更新するかどうか選択します。

Note

ドメイン名の登録および更新は返金の対象外です。ドメインの自動更新を有効にし、登
録更新後にドメイン名が必要なくなった場合、更新費用の返金を受け取ることはできま
せん。

14. 入力した情報を確認し、サービスの利用規約を読み、利用規約を読んだことを確認するチェック
ボックスをオンにします。

15. [Complete Purchase] を選択します。

ドメインが移管可能であることが確認されると、ドメイン移管の承認を求める E メールがドメイ
ン登録者の連絡先に送信されます。
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ステップ 6: AISPL (インド) のお客様のみ: 移管料金を支払う
連絡先住所がインドにある場合、AWS のローカル販売者である Amazon インターネットサービス Pvt. Ltd 
(AISPL) との利用規約が適用されます。ドメインを Route 53 に移管するには、次の手順を実行して、ドメ
インの移管料金を支払います。

振込手数料を支払うには

1. AWS Management Console の [Orders and Invoices (注文と請求書)] のページに移動します。
2. 支払い期限 セクションで、該当する請求書を検索します。
3. アクション 列で、[確認および支払い] を選択します。

請求書の支払い後、ドメイン移管が完了し、該当する E メールが送信されます。

Important

5 日以内に請求書をお支払いいただかないと、請求書はキャンセルされます。請求書がキャンセ
ルされた後でドメインを移管するには、リクエストを再送信します。

詳細については、AWS Billing ユーザーガイドのインドにおける支払いの管理を参照してください。

ステップ 7: 確認と承認 E メールのリンクをクリックする
移管をリクエストするとすぐに、1 つ以上の E メールがドメイン登録者の連絡先に送信されます。

登録者の連絡先に到達可能であることを確認する E メール

Route 53 にドメインを登録したことがない場合、またはドメインを Route 53 に移管したことがない
場合、E メールが有効であることを確認する E メールが送信されます。この情報は保持されるので、
この確認メールを再度送信する必要はありません。

E メールでドメインを移管する承認を得る

一部の TLD では、ドメインの移管を承認するために E メールに応答する必要があります。
.com、.net、.org などの一般的な TLD

.com、.net、.org などの汎用 TLD を持つドメインには認証は必要ありません。
.co.uk や .jp などの地理的 TLD

地域別 TLD を持つドメインの場合、ドメインの移管に対する承認が必要になります。10 個のド
メインを移管する場合は、10 通の E メールを送信する必要があり、それぞれで認証リンクをク
リックする必要があります。

E メールはすべてドメインの登録者の連絡先に送信されます。

• お客様がドメインの登録者の連絡先の場合は、メールの指示に従って移管を承認します。
• お客様以外の人が登録者の連絡先である場合は、その人に E メールの指示に従って移管を承認するよう

に依頼します。

Important

地域別 TLD を持つドメインを移管する場合、レジストラに対し、移管の承認を得るための連絡
を実行するよう最大 5 日間の時間が与えられます。5 日間以内に登録者の連絡先から返信がない
場合、移管処理はキャンセルされ、キャンセルを通知するメールが登録者の連絡先に送信されま
す。
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トピック
• 新しい所有者または E メールアドレス用の承認 E メール (p. 94)
• 承認メールの発信元となるメールアドレス (p. 94)
• 現在のレジストラからの承認 (p. 94)
• 次に起こること (p. 95)

新しい所有者または E メールアドレス用の承認 E メール

以下の値を変更する場合、承認を求める別の E メールが送信されます。

ドメイン所有者

「ドメインの所有者は誰ですか。 (p. 56)」で説明するようにドメインの所有者を変更する場合、ド
メインの登録者連絡先に E メールが送信されます。

登録者の連絡用 E メールアドレス (一部の TLD に対してのみ)

一部の TLD では、登録者の連絡先 E メールアドレスを変更した場合、通知メールは登録者の連絡先
として指定された古い E メールアドレスと新しい E メールアドレスの両方に送信されます。どちらか
の E メールアドレスの担当者によって、この E メールの指示に従った変更の承認をする必要がありま
す。

登録者の連絡先のドメイン所有者またはメールアドレスの変更に関して 3～15 日以内に変更が承認されな
い場合は、最上位ドメインに応じて、ICANN の要求に従ってリクエストをキャンセルする必要がありま
す。

承認メールの発信元となるメールアドレス

メールはすべて次のメールアドレスの 1 つから送信されます。

TLD 許可メールの発信元となるメールアドレス

.com.au と .net.au no-reply@ispapi.net

メールには、http://transfers.ispapi.net へのリンクが含まれます。

.fr nic@nic.fr: ドメインを移管するときに、.fr ドメイン名の登録者の連絡先を変
更する場合。(E メールは現在の登録者の連絡先と新しい登録者の連絡先の両
方に送信されます。)

その他すべて 以下のいずれかの E メールアドレス:

• noreply@registrar.amazon.com
• noreply@domainnameverification.net

TLD のレジストラを調べる方法については、「Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイ
ン (p. 122)」を参照してください。

現在のレジストラからの承認

登録者の連絡先が移管を承認すると、当社は現在のレジストラと共にドメインの移管処理を開始します。
このステップは、ドメインの TLD に応じて最大 10 日かかる場合があります。

• 汎用最上位ドメイン (p. 125) - 最大 7 日かかります
• 地理的最上位ドメイン (p. 291) (国コードの最上位ドメインとも呼ばれます) 最大 10 日かかります
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現在のレジストラが移管リクエストに応答しない場合 (これはレジストラではよくあることです)、移管は
自動的に実行されます。現在のレジストラが移管リクエストを拒否した場合、現在の登録者の連絡先に
メール通知が送信されます。登録者は現在のレジストラに連絡し、移管の問題を解決する必要がありま
す。

次に起こること

ドメインの移管が承認されると、登録者の連絡先に別のメールが送信されます。プロセスの詳細について
は、「ドメイン移管のステータスの表示 (p. 95)」を参照してください。

移管が完了するとただちに、AWS アカウントにドメイン移管料金が課金されます。TLD 別の料金の一覧
については、「Amazon Route 53 のドメイン登録価格」を参照してください。

Note

これは 1 回限りの料金であるため、CloudWatch 請求メトリクスには表示されませ
ん。CloudWatch メトリクスの詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの
「Amazon CloudWatch メトリクスの使用」を参照してください。

ステップ 8: ドメイン設定を更新する
移管が完了したら、必要に応じて、以下の設定を変更できます。

[Transfer lock]

ドメインを Route 53 に移管するには、移管のロックを無効にする必要がありました。不正な移管を防
ぐためにロックを再び有効にする場合は、「別のレジストラへの許可のない移管を防ぐためのドメイ
ンのロック (p. 66)」を参照してください。

自動更新

有効期限が近づくと自動的に更新されるように、移管したドメインを設定します。この設定を変更す
る方法については、「ドメインの自動更新の有効化/無効化 (p. 65)」を参照してください。

延長登録期間

デフォルトでは、Route 53 はドメインを毎年更新します。ドメインを長期間登録する場合は、「ドメ
インの登録期間の延長 (p. 67)」を参照してください。

DNSSEC

ドメイン用の DNSSEC の設定については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」を参照してく
ださい。

ドメイン移管のステータスの表示
Note

Route 53 のドメインコンソールを更新中です。移行期間中も必要に応じて旧コンソールを引き続
き使用できます。

別のドメインレジストラから Amazon Route 53 へのドメインの移管を開始すると、Route 53 コンソール
の [リクエスト] ページ (新コンソール) または [保留中のリクエスト] ページ (旧コンソール) ページから、
ステータスを追跡できます。[ステータス] に現在のステップの簡単な説明が表示されます。以下のリスト
は、コンソールに表示されるテキストと、各ステップの詳細な説明です。

Note

移管リクエストを送信したときに、最初のステータスは "Domain transfer request submitted" で
す。これは、お客様のリクエストが届いたことを示します。
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ドメインが転送要件を満たしているかを判断 （ステップ 1/14）

ドメインのステータスが移管可能であるか確認しています。お客様はドメインのロックを解除する必
要があり、移管リクエストを送信するときにドメインのステータスコードが以下のいずれかであって
はいけません。
• clientTransferProhibited
• pendingDelete
• pendingTransfer
• redemptionPeriod

地域別 TLD のみ: WHOIS 情報の確認 (ステップ 2/14)

地域別 TLD があるドメインを移管する場合、ドメインのプライバシー保護を無効にしたかどうか確認
するために、ドメインの WHOIS クエリが送信されています 現在のレジストラでプライバシー保護が
依然として有効な場合、ドメイン移管に必要な情報にアクセスすることができません。

Note

.com、.net、.org などの汎用 TLD を持つドメインには認証は必要ありません。
地域別 TLD のみ: 移管の承認を得るため、E メールが登録者の連絡先に送信される (ステップ 3/14)

地域別 TLD があるドメインを移管する場合、ドメインの登録者の連絡先に E メールが送信されてい
ます。この E メールの目的は、ドメインの許可されている連絡先によって移管がリクエストされたこ
との確認です

Note

.com、.net、.org などの汎用 TLD を持つドメインには認証は必要ありません。
現在のレジストラを使用した転送の確認 （ステップ 4/14）

ドメインの現在のレジストラに移管開始のリクエストを送信しました。
地域別 TLD のみ: 登録者の連絡先からの承認待ち (ステップ 5/14)

当社はドメインの登録者の連絡先に E メールを送信し (ステップ 3/14 を参照)、連絡先が E メール内
のリンクをクリックするのを待ってから、移管を承認します。地域別 TLD があるドメインを移管する
場合に、何らかの理由で E メールが届かないときは、「承認および確認メールの再送信 (p. 107)」
を参照してください。

現在のレジストラに連絡して転送をリクエスト済 （ステップ 6/14）

移管作業を完了するために、ドメインの現在のレジストラと協力しています。
現在のレジストラが転送を完了するのを待機中 （ステップ 7/14）

ドメインが移管の要件を満たしているか現在のレジストラが確認しています。このステップは、ドメ
インの TLD に応じて最大 10 日かかる場合があります。
• 汎用最上位ドメイン (p. 125) - 最大 7 日かかります
• 地理的最上位ドメイン (p. 291)(国コードの最上位ドメインとも呼ばれます) 最大 10 日かかります

Note

.JP ドメインの移管時に Route 53 から送信された確認メールを承認したものの、ステップ 
7。で数日間停止している場合は、AWS サポートセンターまでお問い合わせください。

ほとんどのレジストラにおいて、プロセスは完全に自動化されているため、高速化することはできま
せん。レジストラによっては、移管の承認を求める E メールが送信されることがあります。レジスト
ラからこの確認 E メールが送信されてきたら、プロセスは少なくとも 7 日から 10 日早めることがで
きます。

レジストラによって移管が拒否される場合は、「最上位ドメインの移管に関する要件 (p. 80)」を参
照してください。
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連絡先が転送を開始したことを登録者の連絡先に確認 （ステップ 8/14）

一部の TLD レジストリは、登録者の連絡先に別のメールを送信して、ドメインの移管が正式なユー
ザーによって要求されたか確認します。

ネームサーバーとレジストリの同期 （ステップ 9/14）

このステップは、移管リクエストの一部として指定したネームサーバーが、現在のレジストラに記録
されたネームサーバーとは異なる場合にのみ発生します。指定された新しいネームサーバーにネーム
サーバーが更新されます。

設定とレジストリの同期 （ステップ 10/14）

移管が正常に完了したことを確認し、ドメイン関連のデータをレジストラアソシエイトと同期してい
ます。

更新された連絡先情報をレジストリに送信 （ステップ 11/14）

移管のリクエスト時にドメインの所有権を変更した場合、所有権の変更を実施しています。ただし、
ほとんどのレジストリでは、ドメイン移管プロセスの一環として所有権を移管することを認めていま
せん。

Route 53への転送を完了する（ステップ12/14）

移管プロセスが成功したか確認しています。
転送の完了 （ステップ 13/14）

Route 53 でドメインを設定しています。
転送完了 （ステップ 14/14）

移管が正常に完了しました。

ドメインを Amazon Route 53 に移管するとドメイン
登録の有効期限が受ける影響
レジストラ間でドメインを移管すると、同じ有効期限を保持する TLD レジストリもあれば、有効期限を 1 
年延長するレジストリや、有効期限を移管日の 1 年後に変更するレジストリもあります。

Note

ほとんどの TLD では、Amazon Route 53 にドメインを移行してから最大 10 年間ドメインの登録
期間を延長できます。詳細については、「ドメインの登録期間の延長 (p. 67)」を参照してくだ
さい。

汎用 TLD
汎用 TLD (例えば .com) のドメインを Route 53 に移管すると、ドメインの新しい有効期限は前のレジスト
ラの有効期間に 1 年を加えたものになります。

地域別 TLD
地域別 TLD (例えば .co.uk) のドメインを Route 53 に移管すると、ドメインの新しい有効期限は TLD に左
右されます。次の表で TLD を探して、ドメインを移管すると有効期間にどのような影響があるか判断して
ください。

大陸 地域別 TLD とドメイン移管が有効期限に及ぼす影響

アフリカ .co.za - 有効期限は同じままです。
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大陸 地域別 TLD とドメイン移管が有効期限に及ぼす影響

アメリカ大陸 .cl、.com.ar、.com.br - 有効期限は同じままです。

.ca、.co、.mx、.us - 有効期限が 1 年延長されます。

アジア/オセアニア .co.nz、.com.au、.com.sg、.jp、.net.au、.net.nz、.org.nz、.sg - 有効期限は
同じままです。

.in - 有効期限が 1 年延長されます。

欧州 .ch、.co.uk、.es、.fi、.me.uk、.org.uk、.se - 有効期限は同じままです。

.berlin、.eu、.io、.me、.ruhr、.wien - 有効期限が 1 年延長されます。

.be、.de、.fr、.it、.nl: 新しい有効期限は移管日の 1 年後です。

異なる AWS アカウントへのドメインの移管
ある AWS アカウントを使用してドメインを登録し、そのドメインを別の AWS アカウントに移管する場
合は、新しいコンソールを使用するか、AWS CLI または他のプログラムによる方法を使用すればすぐに移
管できます。ドメインを別の AWS アカウント に移管するときは、事前に移管ロックをオフにします。詳
細については、「別のレジストラへの許可のない移管を防ぐためのドメインのロック (p. 66)」を参照し
てください。

トピック
• ステップ 1: 異なる AWS アカウントにドメインを移管する (p. 98)
• ステップ 2 (オプション): 別の AWS アカウントにホストゾーンを移管する (p. 100)

ステップ 1: 異なる AWS アカウントにドメインを移管する
ドメイン移管を開始するときは、ルートアカウントを使用するか、以下のいずれかの方法で IAM 許可が付
与されているユーザーを使用して、サインインする必要があります。

• ユーザーには、AdministratorAccess 管理ポリシーが割り当てられます。
• ユーザーには、AmazonRoute53DomainsFullAccess 管理ポリシーが割り当てられます。
• ユーザーには、AmazonRoute53FullAccess 管理ポリシーが割り当てられます。
• ユーザーには、PowerUserAccess 管理ポリシーが割り当てられます。
• ユーザーには、TransferDomains、DisableDomainTransferLock、および
RetrieveDomainAuthCode のすべてのアクションを実行するアクセス権限があります。

ルートアカウント、または必要な許可を持つユーザーを使用してサインインしていない場合は、移管を実
行できません。この要件により、承認されていないユーザーがドメインを他の AWS アカウント に移管す
ることを防止できます。

Note

Route 53 のドメインコンソールを更新中です。AWS アカウント 間でのドメインの移管と承認に
関する次の手順は、新しいコンソールで行うことができます。

移管のプロセスには 2 つのステップがあります。最初に、移管元のアカウント所有者が別の AWS アカウ
ント への移管を開始する (p. 99)手順で移管を開始します。次に、移管先のアカウント所有者が、別の 
AWS アカウント から移管を受け入れる (p. 99)手順で移管を受け入れます。
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別の AWS アカウントにドメインを移管するには

1. ドメインの現在の登録先である AWS アカウント を使用して AWS にサインインします。
2. Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。
3. ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックします。
4. 別の AWS アカウント に移管するドメインの名前を選択します。
5. [詳細] セクションの上にある、 [移管 (OUT)] のドロップダウンで [別の AWS アカウント に移管] を選

択します。
6. [別の AWS アカウント に移管] ダイアログに、移管先のアカウント ID を入力します。この ID は、移

管先の AWS アカウント 所有者から取得できます。
7. [Confirm] (確認) を選択します。
8. [パスワードを生成] ダイアログでパスワードをコピーし、受け入れ側の AWS アカウント 所有者に転

送します。

[リクエスト] ページで、ドメインの [ステータス] には [進行中]、[タイプ] には [内部移管 (アウト)] と
それぞれ表示されます。

別の AWS アカウントからのドメイン移管を受け入れるには

1. ドメインを受け入れる AWS アカウント を使用して AWS にサインインします。
2. Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。
3. ナビゲーションペインで、[リクエスト] を選択します。
4. [リクエスト] ページで、別の AWS アカウント から移管するドメインの名前の横にあるラジオボタン

を選択します。ドメインの移管準備が整うと、[ステータス] が [必要なアクション] に、[タイプ] が [で
のドメインの内部移管] になります。

リクエストの承諾期間は 3 日間です。3 日以内に移管を承諾しなければ、その移管リクエストはキャ
ンセルされます。

5. [アクション] ドロップダウンで、[承諾] を選択します。

[拒否] を選択すると、移管のプロセスをキャンセルできます。
6. 承諾したら、[ドメインをアカウントに移管する] ページの [パスワード] のセクションに、移管元のア

カウント所有者から受け取ったパスワードを入力します。

利用規約に同意して、[次へ] を選択します。
7. [リクエスト] ページに移動し、移管の状況やその他の行うべき手順を確認します。
8. 移管が完了すると、連絡先情報を更新できます。詳細については、「ドメインの連絡先情報と所有者

の更新 (p. 56)」を参照してください。

プログラムを使ってドメインを移管する

ドメインは、AWS CLI、いずれかの AWS SDK、Route 53 API の中から方法を選んで、プログラム的
に移管することもできます。詳細については、次のュメントを参照してください。
• 移管プロセスの概要と、Route 53 ドメイン登録 API を使って、ドメインを移管する場合に使用

する API アクションに関するドキュメントについては、Amazon Route 53 API リファレンスの
「TransferDomainToAnotherAwsAccount」をご覧ください。

• プログラムによるドメイン移管のその他のオプションに関するドキュメントについては、「AWS ド
キュメント」ページのガイドと API リファレンスセクションの「SDK と ツールキット」を参照し
てください。

• 移管先のアカウントが、transfer-domain-to-another-aws-account API を使って移管元アカウントか
らアカウントを受け入れられる期間は 3 日間です。3 日以内に移管を承諾しなければ、その移管リ
クエストはキャンセルされます。
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Important

プログラムを使ってドメインを別の AWS アカウントに移管する場合、そのドメインのホ
ストゾーンは移管されません。ホストゾーンを移管する場合は、ドメインが移管されるま
で待ってから、「ステップ 2 (オプション): 別の AWS アカウントにホストゾーンを移管す
る (p. 100)」を参照してください。

ステップ 2 (オプション): 別の AWS アカウントにホストゾーンを
移管する
ドメインの DNS サービスとして Route 53 を使用している場合、Route 53 は、ドメインを別の AWS アカ
ウントに移管するときに、ホストゾーンを移管しません。ドメイン登録があるアカウントに関連付けられ
ていて、該当するホストゾーンが別のアカウントに関連付けられている場合、ドメイン登録も DNS 機能
も影響を受けません。唯一の影響は、ドメインを確認するには片方のアカウントを使用して Route 53 コ
ンソールにサインインする必要があり、ホストゾーンを確認するには、もう片方のアカウントを使用して
サインインする必要があるという点です。

ドメインの移管先のアカウントとドメインの移管元のアカウントの両方を所有している場合は、ドメイン
のホストゾーンを別のアカウントに移行できます。ただし、これはオプションであり、必須ではありませ
ん。Route 53 では、引き続き既存のホストゾーンのレコードを使用してドメインのトラフィックをルー
ティングします。

Important

ドメインの移管元のアカウントとドメインの移管先のアカウントの両方とも所有していない場
合は、既存のホストゾーンをドメインの移管先の AWS アカウントに移行するか、所有している 
AWS アカウントに新しいホストゾーンを作成する必要があります。ドメインのトラフィックを
ルーティングするホストゾーンの作成元のアカウントを所有していない場合、トラフィックの
ルーティング方法は制御できません。

既存のホストゾーンを新しいアカウントに移行するには、「別の AWS アカウントへのホストゾーンの移
行 (p. 372)」を参照してください。

新しいホストゾーンを作成するには、「Amazon Route 53 を既存ドメインの DNS サービスとして使用す
る (p. 332)」を参照してください。通常、このトピックは別のレジストラから Route 53 にドメインを
移管する場合に使用しますが、2 つの AWS アカウント間でドメインを移管する場合もプロセスは同じで
す。

Amazon Route 53 から別のレジストラにドメインを移
行する
Amazon Route 53 から別のレジストラにドメインを移管するときは、Route 53 から情報を取得して、そ
れを新しいレジストラに渡します。残りの作業は新しいレジストラが実行します。

Important

現在、DNS サービスプロバイダとして Route 53 を使っていて、DNS サービスも別のプロバイダ
に移管する場合は、次の Route 53 の機能が他の DNS サービスプロバイダの提供する機能では直
接代替できないことに注意してください。新しい DNS サービスプロバイダと協力して、同等の機
能を実現する方法を決める必要があります。

• エイリアスレコード。詳細については、「エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選
択 (p. 392)」を参照してください。

• シンプルなルーティングポリシー以外のルーティングポリシー。詳細については、「ルーティ
ングポリシーの選択 (p. 381)」を参照してください。
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• レコードに関連付けられているヘルスチェック。詳細については、「DNS フェイルオーバーの
設定 (p. 565)」を参照してください。

ほとんどのドメインレジストラは、他のレジストラへのドメインの移管について要件を設定しています。
これらの要件の主な目的は、不正なドメインの所有者が、別のレジストラにドメインを繰り返し移管する
のを防ぐことです。要件は異なりますが、以下の要件が一般的です。

• ドメインを現在のレジストラに登録するか、少なくとも 60 日前にドメインの登録を現在のレジストラ
に移管しておく必要があります。

• ドメイン名登録の有効期限が切れて、復元する必要があった場合は、復元後、少なくとも 60 日間が経
過している必要があります。

• ドメインのドメイン名ステータスコードが以下のいずれかであってはいけません。
• pendingDelete
• pendingTransfer
• redemptionPeriod
• clientTransferProhibited

ドメイン名ステータスコードと各コードの意味を説明した現在の一覧については、ICANN ウェブサイトで
epp status codes を検索してください (ICANN ウェブサイトで直接、検索してください。ウェブ検索では
ドキュメントの古いバージョンが返されることがあります)。

Note

ドメインを別のドメインレジストラに移管したいが、ドメインが登録されている AWS アカウン
トが閉鎖、中断、終了されている場合は、AWS Support にお問い合わせください。登録後 14 日
以内はドメインを移行させることはできません。詳細については、「AWS Support へのドメイン
登録問題に関するお問い合わせ (p. 119)」を参照してください。

Note

Route 53 のドメインコンソールを更新中です。旧コンソールは移行期間中も引き続きご使用いた
だけます。

お使いのコンソールのタブを選択します。

• 新しいコンソール (p. 101)
• Old console (p. 104)

New console

ドメインを Route 53 から別のレジストラに移管するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックします。
3. 別のレジストラに移管するドメインの名前を選択します。
4. [ドメイン名] ページで、[ドメイン名のステータスコード] の値を確認します。以下の値のいずれ

かである場合、現在、そのドメインを移管することはできません。

• pendingDelete
• pendingTransfer
• redemptionPeriod
• clientTransferProhibited
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• serverTransferProhibited

ドメイン名ステータスコードと各コードの意味を説明した現在の一覧については、ICANN ウェ
ブサイトで epp status codes を検索してください (ICANN ウェブサイトで直接、検索してくださ
い。ウェブ検索ではドキュメントの古いバージョンが返されることがあります)。

[Domain name status code (ドメイン名ステータスコード)]の値が[serverTransferProhibited] 
の場合、ドメインを転送するために必要な作業については、AWS Support に無料でお問い合
わせください。詳細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わ
せ (p. 119)」を参照してください。

5. [移管のロック] の値が [オン] の場合は、[アクション] ドロップダウンで [移管のロックをオフにす
る] を選択します。

6. .co.za、.es、.jp、.ru、.uk、.co.uk、.me.uk、.org.uk の各ドメインを除くすべてのドメイン – [ド
メイン名] ページで、[移管 (OUT)] のドロップダウンから [別のレジストラに移管] を選択します。

[別のレジストラへ移管] ダイアログボックスで、[コピー] を選択してドメイン移管の認証コード
をコピーします。この値は、後述する手順で新しいレジストラに伝えます。

.co.za、.es、.jp、.ru、.uk、.co.uk、.me.uk、.org.uk ドメイン - 次の手順を実行します。

.co.za のドメイン

.co.za ドメインを別のレジストラに移管するために認証コードを取得する必要はありませ
ん。

.es ドメイン

.es ドメインを別のレジストラに移管するために認証コードを取得する必要はありません。
.jp のドメイン

新しいレジストラに移管するために認証コードを取得する必要はありません。ただし、転送
を確認するために認証コードが必要です。

.ru のドメイン

https://www.nic.ru/en/auth/recovery/ で、.ru ドメインのレジストリから認証コードを取得しま
す。
a. ドメイン名で認証情報を回復するためのオプションを選択します。
b. ドメイン名を入力し、[Continue (続行)] を選択します。
c. 画面上の指示に従って、RU-CENTER 管理者ページにアクセスします。
d. [Manage your account (アカウントの管理)] セクションで、[Domain transfer (ドメイン移

管)] を選択します。
e. REGRU-RU で移管を確定します。

.uk、.co.uk、.me.uk、.org.uk のドメイン

IPS タグを新しいレジストラの値に変更します。
a. Nominet ウェブサイトの [Find a Registrar] ページにアクセスし、新しいレジストラの IPS 

タグを見つけます。(Nominet は .uk、.co.uk、.me.uk、および .org.uk ドメインのレジスト
リです。)

b. [Registered Domains (登録済みドメイン) > ドメイン名] ページの [IPS Tag (IPS タグ)] 
で、[Change IPS Tag (IPS タグを変更)] を選択して、ステップ 7a で取得した値を指定し
ます。

c. [Update] (更新) を選択します。
7. 現在、ドメインの DNS サービスプロバイダーとして Route 53 を使用していない場合は、ステッ

プ 10 に進みます。 API バージョン 2013-04-01
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現在、ドメインの DNS サービスプロバイダとして Route 53 を使用している場合は、次のステッ
プを実行します。

a. [ホストゾーン] を選択します。
b. ドメインのホストゾーンの名前を選択します。ドメインの名前とホストゾーンの名前は同じ

です。
c. ドメインの DNS サービスプロバイダとして Route 53 を引き続き使用する場合: Route 53 が

ホストゾーンに割り当てた 4 つのネームサーバーの名前を取得します。詳細については、
「パブリックホストゾーンに対するネームサーバーの取得 (p. 349)」を参照してください。

ドメインの DNS サービスプロバイダとして Route 53 を使い続けない場合: NS レコード
と SOA レコード以外のレコードのすべての設定をメモします。エイリアスレコードな
ど、Route 53 特有の機能については、新しい DNS サービスプロバイダーと協力して、同等
の機能を実現する方法を決める必要があります。

8. DNS サービスを別のプロバイダに転送している場合は、新しい DNS サービスによって提供され
る方法を使用して、以下のタスクを実行します。

• ホストゾーンの作成
• Route 53 レコードの機能を再現するレコードを作成します。
• 新しい DNS サービスがホストゾーンに割り当てたネームサーバーを取得する

9. 新しいレジストラに用意されたプロセスを使用して、ドメインの移管をリクエストします。

.co.za、.es、.jp、.uk、.co.uk、.me.uk、.org.uk のドメインを除くすべてのドメイン: この手順の
ステップ 7。で Route 53 コンソールから取得した認証コードを入力するよう求められます。

10. DNS サービスプロバイダとして Route 53 を引き続き使用する場合は、新しいレジストラが提
供するプロセスを使用して、ステップ 8 で取得した Route 53 ネームサーバーの名前を指定しま
す。別の DNS サービスプロバイダーを使用する場合は、ステップ 9 で新しいホストゾーンを作
成したときに新しいプロバイダーから示されたネームサーバーの名前を指定します。

11. 確認メールに応答します。

.jp のドメインを除くすべてのドメイン

Route 53 は、ドメインの登録者の連絡先にある E メールアドレスに確認メールを送信しま
す。
• E メールに応答しない場合、移管は指定された日付に自動的に実行されます。
• 転送を急ぐ場合、または転送をキャンセルするには、E メールのリンクを選択して 

Route 53 のウェブサイトにアクセスし、該当するオプションを選択します。
.jp のドメイン

Route 53 は、アドレス noreply@domainnameverification.net から、ドメインの登録者の連絡
先メールアドレスに、移管を確認するためのリンクが記載されている確認メールを送信しま
す。
• E メールに応答しない場合、移管は指定された日付にキャンセルされます。
• 転送を急ぐ場合、または転送をキャンセルするには、E メールのリンクを選択して 

Route 53 のウェブサイトにアクセスし、該当するオプションを選択します。ステップ 7 で
取得したドメイン認証コードを提供する必要があります。

また、WIXI.jp からメールが届く場合があります。このメールは無視して構いません。
12. ドメインの移管先のレジストラから移管に失敗したことがレポートした場合は、そのレジストラ

に詳細を問い合わせてください。ドメインを別のレジストラに移管すると、すべてのステータス
更新は新しいレジストラに送信されるため、Route 53 には移管が失敗した理由に関する情報があ
りません。
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Route 53 から取得した認証コードが無効であるため、新しいレジストラから移管に失敗したこ
とがレポートされた場合は、AWS Support にケースを提出してください (サポート契約は必要な
く、料金はかかりません)。詳細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお
問い合わせ (p. 119)」を参照してください。

13. DNS サービスを他の DNS サービスプロバイダに移管した場合、DNS リゾルバーが Route 53 
ネームサーバーの名前の DNS クエリへの応答を停止した後で、ホストゾーンのレコードを削除
し、ホストゾーンを削除することができます。これには、通常 2 日かかります。一般的に DNS 
リゾルバーがドメインのネームサーバーの名前をキャッシュするのにかかる時間の長さです。

Important

DNS リゾルバーが Route 53 ネームサーバーの名前の DNS クエリにまだ応答している間
にホストゾーンを削除すると、ドメインはインターネットで利用できなくなります。

ホストゾーンを削除すると、Route 53 では、ホストゾーンの月額料金が請求されなくなります。
詳細については、次のドキュメントを参照してください。

• レコードの削除 (p. 461)
• パブリックホストゾーンの削除 (p. 353)
• Route 53 料金表

Old console

ドメインを Route 53 から別のレジストラに移管するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] を選択します。
3. 別のレジストラに移管するドメインの名前を選択します。
4. [登録済みドメイン] の [ドメイン名] ページで、[ドメイン名のステータスコード] の値を確認しま

す。以下の値のいずれかである場合、現在、そのドメインを移管することはできません。

• pendingDelete
• pendingTransfer
• redemptionPeriod
• clientTransferProhibited
• serverTransferProhibited

ドメイン名ステータスコードと各コードの意味を説明した現在の一覧については、ICANN ウェ
ブサイトで epp status codes を検索してください (ICANN ウェブサイトで直接、検索してくださ
い。ウェブ検索ではドキュメントの古いバージョンが返されることがあります)。

[Domain name status code (ドメイン名ステータスコード)]の値が[serverTransferProhibited] 
の場合、ドメインを転送するために必要な作業については、AWS Support に無料でお問い合
わせください。詳細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わ
せ (p. 119)」を参照してください

5. [Transfer lock] の値が [Enabled] の場合は、[Disable.] を選択します。
6. [Save (保存)] を選択します。
7. .co.za、.es、.jp、.ru、.uk、.co.uk、.me.uk、.org.uk の各ドメインを除くすべてのドメイン – [登

録済みドメイン] > [ドメイン名] ページの [認証コード] で、[コードの取得] を選択し、認証コード
をメモします。この値は、後述する手順で新しいレジストラに伝えます。

.co.za、.es、.jp、.ru、.uk、.co.uk、.me.uk、.org.uk ドメイン - 次の手順を実行します。
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.co.za のドメイン

.co.za ドメインを別のレジストラに移管するために認証コードを取得する必要はありませ
ん。

.es ドメイン

.es ドメインを別のレジストラに移管するために認証コードを取得する必要はありません。
.jp のドメイン

新しいレジストラに移管するために認証コードを取得する必要はありません。ただし、転送
を確認するために認証コードが必要です。

.ru のドメイン

https://www.nic.ru/en/auth/recovery/ で、.ru ドメインのレジストリから認証コードを取得しま
す。
a. ドメイン名で認証情報を回復するためのオプションを選択します。
b. ドメイン名を入力し、[Continue (続行)] を選択します。
c. 画面上の指示に従って、RU-CENTER 管理者ページにアクセスします。
d. [Manage your account (アカウントの管理)] セクションで、[Domain transfer (ドメイン移

管)] を選択します。
e. REGRU-RU で移管を確定します。

.uk、.co.uk、.me.uk、.org.uk のドメイン

IPS タグを新しいレジストラの値に変更します。
a. Nominet ウェブサイトの [Find a Registrar] ページにアクセスし、新しいレジストラの IPS 

タグを見つけます。(Nominet は .uk、.co.uk、.me.uk、および .org.uk ドメインのレジスト
リです。)

b. [Registered Domains (登録済みドメイン) > ドメイン名] ページの [IPS Tag (IPS タグ)] 
で、[Change IPS Tag (IPS タグを変更)] を選択して、ステップ 7a で取得した値を指定し
ます。

c. [Update] (更新) を選択します。
8. 現在、ドメインの DNS サービスプロバイダーとして Route 53 を使用していない場合は、ステッ

プ 10 に進みます。

現在、ドメインの DNS サービスプロバイダとして Route 53 を使用している場合は、次のステッ
プを実行します。

a. [ホストゾーン] を選択します。
b. ドメインのホストゾーンの名前を選択します。ドメインの名前とホストゾーンの名前は同じ

です。
c. ドメインの DNS サービスプロバイダとして Route 53 を引き続き使用する場合: Route 53 が

ホストゾーンに割り当てた 4 つのネームサーバーの名前を取得します。詳細については、
「パブリックホストゾーンに対するネームサーバーの取得 (p. 349)」を参照してください。

ドメインの DNS サービスプロバイダとして Route 53 を使い続けない場合: NS レコード
と SOA レコード以外のレコードのすべての設定をメモします。エイリアスレコードな
ど、Route 53 特有の機能については、新しい DNS サービスプロバイダーと協力して、同等
の機能を実現する方法を決める必要があります。

9. DNS サービスを別のプロバイダに転送している場合は、新しい DNS サービスによって提供され
る方法を使用して、以下のタスクを実行します。

• ホストゾーンの作成
• Route 53 レコードの機能を再現するレコードを作成します。API バージョン 2013-04-01
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• 新しい DNS サービスがホストゾーンに割り当てたネームサーバーを取得する
10. 新しいレジストラに用意されたプロセスを使用して、ドメインの移管をリクエストします。

.co.za、.es、.jp、.uk、.co.uk、.me.uk、.org.uk のドメインを除くすべてのドメイン: この手順の
ステップ 7。で Route 53 コンソールから取得した認証コードを入力するよう求められます。

11. DNS サービスプロバイダとして Route 53 を引き続き使用する場合は、新しいレジストラが提
供するプロセスを使用して、ステップ 8 で取得した Route 53 ネームサーバーの名前を指定しま
す。別の DNS サービスプロバイダーを使用する場合は、ステップ 9 で新しいホストゾーンを作
成したときに新しいプロバイダーから示されたネームサーバーの名前を指定します。

12. 確認メールに応答します。

.jp のドメインを除くすべてのドメイン

Route 53 は、ドメインの登録者の連絡先にある E メールアドレスに確認メールを送信しま
す。
• E メールに応答しない場合、移管は指定された日付に自動的に実行されます。
• 転送を急ぐ場合、または転送をキャンセルするには、E メールのリンクを選択して 

Route 53 のウェブサイトにアクセスし、該当するオプションを選択します。
• TLD によっては、移管を承認または拒否できる https://approvemove.com へのリンクが

確認メールに含まれている場合があります。ドメイン連絡先に対してプライバシー保護
が有効化されている場合は、Amazon レジストラに登録されている TLD 用の identity-
protect.org アドレスから確認メールが配信されます。TLD のレジストラを調べる方法につ
いては、「レジストラの検索 (p. 115)」を参照してください。

.jp のドメイン

Route 53 は、アドレス noreply@domainnameverification.net から、ドメインの登録者の連絡
先メールアドレスに、移管を確認するためのリンクが記載されている確認メールを送信しま
す。
• E メールに応答しない場合、移管は指定された日付にキャンセルされます。
• 転送を急ぐ場合、または転送をキャンセルするには、E メールのリンクを選択して 

Route 53 のウェブサイトにアクセスし、該当するオプションを選択します。ステップ 7 で
取得したドメイン認証コードを提供する必要があります。

また、WIXI.jp からメールが届く場合があります。このメールは無視して構いません。
13. ドメインの移管先のレジストラから移管に失敗したことがレポートした場合は、そのレジストラ

に詳細を問い合わせてください。ドメインを別のレジストラに移管すると、すべてのステータス
更新は新しいレジストラに送信されるため、Route 53 には移管が失敗した理由に関する情報があ
りません。

Route 53 から取得した認証コードが無効であるため、新しいレジストラから移管に失敗したこ
とがレポートされた場合は、AWS Support にケースを提出してください (サポート契約は必要な
く、料金はかかりません)。詳細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお
問い合わせ (p. 119)」を参照してください。

14. DNS サービスを他の DNS サービスプロバイダに移管した場合、DNS リゾルバーが Route 53 
ネームサーバーの名前の DNS クエリへの応答を停止した後で、ホストゾーンのレコードを削除
し、ホストゾーンを削除することができます。これには、通常 2 日かかります。一般的に DNS 
リゾルバーがドメインのネームサーバーの名前をキャッシュするのにかかる時間の長さです。

Important

DNS リゾルバーが Route 53 ネームサーバーの名前の DNS クエリにまだ応答している間
にホストゾーンを削除すると、ドメインはインターネットで利用できなくなります。

ホストゾーンを削除すると、Route 53 では、ホストゾーンの月額料金が請求されなくなります。
詳細については、次のドキュメントを参照してください。API バージョン 2013-04-01
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• レコードの削除 (p. 461)
• パブリックホストゾーンの削除 (p. 353)
• Route 53 料金表

承認および確認メールの再送信
ドメイン登録に関連するいくつかの処理について、ICANN の要件に従って、当社はドメインの登録者の連
絡先から承認を得たり、登録者の連絡先の E メールアドレスが有効であることの確認を得たりする必要が
あります。承認や確認を得るために、当社はリンクを含む E メールを送信します。3 〜 15 日間以内 (処理
と最上位ドメインによって異なる) にリンクをクリックする必要があります。この期間の経過後、リンク
は機能しなくなります。

割り当てられた期間内に E メールのリンクをクリックしなかった場合、ICANN の一般的な要件に従って、
当社はリクエストされた処理に応じて、ドメインを一時停止したり、処理をキャンセルしたりする必要が
あります。

ドメインの登録

当社はドメインを一時停止し、インターネットでアクセスできないようにします。確認 E メールを再
送信するには、「ドメイン登録の確認 E メールを再送信するには (p. 108)」を参照してください。

地域別 TLD のみ: Amazon Route 53 へのドメインの移管

地域別 TLD を持つドメインの移管を実行すると、移管はキャンセルされます 承認 E メールを再送信
するには、「ドメインの移管の承認 E メールを再送信するには (p. 108)」を参照してください。

Note

.com、.net、.org などの汎用 TLD を持つドメインには認証は必要ありません。
ドメインの登録者 (所有者) の連絡先の名前または E メールアドレスの変更

変更がキャンセルされます。承認 E メールを再送信するには、「登録者の連絡先を更新するためやド
メインを削除するために承認 E メールを再送信するには (p. 109)」を参照してください。

ドメインの削除

削除リクエストがキャンセルされます。承認 E メールを再送信するには、「登録者の連絡先を更新
するためやドメインを削除するために承認 E メールを再送信するには (p. 109)」を参照してくださ
い。

地域別 TLD のみ: Route 53 から別のレジストラへのドメインの移管

地域別 TLD を持つドメインの移管を実行すると、新しいレジストラによって移管がキャンセルされま
す。

Note

.com、.net、.org などの汎用 TLD を持つドメインには認証は必要ありません。

トピック
• E メールアドレスの更新 (p. 107)
• E メールの再送信 (p. 108)

E メールアドレスの更新
ドメインの登録者の連絡先のメールアドレスには、確認および許可メールが送信されます。TLD の一部で
は、次の場合に登録者の連絡先の古いメールアドレスと新しいメールアドレスに E メールを送信する必要
があります。

API バージョン 2013-04-01
107

http://aws.amazon.com/route53/pricing
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/registrar-tld-list.html#registrar-tld-list-geographic
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/registrar-tld-list.html#registrar-tld-list-generic
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/registrar-tld-list.html#registrar-tld-list-geographic
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/registrar-tld-list.html#registrar-tld-list-generic


Amazon Route 53 デベロッパーガイド
E メールの再送信

• Amazon Route 53 に登録済みのドメインの E メールアドレスを変更しようとしています
• Route 53 に転送しているドメインのメールアドレスを変更しようとしています

E メールの再送信
該当する手順を使用して、確認または承認 E メールを再送信します。

• ドメイン登録の確認 E メールを再送信するには (p. 108)
• ドメインの移管の承認 E メールを再送信するには (p. 108)
• 登録者の連絡先を更新するためやドメインを削除するために承認 E メールを再送信するには (p. 109)

ドメイン登録の確認 E メールを再送信するには

1. 登録者の連絡先の E メールアドレスを確認し、必要に応じて更新します。詳細については、「ドメイ
ンの連絡先情報と所有者の更新 (p. 56)」を参照してください。

2. E メールアプリケーションの迷惑 E メールフォルダーで、以下のいずれかの E メールアドレスからの 
E メールを確認します。

長期間が経過していると、リンクは機能しなくなっていますが、当社から別の確認 E メールが送信さ
れるときに、確認 E メールをどこで探すかはわかります。

TLD 承認または確認メールの送信元の E メールアドレス

.fr nic@nic.fr

その他すべて 以下のいずれかの E メールアドレス:

• noreply@registrar.amazon.com
• noreply@domainnameverification.net

3. Amazon Route 53 コンソールを使用して確認メールを再送信する

a. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

b. ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックします。
c. E メールを再送信するドメインの名前を選択します。
d. "Your domain might be suspended" というタイトルの警告ボックスで、[Send email again] を選択

します。

Note

警告ボックスがない場合、登録者の連絡先の E メールアドレスが有効であることは確認
済みです。

4. 確認メールの再送信中に問題が発生した場合は、AWS Support に無料でお問い合わせください。詳細
については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わせ (p. 119)」を参照してく
ださい

ドメインの移管の承認 E メールを再送信するには

この方法は、.jp ドメインの転送リクエストでは機能しません。

1. 現在のドメインレジストラから提供された方法を使用して、ドメインのプライバシー保護が無効に
なっていることを確認します。無効になっていない場合は、無効にします。
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当社は、現在のレジストラが WHOIS データベースに保存した E メールアドレスに承認 E メールを送
信します。プライバシー保護が有効になっている場合、その E メールアドレスは通常、難読化されて
います。現在のレジストラでは、Amazon Route 53 によって WHOIS データベース内の E メールアド
レスに送信された E メールは、実際の E メールアドレスに転送できません。

Note

ドメインの現在のレジストラでプライバシー保護を無効にできない場合、ステップ 5: 移管を
リクエストする (p. 83) で有効な認証コードを指定しても、ドメインを移管できます。

2. 登録者の連絡先の E メールアドレスを確認し、必要に応じて更新します。ドメインの現在のレジスト
ラから提供された方法を使用します。

3. E メールアプリケーションの迷惑 E メールフォルダーで、以下のいずれかの E メールアドレスからの 
E メールを確認します。

長期間が経過していると、リンクは機能しなくなっていますが、当社から別の承認 E メールが送信さ
れるときに、承認 E メールをどこで探すかはわかります。

TLD 承認または確認メールの送信元の E メールアドレス

.com.au と .net.au no-reply@ispapi.net

メールには、https://approve.domainadmin.com へのリンクが含まれま
す。

.fr nic@nic.fr

その他すべて 以下のいずれかの E メールアドレス:

• noreply@registrar.amazon.com
• noreply@domainnameverification.net

4. 移管が進行中でなくなった場合 (長時間が経過してすでにキャンセルされた場合)、移管を再びリクエ
ストすると、別の承認 E メールが届きます。

Note

転送をリクエストしてから最初の 15 日間に、Route 53 コンソールの [ダッシュボード] ペー
ジで、通知テーブルをチェックすると、転送のステータスを決定できます。15 日間の経過後
は、AWS CLI を使用してステータスを取得します。詳細については、AWS CLI コマンドリ
ファレンスの「route53domains」を参照してください。

移管がまだ進行中の場合は、以下の手順を実行して承認 E メールを再送信します。

a. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

b. [通知] の表で、移管するドメインを見つけます。
c. そのドメインの [Status] 列で、[Resend email] を選択します。

5. ドメイン転送のために認証 E メールを再送信中に問題が発生した場合は、AWS Support に無料でお
問い合わせください。詳細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わ
せ (p. 119)」を参照してください

登録者の連絡先を更新するためやドメインを削除するために承認 E メールを再送信するには

1. 登録者の連絡先の E メールアドレスを確認し、必要に応じて更新します。詳細については、「ドメイ
ンの連絡先情報と所有者の更新 (p. 56)」を参照してください。
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2. E メールアプリケーションの迷惑 E メールフォルダーで、以下のいずれかの E メールアドレスからの 
E メールを確認します。

長期間が経過していると、リンクは機能しなくなっていますが、当社から別の承認 E メールが送信さ
れるときに、承認 E メールをどこで探すかはわかります。

TLD 許可メールの発信元となるメールアドレス

.fr nic@nic.fr

その他すべて 以下のいずれかの E メールアドレス:

• noreply@registrar.amazon.com
• noreply@domainnameverification.net

3. 変更または削除をキャンセルします。これには2つのオプションがあります。

• 3 〜 15 日間の待機期間が経過するのを待つことができます。その期間の経過後、リクエストした処
理は自動的にキャンセルされます。

• または、AWS Support に連絡して処理をキャンセルするように依頼することもできます。
4. 変更または削除がキャンセルされた後、連絡先情報を変更したり、ドメインを再び削除したりする

と、別の承認 E メールが届きます。
5. 認証 E メールの再送信中に問題が発生した場合は、AWS Support に無料でお問い合わせください。詳

細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わせ (p. 119)」を参照して
ください

ドメインの DNSSEC の設定
攻撃者は、DNS クエリを傍受し、それらのエンドポイントの実際の IP アドレスの代わりに自身の IP アド
レスを DNS リゾルバーに返すことにより、ウェブサーバーなどのインターネットエンドポイントへのト
ラフィックをハイジャックすることがあります。その後、ユーザーはなりすましたレスポインスによって
攻撃者が指定した IP アドレス (偽のウェブサイトなど) にルーティングされます。

DNS スプーフィングや中間者 (MITM) 攻撃と呼ばれるこのタイプの攻撃からは、DNS トラフィックを保護
するプロトコルである Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) を設定することでドメイン
を保護できます。

Important

Amazon Route 53 では、ドメイン登録で DNSSEC 署名と DNSSEC がサポートされていま
す。Route 53 で登録されたドメインに DNSSEC 署名を設定する場合は、Amazon Route 53 での 
DNSSEC 署名の設定 (p. 477) をご覧ください。

トピック
• DNSSEC がドメインを保護する方法の概要 (p. 110)
• ドメインに DNSSEC を設定する際の前提条件と最大数 (p. 112)
• ドメインへのパブリックキーの追加 (p. 112)
• ドメインのパブリックキーの削除 (p. 114)

DNSSEC がドメインを保護する方法の概要
ドメインの DNSSEC を構成すると、DNS リゾルバーは中間リゾルバーからのレスポンスに対して信
頼チェーンを確立します。信頼チェーンの先頭は、ドメインの TLD レジストリ (ドメインの親ゾーン) 

API バージョン 2013-04-01
110



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
DNSSEC がドメインを保護する方法の概要

で、末尾は DNS サービスプロバイダーにある権威ネームサーバーです。すべての DNS リゾルバーが 
DNSSEC をサポートしているわけではありません。署名または信頼性検証を実行するのは、DNSSEC を
サポートしているリゾルバーのみです。

Amazon Route 53 に登録されたドメインに DNSSEC を設定し、インターネットホストを DNS スプー
フィングから保護する方法を次に示します。わかりやすくするため、簡略化してあります。

1. DNS サービスプロバイダーにより提供されたメソッドを使用し、非対称キーペアのプライベートキーに
よって、ホストゾーン内のレコードに署名します。

Important

Route 53 では、DNSSEC 署名と、ドメイン登録用の DNSSEC がサポートされています。詳
細については、「Amazon Route 53 での DNSSEC 署名の設定 (p. 477)」を参照してくださ
い。

2. パブリックキーをキーペアからドメインレジストラに提供し、キーペアの生成に使用されたアルゴリズ
ムを指定します。ドメインレジストラがパブリックキーとアルゴリズムを、最上位ドメイン (TLD) のレ
ジストリに転送します。

Route 53 に登録したドメインに対してこのステップを実行する方法については、「ドメインへのパブ
リックキーの追加 (p. 112)」を参照してください。

DNSSEC を設定したら、以下のようにして DNS スプーフィングからドメインを保護できます。

1. ウェブサイトを参照するか、E メールメッセージを送信することにより、DNS クエリを送信します。
2. リクエストは DNS リゾルバーにルーティングされます。リゾルバーは、リクエストに基づいてクライ

アントに適切な値 (ウェブサーバーやメールサーバーを実行しているホストの IP アドレスなど) を返す
役割を果たします。

3. 他のユーザーが既に同じ DNS クエリを送信しており、リゾルバーが既にその値を取得しているた
め、IP アドレスが DNS リゾルバーにキャッシュされている場合、リゾルバーはリクエストを送信した
クライアントにその IP アドレスを返します。その後、クライアントはその IP アドレスを使用してホス
トにアクセスします。

IP アドレスが DNS リゾルバーにキャッシュされていない場合、リゾルバーは TLD レジストリにあるド
メインの親ゾーンにリクエストを送信します。これにより、以下の 2 つの値が返されます。
• Delegation Signer (DS) レコード。レコードの署名に使用されたプライベートキーに対応するパブ

リックキーです。
• ドメインの権威ネームサーバーの IP アドレス。

4. DNS リゾルバーは、元のリクエストを別の DNS リゾルバーに送信します。そのリゾルバーに IP アド
レスがない場合、リゾルバーが DNS サービスプロバイダーにあるネームサーバーにリクエストを送信
するまでプロセスを繰り返します。ネームサーバーにより 2 つの値が返されます。
• ドメインのレコード (example.com など)。通常、これにはホストの IP アドレスが含まれています。
• DNSSEC を設定したときに作成したレコードの署名。

5. DNS リゾルバーは、ドメインレジストラおよび TLD レジストリに転送されたレジストラに提供したパ
ブリックキーを使用して、2 つの処理を実行します。
• 信頼チェーンを確立します。
• DNS サービスプロバイダーからの署名済みレスポンスが正当であり、攻撃者により不正なレスポンス

に置き換えられていないことを確認します。
6. レスポンスが本物の場合、リゾルバーはリクエストを送信したクライアントに値を返します。

応答を確認できない場合、リソルバーはユーザーにエラーを返します。

ドメインの TLD レジストリがドメインのパブリックキーを持っていない場合、リゾルバーは DNS サー
ビスプロバイダーから返された情報を使用して DNS クエリに応答します。API バージョン 2013-04-01
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ドメインに DNSSEC を設定する際の前提条件と最大
数
ドメインに DNSSEC を設定するには、ドメインと DNS サービスプロバイダーが次の前提条件を満してい
る必要があります。

• TLD のレジストリで DNSSEC がサポートされている必要があります。TLD のレジストリで DNSSEC 
がサポートされているかどうかを確認するには、「Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイ
ン (p. 122)」を参照してください。

• ドメインの DNS サービスプロバイダーでは、DNSSEC がサポートされている必要があります。

Important

Route 53 では、DNSSEC 署名と、ドメイン登録用の DNSSEC がサポートされています。詳細
については、「Amazon Route 53 での DNSSEC 署名の設定 (p. 477)」を参照してください。

• ドメインのパブリックキーを Route 53 に追加する前に、ドメインの DNS サービスプロバイダーで 
DNSSEC を設定する必要があります。

• ドメインに追加できるパブリックキーの数は、ドメインの TLD によって異なります。
• .com および .net ドメイン: 最大 13 個のキー
• 他のすべてのドメイン: 最大 4 個のキー

ドメインへのパブリックキーの追加
キーをローテンションしたり、ドメインで DNSSEC を有効にしたりするときは、ドメインの DNS サービ
スプロバイダーで DNSSEC を設定した後、以下の手順を実行します。

Note

Route 53 のドメインコンソールを更新中です。旧コンソールは移行期間中も引き続きご使用いた
だけます。

お使いのコンソールのタブを選択します。

• 新しいコンソール (p. 112)
• 旧コンソール (p. 113)

New console

ドメインにパブリックキーを追加するには

1. DNS サービスプロバイダーを使用してまだ DNSSEC を設定していない場合、サービスプロバイ
ダーにより提供された方法を使用して DNSSEC を設定します。

2. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

3. ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックします。
4. キーを追加するドメインの名前を選択します。
5. [DNSSEC キー] タブで、[キーの追加] を選択します。
6. 次の値を指定します。

キーのタイプ

キー署名キー (KSK) またはゾーン署名キー (ZSK) をアップロードするかどうかを選択しま
す。
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アルゴリズム

ホストゾーンのレコードの署名に使用したアルゴリズムを選択します。
パブリックキー

DNS サービスプロバイダーで DNSSEC を設定するときに使用した非対称キーペアからパブ
リックキーを指定します。

次の点に注意してください。
• ダイジェストではなく、公開キーを指定します。
• キーは base64 形式で指定する必要があります。

7. [Add] (追加) を選択します。

Note

一度に追加できるパブリックキーは 1 つだけです。さらにキーを追加する必要がある場
合は、Route 53 から確認メールを受け取るまで待ちます;。

8. Route 53 がレジストリからレスポンスを受け取ると、ドメインの登録者にメールが送信されま
す。メールは、パブリックキーがレジストリのドメインに追加されたことを確認するか、キーを
追加できなかった理由を説明するものです。

Old console

ドメインにパブリックキーを追加するには

1. DNS サービスプロバイダーを使用してまだ DNSSEC を設定していない場合、サービスプロバイ
ダーにより提供された方法を使用して DNSSEC を設定します。

2. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

3. ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックします。
4. キーを追加するドメインの名前を選択します。
5. [DNSSEC status] フィールドで、[Manage keys] を選択します。
6. 次の値を指定します。

キーのタイプ

キー署名キー (KSK) またはゾーン署名キー (ZSK) をアップロードするかどうかを選択しま
す。

アルゴリズム

ホストゾーンのレコードの署名に使用したアルゴリズムを選択します。
パブリックキー

DNS サービスプロバイダーで DNSSEC を設定するときに使用した非対称キーペアからパブ
リックキーを指定します。

次の点に注意してください。
• ダイジェストではなく、公開キーを指定します。
• キーは base64 形式で指定する必要があります。

7. [Add] (追加) を選択します。

Note

一度に追加できるパブリックキーは 1 つだけです。さらにキーを追加する必要がある場
合は、Route 53 から確認メールを受け取るまで待ちます;。

API バージョン 2013-04-01
113

https://console.aws.amazon.com/route53/
https://console.aws.amazon.com/route53/


Amazon Route 53 デベロッパーガイド
ドメインのパブリックキーの削除

8. Route 53 がレジストリからレスポンスを受け取ると、ドメインの登録者にメールが送信されま
す。メールは、パブリックキーがレジストリのドメインに追加されたことを確認するか、キーを
追加できなかった理由を説明するものです。

ドメインのパブリックキーの削除
キーをローテンションしたり、ドメインの DNSSEC を無効にしたりする場合、DNS サービスプロバイ
ダーで DNSSEC を無効にする前に、以下の手順を使用してパブリックキーを削除します。次の点に注意
してください。

• パブリックキーをローテーションする場合、新しいパブリックキーを追加してから古いパブリックキー
を削除するまで最大 3 日待つことをお勧めします。

• DNSSEC を無効にする場合、まずドメインのパブリックキーを削除します。ドメインの DNS サービス
で DNSSEC を無効にする前に、最大 3 日待つことをお勧めします。

Important

ドメインの DNSSEC が有効な場合に、DNS サービスで DNSSEC を無効にした場合、DNSSEC 
がサポートされている DNS リゾルバーは SERVFAIL エラーをクライアントに返し、クライアン
トはドメインに関連付けられたエンドポイントにアクセスできなくなります。

Note

Route 53 のドメインコンソールを更新中です。旧コンソールは移行期間中も引き続きご使用いた
だけます。

お使いのコンソールのタブを選択します。

• 新しいコンソール (p. 114)
• 旧コンソール (p. 115)

New console

ドメインのパブリックキーを削除するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックします。
3. キーを削除するドメインの名前を選択します。
4. [DNSSEC キー] タブで、削除するキーの横にあるラジオボタンをクリックし、[キーの削除] をク

リックします。
5. [DNSSEC キー] ダイアログボックスで、テキストボックスに「削除」と入力してキーを削除する

ことを確認し、[削除] をクリックします。

Note

一度に削除できるパブリックキーは 1 つだけです。さらにキーを削除する必要がある場
合は、Amazon Route 53 から確認メールを受け取るまで待ちます。

6. Route 53 がレジストリからレスポンスを受け取ると、ドメインの登録者にメールが送信されま
す。メールは、パブリックキーがレジストリのドメインから削除されたことを確認するか、キー
を削除できなかった理由を説明するものです。
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Old console

ドメインのパブリックキーを削除するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックします。
3. キーを削除するドメインの名前を選択します。
4. [DNSSEC status] フィールドで、[Manage keys] を選択します。
5. 削除するキーを見つけ、[Delete ] を選択します。

Note

一度に削除できるパブリックキーは 1 つだけです。さらにキーを削除する必要がある場
合は、Amazon Route 53 から確認メールを受け取るまで待ちます。

6. Route 53 がレジストリからレスポンスを受け取ると、ドメインの登録者にメールが送信されま
す。メールは、パブリックキーがレジストリのドメインから削除されたことを確認するか、キー
を削除できなかった理由を説明するものです。

レジストラとドメインに関するその他の情報の検索
任意の SDK もしくは AWS CLI で、GetDomainDetail API を使用してドメイン情報を表示できます。詳細
については、「get-domain-detail」を参照してください。

get-domain-detail CLI を使用してドメインの情報を表示するには

• 次の CLI を使用します。

aws route53domains get-domain-detail \ 
    --region us-east-1 \ 
    --domain-name example.com
    

Note

このコマンドは、us-east-1 の AWS リージョン でのみ実行可能です。

レジストラ、登録日、プライバシー設定など、ドメインに関するすべての情報が出力に表示されま
す。

Route 53 に登録されているドメインに関する情報の表
示
Route 53 を使用して登録したドメインに関する情報を閲覧できます。これには、ドメインの初回登録時に
提供した情報、ドメイン所有者、技術担当者、管理者の連絡先情報が含まれます。

WHOIS

WHOIS は、ドメインのレジストラとレジストリが提供しているドメインについての情報を掲載した、無
料で利用できる公開のディレクトリです。ポート 43 でクエリを受け入れるサービスと、IPv4 および IPv6 
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からアクセスできるウェブサイトの両方として提供されています。WHOIS は分散型の階層参照です。詳
細については、「WHOIS について」を参照してください。

異なる階層に WHOIS リクエストを行うことで、さまざまな情報が得られます。

• ルート WHOIS (whois.iana.org) にリクエストを行うと、レジストリに関する情報が得られます。
• レジストリ WHOIS にリクエストを行うと、レジストラと、ドメインに関する公開情報の一部が得られ

ます。
• レジストラ WHOIS にリクエストを行うと、ドメインに関するすべての公開情報が得られます。

WHOIS には、TLD レジストリとドメインレジストラが運用している WHOIS 参照など、複数の階層があ
るため、Route 53 コンソールでプライバシー保護をオフにしても、レジストラが提供している WHOIS で
しかオフにはなりません。一部のレジストリでは、WHOIS 参照サービスのプライバシー保護または改訂
サービスが、Route 53 でオフにされているかどうかにかかわらず、意図的に維持されています。ドメイ
ンに関する詳細な情報を入手するため、レジストラが提供している WHOIS を使用することが推奨されま
す。

次の点に注意してください。

プライバシー保護が有効になっている場合にドメインの連絡先を E メールで送信する

ドメインに対してプライバシー保護が有効になっている場合、登録者、技術担当者、管理者
の連絡先情報は、Amazon Registrar プライバシーサービスの連絡先情報に置き換えられま
す。例えば、example.com というドメインが Amazon Registrar に登録され、プライバシー
保護が有効になっている場合、WHOIS のクエリに対する応答では、[登録者 E メール] の値は 
owner1234@example.com.identity-protect.org のような値になります。

プライバシー保護が有効になっている場合にドメインの連絡先に問い合わせるには、対応する E メー
ルアドレスに E メールを送信します。E メールは、該当する連絡先に自動的に転送されます。

不正使用の報告

不適切なコンテンツ、フィッシング、マルウェア、スパムなど、違法行為や利用規定ポリシーへの違
反を報告するには、abuse@amazon.com 宛てに E メールを送信してください。

Route 53 に登録されているドメインの情報を表示するには

1. ウェブブラウザで、次のいずれかのウェブサイトを開きます。

• Amazon Registrar WHOIS: https://registrar.amazon.com/whois
• Amazon Registrar RDAP: https://registrar.amazon.com/rdap
• Gandi WHOIS: https://whois.gandi.net

2. 情報を表示するドメインの名前を入力し、[Search (検索)] を選択します。

ドメイン名登録の削除
最上位ドメイン (TLD) では、必要がなくなった登録を削除できます。レジストリで登録を削除できる場
合、このトピックの手順を実行します。

次の点に注意してください。

登録料は返金されません

登録が期限切れになる前にドメイン名登録を削除した場合でも、登録料は AWS から払い戻しされま
せん。
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ドメインの登録を削除できる TLD

ドメインの登録を削除できるかどうか判断するには、「Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイ
ン (p. 122)」を参照してください。TLD のセクションに「ドメイン登録の削除」サブセクションが
含まれていない場合は、ドメインを削除できます。ドメインを削除する前に、ドメインロックが無効
になっていることを確認してください。ドメインロックの無効化の詳細については、「」を参照して
ください。DisableDomainTransferLock。

ドメイン登録を削除できない場合はどうなりますか?

ドメインのレジストリでドメイン名の登録を削除できない場合は、ドメインの有効期間が切れるのを
待つ必要があります。ドメインが自動的に更新されないようにするには、ドメインの自動更新を無効
にします。[有効期限] の日付を過ぎると、Route 53 はそのドメインの登録を自動的に削除します。自
動更新の設定を変更する方法については、「ドメインの自動更新の有効化/無効化 (p. 65)」を参照
してください。

ドメインが削除される前に遅延し、再度登録を可能にする

大半のレジストリで、期限切れになったドメインをすぐに登録することはできません。一般的な遅延
は、TLD により 1 か月から 3 か月です。詳細については、「Amazon Route 53 に登録できる最上位
ドメイン (p. 122)」の TLD の「ドメインの更新と復元の期限」セクションを参照してください。

Important

AWS アカウント間でドメインを移管する場合や、他のレジストラにドメインを移管する場合
は、ドメインを削除せずに再登録が予測されます。代わりに、該当する次のドキュメントを
参照してください。
• 異なる AWS アカウントへのドメインの移管 (p. 98)
• Amazon Route 53 から別のレジストラにドメインを移行する (p. 100)

Note

Route 53 のドメインコンソールを更新中です。旧コンソールは移行期間中も引き続きご使用いた
だけます。

お使いのコンソールのタブを選択します。

• 新しいコンソール (p. 117)
• 旧コンソール (p. 118)

New console

ドメイン名登録を削除するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックします。
3. ドメインの名前を選択します。

.com.uk、.me.uk、.org.uk、.uk ドメインを削除する場合は、「.com.uk、.me.uk、.org.uk、.uk ド
メイン名の登録を削除するには (p. 119)」を参照してください。

4. TLD レジストリでドメイン名登録を削除できる場合は、[ドメインを削除] を選択します。

ドメインの登録者に対して、ドメインの削除を希望していることを確認するメールが送信されま
す (これは ICANN の要件です)。メールは次のメールアドレスの 1 つから送信されます。
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• noreply@registrar.amazon.com: Amazon Registrar によって登録された TLD の場合。
• noreply@domainnameverification.net – レジストラアソシエイトである Gandi によって登録さ

れた TLD の場合。

TLD のレジストラを調べる方法については、「Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイ
ン (p. 122)」を参照してください。

5. 確認 E メールを受け取ったら、E メール内のリンクを選択し、ドメイン削除のリクエストを承認
または拒否します。

Important

登録者はメールの指示に従う必要があります。従わなかった場合は、ICANN の要件に
従って 5 日間が経過した後に削除リクエストはキャンセルされます。

ドメイン登録が削除されると、もう 1 通メールが送信されます。リクエストの現在のステータス
を調べるには、「ドメイン登録のステータスの表示 (p. 55)」を参照してください。

6. 削除されたドメインのホストされたゾーンのレコードを削除してから、ホストされたゾーンを削
除します。ホストゾーンを削除すると、Route 53 では、ホストゾーンの月額料金が請求されなく
なります。詳細については、次のドキュメントを参照してください。

• レコードの削除 (p. 461)
• パブリックホストゾーンの削除 (p. 353)
• Route 53 料金表

7. ドメイン名登録の削除中に問題が発生した場合は、AWS Support に無料でお問い合わせい
ただけます。詳細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わ
せ (p. 119)」を参照してください。

Old console

ドメイン名登録を削除するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] を選択します。
3. ドメインの名前を選択します。

.com.uk、.me.uk、.org.uk、.uk ドメインを削除する場合は、「.com.uk、.me.uk、.org.uk、.uk ド
メイン名の登録を削除するには (p. 119)」を参照してください。

4. [Delete Domain] を選択します。
5. TLD レジストリでドメイン名登録を削除できる場合は、[Delete Domain] を選択します。

ドメインの登録者に対して、ドメインの削除を希望していることを確認するメールが送信されま
す (これは ICANN の要件です)。メールは次のメールアドレスの 1 つから送信されます。

• noreply@registrar.amazon.com: Amazon Registrar によって登録された TLD の場合。
• noreply@domainnameverification.net – レジストラアソシエイトである Gandi によって登録さ

れた TLD の場合。

TLD のレジストラを調べる方法については、「Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイ
ン (p. 122)」を参照してください。

6. 確認 E メールを受け取ったら、E メール内のリンクを選択し、ドメイン削除のリクエストを承認
または拒否します。

API バージョン 2013-04-01
118

http://aws.amazon.com/route53/pricing
https://console.aws.amazon.com/route53/
https://console.aws.amazon.com/route53/


Amazon Route 53 デベロッパーガイド
AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わせ

Important

登録者はメールの指示に従う必要があります。従わなかった場合は、ICANN の要件に
従って 5 日間が経過した後に削除リクエストはキャンセルされます。

ドメイン登録が削除されると、もう 1 通メールが送信されます。リクエストの現在のステータス
を調べるには、「ドメイン登録のステータスの表示 (p. 55)」を参照してください。

7. 削除されたドメインのホストされたゾーンのレコードを削除してから、ホストされたゾーンを削
除します。ホストゾーンを削除すると、Route 53 では、ホストゾーンの月額料金が請求されなく
なります。詳細については、次のドキュメントを参照してください。

• レコードの削除 (p. 461)
• パブリックホストゾーンの削除 (p. 353)
• Route 53 料金表

8. ドメイン名登録の削除中に問題が発生した場合は、AWS Support に無料でお問い合わせいただけ
ます。詳細については、「」を参照してくださいAWS Support へのドメイン登録問題に関するお
問い合わせ (p. 119)

.com.uk、.me.uk、.org.uk、.uk ドメイン名の登録を削除するには

.com.uk、.me.uk、.org.uk、.uk ドメインを削除する場合は、.uk ドメインのレジストリである Nominet 
でアカウントを作成します。詳細については、Nominet ウェブサイト、https://www.nominet.uk/domain-
support/ の「ドメイン名のキャンセル」を参照してください。

Important

.uk ドメイン名を削除 (キャンセル) すると、1 日の終わりまでに削除され、誰でも登録できるよう
になります。ドメインを移管するだけの場合は、削除しないでください。

プロセスの概要を次に示します。

1. Nominet ウェブサイトで、初めてログインするための指示に従ってください。https:// 
secure.nominet.org.uk/auth/login.html を参照してください。Nominet は、パスワードの作成手順を記
載した E メールを送信します。

2. Nominet から受信した E メールの指示に従ってください。
3. Nominet ウェブサイトにログインし、ドメイン名のキャンセル (削除) の手順に従ってください。

AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問
い合わせ

AWS では、AWS をご利用のすべてのお客様にベーシックサポートプランを無料でご利用いただけます。
このプランには、ドメイン登録に関連する以下の問題のサポートが含まれています。

• Amazon Route 53 へのドメインの移管および Amazon Route 53 からのドメインの移管
• AWS アカウント間でのドメインの移管
• 登録できるドメイン数などの Route 53 エンティティのクォータの引き上げ (「クォータ (p. 694)」を

参照)
• ドメインの所有者の変更
• ドメイン所有者の連絡先情報の変更
• 確認および承認 E メールの再送信
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• ドメインの更新
• 失効したドメインの復元
• Route 53 請求情報の取得
• .uk ドメインの認証情報の提供
• AWS アカウントを閉じた後のドメインの削除または自動更新の無効化

ドメイン登録に関する上記の問題や他の問題について AWS Support にお問い合わせになる場合は、該当す
る手順を実行してください。

トピック
• AWS アカウントにサインインできるときの AWS Support へのお問い合わせ (p. 120)
• AWS アカウントにサインインできないときの AWS Support へのお問い合わせ (p. 121)

AWS アカウントにサインインできるときの AWS 
Support へのお問い合わせ
AWS アカウントにサインインできるときに AWS Support にお問い合わせになる場合は、次の手順を実行
します。

1. ドメインが現在登録されている AWS アカウントを使用して AWS Support Center にサインインしま
す。

Important

ドメインが現在登録されているルートアカウントを使用してサインインする必要がありま
す。この要件により、承認されていないユーザーがお客様のアカウントをハイジャックする
のを防止します。

2. 次の値を指定します。

内容

デフォルト値の [Account and Billing Support] をそのまま使用します。
サービス

デフォルト値の [Billing] をそのまま使用します。
カテゴリ

デフォルト値の [Domain name registration issue] をそのまま使用します。
重要度

該当する重要度を選択します。
件名

問題の簡単な概要を入力します。
説明

問題についてより詳しく説明し、関連するドキュメントやスクリーンショットを添付します。
連絡方法

連絡方法、[ウェブ] または [電話] を選択します。[Web (ウェブ)] を選択した場合は、AWS アカ
ウントに関連付けられた E メールアドレスを使用してご連絡いたします。[電話] を選択した場合
は、適切な番号を入力してください。API バージョン 2013-04-01
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3. [Submit] (送信) を選択します。

AWS アカウントにサインインできないときの AWS 
Support へのお問い合わせ
AWS アカウントにサインインできないときに AWS Support にお問い合わせになる場合は、次の手順を実
行します。

1. [AWS を利用しており、請求またはアカウントに関するサポートを必要としています] ページに移動し
ます。

2. フォームに入力します。
3. [Submit] (送信) を選択します。

ドメイン請求レポートのダウンロード
AWS 請求書がクレジットカードに請求される場合、ドメイントランザクションごとに個別の請求書が送ら
れます。これらの請求書には、ドメイン名が含まれません。複数のドメインを管理し、一定期間のドメイ
ンごとの料金を確認するには、ドメイン請求レポートをダウンロードできます。このレポートには、ドメ
イン登録に関わる以下を含むすべての料金が表示されます。

• ドメインの登録
• ドメインの登録の更新
• Amazon Route 53 へのドメイン移管
• ドメインの所有者の変更 (一部の TLD では、このオペレーションは無料です)

Note

請求書払いの支払いを使用する場合、Route 53 ドメイン登録トランザクションは毎月の AWS 請
求書に表示されます。請求書には、ドメイン名と各料金が適用される操作が含まれます。

コンソールを使用してレポートを実行する場合、次のオプションを選択できます。

• 過去 12 か月: レポートには、レポートを実行した日の 1 年前から当日までの料金が含まれます。例え
ば、6 月 3 日にレポートを実行した場合、前年の 6 月 3 日から当日までの料金が含まれます。

• 前年の各月:レポートには、指定した月の料金が含まれます。

レポートをプログラムにより実行した場合、2014 年 7 月 31 日以降の任意の日付範囲の料金を取得でき
ます。これは、Route 53 がドメイン登録のサポートを開始した日付です。例えば、AWS CLI コマンドリ
ファレンスの「請求書の表示」を参照してください。

請求レポートは CSV 形式で、次の値が含まれています。

• 料金が表示されている AWS 請求書 ID。
• オペレーション (REGISTER_DOMAIN、RENEW_DOMAIN、TRANSFER_IN_DOMAIN、または 

CHANGE_DOMAIN_OWNER)。
• ドメインの名前。
• US ドル建てのオペレーション料金。
• ISO 8601 形式の日付と時刻。例: 2016-03-03T19:20:25.177Z。ISO 8601 形式の詳細について

は、Wikipedia の記事「ISO 8601」を参照してください。
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ドメイン請求レポートをダウンロードするには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] を選択します。
3. [Domain billing report] を選択します。
4. レポートの日付範囲を選択してから [Download domain report] を選択します。
5. プロンプトに従ってレポートを開くか、保存します。
6. ドメイン請求レポートのダウンロード中に問題が発生した場合は、AWS Support に無料でお問い合わ

せいただけます。詳細については、「」を参照してくださいAWS Support へのドメイン登録問題に関
するお問い合わせ (p. 119)

Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイン
汎用の最上位ドメインおよび地理的な最上位ドメインの次の一覧は、Amazon Route 53 でドメインを登録
するために使用できる最上位ドメイン (TLD) を示しています。

Route 53 によるドメインの登録

TLD レジストリでは、一部のドメイン名に対して特別料金またはプレミアム料金を設定していま
す。Route 53 を使用して、特別料金またはプレミアム料金が設定されたドメインを登録することはで
きません。以下のリストには、Route 53 を使用して登録できる TLD が含まれています。TLD が含ま
れていない場合は、Route 53 でドメインを登録することはできません。

Route 53 へのドメインの移管

次の一覧に TLD が含まれている場合は、Route 53 にドメインを移管できます。TLD が含まれていな
い場合は、Route 53 にドメインを移管することはできません。

一部を除き、TLD では、ドメインを移管するための認証コードを現在のレジストラより取得する必要
があります。認証コードが必要かどうかを確認するには、TLD の「Route 53" への移管に必要な認証
コード」セクションを参照してください。

ドメインの登録と転送の料金

ドメインの登録または Route 53 への転送のコストの詳細については、「Amazon Route 53 のドメイ
ン登録価格」を参照してください。

DNS サービスとしての Route 53 の使用

ドメインの TLD が次の一覧に含まれていない場合でも、Route 53 をあらゆるドメインの DNS サー
ビスとして使用できます。DNS サービスとしての Route 53 の詳細については、「ウェブサイトや
ウェブアプリケーションへのインターネットトラフィックのルーティング (p. 2)」を参照してくださ
い。Route 53 にドメインの DNS サービスを移管する方法については、「Amazon Route 53 を既存ド
メインの DNS サービスとして使用する (p. 332)」を参照してください。

国際化ドメイン名

すべての TLD が国際化ドメイン名 (IDN)、つまり ASCII 文字 a-z、0-9、および - (ハイフン) 以外の文
字を含むドメイン名をサポートしているわけではありません。各 TLD のリストは、その TLD が IDN 
をサポートしているかどうかを示しています。国際化ドメイン名の詳細については、「DNS ドメイン
名の形式 (p. 38)」を参照してください。

TLD への地理的ドメインの登録

地域別 TLD の登録ルールは国によって異なります。制限のない国、つまり、世界中のだれでも登録で
きる国もあれば、住所など、一定の制限を設けている国もあります。各地域別 TLD のリストには、制
限事項が示されています。
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サポートされている最上位ドメインのインデックス
トピック

• 汎用最上位ドメイン (p. 123)
• 地理的最上位ドメイン (p. 125)

汎用最上位ドメイン
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | WXYZ

A

.ac (p. 127), .academy (p. 127), .accountants (p. 128), .adult (p. 129), .agency (p. 129),

.apartments (p. 130), .associates (p. 130), .auction (p. 131), .audio (p. 132)
B

.band (p. 132), .bargains (p. 133), .bike (p. 134), .bingo (p. 134), .biz (p. 135),

.black (p. 135), .blue (p. 136), .boutique (p. 137), .builders (p. 137), .business (p. 138),

.buzz (p. 138)
C

.cab (p. 139), .cafe (p. 140), .camera (p. 140), .camp (p. 141), .capital (p. 141),

.cards (p. 142), .care (p. 143), .careers (p. 143), .cash (p. 144), .casino (p. 144),

.catering (p. 145), .cc (p. 146), .center (p. 146), .ceo (p. 146), .chat (p. 147), .cheap (p. 148),

.church (p. 148), .city (p. 149), .claims (p. 149), .cleaning (p. 150), .click (p. 151),

.clinic (p. 151), .clothing (p. 152), .cloud (p. 152), .club (p. 153), .coach (p. 154),

.codes (p. 154), .coffee (p. 155), .college (p. 156), .com (p. 156), .community (p. 157),

.company (p. 157), .computer (p. 158), .condos (p. 159), .construction (p. 159),

.consulting (p. 160), .contractors (p. 160), .cool (p. 161), .coupons (p. 162), .credit (p. 162),

.creditcard (p. 163), .cruises (p. 163)
D

.dance (p. 164), .dating (p. 165), .deals (p. 165), .delivery (p. 166), .democrat (p. 166),

.dental (p. 167), .diamonds (p. 168), .diet (p. 168), .digital (p. 169), .direct (p. 170),

.directory (p. 170), .discount (p. 171), .dog (p. 171), .domains (p. 172)
E

.education (p. 173), .email (p. 173), .energy (p. 174), .engineering (p. 174),

.enterprises (p. 175), .equipment (p. 176), .estate (p. 176), .events (p. 177),

.exchange (p. 177), .expert (p. 178), .exposed (p. 179), .express (p. 179)
F

.fail (p. 180), .farm (p. 180), .finance (p. 181), .financial (p. 182), .fish (p. 182),

.fitness (p. 183), .flights (p. 183), .florist (p. 184), .flowers (p. 185), .fm (p. 185),

.football (p. 185), .forsale (p. 186), .foundation (p. 187), .fund (p. 187), .furniture (p. 188),

.futbol (p. 188), .fyi (p. 189)
G

.gallery (p. 190), .gift (p. 190), .gifts (p. 191), .glass (p. 192), .global (p. 192), .gold (p. 193),

.golf (p. 193), .graphics (p. 194), .gratis (p. 195), .green (p. 195), .gripe (p. 196),

.guide (p. 196), .guitars (p. 197), .guru (p. 198)
H

.haus (p. 198), .healthcare (p. 199), .help (p. 200), .hiv (p. 200), .hockey (p. 201),

.holdings (p. 201), .holiday (p. 202), .host (p. 203), .hosting (p. 203), .house (p. 204)
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I

.im (p. 205), .immo (p. 205), .immobilien (p. 205), .industries (p. 206), .info (p. 206),

.ink (p. 207), .institute (p. 208), .insure (p. 208), .international (p. 209), .investments (p. 209),

.io (p. 210), .irish (p. 210)
J

.jewelry (p. 211), .juegos (p. 211)
K USD

.kaufen (p. 212), .kim (p. 213), .kitchen (p. 213), .kiwi (p. 214)
L

.land (p. 215), .lease (p. 215), .legal (p. 216), .lgbt (p. 216), .life (p. 217), .lighting (p. 218),

.limited (p. 218), .limo (p. 219), .link (p. 219), .live (p. 220), .loan (p. 221), .loans (p. 221),

.lol (p. 222)
M

.maison (p. 223), .management (p. 223), .marketing (p. 224), .mba (p. 224), .media (p. 225),

.memorial (p. 226), .mobi (p. 226), .moda (p. 227), .money (p. 227), .mortgage (p. 228),

.movie (p. 229)
N

.name (p. 229), .net (p. 230), .network (p. 230), .news (p. 231), .ninja (p. 232)
O

.onl (p. 232), .online (p. 233), .org (p. 234)
P

.partners (p. 234), .parts (p. 235), .photo (p. 235), .photography (p. 236), .photos (p. 237),

.pics (p. 237), .pictures (p. 238), .pink (p. 238), .pizza (p. 239), .place (p. 240),

.plumbing (p. 240), .plus (p. 241), .poker (p. 241), .porn (p. 242), .pro (p. 243),

.productions (p. 243), .properties (p. 244), .property (p. 244), .pub (p. 245)
Q

.qpon (p. 246)
R

.recipes (p. 246), .red (p. 247), .reise (p. 247), .reisen (p. 248), .rentals (p. 249),

.repair (p. 249), .report (p. 250), .republican (p. 251), .restaurant (p. 251), .reviews (p. 252),

.rip (p. 252), .rocks (p. 253), .run (p. 254)
S

.sale (p. 254), .sarl (p. 255), .school (p. 255), .schule (p. 256), .services (p. 257),

.sex (p. 257), .sexy (p. 258), .shiksha (p. 259), .shoes (p. 259), .show (p. 260),

.singles (p. 260), .soccer (p. 261), .social (p. 262), .solar (p. 262), .solutions (p. 263),

.studio (p. 263), .style (p. 264), .sucks (p. 265), .supplies (p. 265), .supply (p. 266),

.support (p. 267), .surgery (p. 267), .systems (p. 268)
T

.tattoo (p. 268), .tax (p. 269), .taxi (p. 270), .team (p. 270), .technology (p. 271),

.tennis (p. 271), .theater (p. 272), .tienda (p. 273), .tips (p. 273), .tires (p. 274),

.today (p. 274), .tools (p. 275), .tours (p. 276), .town (p. 276), .toys (p. 277), .trade (p. 277),

.training (p. 278), .tv (p. 279)
U

.university (p. 279), .uno (p. 280)
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V

.vacations (p. 280), .vegas (p. 281), .ventures (p. 282), .vg (p. 282), .viajes (p. 282),

.video (p. 283), .villas (p. 284), .vision (p. 284), .voyage (p. 285)
WXYZ

.watch (p. 285), .website (p. 286), .wedding (p. 287), .wiki (p. 287), .works (p. 288),

.world (p. 288), .wtf (p. 289), .xyz (p. 290), .zone (p. 290)

地理的最上位ドメイン
アフリカ

.ac (アセンション島) (p. 292), .co.za (南アフリカ) (p. 292), .sh (セントヘレナ) (p. 293)
アメリカ大陸

.ca (カナダ) (p. 294), .cl (チリ) (p. 295), .co (コロンビア) (p. 296), .com.ar (アルゼンチ
ン) (p. 297), .com.br (ブラジル) (p. 297), .com.mx (メキシコ) (p. 298), .mx (メキシコ) (p. 298),
.us (米国) (p. 299), .vc (セントビンセントおよびグレナディーン諸島) (p. 300), .vg (英領バージン諸
島) (p. 300)

アジア/オセアニア

.au (オーストラリア) (p. 301), .cc (ココス (キーリング) 諸島) (p. 303), .co.nz (ニュージーラ
ンド) (p. 303), .com.au (オーストラリア) (p. 304), .com.sg (シンガポール共和国) (p. 306),
.fm (ミクロネシア連邦) (p. 306), .in (インド) (p. 307), .jp (日本) (p. 308), .io (英領インド洋地
域) (p. 309), .net.au (オーストラリア) (p. 309), .net.nz (ニュージーランド) (p. 311), .org.nz 
(ニュージーランド) (p. 312), .qa (カタール) (p. 312), .ru (ロシア連邦) (p. 313), .sg (シンガポール
共和国) (p. 314)

欧州

.be (ベルギー) (p. 315), .berlin (ドイツのベルリン市) (p. 316), .ch (スイス) (p. 316), .co.uk 
(英国) (p. 317), .cz (チェコ共和国) (p. 318), .de (ドイツ) (p. 319), .es (スペイン)  (p. 319),
.eu (欧州連合) (p. 320), .fi (フィンランド) (p. 321), .fr (フランス) (p. 322), .gg (ガーン
ジー) (p. 323), .im (マン島) (p. 324), .it (イタリア) (p. 324), .me (モンテネグロ) (p. 325), .me.uk 
(英国) (p. 326), .nl (オランダ) (p. 327), .org.uk (英国) (p. 328), .ruhr (ドイツ西部のルール地
域) (p. 328), .se (スウェーデン) (p. 329), .uk (英国) (p. 330), .wien (オーストリアのウィーン
市) (p. 331)

汎用最上位ドメイン
汎用最上位ドメイン (gTLD) は、.com、.net、.org など、世界中で使用され認識されるグローバル拡張子で
す。また、.bike、.condos、.marketing などの、専門ドメインも含まれます。

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | WXYZ

A

.ac (p. 127), .academy (p. 127), .accountants (p. 128), .adult (p. 129), .agency (p. 129),

.apartments (p. 130), .associates (p. 130), .auction (p. 131), .audio (p. 132)
B

.band (p. 132), .bargains (p. 133), .bike (p. 134), .bingo (p. 134), .biz (p. 135),

.black (p. 135), .blue (p. 136), .boutique (p. 137), .builders (p. 137), .business (p. 138),

.buzz (p. 138)
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C

.cab (p. 139), .cafe (p. 140), .camera (p. 140), .camp (p. 141), .capital (p. 141),

.cards (p. 142), .care (p. 143), .careers (p. 143), .cash (p. 144), .casino (p. 144),

.catering (p. 145), .cc (p. 146), .center (p. 146), .ceo (p. 146), .chat (p. 147), .cheap (p. 148),

.church (p. 148), .city (p. 149), .claims (p. 149), .cleaning (p. 150), .click (p. 151),

.clinic (p. 151), .clothing (p. 152), .cloud (p. 152), .club (p. 153), .coach (p. 154),

.codes (p. 154), .coffee (p. 155), .college (p. 156), .com (p. 156), .community (p. 157),

.company (p. 157), .computer (p. 158), .condos (p. 159), .construction (p. 159),

.consulting (p. 160), .contractors (p. 160), .cool (p. 161), .coupons (p. 162), .credit (p. 162),

.creditcard (p. 163), .cruises (p. 163)
D

.dance (p. 164), .dating (p. 165), .deals (p. 165), .delivery (p. 166), .democrat (p. 166),

.dental (p. 167), .diamonds (p. 168), .diet (p. 168), .digital (p. 169), .direct (p. 170),

.directory (p. 170), .discount (p. 171), .dog (p. 171), .domains (p. 172)
E

.education (p. 173), .email (p. 173), .energy (p. 174), .engineering (p. 174),

.enterprises (p. 175), .equipment (p. 176), .estate (p. 176), .events (p. 177),

.exchange (p. 177), .expert (p. 178), .exposed (p. 179), .express (p. 179)
F

.fail (p. 180), .farm (p. 180), .finance (p. 181), .financial (p. 182), .fish (p. 182),

.fitness (p. 183), .flights (p. 183), .florist (p. 184), .flowers (p. 185), .fm (p. 185),

.football (p. 185), .forsale (p. 186), .foundation (p. 187), .fund (p. 187), .furniture (p. 188),

.futbol (p. 188), .fyi (p. 189)
G

.gallery (p. 190), .gift (p. 190), .gifts (p. 191), .glass (p. 192), .global (p. 192), .gold (p. 193),

.golf (p. 193), .graphics (p. 194), .gratis (p. 195), .green (p. 195), .gripe (p. 196),

.guide (p. 196), .guitars (p. 197), .guru (p. 198)
H

.haus (p. 198), .healthcare (p. 199), .help (p. 200), .hiv (p. 200), .hockey (p. 201),

.holdings (p. 201), .holiday (p. 202), .host (p. 203), .hosting (p. 203), .house (p. 204)
I

.im (p. 205), .immo (p. 205), .immobilien (p. 205), .industries (p. 206), .info (p. 206),

.ink (p. 207), .institute (p. 208), .insure (p. 208), .international (p. 209), .investments (p. 209),

.io (p. 210), .irish (p. 210)
J

.jewelry (p. 211), .juegos (p. 211)
K USD

.kaufen (p. 212), .kim (p. 213), .kitchen (p. 213), .kiwi (p. 214)
L

.land (p. 215), .lease (p. 215), .legal (p. 216), .lgbt (p. 216), .life (p. 217), .lighting (p. 218),

.limited (p. 218), .limo (p. 219), .link (p. 219), .live (p. 220), .loan (p. 221), .loans (p. 221),

.lol (p. 222)
M

.maison (p. 223), .management (p. 223), .marketing (p. 224), .mba (p. 224), .media (p. 225),

.memorial (p. 226), .mobi (p. 226), .moda (p. 227), .money (p. 227), .mortgage (p. 228),

.movie (p. 229)
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N

.name (p. 229), .net (p. 230), .network (p. 230), .news (p. 231), .ninja (p. 232)
O

.onl (p. 232), .online (p. 233), .org (p. 234)
P

.partners (p. 234), .parts (p. 235), .photo (p. 235), .photography (p. 236), .photos (p. 237),

.pics (p. 237), .pictures (p. 238), .pink (p. 238), .pizza (p. 239), .place (p. 240),

.plumbing (p. 240), .plus (p. 241), .poker (p. 241), .porn (p. 242), .pro (p. 243),

.productions (p. 243), .properties (p. 244), .property (p. 244), .pub (p. 245)
Q

.qpon (p. 246)
R

.recipes (p. 246), .red (p. 247), .reise (p. 247), .reisen (p. 248), .rentals (p. 249),

.repair (p. 249), .report (p. 250), .republican (p. 251), .restaurant (p. 251), .reviews (p. 252),

.rip (p. 252), .rocks (p. 253), .run (p. 254)
S

.sale (p. 254), .sarl (p. 255), .school (p. 255), .schule (p. 256), .services (p. 257),

.sex (p. 257), .sexy (p. 258), .shiksha (p. 259), .shoes (p. 259), .show (p. 260),

.singles (p. 260), .soccer (p. 261), .social (p. 262), .solar (p. 262), .solutions (p. 263),

.studio (p. 263), .style (p. 264), .sucks (p. 265), .supplies (p. 265), .supply (p. 266),

.support (p. 267), .surgery (p. 267), .systems (p. 268)
T

.tattoo (p. 268), .tax (p. 269), .taxi (p. 270), .team (p. 270), .technology (p. 271),

.tennis (p. 271), .theater (p. 272), .tienda (p. 273), .tips (p. 273), .tires (p. 274),

.today (p. 274), .tools (p. 275), .tours (p. 276), .town (p. 276), .toys (p. 277), .trade (p. 277),

.training (p. 278), .tv (p. 279)
U

.university (p. 279), .uno (p. 280)
V

.vacations (p. 280), .vegas (p. 281), .ventures (p. 282), .vg (p. 282), .viajes (p. 282),

.video (p. 283), .villas (p. 284), .vision (p. 284), .voyage (p. 285)
WXYZ

.watch (p. 285), .website (p. 286), .wedding (p. 287), .wiki (p. 287), .works (p. 288),

.world (p. 288), .wtf (p. 289), .xyz (p. 290), .zone (p. 290)

.ac
「.ac (アセンション島) (p. 292)」を参照してください。

Return to index

.academy
学校や大学などの教育機関が使用します。また、教育機関に関連する採用担当者、アドバイザー、広告
主、学生、教師、管理者も使用します。
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Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.accountants
会計や経理に関連する企業、団体、および個人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
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• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.adult
成人向けコンテンツをホストしているウェブサイトに使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.agency
代理人として識別される任意の企業またはグループが使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。

API バージョン 2013-04-01
129



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
汎用最上位ドメイン

国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.apartments
不動産業者、地主、および貸家人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.associates
タイトルに「アソシエイト」という言葉を含むビジネスや企業が使用します。また、組織の専門性を示す
ことを望む団体や業者が使用します。
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Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.auction
オークションに関連するイベントやオークションベースの売買に使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ラテン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
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• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.audio
Important

現在は、Route 53 を使用して新しい .audio ドメインを登録したり、Route 53 に .audio ドメイン
を移管したりすることはできません。Route 53 に登録済みの .audio ドメインは引き続きサポート
されます。

オーディオビジュアル業界や、放送、サウンド機器、オーディオ制作、およびオーディオストリーミング
に関心のある人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

キリル文字 (主にロシア語)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語に対し
てサポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

サポート外。.audio ドメインは Route 53 に移管できなくなりました。
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.band
音楽バンドとバンドイベントに関する情報を共有するために使用します。また、ファンベースとつなが
り、バンド関連商品を販売するためにミュージシャンが使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
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プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ラテン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.bargains
販売および宣伝に関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
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• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.bike
自転車店、オートバイ販売会社、修理工場など、サイクリストを対象とする企業またはグループが使用し
ます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.bingo
オンラインゲームのウェブサイト、またはビンゴゲームに関する情報を共有するために使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.biz
ビジネスまたは商用目的で使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

簡体字中国語、繁体字中国語、デンマーク語、フィンランド語、ドイツ語、ハンガリー語、日本語、
韓国語、ラトビア語、リトアニア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、スペイン語、ス
ウェーデン語に対してサポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.black
黒が好きな人、または、黒をビジネスやブランドに関連付けたい人が使用します。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.blue
青色が好きな人、または、青色をビジネスまたはブランドに関連付けたい人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
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• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.boutique
ブティックや小規模専門店についての情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.builders
建設業界に関連する会社と個人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.business
任意の業種の企業が使用します。.biz 拡張子の代わりとして使用できます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.buzz
最新のニュースとイベントに関する情報のために使用されます。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.cab
タクシー業界に関連する会社と個人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
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• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.cafe
カフェのビジネスや、カフェ文化に興味を持っている人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.camera
写真愛好家および写真を共有したい人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.camp
公園およびレクリエーション部門、サマーキャンプ、ライターズワークショップ、フィットネスキャン
プ、キャンプ愛好家が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.capital
金融資本や市町村の財源など、任意の種類の資本を示す全般的なカテゴリとして使用します。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.cards
e カード、印刷された挨拶状、名刺、トランプなど、カードを専門とする企業が使用します。カードゲー
ムのルールや戦略を説明したいゲーマーにも最適です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます

API バージョン 2013-04-01
142



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
汎用最上位ドメイン

• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.care
介護業界の企業や業者が使用します。また、慈善団体が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.careers
求人に関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
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国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.cash
金融関連の活動に従事している任意の組織、団体、またはユーザーが使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.casino
ギャンブル業界、またはギャンブルやカジノゲームに関する情報を共有したいと考えているゲーマーが使
用します。
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Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.catering
ケータリングビジネス、または食品関連のイベントについての情報を共有する人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
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• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.cc
「.cc (ココス (キーリング) 諸島) (p. 303)」を参照してください。

Return to index

.center
研究機関からコミュニティセンターまであらゆるものの汎用拡張子として使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.ceo
CEO および同等の役職に関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
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プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

ドイツ語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.chat
任意の種類のオンラインチャットウェブサイトで使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます
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.cheap
安価な製品を宣伝して販売する e コマースウェブサイトが使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.church
任意の規模の教会または宗派が信徒とつながり、教会関連のイベントや活動に関する情報を公開するため
に使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
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DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.city
見どころ、人気の高い観光地点、地元の活動など、特定の市に関する情報を提供するために使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.claims
保険請求を処理したり、法的サービスを提供したりする企業が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
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プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.cleaning
清掃サービスを提供する企業や個人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
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• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.click
クリック操作をウェブサイトと関連付ける (例えば、ウェブサイトでの商品のクリックを購入と関連付け
る) 企業が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

キリル文字 (主にロシア語)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語に対し
てサポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.clinic
ヘルスケア業界と医療関係機関が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.clothing
小売業者、デパート、デザイナー、仕立屋、アウトレットも含めて、ファッション業界の人が使用しま
す。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.cloud
全般的な拡張子として使用されますが、クラウドコンピューティングテクノロジーとサービスを提供する
会社に最適です。
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Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.club
任意の種類のクラブまたは組織が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

スペイン語、日本語でサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。
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ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.coach
スポーツの専門家、ライフスタイルの指導者、企業トレーナーなど、指導に興味を持っている人が使用し
ます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.codes
行動規範 (コードオブコンダクト)、建築コード、プログラミングコードなど、あらゆる種類のコードの汎
用拡張子として使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
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不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.coffee
コーヒー業界の人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます
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.college
学校や大学などの教育機関が使用します。また、教育機関に関連する採用担当者、アドバイザー、広告
主、学生、教師、管理者も使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

アラビア語、簡体字中国語および繁体字中国語、キリル、ギリシャ語、ヘブライ語、日本語、および
タイ語をサポート。

Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.com
商用ウェブサイトに使用します。これはインターネットで一番人気の拡張子です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

すべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
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DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.community
コミュニティ、クラブ、組織、または同じ興味を持つ人のグループが使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.company
あらゆる種類の企業の汎用拡張子として使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
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プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.computer
コンピュータに関する情報の汎用拡張子として使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
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• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.condos
マンション関係の個人と企業が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.construction
建設業者や請負業者など、建設業界の人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.consulting
コンサルタントおよびコンサルティング業界関連が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

アラビア語、中国語、フランス語、キリル文字、デバナガリ、ドイツ語、ギリシャ語、ヘブライ語、
日本語、韓国語、ラテン語、スペイン語、タミル語、タイ語に対してサポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.contractors
建設業界の請負業者など、請負業者が使用します。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.cool
最新のトレンドにブランドを関連付けたい組織とグループが使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます

API バージョン 2013-04-01
161



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
汎用最上位ドメイン

• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.coupons
オンラインクーポンやクーポンコードを提供する小売業者や製造元が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.credit
クレジット業界が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.creditcard
クレジットカードを発行する企業や銀行が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.cruises
船旅業界が使用します。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.dance
ダンサー、ダンス講師、ダンススクールが使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
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• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.dating
デートのウェブサイトに使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.deals
オンラインのバーゲンやセールに関する情報を提供するために使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.delivery
任意の種類の商品またはサービスを提供する企業が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.democrat
民主党に関する情報のために使用されます。また、選挙で選出される公職の立候補者、当選した公職者、
政治好き、コンサルタント、アドバイザーも使用します。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.dental
歯科医療従事者や歯科用品業者が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
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• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.diamonds
ダイヤモンド愛好家、および、販売業者や再販業者、取引業者も含めてダイヤモンド業界の人が使用しま
す。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.diet
Important

現在は、Route 53 を使用して新しい .diet ドメインを登録したり、Route 53 に .diet ドメインを移
管したりすることはできません。Route 53 に登録済みの .diet ドメインは引き続きサポートされ
ます。

健康やフィットネスの専門家が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
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不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

キリル文字 (主にロシア語)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語に対し
てサポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

サポート外。.diet ドメインは Route 53 に移管できなくなりました。
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.digital
デジタル関係のすべてに使用しますが、技術系のビジネスに最適です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

API バージョン 2013-04-01
169



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
汎用最上位ドメイン

.direct
全般的な拡張子として使用しますが、e コマースウェブサイトを通して顧客に商品を直接販売する業者に
最適です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.directory
メディア部門が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
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DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.discount
割引のウェブサイト、および格安価格で販売を行う企業が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.dog
犬好きな人、および犬関連のサービスや商品を提供する業者が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
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プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.domains
ドメイン名に関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
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• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.education
教育に関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.email
メールの奨励に関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.energy
全般的な拡張子として使用しますが、エネルギーまたは省エネルギー関連の業者に最適です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.engineering
技術系企業と技術の専門家が使用します。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.enterprises
大企業やビジネスに関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
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• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.equipment
機器、機器の小売業者または製造業者、レンタルショップに関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.estate
住宅および住宅部門に関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.events
あらゆる種類のイベントに関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.exchange
任意の種類の取引 (証券取引、物品取引、または単純な情報交換) に使用します。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.expert
各種分野の専門知識を持つ人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
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• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.exposed
写真、タブロイド、調査報道を含む、多様な主題のための汎用拡張子として使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.express
全般的な拡張子として使用しますが、商品やサービスの迅速な配送や提供を強調したい業者に最適です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.fail
失敗をしたが、それをユーモラスに公開したい人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.farm
農民、農業エンジニアなど、農業業界の人が使用します。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.finance
財務部門が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
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• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.financial
財務部門が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.fish
全般的な拡張子として使用しますが、魚や釣りに関連するウェブサイトに最適です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.fitness
フィットネスやフィットネスサービスを宣伝するために使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.flights
旅行代理店、航空会社、および旅行業界に関連する人が使用します。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.florist
花屋が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
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• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.flowers
Important

現在は、Route 53 を使用して新しい .flowers ドメインを登録したり、Route 53 に .flowers ドメ
インを移管したりすることはできません。Route 53 に登録済みの .flowers ドメインは引き続きサ
ポートされます。

オンラインの花の販売や、花の成長や飼育に関する情報など、花に関連するすべてに使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

キリル文字 (主にロシア語)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語に対し
てサポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

サポート外。.flowers ドメインは Route 53 に移管できなくなりました。
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.fm
「.fm (ミクロネシア連邦) (p. 306)」を参照してください。

Return to index

.football
サッカーに関係のある人が使用します。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.forsale
商品やサービスを販売するために使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
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• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.foundation
非営利組織、慈善団体、その他の財団が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.fund
資金調達に関連する全般的な拡張子として使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
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国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.furniture
家具の製造業者と販売者、および家具業界に関連のある人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.futbol
サッカー (フットボール) に関する情報のために使用されます。
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Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.fyi
全般的な拡張子として使用しますが、あらゆる種類の情報を共有するために最適です。「FYI」は、「for 
your information (参考までに)」の頭文字です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。
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ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.gallery
画廊所有者が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.gift
ギフトの販売、またはギフト関連サービスを提供する企業または組織が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
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不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

キリル文字 (主にロシア語)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語に対し
てサポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.gifts
ギフトの販売、またはギフト関連サービスを提供する企業または組織が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます
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.glass
ガラス切り職人や窓枠取付業者など、ガラス業界の人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.global
国際市場または国際ビジョンを持つ企業や団体が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

アラビア語、ベラルーシ語、ボスニア語、ブルガリア語、簡体字中国語、繁体字中国語、デンマーク
語、ドイツ語、ヒンディー語、ハンガリー語、アイスランド語、韓国語、ラトビア語、リトアニア
語、マケドニア語、モンテネグロ語、ポーランド語、ロシア語、セルビア語、スペイン語、スウェー
デン語、ウクライナ語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.gold
全般的な拡張子として使用しますが、金または金関連商品を売買する企業に最適です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.golf
ゴルフ専門のウェブサイトに使用します。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.graphics
グラフィックス業界の人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
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• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.gratis
販売促進アイテム、ダウンロード、クーポンなどの無料商品を提供するウェブサイトに使用します。
「Gratis」は、スペイン語で「無料」を意味します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.green
節約、エコロジー、環境、環境に優しいライフスタイルを扱うウェブサイトに使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
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国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.gripe
苦情や批評を共有するために使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.guide
全般的な拡張子として使用しますが、旅行先、サービス、および商品に特化したウェブサイトに最適で
す。
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Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.guitars
Important

現在は、Route 53 を使用して新しい .guitars ドメインを登録したり、Route 53 に .guitars ドメ
インを移管したりすることはできません。Route 53 に登録済みの .guitars ドメインは引き続きサ
ポートされます。

ギター愛好家が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

キリル文字 (主にロシア語)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語に対し
てサポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

サポート外。.guitars ドメインは Route 53 に移管できなくなりました。
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DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.guru
各種主題についての知識を共有したい人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.haus
不動産および建築業界が使用します。「Haus」は、「家」を意味するドイツ語です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
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プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.healthcare
ヘルスケア部門が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
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• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.help
全般的な拡張子として使用しますが、オンラインヘルプと情報を提供するウェブサイトに最適です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

キリル文字 (主にロシア語)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語に対し
てサポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.hiv
HIV の撲滅を扱うウェブサイトに使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

キリル文字 (主にロシア語)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語に対し
てサポートされます。

API バージョン 2013-04-01
200



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
汎用最上位ドメイン

Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.hockey
ホッケー専門のウェブサイトに使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.holdings
フィナンシャルアドバイザーや株式仲買人、投資関係で働く人が使用します。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.holiday
旅行業界の人、および、パーティの企画や特別な行事に関係する個人と企業が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
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• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.host
ウェブホスティングプラットフォームやサービスを提供する企業が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

アラビア語、簡体字中国語、繁体字中国語、ギリシャ語、ヘブライ語、韓国語、タイ語に対してサ
ポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.hosting
Important

現在は、Route 53 を使用して新しい .hosting ドメインを登録したり、Route 53 に .hosting ドメ
インを移管したりすることはできません。Route 53 に登録済みの .hosting ドメインは引き続きサ
ポートされます。

ホスティングのウェブサイトまたはホスティング業界が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
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プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

サポート外。.hosting ドメインは Route 53 に移管できなくなりました。
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.house
不動産業者および住宅の購入者と販売者が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
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• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.im
「.im (マン島) (p. 324)」を参照してください。

Return to index

.immo
不動産部門が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.immobilien
不動産に関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
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国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.industries
業界として識別されることを希望する企業や商業エンタープライズが使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.info
情報を広めるために使用されます。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.ink
入れ墨の愛好家、または、印刷や出版業界などインクに関連する業界が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

アラビア語、ラテン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
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• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.institute
任意の組織またはグループ、特に研究および教育機関が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.insure
保険会社および保険代理店が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.international
国際的なチェーン展開をしている企業、世界を旅する個人、または国際的な影響力を持つ慈善団体が使用
します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.investments
全般的な拡張子として使用しますが、投資機会を宣伝するために最適です。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.io
「.io (英領インド洋地域) (p. 309)」を参照してください。

Return to index

.irish
アイルランドの文化と組織を宣伝するために使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

アラビア語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ヘブライ語、日本
語、韓国語、スペイン語、タミル語、タイ語に対してサポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
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DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.jewelry
宝石販売店および買付業者が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.juegos
Important

現在は、Route 53 を使用して新しい .juegos ドメインを登録したり、Route 53 に .juegos ドメ
インを移管したりすることはできません。Route 53 に登録済みの .juegos ドメインは引き続きサ
ポートされます。

あらゆる種類のゲームのウェブサイトに使用します。「Juegos」は、「ゲーム」を意味するスペイン単語
です。
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Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

キリル文字 (主にロシア語)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語に対し
てサポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

サポート外。.juegos ドメインは Route 53 に移管できなくなりました。
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.kaufen
e コマースに関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

サポート外。
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ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.kim
姓または名前が Kim である人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.kitchen
台所用品の小売業者、コック、食べ物ブロガー、食品業界の人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
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不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.kiwi
ニュージーランドのキウィ文化をサポートしたい会社と個人が使用します。また、2010 年と 2011 年に地
震による被害を受けたクライストチャーチの再建を支援する慈善事業のプラットフォームとしても使用さ
れます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

マオリ語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます
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.land
農民、不動産業者、商用デベロッパー、および土地に興味を持つ人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.lease
不動産業者、地主、および貸家人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
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DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.legal
法律の専門家が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.lgbt
女性同性愛者、男性同性愛者、両性愛者、および性別越境者のコミュニティが使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
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プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.life
全般的な拡張子として使用しますが、さまざまな企業、団体、個人に適しています。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
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• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.lighting
写真家、デザイナー、建築家、エンジニアなど、照明に興味を持つ人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.limited
全般的な拡張子として使用しますが、さまざまな企業、団体、個人に適しています。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。

API バージョン 2013-04-01
218



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
汎用最上位ドメイン

Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.limo
運転手、リムジン会社、レンタカー業者が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.link
オンラインショートカットリンクの作成に関する情報のために使用されます。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

Uniregistry とは、.LINK ドメイン向けのレジストリのことです。Uniregistry ポリシーがあるため、レ
ジストリレベルで WHOIS を実行すると、「REDACTED FOR PRIVACY」と表示されます。プライバ
シー保護機能を削除すると、レジストラレベルの Amazon Registrar WHOIS で表示される情報にのみ
影響を与えます。

不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

キリル文字 (主にロシア語)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語に対し
てサポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.live
全般的な拡張子として使用しますが、さまざまな企業、団体、個人に適しています。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。
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ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.loan
貸付機関、借主、および信用情報機関が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

デンマーク語、ドイツ語、ノルウェー語、スウェーデン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.loans
貸付機関、借主、および信用情報機関が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
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不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.lol
ユーモアとコメディのウェブサイトに使用します。「LOL」は「laugh out loud (大笑いする)」の頭文字で
す。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

キリル文字、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語に対してサポートされ
ます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます
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.maison
不動産部門が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.management
ビジネスの世界と会社管理に関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
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DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.marketing
さまざまな目的のためにマーケティング部門が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.mba
経営学修士 (MBA) に関する情報を提供するウェブサイトに使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
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プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.media
メディアおよびエンターテインメント部門で使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます
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.memorial
出来事や人に敬意を払う記念組織が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.mobi
ウェブサイトを携帯電話でアクセスできるようにしたい会社と個人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
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DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.moda
ファッションに関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.money
金銭および金銭関連の活動を専門とするウェブサイトに使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
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プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.mortgage
担保業界が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます
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.movie
映画や映画制作に関する情報を提供するウェブサイトに使用します。専門家とファンの両方に適していま
す。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.name
個別にウェブでの存在感を出したい方が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

.name TLD のレジストリである Verisign では、セカンドレベルドメイン( name.name) とサードレベ
ルドメイン ( firstname .lastname .name) を登録できます。Route 53 は、ドメインの登録と、既存ドメ
インの Route 53 への移管のどちらの場合も、セカンドレベルドメインのみをサポートします。

プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
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国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.net
あらゆる種類のウェブサイトに使用します。.net 拡張子は network (ネットワーク) の省略表現です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

すべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.network
ネットワーク業界の人、またはネットワーキングを通じてつながりを持ちたい人が使用します。
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Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.news
最新の出来事や、ジャーナリズムと通信に関連する情報など、報道価値がある情報を配布するために使用
します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。
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ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.ninja
忍者の能力と自分を関連付けたい個人と企業が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.onl

.onl 拡張子は、online (オンライン) の省略表現であり、スペイン語では非営利組織を表す略語でもありま
す。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
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不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

アラビア語、ベラルーシ語、ボスニア語、ブルガリア語、中国語 (簡体字および繁体字)、デンマーク
語、ドイツ語、ヒンディー語、ハンガリー語、アイスランド語、韓国語、リトアニア語、ラトビア
語、マケドニア語、ポーランド語、ロシア語、セルビア語、スペイン語に対してサポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.online

.onl 拡張子は、online (オンライン) の省略表現であり、スペイン語では非営利組織を表す略語でもありま
す。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます
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.org
あらゆる種類の組織が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

すべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.partners
法律事務所、投資家、およびさまざまな企業が使用します。また、人間関係を築くソーシャル Web サイ
トにも使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
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DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.parts
全般的な拡張子として使用しますが、部品の製造業者、販売業者、および買付業者に最適です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.photo
写真家や写真に関心を持つ人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
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プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

キリル文字 (主にロシア語)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語に対し
てサポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.photography
写真家や写真に関心を持つ人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
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• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.photos
写真家や写真に関心を持つ人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.pics
写真家や写真に関心を持つ人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

キリル文字 (主にロシア語)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語に対し
てサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.pictures
写真、芸術、およびメディアに関心を持つ人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.pink
ピンク色が好きな人、または、ピンク色をビジネスまたはブランドに関連付けたい人が使用します。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.pizza
ピザレストランとピザが好きな人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
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• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.place
全般的な拡張子として使用しますが、住宅や旅行部門に最適です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.plumbing
配管業界の人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.plus
全般的な拡張子として使用しますが、大き目のサイズの服、アドオンソフトウェア、"追加" の機能または
寸法を提供する商品に最適です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.poker
ポーカーで遊ぶ人やゲームウェブサイトで使用します。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.porn
成人向けウェブサイトに使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
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• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.pro
ライセンスまたは資格を持つ専門家や、専門家の団体が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.productions
コマーシャルやラジオ広告、ミュージックビデオを作成するスタジオや制作会社が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.properties
不動産または知的財産を含む、任意の種類の財産に関する情報に使用します。また、販売または賃貸する
住宅、建物、土地を持つ人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.property
不動産または知的財産を含む、任意の種類の財産に関する情報に使用します。また、販売または賃貸する
住宅、建物、土地を持つ人が使用します。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

キリル文字 (主にロシア語)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語に対し
てサポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

サポート外。.property ドメインは Route 53 に移管できなくなりました。
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.pub
出版、広告、または醸造ビジネスの人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます

API バージョン 2013-04-01
245



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
汎用最上位ドメイン

• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.qpon
クーポンとプロモーションコードのために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.recipes
レシピを共有する人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
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国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.red
赤色が好きな人、または、赤色をビジネスまたはブランドに関連付けたい人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.reise
旅行に関連するウェブサイトに使用します。「Reise」は、「行動開始」または「旅行に出る」という意味
のドイツ語です。
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Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.reisen
旅行に関連するウェブサイトに使用します。「Reisen」は、ドイツ語で「旅行する」という意味です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。
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ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.rentals
あらゆる種類のレンタルに使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.repair
修理サービス、または、あらゆる種類の品目の修理方法を教えたい人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
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不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.report
全般的な拡張子として使用しますが、ビジネスレポート、コミュニティの出版物、書籍のレポート、また
はニュースのレポートに最適です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます
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.republican
共和党に関する情報のために使用されます。また、選挙で選出される公職の立候補者、当選した公職者、
政治好き、コンサルタント、アドバイザーも使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.restaurant
レストラン業界が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
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DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.reviews
自分の意見を表明し、他人のコメントを読みたい人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.rip
逝去と追悼を専門とするウェブサイトに使用します。「RIP」は「rest in peace (安らかに眠れ)」の頭文字
です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
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プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.rocks
全般的な拡張子として使用しますが、ミュージシャン、地質学者、宝飾関係、クライマーなど、「ロッ
ク」な関係者に最適です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます

API バージョン 2013-04-01
253



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
汎用最上位ドメイン

• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.run
全般的な拡張子として使用しますが、フィットネスやスポーツ業界に最適です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.sale
e コマースのウェブサイトで使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.sarl
通常はフランスにある有限会社が使用します。「SARL」は「Société à Responsabilité Limité (フランス法
における有限会社)」の頭字語です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.school
教育、教育機関、および学校関連活動に関する情報に使用します。

Return to index

API バージョン 2013-04-01
255



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
汎用最上位ドメイン

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.schule
ドイツの教育、教育機関、および学校関連活動に関する情報に使用します。「Schule」は、「学校」を意
味するドイツ語です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
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• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.services
任意の種類のサービスに特化したウェブサイトに使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.sex
成人向けコンテンツに使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
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国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.sexy
性的なコンテンツに使用されます。また、最も人気のあるエキサイティングなブランド、製品、情報、
ウェブサイトを記述するのにも使用されます。

Return to index

Important

現在は、Route 53 を使用して新しい .sexy ドメインを登録したり、Route 53 に .sexyドメインを
移管したりすることはできません。Route 53 に登録済みの .sexyドメインは引き続きサポートさ
れます。

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

キリル文字 (主にロシア語)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語に対し
てサポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

サポート外。.sexyドメインは Route 53 に移管できなくなりました。
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
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• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.shiksha
教育機関が使用します。「Shiksha」は学校を表すインドの言葉です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.shoes
靴の小売業者、デザイナー、製造業者、またはファッションブロガーが使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.show
全般的な拡張子として使用しますが、エンターテインメント業界に最適です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.singles
つながりをつくりたい人を対象とした出会い系サービス、リゾートなどの企業が使用します。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.soccer
サッカー専門のウェブサイトに使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
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• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.social
ソーシャルメディア、フォーラム、オンライン会話に関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.solar
太陽系または太陽エネルギーに関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
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国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.solutions
あらゆる種類のコンサルタント、セルフサービス、アドバイザーが使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.studio
全般的な拡張子として使用しますが、不動産、芸術、またはエンターテインメント業界の人に最適です。
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Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.style
全般的な拡張子として使用しますが、最新のトレンド (特にファッション、デザイン、建築、芸術) を専門
とするウェブサイトに最適です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。
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ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.sucks
全般的な拡張子として使用しますが、ネガティブな体験を共有したい方や詐欺、詐称、欠陥商品について
他者に警告を発したい方に最適です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.supplies
商品をオンラインで販売するビジネスで使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
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不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.supply
商品をオンラインで販売するビジネスで使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます
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.support
顧客、製品、システムのサポートや感情的、金銭的、精神的なサポートも含めて、あらゆる種類のサポー
トを提供する企業、グループまたは慈善団体が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.surgery
外科手術、医薬品、およびヘルスケアに関する情報に使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
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DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.systems
技術サービスを提供する人とテクノロジー業界が主として使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.tattoo
入れ墨の愛好家および入れ墨業界が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
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プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

キリル文字 (主にロシア語)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語に対し
てサポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.tax
税金、確定申告書作成、および税法に関する情報に使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
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• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.taxi
タクシー、運転手、およびシャトルバス会社が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.team
チームとして識別されることを希望する企業や組織が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.technology
テクノロジの愛好家および、会社、サービス、製造元でテクノロジーを専門とする人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.tennis
テニスに関連する情報に使用します。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.theater
劇場、演劇、およびミュージカルを専門とするウェブサイトに使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
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• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.tienda
スペイン語を話す消費者とつながりたい小売企業が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.tips
事実上あらゆる話題について知識と助言を共有したい人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.tires
タイヤの製造元、販売業者、または買付業者が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.today
現在のイベント、ニュース、天候、娯楽などに関する情報のために使用されます。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.tools
任意の種類の工具に関する情報に使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
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• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.tours
全般的な拡張子として使用しますが、旅行会社に最適です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.town
市町村の場所、文化、およびコミュニティを宣伝するために使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.toys
玩具業界が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.trade
全般的な拡張子として使用しますが、コマースウェブサイトや取引サービスに最適です。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

デンマーク語、ドイツ語、ノルウェー語、スウェーデン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.training
トレーナー、コーチ、教育者が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
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• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.tv
テレビとメディアに関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

なし。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.university
大学またはその他の教育組織が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
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国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.uno
スペイン語、ポルトガル語、イタリア語のコミュニティに関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.vacations
旅行業界と観光業界が使用します。
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Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.vegas
ラスベガス市およびラスベガスのライフスタイルを宣伝するために使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます

API バージョン 2013-04-01
281



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
汎用最上位ドメイン

• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.ventures
起業家、新興企業、ベンチャーキャピタル、投資銀行、金融業者が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.vg
「.vg (英領バージン諸島) (p. 300)」を参照してください。

Return to index

.viajes
旅行代理店、添乗員、旅行ブログ、ツアー会社、レンタルサービス、旅行ブロガー、旅行小売業者が使用
します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
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プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.video
メディアおよびビデオ産業が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、スペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます
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.villas
販売または賃貸する別荘を待つ不動産業者と不動産所有者が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.vision
全般的な拡張子として使用されますが、検眼士や眼科医など、視力の専門家に最適です。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
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DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.voyage
旅行代理店、添乗員、旅行ブログ、ツアー会社、レンタルサービス、旅行ブロガー、旅行小売業者が使用
します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.watch
ストリーミングウェブサイト、ウェブテレビ、ビデオ、または時計に関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
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プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.website
ウェブサイトの開発、宣伝、改善と経験に関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

アラビア語、簡体字中国語、繁体字中国語、ギリシャ語、ヘブライ語、日本語、韓国語、タイ語に対
してサポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
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• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.wedding
Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

なし。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語でサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.wiki
オンラインドキュメントに関する情報のために使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

アラビア語、ラテン語に対してサポートされます。
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Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.works
仕事、職、雇用サービスに関する情報のために企業、組織、個人が使用します。この拡張子
は、.com、.net、.org 拡張子の代わりとして使用できます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.world
世界的な題材に関する情報を提供したい人が使用します。

Return to index
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.wtf
人気のある頭文字 (俗語ですが) 「WTF」で識別されることを希望する人が使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
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• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.xyz
任意の目的で、全般的な拡張子として使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

.xyz ドメインのレジストリである Generation XYZ では、一部のドメイン名をプレミアムドメイン名
とみなします。プレミアム .xyz ドメインを Route 53 に登録または移管することはできません。詳細
については、Generation XYZ ウェブサイトを参照してください。

プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.zone
タイムゾーン、気候ゾーン、スポーツゾーンなど、あらゆる種類のゾーンに関する情報のために使用され
ます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

組織名を除くすべての情報が非表示になります。
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不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

フランス語およびスペイン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

地理的最上位ドメイン
以下のドメイン拡張子は、地域別にグループ分けした、国コード最上位ドメイン (ccTLD) と呼ばれる正
式な国別拡張子です。例を挙げれば、.be (ベルギー)、.in (インド)、.mx (メキシコ) です。ccTLD の登録
ルールは国によって異なります。制限のない国、つまり、世界中のだれでも登録できる国もあれば、住所
など、一定の制限を設けている国もあります。各 ccTLD のリストには、制限事項が示されています。

Return to index

アフリカ

.ac (アセンション島) (p. 292), .co.za (南アフリカ) (p. 292), .sh (セントヘレナ) (p. 293)
アメリカ大陸

.ca (カナダ) (p. 294), .cl (チリ) (p. 295), .co (コロンビア) (p. 296), .com.ar (アルゼンチ
ン) (p. 297), .com.br (ブラジル) (p. 297), .com.mx (メキシコ) (p. 298), .mx (メキシコ) (p. 298),
.us (米国) (p. 299), .vc (セントビンセントおよびグレナディーン諸島) (p. 300), .vg (英領バージン諸
島) (p. 300)

アジア/オセアニア

.au (オーストラリア) (p. 301), .cc (ココス (キーリング) 諸島) (p. 303), .co.nz (ニュージーラ
ンド) (p. 303), .com.au (オーストラリア) (p. 304), .com.sg (シンガポール共和国) (p. 306),
.fm (ミクロネシア連邦) (p. 306), .in (インド) (p. 307), .jp (日本) (p. 308), .io (英領インド洋地
域) (p. 309), .net.au (オーストラリア) (p. 309), .net.nz (ニュージーランド) (p. 311), .org.nz 
(ニュージーランド) (p. 312), .qa (カタール) (p. 312), .ru (ロシア連邦) (p. 313), .sg (シンガポール
共和国) (p. 314)

欧州

.be (ベルギー) (p. 315), .berlin (ドイツのベルリン市) (p. 316), .ch (スイス) (p. 316), .co.uk 
(英国) (p. 317), .cz (チェコ共和国) (p. 318), .de (ドイツ) (p. 319), .es (スペイン)  (p. 319),
.eu (欧州連合) (p. 320), .fi (フィンランド) (p. 321), .fr (フランス) (p. 322), .gg (ガーン
ジー) (p. 323), .im (マン島) (p. 324), .it (イタリア) (p. 324), .me (モンテネグロ) (p. 325), .me.uk 
(英国) (p. 326), .nl (オランダ) (p. 327), .org.uk (英国) (p. 328), .ruhr (ドイツ西部のルール地
域) (p. 328), .se (スウェーデン) (p. 329), .uk (英国) (p. 330), .wien (オーストリアのウィーン
市) (p. 331)
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アフリカ
Amazon Route 53 にドメインを登録するには、アフリカの次のトップレベルドメイン (TLD) を使用できま
す。

the section called “.ac (アセンション島)”, the section called “.co.za (南アフリカ)”, the section called “.sh (セ
ントヘレナ)”

Return to index

.ac (アセンション島)
Return to index

高等教育機関でも、汎用 TLD として使用されます。

登録および更新期間

1 年間。
制限

公開されており、制約はありません。
プライバシー保護

レジストリによって決定されます。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 80 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.co.za (南アフリカ)
Return to index

登録および更新期間

1 年間。
制限

.za 拡張子で使用できるのはセカンドレベルドメインのみです。Route 53 はセカンドレベルドメイン
の .co.za をサポートします。
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公開されていますが、いくつか制約があります。
• 登録できるのは特定可能な法的存在 (個人と法人) です。
• ドメイン名は登録手続き中にゾーンチェックに合格する必要があります。

プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。不正な転送を防ぐには、登録者のメールアドレスと、所有権の変更を許可する Route 53 
API へのアクセスを制限します。たとえば、UpdateDomainContact。詳細については、「サービス承
認リファレンス」の「Amazon Route 53 Domains のアクション、リソース、および条件キ」、および
「ドメインレコード所有者のアクセス許可の例 (p. 615)」を参照してください。

国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

いいえ
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れの 1 日前まで更新ができます
• Route 53 との遅延更新はできません
• 有効期限切れの 1 日前に、ドメインが Route 53: から削除されます
• 有効期限切れ後 1 日から 9 日までの間に、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れの 9 日後に、ドメインがレジストリから削除されます

.sh (セントヘレナ)
Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されており、制約はありません。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。
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ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 80 日後、ドメインがレジストリから削除されます

アメリカ大陸
Amazon Route 53 にドメインを登録するには、アメリカの次のトップレベルドメイン (TLD) を使用できま
す。

the section called “.ca (カナダ)”, the section called “.cl (チリ)”, the section called “.co (コロンビア)”, the 
section called “.com.ar (アルゼンチン)”, the section called “.com.br (ブラジル)”, the section called “.com.mx 
(メキシコ)”, the section called “.mx (メキシコ)”, the section called “.us (米国)”, the section called “.vc (セン
トビンセントおよびグレナディーン諸島)”, the section called “.vg (英領バージン諸島)”

Return to index

.ca (カナダ)

Return to index

TLD レジストリからの確認メール

.ca ドメインを登録すると、登録規約の承認手続きへのリンクが記載されたメールが届きます。手続き
は 7 日以内に完了する必要があります。そうしないと、ドメインは登録されません。

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されていますが、いくつか制約があります。
• 登録できるのはカナダとつながりのある個人または組織です。「Canadian Presence Requirements 

for Registrants」に要件が説明されています。
• 登録者の連絡先: ドメイン所有者の完全で正確な法的に正式な名称を指定する必要があります。
• 管理者と技術担当者の連絡先: 連絡先のタイプとして [Person] を指定し、カナダに住んでいる個人

の連絡先情報を指定する必要があります。
• 登録手続きの際に次のような法的タイプの 1 つを選択する必要があります。

• ABO: カナダ先住民族 (個人またはグループ)
• ASS: カナダの法人格のない団体
• CCO: カナダの法人、またはカナダの州や準州
• CCT: カナダ市民
• EDU: カナダの教育機関
• GOV: カナダの政府または政府機関
• HOP: カナダの病院
• INB: インドのインディアン法で認知されたインディアンバンド
• LAM: カナダの図書館、アーカイブ、または博物館
• LGR: カナダ市民または永住者の法定代理人
• MAJ: 女王陛下/国王陛下
• OMK: カナダで登録された正式マーク
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• PLT: カナダの政党
• PRT: カナダで登録されたパートナーシップ
• RES: カナダの永住者
• TDM: カナダで登録された商標 (カナダ以外の所有者タイプ)
• TRD: カナダの労働組合
• TRS: カナダで設立された信託

プライバシー保護
• Person - すべての連絡先について、連絡先名、住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレスが非表

示になります。
• Company、Association、Public Body-サポート外。

不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• ドメインがレジストリから削除されます。有効期限は可変です。AWS Support へのお問い合わせ

ドメイン登録の削除

.ca ドメインのレジストリはドメイン登録を削除することができません。代わりに、自動更新を無効に
して、ドメインの有効期限が切れるまで待つ必要があります。詳細については、「ドメイン名登録の
削除 (p. 116)」を参照してください。

.cl (チリ)
Important

現在は、Route 53 を使用して新しい .cl ドメインを登録したり、Route 53 に .cl ドメインを移管
したりすることはできません。Route 53 に登録済みの .cl ドメインは引き続きサポートされま
す。

Return to index

更新期間

2 年間。
プライバシー保護

サポート外。
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不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。

Route 53 への移管に必要な認証コード

サポート外。.cl ドメインは Route 53 に移管できなくなりました。
DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 更新ができます。AWS Support にお問い合わせください。
• Route 53 との遅延更新ができます。AWS Support にお問い合わせください。
• ドメインが Route 53 から削除されます。AWS Support にお問い合わせください。
• レジストリでの復元ができます。AWS Support にお問い合わせください。
• ドメインがレジストリから削除されます。AWS Support にお問い合わせください。

.co (コロンビア)

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 5 年。
制限

.co ドメインのレジストリ Go.co では、一部のドメイン名をプレミアムドメイン名と見なしていま
す。プレミアム .co ドメインを Route 53 に登録または移管することはできません。詳細について
は、Go.co ウェブサイトを参照してください。

プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

すべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 29 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 30 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 30 日から 45 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れの 50 日後、ドメインがレジストリから削除されます
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.com.ar (アルゼンチン)
Important

現在は、Route 53 を使用して新しい .com.ar ドメインを登録したり、Route 53 に .com.ar ドメ
インを移管したりすることはできません。Route 53 に登録済みの .com.ar ドメインは引き続きサ
ポートされます。

Return to index

更新期間

1 年間。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。不正な転送を防ぐには、登録者のメールアドレスと、所有権の変更を許可する Route 53 
API へのアクセスを制限します。たとえば、UpdateDomainContact。詳細については、「サービス承
認リファレンス」の「Amazon Route 53 Domains のアクション、リソース、および条件キ」、および
「ドメインレコード所有者のアクセス許可の例 (p. 615)」を参照してください。

Route 53 への移管に必要な認証コード

サポート外。.com.ar ドメインは Route 53 に移管できなくなりました。
DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 更新ができます。AWS Support にお問い合わせください。
• Route 53 との遅延更新ができます。AWS Support にお問い合わせください。
• ドメインが Route 53 から削除されます。AWS Support にお問い合わせください。
• レジストリでの復元ができます。AWS Support にお問い合わせください。
• ドメインがレジストリから削除されます。AWS Support にお問い合わせください。

.com.br (ブラジル)
Important

現在は、Route 53 を使用して新しい .com.br ドメインを登録したり、Route 53 に .com.br ドメ
インを移管したりすることはできません。Route 53 に登録済みの .com.br ドメインは引き続きサ
ポートされます。

Return to index

更新期間

1 年間。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

サポート外。.com.br ドメインは Route 53 に移管できなくなりました。
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DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 有効期限の 30 日前から有効期限日までの間、更新ができます
• 有効期限切れの 119 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 119 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• レジストリでの復元はできません
• 有効期限切れの 119 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.com.mx (メキシコ)

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されており、制約はありません。
プライバシー保護

レジストリによって決定されます。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.mx (メキシコ)

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されており、制約はありません。
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プライバシー保護

レジストリによって決定されます。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 75 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.us (米国)

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

.us ドメインのレジストリでは、「Federal Communications Commission v. Pacifica Foundation No. 
77-528」の「Appendix to Opinion of the Court」で明示されている、7 つの言葉をドメイン名に含むこ
とはできません。

公開されており、1 つの制約があります。
• .us 拡張子は、米国に拠点を置くウェブサイトまたは活動向けです。

プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。
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ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 29 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 30 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 30 日から 60 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 65 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.vc (セントビンセントおよびグレナディーン諸島)

ベンチャーキャピタルや (主にイギリスの) 大学などが関係するドメインで、汎用 TLD としても使用され
ます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されており、制約はありません。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

すべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 80 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.vg (英領バージン諸島)

ビデオ ゲームが関係する組織でも、一般的な TLD としてよく使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
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制限

公開されており、制約はありません。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 有効期限の 44 日後まで更新できます
• Route 53 との遅延更新はできます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れの 45 日後、ドメインがレジストリから削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 74 日までの間、レジストリでの復元ができます
• ドメインは有効期限から 80 日後に再び公開されます

アジア/オセアニア
Amazon Route 53 にドメインを登録するには、アジアおよびオセアニアの次のトップレベルドメイン 
(TLD) を使用できます。

the section called “.au (オーストラリア)” the section called “.cc (ココス (キーリング) 諸島)”, the section 
called “.co.nz (ニュージーランド)”, the section called “.com.au (オーストラリア)”, the section called 
“.com.sg (シンガポール共和国)”, the section called “.fm (ミクロネシア連邦)”, the section called “.in (イン
ド)”, the section called “.jp (日本)”, the section called “.io (英領インド洋地域)”, the section called “.net.au 
(オーストラリア)”, the section called “.net.nz (ニュージーランド)”, the section called “.org.nz (ニュージー
ランド)”, the section called “.qa (カタール)”, the section called “.ru (ロシア連邦)”, the section called “.sg (シ
ンガポール共和国)”

Return to index

.au (オーストラリア)

Return to index

TLD レジストリからの確認メール

当社のレジストラアソシエイトである Gandi が、DomainDirectors を通じて「.au」ドメインを再販売
しています。ドメイン名を Route 53 に移転すると、DomainDirectors がドメインの登録者の連絡先に
メールを送信して、連絡先情報の確認を依頼または移管リクエストを承認します。

登録および更新期間

1 年間。
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制限

公開されていますが、いくつか制約があります。
• .au ドメインを使用できるのは、オーストラリアに登録されている法人、共同事業者、個人事業

主、オーストラリアで事業が許可されている外国企業、オーストラリアで登録された商標の所有者
または申請者です。個人は .au ドメインを登録できません。登録者の連絡先は会社である必要があ
ります。

• ドメイン名は、該当するオーストラリアの機関に登録されたお客様の名称、またはお客様の登録商
標 (またはその省略形か頭字語) と同一である必要があります。

• ドメイン名はお客様の活動を示す必要があります。例えば、販売する製品や提供するサービスを示
す必要があります。

• 登録手続きの際に、以下を指定する必要があります。
• 登録タイプ: ABN (オーストラリアビジネス番号)、ACN (オーストラリア会社番号)、またはドメイ

ン名が商標に相当する場合は TM (商標)。
• お客様の ID 番号。メディケアカード番号、税申告番号 (TFN)、州運転免許証番号、オーストラリ

アビジネス番号 (ABN) のいずれかです。
• お客様の州。

• 連絡先情報 (氏名、ABN、商標 (TM) 番号など) が間違っていたり一致しなかったりすると、登録、
取引、更新に失敗します。既存のドメインの情報を修正するには、所有権の変更が必要になる場合
があります。

プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。

国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。キーを設定するときは、DNS セキュリティアルゴリズム 2 
(DH) を選択する必要があります。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」を参
照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限の 60 日前から有効期限日までの間、更新ができます
• 有効期限切れの 29 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 29 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• レジストリでの復元はできません
• 有効期限切れから 30 日後、ドメインがレジストリから削除されます

ドメイン登録の削除

.au ドメインの登録ではドメイン登録を削除することができません。代わりに、自動更新を無効にし
て、ドメインの有効期限が切れるまで待つ必要があります。詳細については、「ドメイン名登録の削
除 (p. 116)」を参照してください。
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所有権の変更

Route 53 コンソールを使用して所有者を変更します。「ドメインの連絡先情報の更新 (p. 58)」を
参照してください。次に、以下のプロセスを完了させて所有権の変更を完了します:
1. 古い登録者と新しい登録者は、登録されたメールアドレス宛てに noreply@emailverification.info か

ら受信した電子メールに記載されたリンクをクリックする必要があります。14 日以内にプロセスが
完了しない場合、再度開始する必要があります。

2. 応答が確認された後、レジストリ内の所有者の変更はそれ以上確認することなく、短時間で処理さ
れます。

.cc (ココス (キーリング) 諸島)
Return to index

コンサルティング会社やサイクリングクラブなどの名前に "cc" がついている組織でも、汎用 TLD として
よく使用されます。この拡張子は ".com" に代わるよくある表現です。

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されており、制約はありません。
プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

• 非表示 －住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレス
• 表示－ 連絡先名と組織名

不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 30 日から 60 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 65 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.co.nz (ニュージーランド)
Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
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制限

Route 53 に登録できるセカンドレベルドメインは、.co.nz、.net.nz、.org.nz です。Route 53 に .nz 
(第 1 レベル) ドメインを登録することはできません。.nz ドメインを Route 53 に移管することもでき
ません。

公開されていますが、いくつか制約があります。
• 個人は 18 歳以上でなくてはいけません。
• 組織は登録されている必要があります。

プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。

国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 4 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 4 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 4 日から 94 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 94 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.com.au (オーストラリア)
Return to index

TLD レジストリからの確認メール

当社のレジストラアソシエイトである Gandi が、DomainDirectors を通じて「.com.au」ドメインを再
販売しています。ドメイン名を Route 53 に移転すると、DomainDirectors がドメインの登録者の連絡
先にメールを送信して、連絡先情報の確認を依頼または移管リクエストを承認します。

登録および更新期間

1 ～ 5 年。
制限

公開されていますが、いくつか制約があります。
• .com.au ドメインと .net.au ドメインを使用できるのは、オーストラリアに登録されている共同事業

者と個人事業主、オーストラリアで事業が許可されている外国企業、オーストラリアで登録された
商標の所有者または申請者です。個人が .com.au または .net.au ドメインを登録することはできま
せん。登録者の連絡先は会社である必要があります。
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• ドメイン名は、 (該当するオーストラリアの機関に登録された) お客様の名称、またはお客様の登録
商標 (または商標の省略形か頭字語) と同一である必要があります。

• ドメイン名はお客様の活動を示す必要があります。例えば、販売する製品や提供するサービスを示
す必要があります。

• 登録手続きの際に、以下の情報を指定する必要があります。
• 登録タイプ: ABN (オーストラリアビジネス番号)、ACN (オーストラリア会社番号)、またはドメイ

ン名が商標に相当する場合は TM (商標)。
• ID番号: ABN (オーストラリアビジネス番号)、ACN (オーストラリア会社番号)、またはドメイン名

が商標に相当する場合は TM (商標)である場合があります。
• お客様の州。

• 連絡先情報 (氏名、ABN、商標 (TM) 番号など) が間違っていたり一致しなかったりすると、登録、
取引、更新に失敗します。既存のドメインの情報を修正するには、所有権の変更が必要になる場合
があります。

プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。

国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。キーを設定するときは、DNS セキュリティアルゴリズム 2 
(DH) を選択する必要があります。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」を参
照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限の 60 日前から有効期限日までの間、更新ができます
• 有効期限切れの 29 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 29 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• レジストリでの復元はできません
• 有効期限切れから 30 日後、ドメインがレジストリから削除されます

ドメイン登録の削除

.com.au ドメインのレジストリはドメイン登録を削除することができません。代わりに、自動更新を
無効にして、ドメインの有効期限が切れるまで待つ必要があります。詳細については、「ドメイン名
登録の削除 (p. 116)」を参照してください。

所有権の変更

プログラムまたは Route 53 コンソールを使用して所有者を変更します。「ドメインの連絡先情報の更
新 (p. 58)」を参照してください。次に、以下のプロセスを完了させて所有権の変更を完了します:
1. 古い登録者と新しい登録者は、登録されたメールアドレス宛てに noreply@emailverification.info か

ら受信した電子メールに記載されたリンクをクリックする必要があります。14 日以内にプロセスが
完了しない場合、再度開始する必要があります。
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2. 応答が確認された後、レジストリ内の所有者の変更はそれ以上確認することなく、短時間で処理さ
れます。

.com.sg (シンガポール共和国)
Important

現在は、Route 53 を使用して新しい .com.sg ドメインを登録したり、Route 53 に .com.sg ドメ
インを移管したりすることはできません。Route 53 に登録済みの .com.sg ドメインは引き続きサ
ポートされます。

Return to index

更新期間

1 年または 2 年
ドメイン登録の削除

.com.sg ドメインのレジストリはドメイン登録を削除することができません。代わりに、自動更新を
無効にして、ドメインの有効期限が切れるまで待つ必要があります。詳細については、「ドメイン名
登録の削除 (p. 116)」を参照してください。

プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

サポート外。.com.sg ドメインは Route 53 に移管できなくなりました。
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 29 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 30 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 30 日から 60 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 60 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.fm (ミクロネシア連邦)

オンラインメディアと放送が関係する組織でも、汎用 TLD としてよく使用されます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されており、制約はありません。
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プライバシー保護 (連絡先タイプ Person、Company、Association、Public Body のすべてに適用されます)

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 44 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 44 日から 79 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 84 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.in (インド)

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されており、制約はありません。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 29 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 30 日後にドメインが Route 53 から削除されます
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• 有効期限切れ後 30 日から 60 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 65 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.jp (日本)

Return to index

登録および更新期間

1 年間。
制限

公開されており、1 つの制約があります。
• .jp ドメイン名は日本の個人または会社のみが登録できます。

プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。不正な転送を防ぐには、登録者のメールアドレスと、所有権の変更を許可する Route 53 
API へのアクセスを制限します。たとえば、UpdateDomainContact。詳細については、「サービス承
認リファレンス」の「Amazon Route 53 Domains のアクション、リソース、および条件キ」、および
「ドメインレコード所有者のアクセス許可の例 (p. 615)」を参照してください。

国際化ドメイン名

日本語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

.jp ドメインを Route 53 に移管する場合は、ほとんどの状況では認証コードを取得する必要はあり
ません。代わりに、プログラムまたは Route 53 コンソールを使用して転送を開始します (ドメイン
登録の Amazon Route 53 への移管 (p. 79) を参照)。その後、現在のドメインレジストラが設定
した手順に従います。新しいレジストラの AGNT コードの値を尋ねられた場合は、すべて大文字の
AGNT-1744 を提供します。

まれに転送が失敗し、エラーメッセージに認証コードが必要であることが示されますが、その場合
は、サポートリクエストを開いて認証コードを提供します。詳細については、「AWS Support へのド
メイン登録問題に関するお問い合わせ (p. 119)」を参照してください。

Route 53 への移管に必要な認証コード

.jp ドメインを Route 53 から別のレジストラに移管する場合は、新しいレジストラで移管を開始しま
す。現時点では、認証コードは必要ありません。アドレス noreply@gandi.net から確認メールが送信
されます。これにより、転送を確認または拒否するためのリンクを選択するよう求められます。転送
を確認するには、Route 53 コンソールまたは API を使用してドメインの認証コードを取得し、メール
内のリンクを選択し、コードを入力します。詳しくは、Amazon Route 53 から別のレジストラにドメ
インを移行する (p. 100) を参照してください。

DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 更新が可能な期間: 有効期限の 30 日前から 7 日前までの間
• Route 53 との遅延更新はできません
• 有効期限の 6 日前、ドメインが Route 53: から削除されます
• レジストリでの復元ができます。AWS Support にお問い合わせください。
• ドメインがレジストリから削除されます。AWS Support にお問い合わせください。

API バージョン 2013-04-01
308

https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_domains_UpdateDomainContact.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonroute53domains.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/domain-contact-support.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/domain-contact-support.html


Amazon Route 53 デベロッパーガイド
地理的最上位ドメイン

Note

現在、.co.jp、.or.jp などの汎用以外の JP ドメインを登録することはできません。

.io (英領インド洋地域)
オンラインサービスやオンラインゲームなどのコンピューター関連組織でも、汎用 TLD としてよく使用さ
れます。

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されており、制約はありません。
プライバシー保護

州 / 地域および国を除くすべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい

.io ドメインのレジストリでは、プライバシー保護の有効化や無効化など、一部のオペレーションに対
して認証コードをワンタイムパスワードとしても使用します。パスワードが必要なオペレーションを
複数実行する場合は、オペレーションごとに異なる認証コードを生成する必要があります。

DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 80 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.net.au (オーストラリア)
Return to index

TLD レジストリからの確認メール

当社のレジストラアソシエイトである Gandi は、DomainDirectors を通じて「.net.au」ドメインを再
販売しています。ドメイン名を Route 53 に移転すると、DomainDirectors がドメインの登録者の連絡
先にメールを送信して、連絡先情報の確認を依頼または移転リクエストを承認します。

登録および更新期間

1 ～ 5 年。
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制限

セカンドレベルドメインのみが使用可能です。Route 53 はセカンドレベルドメインの .com.au と 
net.au をサポートしています。

公開されていますが、いくつか制約があります。
• .com.au ドメインと .net.au ドメインを使用できるのは、オーストラリアに登録されている法人、共

同事業者、個人事業主、オーストラリアで事業が許可されている外国企業、オーストラリアで登録
された商標の所有者または申請者です。

• ドメイン名は、該当するオーストラリアの機関に登録されたお客様の名称、またはお客様の登録商
標 (またはその省略形か頭字語) と同一である必要があります。

• ドメイン名はお客様の活動を示す必要があります。例えば、販売する製品や提供するサービスを示
す必要があります。

• 登録手続きの際に、以下を指定する必要があります。
• 登録タイプ: ABN (オーストラリアビジネス番号)、ACN (オーストラリア会社番号)、またはドメイ

ン名が商標に相当する場合は TM (商標)。
• ID番号: ABN (オーストラリアビジネス番号)、ACN (オーストラリア会社番号)、またはドメイン名

が商標に相当する場合は TM (商標)である場合があります。
• お客様の州。

• 連絡先情報 (氏名、ABN、商標 (TM) 番号など) が間違っていたり一致しなかったりすると、登録、
取引、更新に失敗します。既存のドメインの情報を修正するには、所有権の変更が必要になる場合
があります。

プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。

国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。キーを設定するときは、DNS セキュリティアルゴリズム 2 
(DH) を選択する必要があります。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」を参
照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限の 60 日前から有効期限日までの間、更新ができます
• 有効期限切れの 29 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 29 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• レジストリでの復元はできません
• 有効期限切れから 30 日後、ドメインがレジストリから削除されます

ドメイン登録の削除

.net.au ドメインのレジストリはドメイン登録を削除することができません。代わりに、自動更新を無
効にして、ドメインの有効期限が切れるまで待つ必要があります。詳細については、「ドメイン名登
録の削除 (p. 116)」を参照してください。
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所有権の変更

プログラムまたは Route 53 コンソールを使用して所有者を変更します。「ドメインの連絡先情報の更
新 (p. 58)」を参照してください。次に、以下のプロセスを完了させて所有権の変更を完了します:
1. 古い登録者と新しい登録者は、登録されたメールアドレス宛てに noreply@emailverification.info か

ら受信した電子メールに記載されたリンクをクリックする必要があります。14 日以内にプロセスが
完了しない場合、再度開始する必要があります。

2. 応答が確認された後、レジストリ内の所有者の変更はそれ以上確認することなく、短時間で処理さ
れます。

.net.nz (ニュージーランド)

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

Route 53 に登録できるセカンドレベルドメインは、.co.nz、.net.nz、.org.nz です。Route 53 に .nz 
(第 1 レベル) ドメインを登録することはできません。.nz ドメインを Route 53 に移管することもでき
ません。

公開されていますが、いくつか制約があります。
• 個人は 18 歳以上でなくてはいけません。
• 組織は登録されている必要があります。

プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。

国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 4 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 4 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 4 日から 94 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 94 日後、ドメインがレジストリから削除されます
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.org.nz (ニュージーランド)
Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

Route 53 に登録できるセカンドレベルドメインは、.co.nz、.net.nz、.org.nz です。Route 53 に .nz 
(第 1 レベル) ドメインを登録することはできません。.nz ドメインを Route 53 に移管することもでき
ません。

公開されていますが、いくつか制約があります。
• 個人は 18 歳以上でなくてはいけません。
• 組織は登録されている必要があります。

プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。

国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 4 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 4 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 4 日から 94 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 94 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.qa (カタール)
Important

現在は、Route 53 を使用して新しい .qa ドメインを登録したり、Route 53 に .qa ドメインを移
管したりすることはできません。Route 53 に登録済みの .qa ドメインは引き続きサポートされま
す。

Return to index

更新期間

1 ～ 5 年。
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プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。

Route 53 への移管に必要な認証コード

サポート外。.qa ドメインは Route 53 に移管できなくなりました。
DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 29 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 30 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• レジストリでの復元はできません
• 有効期限切れから 31 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.ru (ロシア連邦)
Important

現在は、Route 53 を使用して新しい .ru ドメインを登録したり、Route 53 に .ru ドメインを移
管したりすることはできません。Route 53 に登録済みの .ru ドメインは引き続きサポートされま
す。

Return to index

登録および更新期間

1 年間。

Note

.ru ドメインのレジストリは、ドメインの有効期限が切れる日にドメインの有効期限を更新し
ます。WHOIS クエリでは、Route 53 でドメインを更新した時期に関係なく、その日付まで
のドメインの古い有効期限が表示されます。

制限

公開されていますが、いくつか制約があります。
• 個人は、パスポート番号または政府が発行する ID 番号の入力が必要になる可能性があります。
• 外国企業は、会社 ID または会社登録の入力が必要になる可能性があります。

プライバシー保護

レジストリによって決定されます。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
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ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。

国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

サポート外。.ru ドメインは Route 53 に移管できなくなりました。
DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 有効期限の 2 日前まで更新ができます
• Route 53 との遅延更新はできません
• 有効期限の 2 日前、ドメインが Route 53: から削除されます
• 有効期限の 2 日前から有効期限切れの 28 日後までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 28 日後、ドメインがレジストリから削除されます

ドメイン登録の削除

.ru ドメインのレジストリはドメイン登録を削除することができません。代わりに、自動更新を無効に
して、ドメインの有効期限が切れるまで待つ必要があります。詳細については、「ドメイン名登録の
削除 (p. 116)」を参照してください。

.sg (シンガポール共和国)
Important

現在は、Route 53 を使用して新しい .sg ドメインを登録したり、Route 53 に .sg ドメインを移
管したりすることはできません。Route 53 に登録済みの .sg ドメインは引き続きサポートされま
す。

Return to index

更新期間

1 年または 2 年
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

サポート外。.sg ドメインは Route 53 に移管できなくなりました。
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 29 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 30 日後にドメインが Route 53 から削除されます
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• 有効期限切れ後 30 日から 60 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 60 日後、ドメインがレジストリから削除されます

ドメイン登録の削除

.sg ドメインのレジストリはドメイン登録を削除することができません。代わりに、自動更新を無
効にして、ドメインの有効期限が切れるまで待つ必要があります。詳しくは、ドメイン名登録の削
除 (p. 116) を参照してください。

欧州
Amazon Route 53 にドメインを登録するには、ヨーロッパの次のトップレベルドメイン (TLD) を使用でき
ます。

the section called “.be (ベルギー)”, the section called “.berlin (ドイツのベルリン市)”, the section called 
“.ch (スイス)”, the section called “.co.uk (英国)”, the section called “.cz (チェコ共和国)”, the section called 
“.de (ドイツ)”, the section called “.es (スペイン) ”, the section called “.eu (欧州連合)”, the section called “.fi 
(フィンランド)”, the section called “.fr (フランス)”, the section called “.gg (ガーンジー)”, the section called 
“.im (マン島)”, the section called “.it (イタリア)”, the section called “.me (モンテネグロ)”, the section called 
“.me.uk (英国)”, the section called “.nl (オランダ)”, the section called “.org.uk (英国)”, the section called 
“.ruhr (ドイツ西部のルール地域)”, the section called “.se (スウェーデン)”, the section called “.uk (英国)”, the 
section called “.wien (オーストリアのウィーン市)”

Return to index

.be (ベルギー)

Return to index

登録および更新期間

1 年間。
制限

公開されており、制約はありません。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• Route 53 との遅延更新はできません
• 有効期限日にドメインが Route 53 から削除されます
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• 有効期限の 40 日後まで、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 40 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.berlin (ドイツのベルリン市)

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されていますが、いくつか制約があります。
• 所有者、管理者、または技術担当者の連絡先はベルリンの住所にする必要があり、管理者の連絡先

は個人である必要があります。
• 登録後 12 か月以内に .berlin ドメインをアクティブにして使用する必要があります (ウェブサイト、

リダイレクト、またはメールアドレスに適用されます)。
• .berlin ドメインでウェブサイトを公開する場合、または、.berlin ドメインが別のウェブサイトにリ

ダイレクトされる場合、そのウェブサイトのコンテンツはベルリン関連である必要があります。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

ラテン語、キリル文字に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 80 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.ch (スイス)

Return to index

登録および更新期間

1 年間。
制限

公開されており、制約はありません。
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プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。

国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 9 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 9 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 9 日から 49 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限から 49 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.co.uk (英国)

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されており、制約はありません。
プライバシー保護

すべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。

国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

.co.uk ドメインを Route 53 に移管する場合は、認証コードを取得する必要はありません。代わりに、
現在のドメインレジストラが用意している方法を使って、ドメインの IPS タグの値を GANDI（すべ
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て大文字）に更新します (IPS タグは .uk ドメイン名のレジストリである Nominet が必要としていま
す)。レジストラが IPS タグの値を変更しない場合は、Nominet にお問い合わせください。

Note

.co.uk ドメインを登録すると、Route 53 は自動的にドメインの IPS タグを GANDI に設定し
ます。

DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限の 180 日前から 有効期限切れの 30 日後までの間、更新ができます
• 有効期限切れ後 30 日から 90 日までの間、Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 90 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• レジストリでの復元はできません
• 有効期限から 92 日後、ドメインはレジストリから削除されます

ドメイン登録の削除

.co.uk ドメインのレジストリはドメイン登録を削除することができません。代わりに、自動更新を無
効にして、ドメインの有効期限が切れるまで待つ必要があります。詳細については、「ドメイン名登
録の削除 (p. 116)」を参照してください。

.cz (チェコ共和国)

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されており、制約はありません。
プライバシー保護

サポートされていませんが、E メールアドレスと電話番号はすべての連絡先で非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい

現在のレジストラが認証コードを提供していない場合は、https://www.nic.cz/whois/send-
password/ にアクセスし、CZ ドメインレジストリから登録者のメールアドレスに送信されるように
リクエストします。

DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 有効期限切れまで更新ができます
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• 有効期限切れの 58 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 59 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• レジストリでの復元はできません
• 有効期限切れから 60 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.de (ドイツ)

Return to index

登録および更新期間

1 年間。
制限

公開されていますが、いくつか制約があります。
• お客様がドイツに住んでいるか、または、管理者の連絡先 (物理的な個人) がドイツに住んでいて、

私書箱以外の住所になっている必要があります。
• 登録時に、ドメイン名の DNS (A、MX、CNAME) が正しく設定され、レジストリのゾーンチェック

に合格する必要があります。2 つの異なる C クラスのサーバーが 3 台必要です。
• Route 53 以外の DNS サービスを使用している場合は、ドメインのネームサーバーが正しく設定さ

れていることを確認するチェックに合格する必要があります。ドメインのネームサーバーがチェッ
クに合格するかどうか、　　　https://www.denic.de/en/service/tools/nast/ をご覧ください。

プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。

国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• Route 53 との遅延更新はできません
• 有効期限日にドメインが Route 53 から削除されます
• レジストリでの復元ができます。AWS Support にお問い合わせください。
• ドメインがレジストリから削除されます。AWS Support にお問い合わせください。

.es (スペイン)

Return to index
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ドメインの購入または移管

Important

登録者の連絡先の種類が Person の場合は、新しく .es ドメイン名を購入するか、.es ドメイ
ンを Route 53 に移管できます。登録者の連絡先の種類が Company、Association、または
Public Body の場合は、.es ドメインを購入または移管できません。

登録および更新期間

1 ～ 5 年。
制限

スペインに興味があるかスペインとつながりのある人が使用できます。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。不正な転送を防ぐには、登録者のメールアドレスと、所有権の変更を許可する Route 53 
API へのアクセスを制限します。たとえば、UpdateDomainContact。詳細については、「サービス承
認リファレンス」の「Amazon Route 53 Domains のアクション、リソース、および条件キ」、および
「ドメインレコード所有者のアクセス許可の例 (p. 615)」を参照してください。

国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

いいえ
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限の 6 日前まで更新ができます
• Route 53 との遅延更新はできません
• 有効期限の 6 日前、ドメインが Route 53: から削除されます
• 有効期限の 6 日前から有効期限切れの 4 日後までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れの 4 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.eu (欧州連合)

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されており、1 つの制約があります。
• 欧州経済地域 (EEA) の 30 の加盟国のいずれかから、正しい郵便住所を提供する必要があります。

また、欧州連合 (EU) の 27 の加盟国のいずれかの市民である場合は、EU の国籍を指定する必要が
あります。

プライバシー保護

サポート外。
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不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。

国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• Route 53 との遅延更新はできません
• 有効期限日にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限の 40 日後まで、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 40 日後、ドメインがレジストリから削除されます

WHOIS 検索

既存の .eu ドメインの詳細については、　「https://whois.eurid.eu/en/」をご覧ください。

.fi (フィンランド)

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 5 年。
制限

公開されていますが、いくつか制約があります。
• .fi 拡張子は、フィンランドに居住地がありフィンランド ID 番号を持つ個人と、フィンランドに登録

されている法人または私企業が使用できます。
• 登録時には以下の情報を指定する必要があります。

• 連絡先が、フィンランドの個人または法人に基づいているかどうか。
• 法人の名称に基づいている場合は、その名称が記録されている登記簿の識別名。
• 法人の名称に基づいている場合は、その名称が記録された登記簿の記録番号。
• フィンランドの法人の識別番号。
• フィンランドの個人の識別番号。

プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
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SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。

国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 29 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 30 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• レジストリでの復元はできません
• ドメインはレジストリから削除されません

ドメイン登録の削除

ドメインを削除する詳細については、「ドメイン名登録の削除 (p. 116)」を参照してください。

.fr (フランス)

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されていますが、いくつか制約があります。
• 個人は 18 歳以上で、その生年月日を入力する必要があります。
• 組織は欧州経済地域またはスイスに拠点を置く必要があります。
• 組織は、すべての会社識別フィールド (VAT 番号、SIREN、WALDEC、DUNS など) に入力する必

要があります。これは、AFNIC が後日、確認作業を行う場合に作業が容易になるためです。
• 同じ適格条件が管理者の連絡先にも適用されます。
• 名称と期間は AFNIC の事前レビューを受け (Naming Charter Article 2.4)、以下の追加条件に従いま

す。
• 以前に予約または禁止されていたドメイン名は、正当な権利を持つことを証明し、誠実に行動す

る申請者が使用できます。
• ville、mairie、agglo、cc、cg、cr で始まる名称は、AFNIC の命名規則に従います。

プライバシー保護

レジストリによって決定されます。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

新規登録と Route 53 への移行では、転送ロックが自動的に適用されます。

既存の登録はサポートされていません。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを
制限して、不正な転送を防ぐことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限する
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と、Route 53 コンソール、AWS SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コー
ドを生成できるユーザーも制限されます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and 
Access Management (p. 603)」を参照してください。

国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 27 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 28 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 28 日から 58 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限から 58 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.gg (ガーンジー)

Return to index

登録および更新期間

1 年間。
制限

公開されており、制約はありません。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 29 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 30 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後の 30 日から 35 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限から 35 日後、ドメインがレジストリから削除されます
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.im (マン島)

インスタントメッセージサービスやパーソナル ブランド ("I am") を開発したい個人でも、汎用 TLD として
よく使用します。

Return to index

登録および更新期間

1 年または 2 年
制限

公開されており、制約はありません。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 29 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 30 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• レジストリでの復元はできません
• 有効期限切れから 30 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.it (イタリア)

Return to index

登録および更新期間

1 年間。
制限

公開されていますが、いくつか制約があります。
• 個人または組織は、欧州連合内に登録住所を持つ必要があります。
• お客様の本国がイタリアである場合は、会計コードを入力する必要があります。本国が欧州連合内

にある場合は、身分証明書番号 (ID 番号) を入力する必要があります。
• 連絡先タイプに Company、Association、または Public Body を指定した場合は、VAT 番号 (付加価

値税識別番号) が必要です。
• ドメインのネームサーバーは DNS チェックに合格する必要があります。変更リクエストを送信す

る前に、「https://dns-check.nic.it/」でネームサーバーをチェックすることをおすすめします。ドメ
イン名が技術的要件に従っていない (例えば、運用ネームサーバーに関連付けられていない) 場合 
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や、それが 30 日以内に修正されない場合、そのドメイン名はレジストリから削除されます。ドメ
インが削除された場合は技術要件に適合しないため、削除されたドメインに対する返金はお支払い
できません。

プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。

国際化ドメイン名

サポート対象。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

サポート外。
ドメインの更新と復元の期限

• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 13 日後まで、Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 14 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 14 日から 44 日までの間、レジストリでの復元ができます
• ドメインがレジストリから削除されます。AWS Support にお問い合わせください。

.me (モンテネグロ)

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

.me ドメインのレジストリである Domain.me では、2 文字のドメイン名とそれよりも長い一部のドメ
イン名は、プレミアムドメイン名と見なされます。プレミアム .me ドメインを Route 53 に登録また
は移管することはできません。プレミアム .me ドメイン名の詳細については、domain.me ウェブサイ
トを参照してください。

プライバシー保護

すべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

アラビア語、ベラルーシ語、ボスニア語、ブルガリア語、簡体字中国語、繁体字中国語、クロアチア
語、デンマーク語、フランス語、ドイツ語、ヒンディー語、ハンガリー語、アイスランド語、イタ
リア語、韓国語、ラトビア語、リトアニア語、モンゴル語、モンテネグロ語、ポーランド語、ポルト
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ガル語、ロシア語、セルビア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語に対してサ
ポートされます。

Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 29 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 30 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 30 日から 60 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 65 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.me.uk (英国)

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されており、制約はありません。
プライバシー保護

すべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。

国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

.me.uk ドメインを Route 53 に移管する場合は、認証コードを取得する必要はありません。代わり
に、現在のドメインレジストラが用意している方法を使って、ドメインの IPS タグの値を GANDI（す
べて大文字）に更新します (IPS タグは .uk ドメイン名のレジストリである Nominet が必要としてい
ます)。レジストラが IPS タグの値を変更しない場合は、Nominet にお問い合わせください。

Note

.me.uk ドメインを登録すると、Route 53 は自動的にドメインの IPS タグを GANDI に設定し
ます。

DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。
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ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限の 180 日前から 有効期限切れの 30 日後までの間、更新ができます
• 有効期限切れ後 30 日から 90 日までの間、Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 90 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• レジストリでの復元はできません
• 有効期限から 92 日後、ドメインはレジストリから削除されます

ドメイン登録の削除

.me.uk ドメインのレジストリはドメイン登録を削除することができません。代わりに、自動更新を無
効にして、ドメインの有効期限が切れるまで待つ必要があります。詳細については、「ドメイン名登
録の削除 (p. 116)」を参照してください

.nl (オランダ)
Return to index

登録および更新期間

1 年間。
制限

公開されていますが、いくつか制約があります。
• 所有者または管理者の連絡先として、オランダの有効な住所を指定する必要があります。地元に存

在している必要があります。
• オランダに有効な住所がない場合は、レジストリの SIDN が居住地住所手順に従って、居住地住所

をお客様に提供します。
• ドメイン名は、.nl を除く3～63 文字にする必要があります。

プライバシー保護

レジストリによって決定されます。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。

国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限の 1 日前まで更新ができます
• Route 53 との遅延更新はできません
• 有効期限切れの 1 日前に、ドメインが Route 53: から削除されます
• 有効期限の 1 日前から有効期限切れの 39 日後までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限から 39 日後、ドメインがレジストリから削除されます
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.org.uk (英国)

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されており、制約はありません。
プライバシー保護

すべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。

国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

.org.uk ドメインを Route 53 に移管する場合は、認証コードを取得する必要はありません。代わり
に、現在のドメインレジストラが用意している方法を使って、ドメインの IPS タグの値を GANDI（す
べて大文字）に更新します (IPS タグは .uk ドメイン名のレジストリである Nominet が必要としてい
ます)。レジストラが IPS タグの値を変更しない場合は、Nominet にお問い合わせください。

Note

.org.uk ドメインを登録すると、Route 53 は自動的にドメインの IPS タグを GANDI に設定し
ます。

DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限の 180 日前から 有効期限切れの 30 日後までの間、更新ができます
• 有効期限切れ後 30 日から 90 日までの間、Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 90 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• レジストリでの復元はできません
• 有効期限から 92 日後、ドメインはレジストリから削除されます

ドメイン登録の削除

.org.uk ドメインのレジストリはドメイン登録を削除することができません。代わりに、自動更新を無
効にして、ドメインの有効期限が切れるまで待つ必要があります。詳細については、「ドメイン名登
録の削除 (p. 116)」を参照してください。

.ruhr (ドイツ西部のルール地域)

Return to index

.ruhr 拡張子はルール地域 (ドイツ西部) 用です。
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登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されており、1 つの制約があります。
• 管理者の連絡先はドイツに住所を持つ個人である必要があります。

プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

サポート対象 (ä、ö、ü、ß)。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• ドメインがレジストリから削除されます。AWS Support にお問い合わせください。

.se (スウェーデン)

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されていますが、いくつか制約があります。
• スウェーデンに拠点がある場合は、有効なスウェーデン ID 番号を指定する必要があります。
• スウェーデン外部に拠点がある場合は、徴税 ID 番号など、有効な ID 番号を入力する必要がありま

す。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。
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国際化ドメイン名

ラテン語、スウェーデン語、およびイディッシュ語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限の 1 日前まで更新ができます
• Route 53 との遅延更新はできません
• 有効期限切れの 1 日前に、ドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限の 1 日前から有効期限切れの 59 日後までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限から 64 日後、ドメインがレジストリから削除されます

.uk (英国)

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されており、制約はありません。
プライバシー保護

すべての情報が非表示になります。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート外。RetrieveDomainAuthCode  APIアクションへのアクセスを制限して、不正な転送を防ぐ
ことをお勧めします。(この Route 53 API へのアクセスを制限すると、Route 53 コンソール、AWS 
SDK、およびその他のプログラムによる手法を使用して認証コードを生成できるユーザーも制限され
ます) 詳細については、「Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)」を参照
してください。

国際化ドメイン名

サポート外。
Route 53 への移管に必要な認証コード

uk ドメインを Route 53 に移管する場合は、認証コードを取得する必要はありません。代わりに、現
在のドメインレジストラが用意している方法を使って、ドメインの IPS タグの値を GANDI（すべて大
文字）に更新します (IPS タグは .uk ドメイン名のレジストリである Nominet が必要としています)。
レジストラが IPS タグの値を変更しない場合は、Nominet にお問い合わせください。

Note

.uk ドメインを登録すると、Route 53 は自動的にドメインの IPS タグを GANDI に設定しま
す。

DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。
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ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限の 180 日前から 有効期限切れの 30 日後までの間、更新ができます
• 有効期限切れ後 30 日から 90 日までの間、Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 90 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• レジストリでの復元はできません
• 有効期限から 92 日後、ドメインはレジストリから削除されます

ドメイン登録の削除

.uk ドメインのレジストリはドメイン登録を削除することができません。代わりに、自動更新を無効に
して、ドメインの有効期限が切れるまで待つ必要があります。詳細については、「ドメイン名登録の
削除 (p. 116)」を参照してください。

.wien (オーストリアのウィーン市)

Return to index

登録および更新期間

1 ～ 10 年。
制限

公開されていますが、いくつか制約があります。
• オーストリアのウィーン市と経済的、文化的、旅行者的、歴史的、社会的などの密接な関係がある

ことを示す必要があります。
• .wien ドメイン名は、登録期間全体を通して、上記の条件に関連した用途で使用する必要がありま

す。
プライバシー保護

サポート外。
不正な転送を防ぐためのドメインロック

サポート対象。
国際化ドメイン名

ラテン語に対してサポートされます。
Route 53 への移管に必要な認証コード

はい
DNSSEC

ドメイン登録でサポートされています。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」
を参照してください。

ドメインの更新と復元の期限
• 有効期限切れまで更新ができます
• 有効期限切れの 44 日後まで Route 53 との遅延更新ができます
• 有効期限から 45 日後にドメインが Route 53 から削除されます
• 有効期限切れ後 45 日から 75 日までの間、レジストリでの復元ができます
• 有効期限切れから 80 日後、ドメインがレジストリから削除されます
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DNS サービスとしての Amazon 
Route 53 の設定

Amazon Route 53 は、example.com などのドメインに対して DNS サービスとして使用できます。DNS 
サービスとしての Route 53 は、可読性の良いドメイン名 (www.example.com など) を、コンピュータが相
互接続に使用する IP アドレス (192.0.2.1 など) に変換します。これにより、インターネットトラフィック
をウェブサイトにルーティングします。誰かがブラウザにドメイン名を入力するか、E メールを送信する
と、DNS クエリが Route 53 に転送され適切な値が返されます。例えば、Route 53 は example.com に対
し、ウェブサーバーの IP アドレスで応答します。

この章では、インターネットトラフィックが適切な場所にルーティングされるように Route 53 を設定す
る方法について説明します。また、現在別の DNS サービスをお使いの場合の Route 53 への DNS サービ
スの移行方法や、Route 53 を新しいドメインの DNS サービスとして使用する方法についても説明しま
す。

トピック
• Amazon Route 53 を既存ドメインの DNS サービスとして使用する (p. 332)
• 新しいドメインの DNS ルーティングの設定 (p. 342)
• リソースへのトラフィックのルーティング (p. 342)
• ホストゾーンの使用 (p. 347)
• レコードを使用する (p. 380)
• DNS トラフィックのルーティングにトラフィックフローを使用する (p. 463)
• Amazon Route 53 での DNSSEC 署名の設定 (p. 477)
• AWS Cloud Map によるレコードとヘルスチェックの作成 (p. 492)
• DNS の制約と動作 (p. 492)

Amazon Route 53 を既存ドメインの DNS サービス
として使用する

1 つまたは複数のドメイン登録を Route 53 に移管していて、現在有料の DNS サービスを提供していない
ドメインレジストラを使用している場合は、ドメインを移行する前に DNS サービスを移行する必要があ
ります。そうしないと、レジストラはドメインの移行時に DNS サービスの提供を停止し、関連するウェ
ブサイトやウェブアプリケーションはインターネット上で使用できなくなります。(現在のレジストラから
別の DNS サービスプロバイダーに DNS サービスを移管することもできます。 Route 53 に登録されてい
るドメインの DNS サービスプロバイダとして、Route 53 の使用は必須ではありません。)

プロセスは、現在ドメインを使用しているかどうかによって異なります。

• ドメインが現在トラフィックを受信している場合 (ユーザーがドメイン名を使用してウェブサイトを閲
覧したり、ウェブアプリケーションにアクセスしている場合など) は、「Route 53 を使用中のドメイン
の DNS サービスにする (p. 333)」を参照してください。

• ドメインにトラフィックがない場合 (またはトラフィックをほとんど受け取っていない場合) は、
「Route 53 を非アクティブドメインの DNS サービスにする (p. 338)」を参照してください。

どちらのオプションでも、移行プロセス全体でドメインを利用可能にしておく必要があります。ただし、
万一問題が発生した場合でも、最初のオプションでは移行をすばやくロールバックできます。2 番目のオ
プションの場合、ドメインを数日間利用できなくなる可能性があります。

API バージョン 2013-04-01
332



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
Route 53 を使用中のドメインの DNS サービスにする

AWS の専門家と連絡を取りたい場合は、セールスサポートにアクセスしてください。

Route 53 を使用中のドメインの DNS サービスにする
現在トラフィックが発生している (ユーザーがドメイン名を使用してウェブサイトを閲覧したり、ウェブ
アプリケーションにアクセスしている場合などで) ドメインの DNS サービスを Amazon Route 53 に移行
する場合は、このセクションの手順を実行します。

トピック
• ステップ 1: 現在の DNS サービスプロバイダから現在の DNS 設定を取得する (オプション、ただし推

奨) (p. 333)
• ステップ 2: ホストゾーンを作成する (p. 334)
• ステップ 3: レコードを作成する (p. 335)
• ステップ 4: TTL の設定を下げる (p. 335)
• ステップ 5: (DNSSEC を構成している場合) 親ゾーンから DS レコードを削除する (p. 336)
• ステップ 6: 古い TTL の有効期限切れを待つ (p. 336)
• ステップ 7: NS レコードを更新して、Route 53 ネームサーバーを使用する (p. 337)
• ステップ 8: ドメインのトラフィックの監視 (p. 337)
• ステップ 9: NS レコードの TTL を高い値に戻す (p. 338)
• ステップ 10: ドメイン登録を Amazon Route 53 に移管する (p. 338)
• ステップ 11: DNSSEC 署名を再度有効にする (必要な場合) (p. 338)

ステップ 1: 現在の DNS サービスプロバイダから現在の DNS 設
定を取得する (オプション、ただし推奨)
DNS サービスを他のプロバイダから Route 53 に移行した後に、現在の DNS 設定を Route 53 で再現で
きます。まず、ドメインと同じ名前のホストゾーンを Route 53 に作成し、そのホストゾーンにレコード
を作成します。各レコードは、指定されたドメイン名またはサブドメイン名のトラフィックをどのよう
にルーティングするかを示します。例えば、誰かがウェブブラウザにドメイン名を入力した際、そのトラ
フィックをデータセンターのウェブサーバーにルーティングするのか、それとも Amazon EC2 インスタン
スや CloudFront ディストリビューションなどにルーティングするのかを指定します。

使用するプロセスは、現在の DNS 設定の複雑さによって異なります。

• 現在の DNS 設定が単純な場合 – 少数のサブドメインへのインターネットトラフィックを、ウェブサー
バーや Amazon S3 バケットなどの少数のリソースにルーティングする場合は、Route 53 コンソールか
ら手動でレコードをいくつか作成します。

• 現在の DNS 設定がより複雑で現在の設定を複製したいだけの場合 – 現在の DNS サービスプロバイダか
らゾーンファイルを入手して、そのゾーンファイルを Route 53 にインポートすることで、移行作業が
簡単になります。(すべての DNS サービスプロバイダがゾーンファイルを提供しているわけではありま
せん。) ゾーンファイルをインポートすると、Route 53 はホストゾーン内に対応するレコードを作成し
て、既存の設定を自動的に再現します。

ゾーンファイルまたはレコードリストを取得する方法を、現在の DNS サービスプロバイダのカスタ
マーサポートに問い合わせてみてください。必要なゾーンファイルのフォーマットの詳細については、
「ゾーンファイルをインポートしてレコードを作成する (p. 459)」を参照してください。

• 現在の DNS 設定がより複雑で Route 53 のルーティング機能に関心がある場合 – 次のドキュメントを参
照して、他の DNS サービスプロバイダでは提供されていない Route 53 の機能の中で、使用できるもの
があるかを確認してください。使用する場合は、手動でレコードを作成するか、ゾーンファイルをイン
ポートして、後でレコードを作成または更新することができます。
• エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択 (p. 392)」では、Route 53 のエイリアスレコー

ドの利点について解説しています。エイリアスレコードは、一部の AWS リソース (CloudFront ディ
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ストリビューションや Amazon S3 バケットなど) に対して無料でトラフィックをルーティングしま
す。

• 「ルーティングポリシーの選択 (p. 381)」では、Route 53 のルーティングオプションについて解説
しています。これらには、ユーザーの場所に基づいたルーティング、ユーザーとリソース間のレイテ
ンシーに基づいたルーティング、リソースの正常性に基づいたルーティング、および指定した重みに
基づくリソースへのルーティングなどがあります。

Note

また、ゾーンファイルをインポートした後で設定を変更して、エイリアスレコードと複雑な
ルーティングポリシーを利用することもできます。

ゾーンファイルを取得できない場合や、Route 53 のレコードを手動で作成する場合に、移行の必要性が考
えられるレコードは次のとおりです。

• A (アドレス) レコード – このレコードは、ドメイン名またはサブドメイン名を、対応するリソースの 
IPv4 アドレス (192.0.2.3 など) に関連付けます

• AAAA (アドレス) レコード – このレコードは、ドメイン名またはサブドメイン名を、対応するリソース
の IPv6 アドレス (2001:0db8:85a3:0000:0000:abcd:0001:2345 など) に関連付けます

• メールサーバー (MX) レコード – このレコードは、トラフィックをメールサーバーにルーティングしま
す

• CNAME レコード – このレコードは、あるドメイン名 (example.net) のトラフィックを別のドメイン名 
(example.com) に再ルーティングします

• サポートされているその他の DNS レコードタイプに対応するレコード – サポートされているレコード
タイプの一覧については、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してください。

ステップ 2: ホストゾーンを作成する
ドメインのトラフィックをどのようにルーティングするかを Amazon Route 53 に指示するには、ドメイン
と同じ名前のホストゾーンを作成し、そのホストゾーンにレコードを作成します。

Important

ホストゾーンは、管理権限を持つドメインに対してのみ作成できます。通常、これはドメインを
所有していることを指しますが、ドメインの登録者向けにアプリケーションを開発している場合
にも当てはまります。

ホストゾーンを作成すると、Route 53 はそのゾーンに対して、1 つのネームサーバー (NS) レコードと、1 
つの Start of Authority (SOA) レコードを自動的に作成します。NS レコードは、Route 53 がホストゾーン
に関連付けた 4 つのネームサーバーを識別します。Route 53 をドメインの DNS サービスとして使用する
には、これら 4 つのネームサーバーを使用するようにドメインの登録を更新します。

Important

ホストゾーンに追加のネームサーバー (NS) レコードまたは Start of Authority (SOA) レコードを作
成しないでください。また、既存の NS レコードと SOA レコードを削除しないでください。

ホストゾーンを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. Route 53 を初めて使用する場合は、[DNS management (DNS 管理)] の [Get started (今すぐ始め) ] を
選択した後、[Create Hosted Zone (ホストゾーンの作成)] を選択します。

既に Route 53 を利用している場合は、ナビゲーションペインで [Hosted zones (ホストゾーン)] を選
択した上で、[Create Hosted Zone (ホストゾーンの作成)] を選択します。
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3. [Create hosted zone] (ホストゾーンの作成) ペインで、ドメイン名とコメント (必要に応じて) を入力
します。設定の詳細については、右側のヘルプパネルを開き参照してください。

a～z、0～9、- (ハイフン) 以外の文字を指定する方法、および国際化されたドメイン名を指定する方
法については、「DNS ドメイン名の形式 (p. 38)」を参照してください。

4. [Type] (タイプ) では、デフォルト値の [Public hosted zone] (パブリックホストゾーン) をそのまま使用
します。

5. [ホストゾーンの作成] を選択します。

ステップ 3: レコードを作成する
ホストゾーンを作成した後、ドメイン (example.com) またはサブドメイン (www.example.com) 
のトラフィックをルーティングする場所を定義するレコードをホストゾーンに作成します。例え
ば、example.com と www.example.com のトラフィックを、Amazon EC2 インスタンス上にあるウェブ
サーバーにルーティングする場合は、example.com という名前のレコードと www.example.com という名
前のレコードを 2 つ作成します。各レコードでは、EC2 インスタンスの IP アドレスを指定します。

レコードはさまざまな方法で作成できます。

ゾーンファイルをインポートする

「ステップ 1: 現在の DNS サービスプロバイダから現在の DNS 設定を取得する (オプション、ただし
推奨) (p. 333)」で現在の DNS サービスからゾーンファイルを取得している場合には、これが最も
簡単な方法となります。Amazon Route 53 では、エイリアスレコードを作成するタイミングや、加重
やフェイルオーバーなどの特殊なルーティングタイプを使用するタイミングを予測できません。この
理由から、インポートするゾーンファイルがある場合、Route 53 では、シンプルなルーティングポリ
シーを使用しながら標準的な DNS レコードが作成されます。

詳細については、「ゾーンファイルをインポートしてレコードを作成する (p. 459)」を参照してくだ
さい。

コンソールで個別にレコードを作成する

ゾーンファイルを取得しておらず、シンプルなルーティングポリシーを持つレコードをいくつか作成
して使用を開始する場合には、Route 53 コンソールでレコードを作成します。エイリアスレコードと
非エイリアスレコードの両方を作成できます。

詳細については、以下のトピックを参照してください。
• ルーティングポリシーの選択 (p. 381)
• エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択 (p. 392)
• Amazon Route 53 コンソールを使用したレコードの作成 (p. 404)

プログラムでレコードを作成する

AWS SDK、AWS CLI、または AWS Tools for Windows PowerShell のいずれかを使用してレコードを
作成できます。詳細については、「AWS ドキュメント」を参照してください。

AWS の SDK で使用できないプログラミング言語で記述している場合には、Route 53 API も利用が可
能です。詳細については、「Amazon Route 53 API リファレンス」を参照してください。

ステップ 4: TTL の設定を下げる
レコードの TTL (有効期限) 設定は、DNS リゾルバーがレコードをキャッシュし、キャッシュされた情報
を使用する期間を指定します。TTL が期限切れになると、リゾルバーはドメインの DNS サービスプロバ
イダに別のクエリを送信し、最新の情報を取得します。

NS レコードの一般的な TTL 設定は 172800 秒、つまり 2 日です。NS レコードには、ドメインネームシ
ステム (DNS) がドメインのトラフィックをルーティングする方法に関する情報を得るために使用できる
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ネームサーバーがリストされています。現在の DNS サービスプロバイダと Amazon Route 53 の両方で 
NS レコードの TTL を下げることで、DNS を Route 53 に移行している際に問題が検出された場合のドメ
インのダウンタイムを短縮できます。TTL を下げないと、何か問題が発生した場合、ドメインはインター
ネット上で最大 2 日間使用できなくなる可能性があります。

Note

フルリゾルバーによっては、親権限サーバーの NS レコードの TTL をキャッシュする場合がある
ため、親権限 DNS サーバーに登録されている NS レコードの TTL も短縮する必要があります。

次の NS レコードの TTL を変更することをお勧めします。

• 現在の DNS サービスプロバイダのホストゾーンにある NS レコード。(現在のプロバイダでは異なる用
語を使用している場合もあります。)

• 「ステップ 2: ホストゾーンを作成する (p. 334)」で作成したホストゾーンの NS レコード。

現在の DNS サービスプロバイダで NS レコードの TTL 設定を下げるには

• ドメインの現在の DNS サービスプロバイダが提供するメソッドを使用して、ドメインのホストゾー
ンでの NS レコードの TTL を変更します。

Route 53 ホストゾーンの NS レコードの TTL 設定を下げるには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted Zones] を選択します。
3. ホストゾーンの名前を選択します。
4. NS レコードを選択してから、[Edit] (編集) を選択します。
5. [TTL (Seconds)] の値を変更します。60 秒から 900 秒 (15 分) の間の値を指定することをお勧めしま

す。
6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ステップ 5: (DNSSEC を構成している場合) 親ゾーンから DS レ
コードを削除する
ドメインで DNSSEC を設定している場合は、ドメインを Route 53 に移行する前に、親ゾーンから 
Delegation Signer (DS) レコードを削除します。

Route 53 または別のレジストラが親ゾーンをホストしている場合は、それらのホストに対し DS レコード
の削除を依頼します。

現在、2 つのプロバイダー間で DNSSEC 署名を有効にすることはできないため、DNSSEC を無効にする
には、すべての DS または DNSSEC を削除する必要があります。これにより、DNS リゾルバーに一時的
にシグナルが送られて DNSSEC 検証が無効になります。ステップ 11 (p. 338) でRoute 53 への移行が完
了した後、必要に応じて DNSSEC 検証を再度有効にすることができます。

詳細については、「ドメインのパブリックキーの削除 (p. 114)」を参照してください。

ステップ 6: 古い TTL の有効期限切れを待つ
ドメインが使用されている場合 (ユーザーがドメイン名を使用してウェブサイトを閲覧したり、ウェブア
プリケーションにアクセスしている場合など)、DNS リゾルバーは現在の DNS サービスプロバイダが提
供したネームサーバーの名前をキャッシュしています。数分前にその情報をキャッシュした DNS リゾル
バーでは、この後ほぼ 2 日ほど保存されます。
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DNS サービスが Route 53 に移行されたことを一度ですべて確認するには、TTL を短くした後、2 日
間待ってください。2 日間が経過すると TTL の有効期限が切れ、リゾルバーがドメインのネームサー
バーを要求します。リゾルバーは現在のネームサーバーを取得し、「ステップ 4: TTL の設定を下げ
る (p. 335)」で指定した新しい TTL も取得します。

ステップ 7: NS レコードを更新して、Route 53 ネームサーバー
を使用する
ドメインの DNS サービスとして Amazon Route 53 の使用を開始するには、レジストラまたは親ゾーンが
提供する方法を使用して、NS レコード内の現在のネームサーバーを Route 53 ネームサーバーに置き換え
ます。

Note

Route 53 ネームサーバーを使用するように、現在の DNS サービスプロバイダーで NS レコード
を更新するときは、ドメインの DNS 設定を更新します。(これは、ドメインの Route 53 ホスト
ゾーンの NS レコードを更新するのと同じですが、移行元の DNS サービスで設定を更新する点が
異なります)。

レジストラまたは親ゾーンで NS レコードを更新して Route 53 ネームサーバーを使用するには

1. Route 53 コンソールで、 ホストゾーンのネームサーバーを取得します。

a. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

b. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
c. [Hosted Zones] (ホストゾーン) ページで、該当するホストゾーンの名前を選択します。
d. [Hosted zone details] (ホストゾーンの詳細) セクションの [Name servers] (ネームサーバー) で一

覧表示されている、 4 つの名前を書き留めます。
2. ドメインの現在の DNS サービスが提供するメソッドを使用して、ホストゾーンの NS レコードを更新

します。ドメインが Route 53 に登録されている場合は、「ドメインのネームサーバーおよびグルー
レコードの追加あるいは変更 (p. 71)」を参照してください。このプロセスは、現在の DNS サービス
でネームサーバーの削除が可能かどうかによって異なります。

ネームサーバーを削除できる場合

• ホストゾーンの NS レコードで、現在のネームサーバーの名前をメモします。現在の DNS 設定を復
元する必要がある場合は、これらが指定するサーバーになります。

• NS レコードから現在のネームサーバーを削除します。
• NS レコードを、この手順のステップ 1 で取得した 4 つすべての Route 53 ネームサーバーの名前に

置き換えます。
Note

完了すると、NS レコード内のネームサーバーは 4 つの Route 53 ネームサーバーのみにな
ります。

ネームサーバーを削除できない場合

• カスタムネームサーバーを使用するオプションを選択します。
• この手順のステップ 1 で取得した、4 つの Route 53 ネームサーバーをすべて追加します。

ステップ 8: ドメインのトラフィックの監視
ウェブサイトやアプリケーションのトラフィック、電子メールなど、ドメインのトラフィックを監視す
る。
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• トラフィックが減速または停止した場合 – 以前の DNS サービスが提供するメソッドを使用して、ドメ
インのネームサーバーを以前のネームサーバーに戻します。これらは「レジストラまたは親ゾーンで 
NS レコードを更新して Route 53 ネームサーバーを使用するには (p. 337)」のステップ 7 でメモした
ネームサーバーです。その後、何が悪かったのかを見極めます。

• トラフィックに影響がない場合 –「ステップ 9: NS レコードの TTL を高い値に戻す (p. 338)」に進み
ます。

ステップ 9: NS レコードの TTL を高い値に戻す
ドメインの Amazon Route 53 ホストゾーンで、NS レコードの TTL をより一般的な値、例えば 172800 秒 
(2 日) に変更します。これにより、DNS リゾルバーがドメインのネームサーバーのクエリを送信するのを
頻繁に待つ必要がないため、ユーザーのレイテンシーが改善されます。

Route 53 ホストゾーン内で NS レコードの TTL を変更するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted Zones] を選択します。
3. ホストゾーンの名前を選択します。
4. ホストゾーンのレコードのリストで、NS レコードを選択します。
5. Edit (編集) を選択します。
6. [TTL (Seconds)] を、DNS リゾルバーがドメインのネームサーバーの名前をキャッシュする秒数に変

更します。172800 秒の値を推奨します。
7. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ステップ 10: ドメイン登録を Amazon Route 53 に移管する
ドメインの DNS サービスの Amazon Route 53 への移行が完了したので、必要な場合には、ドメインの登
録を Route 53 に移管します。詳細については、「ドメイン登録の Amazon Route 53 への移管 (p. 79)」を
参照してください。

ステップ 11: DNSSEC 署名を再度有効にする (必要な場合)
これでドメインの DNS サービスを Amazon Route 53 に移管したので、DNSSEC 署名を再度有効にする
ことができます。

DNSSEC 署名を有効にするには、次の 2 つの手順を実行します。

• ステップ 1: Route 53 の DNSSEC 署名を有効にし、AWS Key Management Service (AWS KMS) のカス
タマー管理キーに基づいたキー署名キー (KSK) を、Route 53 が作成するようにリクエストします。

• 手順 2: Delegation Signer (DS) レコードを親ゾーンに追加して、ホストゾーンの信頼チェーンを作成し
ます。これにより、信頼された暗号化署名を使用して DNS 応答を認証できます。

手順については、「DNSSEC 署名を有効にし、信頼チェーンを確立します。 (p. 478)」を参照してく
ださい。

Route 53 を非アクティブドメインの DNS サービスに
する
トラフィックがない (またはトラフィックをほとんど受信していない) ドメイン用に、DNS サービスを 
Amazon Route 53 に移行する場合は、このセクションの手順を実行します。
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トピック
• ステップ 1: 現在の DNS サービスプロバイダから現在の DNS 設定を取得する (非アクティブドメイ

ン) (p. 339)
• ステップ 2: ホストゾーンを作成する (非アクティブドメイン) (p. 340)
• ステップ 3: レコードの作成 (非アクティブドメイン) (p. 340)
• ステップ 4: Amazon Route 53 ネームサーバーを使用するようにドメイン登録を更新する (非アクティ

ブドメイン) (p. 341)

ステップ 1: 現在の DNS サービスプロバイダから現在の DNS 設
定を取得する (非アクティブドメイン)
DNS サービスを他のプロバイダから Route 53 に移行する場合は、現在の DNS 設定を Route 53 に再現
します。まず、ドメインと同じ名前のホストゾーンを Route 53 に作成し、そのホストゾーンにレコード
を作成します。各レコードは、指定されたドメイン名またはサブドメイン名のトラフィックをどのよう
にルーティングするかを示します。例えば、誰かがウェブブラウザにドメイン名を入力した際、そのトラ
フィックをデータセンターのウェブサーバーにルーティングするのか、それとも Amazon EC2 インスタン
スや CloudFront ディストリビューションなどにルーティングするのかを指定します。

使用するプロセスは、現在の DNS 設定の複雑さによって異なります。

• 現在の DNS 設定が単純な場合 – 少数のサブドメインへのインターネットトラフィックを、ウェブサー
バーや Amazon S3 バケットなどの少数のリソースにルーティングする場合は、Route 53 コンソールか
ら手動でレコードをいくつか作成します。

• 現在の DNS 設定がより複雑で現在の設定を複製したいだけの場合 – 現在の DNS サービスプロバイダか
らゾーンファイルを入手して、そのゾーンファイルを Route 53 にインポートすることで、移行作業が
簡単になります。(すべての DNS サービスプロバイダがゾーンファイルを提供しているわけではありま
せん。) ゾーンファイルをインポートすると、Route 53 はホストゾーン内に対応するレコードを作成し
て、既存の設定を自動的に再現します。

ゾーンファイルまたはレコードリストを取得する方法を、現在の DNS サービスプロバイダのカスタ
マーサポートに問い合わせてみてください。必要なゾーンファイルのフォーマットの詳細については、
「ゾーンファイルをインポートしてレコードを作成する (p. 459)」を参照してください。

• 現在の DNS 設定がより複雑で Route 53 のルーティング機能に関心がある場合 – 次のドキュメントを参
照して、他の DNS サービスプロバイダでは提供されていない Route 53 の機能の中で、使用できるもの
があるかを確認してください。使用する場合は、手動でレコードを作成するか、ゾーンファイルをイン
ポートして、後でレコードを作成または更新することができます。
• エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択 (p. 392)」では、Route 53 のエイリアスレコー

ドの利点について解説しています。エイリアスレコードは、一部の AWS リソース (CloudFront ディ
ストリビューションや Amazon S3 バケットなど) に対して無料でトラフィックをルーティングしま
す。

• 「ルーティングポリシーの選択 (p. 381)」では、Route 53 のルーティングオプションについて解説
しています。これらには、ユーザーの場所に基づいたルーティング、ユーザーとリソース間のレイテ
ンシーに基づいたルーティング、リソースの正常性に基づいたルーティング、および指定した重みに
基づくリソースへのルーティングなどがあります。

Note

また、ゾーンファイルをインポートした後で設定を変更して、エイリアスレコードと複雑な
ルーティングポリシーを利用することもできます。

ゾーンファイルを取得できない場合や、Route 53 のレコードを手動で作成する場合に、移行の必要性が考
えられるレコードは次のとおりです。
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• A (アドレス) レコード – このレコードは、ドメイン名またはサブドメイン名を、対応するリソースの 
IPv4 アドレス (192.0.2.3 など) に関連付けます

• AAAA (アドレス) レコード – このレコードは、ドメイン名またはサブドメイン名を、対応するリソース
の IPv6 アドレス (2001:0db8:85a3:0000:0000:abcd:0001:2345 など) に関連付けます

• メールサーバー (MX) レコード – このレコードは、トラフィックをメールサーバーにルーティングしま
す

• CNAME レコード – このレコードは、あるドメイン名 (example.net) のトラフィックを別のドメイン名 
(example.com) に再ルーティングします

• サポートされているその他の DNS レコードタイプに対応するレコード – サポートされているレコード
タイプの一覧については、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してください。

ステップ 2: ホストゾーンを作成する (非アクティブドメイン)
ドメインのトラフィックをどのようにルーティングするかを Amazon Route 53 に指示するには、ドメイン
と同じ名前のホストゾーンを作成し、そのホストゾーンにレコードを作成します。

Important

ホストゾーンは、管理権限を持つドメインに対してのみ作成できます。通常、これはドメインを
所有していることを指しますが、ドメインの登録者向けにアプリケーションを開発している場合
にも当てはまります。

ホストゾーンを作成すると、Route 53 はそのゾーンに対して、1 つのネームサーバー (NS) レコードと、1 
つの Start of Authority (SOA) レコードを自動的に作成します。NS レコードは、Route 53 がホストゾーン
に関連付けた 4 つのネームサーバーを識別します。Route 53 をドメインの DNS サービスとして使用する
には、これら 4 つのネームサーバーを使用するようにドメインの登録を更新します。

Important

ホストゾーンに追加のネームサーバー (NS) レコードまたは Start of Authority (SOA) レコードを作
成しないでください。また、既存の NS レコードと SOA レコードを削除しないでください。

ホストゾーンを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. Route 53 を初めて使用する場合は、[今すぐ始める] を選択します。

既に Route 53 を利用している場合は、ナビゲーションペインの [Hosted zones (ホストゾーン)] を選
択します。

3. [ホストゾーンの作成] を選択します。
4. [Create hosted zone] (ホストゾーンの作成) ペインで、ドメイン名とコメント (必要に応じて) を入力

します。設定の詳細については、ラベルの上にマウスポインタを置いて、ツールヒントを表示してく
ださい。

a～z、0～9、- (ハイフン) 以外の文字を指定する方法、および国際化されたドメイン名を指定する方
法については、「DNS ドメイン名の形式 (p. 38)」を参照してください。

5. [Record type] (レコードタイプ) では、デフォルト値の [Public hosted zone] (パブリックホストゾーン) 
をそのまま使用します。

6. [ホストゾーンの作成] を選択します。

ステップ 3: レコードの作成 (非アクティブドメイン)
ホストゾーンを作成した後、ドメイン (example.com) またはサブドメイン (www.example.com) 
のトラフィックをルーティングする場所を定義するレコードをホストゾーンに作成します。例え
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ば、example.com と www.example.com のトラフィックを、Amazon EC2 インスタンス上にあるウェブ
サーバーにルーティングする場合は、example.com という名前のレコードと www.example.com という名
前のレコードを 2 つ作成します。各レコードでは、EC2 インスタンスの IP アドレスを指定します。

レコードはさまざまな方法で作成できます。

ゾーンファイルをインポートする

「ステップ 1: 現在の DNS サービスプロバイダから現在の DNS 設定を取得する (非アクティブドメイ
ン) (p. 339)」で現在の DNS サービスからゾーンファイルを取得している場合には、これが最も簡
単な方法となります。Amazon Route 53 では、エイリアスレコードを作成するタイミングや、加重や
フェイルオーバーなどの特殊なルーティングタイプを使用するタイミングを予測できません。この理
由から、インポートするゾーンファイルがある場合、Route 53 では、シンプルなルーティングポリ
シーを使用しながら標準的な DNS レコードが作成されます。

詳細については、「ゾーンファイルをインポートしてレコードを作成する (p. 459)」を参照してくだ
さい。

コンソールで個別にレコードを作成する

ゾーンファイルを取得しておらず、シンプルなルーティングポリシーを持つレコードをいくつか作成
して使用を開始する場合には、Route 53 コンソールでレコードを作成します。エイリアスレコードと
非エイリアスレコードの両方を作成できます。

詳細については、以下のトピックを参照してください。
• ルーティングポリシーの選択 (p. 381)
• エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択 (p. 392)
• Amazon Route 53 コンソールを使用したレコードの作成 (p. 404)

プログラムでレコードを作成する

AWS SDK、AWS CLI、または AWS Tools for Windows PowerShell のいずれかを使用してレコードを
作成できます。詳細については、「AWS ドキュメント」を参照してください。

AWS の SDK で使用できないプログラミング言語で記述している場合には、Route 53 API も利用が可
能です。詳細については、「Amazon Route 53 API リファレンス」を参照してください。

ステップ 4: Amazon Route 53 ネームサーバーを使用するように
ドメイン登録を更新する (非アクティブドメイン)
ドメイン用にレコードを作成し終えたら、ドメインの DNS サービスを Amazon Route 53 に変更します。
ドメインレジストラで設定を更新するには、以下の手順を実行します。

ドメインのネームサーバーを更新するには

1. Route 53 コンソールで、Route 53 ホストゾーンのネームサーバーを取得します。

a. Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。
b. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
c. [Hosted Zones (ホストゾーン)] ページで、ホストゾーンのラジオボタン (名前ではない) を選択

し、[View details (詳細を表示)] を選択します。
d. ホストゾーンの詳細ページで、[Hosted zone details (ホストゾーンの詳細)] を選択します。
e. [Name Servers] (ネームサーバー) で一覧表示されている 4 つのサーバー名を書き留めます。

2. ドメインのレジストラが提供する方法を使用して、この手順のステップ 2 で取得した 4 つの Route 53 
ネームサーバーを使用するようにドメインのネームサーバーを変更します。

Route 53 に登録されているドメインに関しては、「ドメインのネームサーバーおよびグルーレコード
の追加あるいは変更 (p. 71)」を参照してください。
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新しいドメインの DNS ルーティングの設定
ドメインを Route 53 に登録すると、そのドメインの DNS サービスとして、Route 53 が自動的に設定され
ます。Route 53 は、ドメインと同じ名前のホストゾーンを作成し、4 つのネームサーバーをホストゾーン
に割り当て、それらのネームサーバーを使用するようにドメインを更新します。

Route 53 がドメインのインターネットトラフィックをルーティングする方法を指定するには、ホストゾー
ンにレコードを作成します。例えば、example.com のリクエストを Amazon EC2 インスタンスで実行
されているウェブサーバーにルーティングする場合は、example.com のホストゾーンにレコードを作成
し、EC2 インスタンスの Elastic IP アドレスを指定します。詳細については、以下のトピックを参照して
ください。

• ホストゾーンでレコードを作成する方法については、「レコードを使用する (p. 380)」を参照してくだ
さい。

• 選択した AWS リソースにトラフィックをルーティングする方法については、AWS リソースへのイン
ターネットトラフィックのルーティング (p. 521) を参照してください。

• DNS の仕組みについては、「ウェブサイトやウェブアプリケーションへのインターネットトラフィック
のルーティング (p. 2)」を参照してください。

リソースへのトラフィックのルーティング
例えば、ユーザーがウェブブラウザにドメインの名前を入力して、ウェブサイトやウェブアプリケーショ
ンをリクエストした場合、そのユーザーは Amazon Route 53 により、Amazon S3 バケットやデータセン
ターのウェブサーバーなどのリソースにルーティングされます。リソースにトラフィックをルーティング
するように Route 53 を設定するには、以下の操作を行います。

1. ホストゾーンの作成。パブリックホストゾーンまたはプライベートホストゾーンのいずれかを作成でき
ます。
パブリックホストゾーン

インターネットトラフィックをリソースにルーティングする場合は、パブリックホストゾーンを作
成します。例えば、顧客が EC2 インスタンスでホスティングしている会社のウェブサイトを表示
できます。詳細については、「パブリックホストゾーンの使用 (p. 347)」を参照してください。

プライベートホストゾーン

Amazon VPC 内でトラフィックをルーティングする場合は、プライベートホストゾーンを作成しま
す。詳細については、「プライベートホストゾーンの使用 (p. 364)」を参照してください。

2. ホストゾーンにレコードを作成します。レコードは、各ドメイン名またはサブドメイン名のトラ
フィックをどこへルーティングするかを定義します。例えば、www.example.com のトラフィック
をデータセンターのウェブサーバーにルーティングするには、通常 example.com ホストゾーンに 
www.example.com レコードを作成します。

詳細については、以下のトピックを参照してください。
• レコードを使用する (p. 380)
• サブドメインのトラフィックのルーティング (p. 342)
• AWS リソースへのインターネットトラフィックのルーティング (p. 521)

サブドメインのトラフィックのルーティング
acme.example.com や zenith.example.com などのサブドメインのリソースにトラフィックをルーティング
する場合、次の 2 つの方法があります。

API バージョン 2013-04-01
342



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
サブドメインのトラフィックのルーティング

ドメインのホストゾーンにレコードを作成します。

通常、サブドメインのトラフィックをルーティングするには、ドメインと同じ名前のホストゾーン
にレコードを作成します。例えば、acme.example.com のインターネットトラフィックをデータセン
ターのウェブサーバーにルーティングするには、example.com ホストゾーンに acme.example.com と
いう名前のレコードを作成します。詳細については、トピック「レコードを使用する (p. 380)」とそ
のサブトピックを参照してください。

サブドメインのホストゾーンを作成し、新しいホストゾーンでレコードを作成する

サブドメインのホストゾーンを作成することもできます。別のホストゾーンを使用してサブドメイン
のインターネットトラフィックをルーティングすることは、「サブドメインの責任をホストゾーンに
委任する」、「サブドメインを他のネームサーバーに委任する」、またはその他類似の言い方で表現
されることがあります。使用方法に関する概要は次のとおりです。
1. トラフィックをルーティングするサブドメインと同じ名前のホストゾーン (acme.example.com な

ど) を作成します。
2. 新しいホストゾーンに、サブドメイン (acme.example.com) とそのサブドメイン 

(backend.acme.example.com など) のトラフィックをどのようにルーティングするかを定義するレ
コードを作成します。

3. 新しいホストゾーンの作成時に、Route 53 がそのゾーンに割り当てるネームサーバーを取得しま
す。

4. ドメイン (example.com) のホストゾーンに新しい NS レコードを作成し、ステップ 3 で取得した 4 
つのネームサーバーを指定します。

別のホストゾーンを使用してサブドメインのトラフィックをルーティングする場合、IAM のアクセス
許可を使用してサブドメインのホストゾーンへのアクセスを制限できます (IAM を使用して個々のレ
コードへのアクセスを制御することはできません)。異なるグループによって管理されている複数のサ
ブドメインがある場合は、各サブドメインのホストゾーンを作成すると、ドメインのホストゾーン内
のレコードにアクセスする必要がある人の数を大幅に減らすことができます。

サブドメインに別個のホストゾーンを使用することで、ドメインとサブドメインに異なる DNS サー
ビスを使用することもできます。詳細については、「親ドメインを移行しないで Amazon Route 53 を
サブドメインの DNS サービスとして使用する (p. 679)」を参照してください。

この設定の各 DNS リゾルバーからの最初の DNS クエリに対するパフォーマンスの影響はわず
かです。リゾルバーは、ルートドメインのホストゾーンから情報を取得し、次にサブドメインの
ホストゾーンから情報を取得する必要があります。サブドメインの最初の DNS クエリの後、リ
ゾルバーは情報をキャッシュするため、TTL が期限切れになり、別のクライアントがそのリゾル
バーからサブドメインをリクエストするまで、再度取得する必要はありません。詳細については、
「TTL (秒) (p. 416)」セクションの「Amazon Route 53 レコードの作成時または編集時に指定する
値 (p. 406)」を参照してください。

トピック
• サブドメインのトラフィックをルーティングする別のホストゾーンの作成 (p. 343)
• サブドメインの追加レベルのトラフィックのルーティング (p. 346)

サブドメインのトラフィックをルーティングする別のホストゾー
ンの作成
サブドメインのトラフィックをルーティングする方法の 1 つは、サブドメインのホストゾーンを作成し、
新しいホストゾーンに、サブドメインのレコードを作成することです。(より一般的なオプションは、ドメ
インのホストゾーン内にサブドメインのレコードを作成することです)。
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Note

ここでは、Route 53 でサブドメインのホストゾーンを作成して委任するプロセスについて説明し
ますが、他のネームサーバーに DNS ゾーンを作成することや、ネームサーバーに責任を委任する
ネームサーバー (NS) レコードを作成することも可能です。

プロセスの概要を次に示します。

1. サブドメインのホストゾーンを作成します。詳細については、「サブドメインの新しいホストゾーンを
作成する (p. 344)」を参照してください。

2. ホストゾーンに、サブドメインのレコードを追加します。サブドメインのホストゾーンに属するレコー
ドがドメインのホストゾーンに含まれている場合は、これらのレコードをサブドメインのホストゾーン
に複製します。詳細については、「サブドメインのホストゾーンでのレコードの作成 (p. 344)」を参
照してください。

3. ドメインのホストゾーンにサブドメインの NS レコードを作成します。これにより、サブドメインの責
任を新しいホストゾーンのネームサーバーに委任します。サブドメインのホストゾーンに属するレコー
ドがドメインのホストゾーンに含まれている場合は、これらのレコードをドメインのホストゾーンから
削除します (ステップ 2 でサブドメインのホストゾーンに複製を作成しました)。詳細については、「ド
メインのホストゾーンの更新 (p. 345)」を参照してください。

サブドメインの新しいホストゾーンを作成する

Route 53 コンソールを使用してサブドメインのホストゾーンを作成するには、次の手順を実行します。

サブドメインのホストゾーンを作成するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. Route 53 を初めて使用する場合は、[今すぐ始める] を選択します。

既に Route 53 を利用している場合は、ナビゲーションペインの [Hosted zones (ホストゾーン)] を選
択します。

3. [ホストゾーンの作成] を選択します。
4. 右側のペインでは、[acme.example.com] のようなサブドメイン名を入力します。オプションでコメン

トも入力できます。

a～z、0～9、- (ハイフン) 以外の文字を指定する方法、および国際化されたドメイン名を指定する方
法については、「DNS ドメイン名の形式 (p. 38)」を参照してください。

5. [Type] (タイプ) では、デフォルト値の [Public hosted zone] (パブリックホストゾーン) をそのまま使用
します。

6. 右ペインの下部にある [Create Hosted Zone] (ホストゾーンの作成) を選択します。

サブドメインのホストゾーンでのレコードの作成

サブドメイン (acme.example.com) 、および、そのサブドメイン (backend.acme.example.com) のトラ
フィックを、Route 53 がどのようにルーティングするかは、サブドメインのホストゾーンにレコードを作
成することで定義します。

サブドメインのホストゾーンにレコードを作成する場合は、以下の点に注意してください。

• サブドメインのホストゾーンに追加のネームサーバー (NS) レコードまたは Start of Authority (SOA) レ
コードを作成しないでください。また、既存の NS レコードと SOA レコードを削除しないでください。

• サブドメインのすべてのレコードは、当該サブドメインのホストゾーンに作成します。例え
ば、example.com ドメインと acme.example.com サブドメインの両方にホストゾーンがある場
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合、acme.example.com サブドメインのすべてのレコードは acme.example.com のホストゾーンに作成
します。これには、backend.acme.example.com や beta.backend.acme.example.com などのレコードが
含まれます。

• サブドメイン (acme.example.com) のホストゾーンに属するレコードがドメイン (example.com) のホス
トゾーンに既に含まれている場合は、これらのレコードをサブドメインのホストゾーンに複製します。
このプロセスの最後のステップとして、後でドメインのホストゾーンから重複するレコードを削除しま
す。

Important

サブドメインの一部のレコードが、ドメインのホストゾーンとサブドメインのホストゾーンの
両方にあると、DNS の動作が一貫しなくなります。動作は、DNS リゾルバーがキャッシュし
たネームサーバー、ドメイン (example.com) のホストゾーンのネームサーバー、またはサブド
メイン (acme.example.com) のホストゾーンのネームサーバーに応じて異なります。レコード
が存在していても、そのレコードが DNS リゾルバーがクエリを送信する先のホストゾーンにな
い場合、Route 53 から NXDOMAIN (存在しないドメイン) が返されることがあります。

詳細については、「レコードを使用する (p. 380)」を参照してください。

ドメインのホストゾーンの更新

ホストゾーンを作成する際、Route 53 は、そのゾーンに対し 4 つのネームサーバーを自動的に割り当てま
す。ホストゾーンの NS レコードは、ドメインまたはサブドメインの DNS クエリに応答するネームサー
バーを特定します。サブドメインのホストゾーンのレコードを使用してインターネットトラフィックの
ルーティングを開始するには、ドメイン (example.com) のホストゾーンに新しい NS レコードを作成し、
これにサブドメイン (acme.example.com) の名前を渡します。NS レコードの値として、サブドメインのホ
ストゾーンのネームサーバーの名前を指定します。

Route 53 が、DNS リゾルバーからサブドメイン acme.example.com (またはそのサブドメインの 1 つ) に
対する DNS クエリを受け取ると、以下のことが発生します。

1. Route 53 は、ドメインのホストゾーン内で (example.com) を調べ、サブドメイン (acme.example.com) 
のための NS レコードを検出します。

2. Route 53 は、ドメイン (example.com) のホストゾーン内で、acme.example.com の NS レコードから
ネームサーバーを取得し、それを DNS リゾルバーに返します。

3. リゾルバーは、acme.example.com のクエリを acme.example.com ホストゾーンのネームサーバーに再
送信します。

4. Route 53 は、acme.example.com ホストゾーンのレコードを使用してクエリに応答します。

サブドメインのホストゾーンを使用してサブドメインのトラフィックをルーティングし、ドメインのホス
トゾーンから重複するレコードを削除するように Route 53 を設定するには、次の手順を実行します。

サブドメインのホストゾーンを使用するように Route 53 を設定するには (コンソール)

1. Route 53 コンソールで、サブドメインのホストゾーンのネームサーバーを取得します。

a. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
b. [Hosted Zones] (ホストゾーン) ページで、サブドメインのホストゾーンの名前を選択します。
c. 右ペインにある [Hosted zones details] (ホストゾーンの詳細) セクションの [Name Servers] (ネー

ムサーバー) に、一覧表示されている 4 つのサーバーの名前をコピーします。
2. サブドメインではなくドメイン (example.com) のホストゾーンの名前を選択します。
3. [Create record (レコードを作成)] を選択します。
4. [Simple routing (シンプルルーティング)]、[Next (次へ)] の順に選択します。
5. [Define simple record (シンプルなレコードを定義)] を選択します。
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6. 次の値を指定します。

名前

サブドメインの名前を入力します。
値/トラフィックのルーティング先

[IP address or another value depending on the record type] (IP アドレスまたはレコードタイプに
応じた別の値) を選択し、ステップ 1 でコピーしたネームサーバーの名前を貼り付けます。

レコードタイプ

[NS – Name servers for a hosted zone] (NS — ホストゾーンのネームサーバー) を選択します。
TTL (秒)

NS レコードの、より一般的な値 (172800 秒など) に変更します。
7. [Define simple record] (シンプルなレコードを定義)、[Create records] (レコードを作成) の順に選択し

ます。
8. サブドメインのホストゾーンに再作成したレコードがドメインのホストゾーンに含まれている場合

は、これらのレコードをドメインのホストゾーンから削除します。詳細については、「レコードの削
除 (p. 461)」を参照してください。

完了すると、サブドメインのすべてのレコードがサブドメインのホストゾーンに含まれます。

サブドメインの追加レベルのトラフィックのルーティング
acme.example.com などのサブドメインのサブドメインにトラフィックをルーティングするのと同じ方法
で、トラフィックを backend.acme.example.com などのサブドメインにルーティングします。ドメインの
ホストゾーンにレコードを作成するか、低いレベルのサブドメインのホストゾーンを作成してから、その
新しいホストゾーンにレコードを作成します。

下位レベルのサブドメインに別のホストゾーンを作成することにした場合、ドメイン名に 1 つ近いレベ
ルにあるサブドメインのホストゾーン内にある、下位レベルのサブドメイン用に NS レコードを作成しま
す。これにより、トラフィックがリソースに正しくルーティングされます。例えば、次のサブドメインの
トラフィックをルーティングするとします。

• subdomain1.example.com
• subdomain2.subdomain1.example.com

別のホストゾーンを使用して subdomain2.subdomain1.example.com のトラフィックをルーティングする
には、次の操作を行います。

1. subdomain2.subdomain1.example.com という名前のホストゾーンを作成します。
2. subdomain2.subdomain1.example.com ホストゾーンにレコードを作成します。詳細については、「サ

ブドメインのホストゾーンでのレコードの作成 (p. 344)」を参照してください。
3. subdomain2.subdomain1.example.com ホストゾーンのネームサーバーの名前をコピーします。
4. subdomain1.example.com ホストゾーンで、subdomain2.subdomain1.example.com という NS レコー

ドを作成し、subdomain2.subdomain1.example.com ホストゾーンのネームサーバーの名前に貼り付け
ます。

さらに、subdomain1.example.com から重複するレコードを削除します。詳細については、「ドメイン
のホストゾーンの更新 (p. 345)」を参照してください。

この NS レコードの作成を完了すると、subdomain2.subdomain1.example.com のホストゾーンを使用
した、subdomain2.subdomain1.example.com サブドメインへのトラフィックのルーティングが、Route 
53 により開始されます。
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ホストゾーンの使用
ホストゾーンはレコードのコンテナであり、レコードには example.com やそのサブドメイン 
(acme.example.com や zenith.example.com) の特定のドメインのトラフィックをどのようにルーティン
グするかに関する情報を保持します。ホストゾーンの名前と対応するドメインの名前は同じです。ホスト
ゾーンには次の 2 つのタイプがあります。

• パブリックホストゾーンには、トラフィックをインターネットでどのようにルーティングするかを指定
するレコードが含まれています。詳細については、「パブリックホストゾーンの使用 (p. 347)」を参照
してください。

• プライベートホストゾーンには、トラフィックを Amazon VPC でどのようにルーティングするかを指定
するレコードが含まれています。詳細については、「プライベートホストゾーンの使用 (p. 364)」を参
照してください。

パブリックホストゾーンの使用
パブリックホストゾーンは、あるドメイン、例えば example.com とそのサブドメイン 
(acme.example.com や zenith.example.com) のトラフィックをインターネットまたは特定のドメインで
ルーティングする方法についての情報を保持するコンテナです。パブリックホストゾーンは、次の 2 つの
方法で入手できます。

• Route 53 にドメインを登録すると、そのドメインのホストゾーンが自動的に作成されます。
• 既存のドメインの DNS サービスを Route 53 に転送する場合は、まずドメインのホストゾーンを

作成します。詳細については、「Amazon Route 53 を既存ドメインの DNS サービスとして使用す
る (p. 332)」を参照してください。

どちらの場合も、ホストゾーンにレコードを作成して、ドメインとサブドメインのトラフィックをどの
ようにルーティングするかを指定します。例えば、www.example.com へのトラフィックを、CloudFront 
ディストリビューションや、データセンターのウェブサーバーにルーティングするためのレコードを作成
することができます。レコードの詳細については、「レコードを使用する (p. 380)」を参照してくださ
い。

このトピックでは、Amazon Route 53 コンソールを使用してパブリックホストゾーンを作成、一覧表示、
削除する方法を説明します。

Note

Amazon VPC サービスを使用して作成した 1 つ以上の VPC 内で、Route 53 プライベートホスト
ゾーンを使用してトラフィックをルーティングすることもできます。詳細については、「プライ
ベートホストゾーンの使用 (p. 364)」を参照してください。

トピック
• パブリックホストゾーンを使用する場合の考慮事項 (p. 348)
• パブリックホストゾーンの作成 (p. 348)
• パブリックホストゾーンに対するネームサーバーの取得 (p. 349)
• パブリックホストゾーンの一覧表示 (p. 349)
• パブリックホストゾーンの DNS クエリメトリクスの表示 (p. 350)
• パブリックホストゾーンの削除 (p. 353)
• Route 53 からの DNS 応答の確認 (p. 355)
• ホワイトラベルネームサーバーの設定 (p. 357)
• Amazon Route 53 がパブリックホストゾーンに作成する NS レコードと SOA レコード (p. 362)
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パブリックホストゾーンを使用する場合の考慮事項
パブリックホストゾーンを使用する場合は、以下の点を考慮してください。

NS レコードと SOA レコード

ホストゾーンを作成すると、Amazon Route 53 はそのゾーンに対して、1 つのネームサーバー (NS) 
レコードと、1 つの Start of Authority (SOA) レコードを自動的に作成します。NS レコードはレジ
ストラまたは DNS サービスに付与された 4 つのネームサーバーを識別し、DNS クエリが Route 53 
ネームサーバーにルーティングされるようにします。NS および SOA レコードの詳細については、
「Amazon Route 53 がパブリックホストゾーンに作成する NS レコードと SOA レコード (p. 362)」
を参照してください。

同じ名前を持つ複数のホストゾーン

同じ名前を持つ複数のホストゾーンを作成し、各ホストゾーンに異なるレコードを追加できま
す。Route 53 は、4 つのネームサーバーをホストゾーンごとに割り当てます。ネームサーバーは各ホ
ストゾーンで異なります。レジストラのネームサーバーレコードを更新する際には、 Route 53 ネーム
サーバーが、(ドメインのクエリに応答する場合に Route 53 が使用するレコードが含まれる) 正しいホ
ストゾーンを使用するようにしてください。Route 53 が、同じ名前の他のホストゾーンのレコードに
値を返すことは決してありません。

再利用可能な委託セット

デフォルトで、Route 53 は作成された各ホストゾーンに対し、 4 つのネームサーバーによる一意な
セット (まとめて委託セットと呼ばれます) を割り当てます。多数のホストゾーンを作成する場合は、
プログラムで再利用可能な委託セットを作成できます。(再利用可能な委託セットは Route 53 コン
ソールからは操作できません)。次に、ホストゾーンをプログラムで作成し、同じ再利用可能な委任
セット (同じ 4 つのネームサーバー) を各ホストゾーンに割り当てることができます。

再利用可能な委託セットにより、Route 53 を DNS サービスとして使用するすべてのドメインで、
同じ 4 つのネームサーバーを使用するようドメイン名のレジストラに指示できるため、DNS サービ
スの Route 53 への移行が簡素化されます。詳細については、Amazon Route 53 API リファレンスの
「CreateReusableDelegationSet」を参照してください。

パブリックホストゾーンの作成
パブリックホストゾーンは、あるドメイン、例えば example.com とそのサブドメイン 
(acme.example.com や zenith.example.com) のトラフィックをインターネットまたは特定のドメインで
ルーティングする方法についての情報を保持するコンテナです。ホストゾーンを作成した後で、ドメイン
とサブドメインのトラフィックをどのようにルーティングするかを指定するレコードを作成します。

Important

ホストゾーンは、管理権限を持つドメインに対してのみ作成できます。通常、これはドメインを
所有していることを指しますが、ドメインの登録者向けにアプリケーションを開発している場合
にも当てはまります。

Route 53 コンソールを使用してパブリックホストゾーンを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. Route 53 を初めて使用する場合は、[DNS management (DNS の管理)] で [Get started (今すぐ始める)
] を選択します。

既に Route 53 を利用している場合は、ナビゲーションペインの [Hosted zones (ホストゾーン)] を選
択します。

3. [ホストゾーンの作成] を選択します。
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4. [Create Hosted Zone (ホストゾーンの作成)] ペインに、そのトラフィックをルーティングするドメイ
ンの名前を入力します。オプションでコメントも入力できます。

a～z、0～9、- (ハイフン) 以外の文字を指定する方法、および国際化されたドメイン名を指定する方
法については、「DNS ドメイン名の形式 (p. 38)」を参照してください。

5. [Type] は、デフォルト値である [Public Hosted Zone] のままにします。
6. [Create] (作成) を選択します。
7. ドメインとサブドメインのトラフィックをどのようにルーティングするかを指定するレコードを作成

します。詳細については、「レコードを使用する (p. 380)」を参照してください。
8. 新しいホストゾーンのレコードを使用してドメインのトラフィックをルーティングする場合は、該当

するトピックを参照してください。

• Route 53 を、別のドメインレジストラに登録されているドメインの DNS サービスとして使用する
場合は、「Amazon Route 53 を既存ドメインの DNS サービスとして使用する (p. 332)」を参照し
てください。

• Route 53 に登録されているドメインに関しては、「ドメインのネームサーバーおよびグルーレコー
ドの追加あるいは変更 (p. 71)」を参照してください。

パブリックホストゾーンに対するネームサーバーの取得
ドメイン登録の DNS サービスを変更する場合は、パブリックホストゾーンのネームサーバーを取得しま
す。DNS サービスを変更する方法については、「Amazon Route 53 を既存ドメインの DNS サービスとし
て使用する (p. 332)」を参照してください。

Note

一部のレジストラでは、IP アドレスの使用によるネームサーバーの指定のみが許可され、完全修
飾ドメイン名を指定することはできません。レジストラが IP アドレスを使用する必要がある場合
は、dig ユーティリティ (Mac、Unix、Linux の場合) または nslookup ユーティリティ (Windows 
の場合) を使用してネームサーバーの IP アドレスを取得できます。一般的に、ネームサーバーの 
IP アドレスが変更されることはほとんどありません。IP アドレスを変更する必要がある場合は、
事前に通知されます。

Route 53 コンソールを使用してホストゾーンのネームサーバーを取得するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted zones (ホストゾーン)] をクリックします。
3. [Hosted Zones (ホストゾーン)] ページで、ホストゾーンのラジオボタン (名前ではない) を選択し、

[View details (詳細を表示)] を選択します。
4. ホストゾーンの詳細ページで、[Hosted zone details (ホストゾーンの詳細)] を選択します。
5. [Name Servers] (ネームサーバー) で一覧表示されている 4 つのサーバー名を書き留めます。

パブリックホストゾーンの一覧表示
Amazon Route 53 コンソールを使用すると、現在の AWS アカウントで作成したホストゾーンすべてを一
覧表示できます。Route 53 API を使用してホストゾーンを一覧表示する方法については、Amazon Route 
53 API リファレンスの「ListHostedZones」を参照してください。

Route 53 コンソールを使用して AWS アカウントに関連付けられたパブリックホストゾーンを一
覧表示します。

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで [Hosted zones.] を選択します。このページには、現在サインインしている 
AWS アカウントに関連付けられたホストゾーンのリストが自動的に表示されます。

3. ホストゾーンをフィルタリングするには、表の上部にある検索バーを使用します。

検索動作は、ホストゾーンに最大で 2,000 のレコードが含まれているか、または 2,000 を超えるレ
コードが含まれているかによって異なります。

最大 2,000 のホストゾーン

• 特定の値を持つレコードを表示するには、検索バーをクリックし、ドロップダウンリストでそのプ
ロパティを選択した上で値を入力します。検索バーに値を直接入力し、Enter を押すこともできま
す。例えば、名前が abc で始まるホストゾーンを表示する場合は、この値を検索バーに入力した後
で Enter キーを押します。

• ホストゾーンタイプが共通なホストゾーンのみを表示するには、ドロップダウンリストから対象の
タイプを選択し、タイプを入力します。

2,000 を超えるホストゾーン

• プロパティは、完全なドメイン名、すべてのプロパティ、およびタイプに基づいて検索できます。
• 完全なドメイン名を使用して検索すると、検索結果が速く得られます。

パブリックホストゾーンの DNS クエリメトリクスの表示
指定したパブリックホストゾーン、またはパブリックホストゾーンの組み合わせについて、Route 53 が応
答している DNS クエリの総数を表示できます。メトリクスは CloudWatch に表示されるので、グラフの
表示、調査したい期間の選択、その他のさまざまな方法でメトリクスのカスタマイズを行うことができま
す。アラームを作成して通知を設定することもできます。これにより、指定した期間内の DNS クエリの
数が指定したレベルを超える、または下回ったときに通知を受け取ることができます。

Note

Route 53 では、すべてのパブリックホストゾーンでの DNS クエリの数を CloudWatch に自動的
に送信するため、何も設定しなくてもクエリメトリクスを表示できます。DNS クエリメトリクス
には料金はかかりません。

どの DNS クエリがカウントされますか?

メトリクスには、DNS リゾルバーが Route 53 に転送するクエリのみが含まれます。DNS リゾルバー
が既にクエリ (example.com のロードバランサーの IP アドレスなど) への応答をキャッシュしている
場合、リゾルバーは Route 53 へのクエリの転送は行わず、対応するレコードの TTL の有効期限が切
れるまで、キャッシュされた応答を返信し続けます。

ドメイン名 (example.com) またはサブドメイン名 (www.example.com) に送信された DNS クエリ数、
ユーザーが使用しているリゾルバー、およびレコードの TTL によって、DNS クエリメトリクスに
含まれる情報は DNS リゾルバーに送信された数千件の各クエリのうち 1 つのクエリのみに関する
ものである場合があります。DNS の仕組みについては、「Amazon Route 53 によりドメインのトラ
フィックをルーティングする方法 (p. 4)」を参照してください。

ホストゾーンのクエリメトリクスは、いつ CloudWatch に表示され始めますか？

ホストゾーンを作成した後、そのホストゾーンが CloudWatch に表示されるまでに最大数時間の遅延
が発生します。また、表示するデータが存在するように、ホストゾーンのレコードの DNS クエリを
送信する必要があります。

メトリクスは米国東部 (バージニア北部) でのみ利用できます

コンソールでメトリクスを取得するには、リージョンに米国東部 (バージニア北部) を指定する必要
があります。AWS CLI を使用してメトリクスを取得するには、AWS リージョンを指定しないままに
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するか、リージョンとして us-east-1 を指定する必要があります。他のリージョンを選択した場
合、Route 53 メトリクスは使用できません。

DNS クエリの CloudWatch メトリクスとディメンション

DNS クエリの CloudWatch メトリクスとディメンションの詳細については、「Amazon CloudWatch 
を使用したホストゾーンのモニタリング (p. 650)」を参照してください。CloudWatch メトリクスの
詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch メトリクスを使用す
る」を参照してください。

DNS クエリに関する詳細データの取得

Route 53 が応答する各 DNS クエリの詳細情報 (以下の値を含む) を取得するには、クエリログ記録を
設定します。
• リクエストされたドメインまたはサブドメイン
• リクエストの日付と時刻
• DNS レコードタイプ (A や AAAA など)
• DNS クエリに応答した Route 53 エッジロケーション
• DNS レスポンスコード (NoError や ServFail など)

詳細については、「パブリック DNS クエリのログ記録 (p. 636)」を参照してください。
DNS クエリメトリクスの取得方法

ホストゾーンを作成するとすぐに、Amazon Route 53 は、メトリクスとディメンションを 
CloudWatch に対し 1 分間隔で送信し始めます。以下の手順に従って、CloudWatch コンソールまたは 
AWS Command Line Interface (AWS CLI) でメトリクスを表示できます。

トピック
• CloudWatch コンソールでのパブリックホストゾーンの DNS クエリメトリクスの表示 (p. 351)
• AWS CLI を使用した DNS クエリメトリクスの取得 (p. 352)

CloudWatch コンソールでのパブリックホストゾーンの DNS クエリメトリクスの
表示

CloudWatch コンソールでパブリックホストゾーンの DNS クエリメトリクスを表示するには、以下の手順
を実行します。

CloudWatch コンソールでパブリックホストゾーンの DNS クエリメトリクスを表示するには

1. AWS Management Console にサインインして、CloudWatch コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで Metrics (メトリクス) を選択します。
3. コンソールウィンドウの右上隅にある AWS リージョンのリストから、[US East (N. Virginia) (米国東

部 (バージニア北部))] を選択します。他の AWS リージョンを選択した場合、Route 53 メトリクスは
使用できません。

4. [All metrics] タブで、[Route 53] を選択します。
5. [Hosted Zone Metrics (ホストゾーンのメトリクス)] を選択します。
6. メトリクス名 DNSQueries を持つ 1 つ以上のホストゾーンのチェックボックスをオンにします。
7. [グラフ化したメトリクス] タブで、該当する値を変更して、目的の形式でメトリクスを表示します。

[統計] で、[Sum] または [SampleCount] を選択します。これらの統計はどちらも同じ値を表示しま
す。
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AWS CLI を使用した DNS クエリメトリクスの取得

AWS CLI を使用して DNS クエリメトリクスを取得するには、get-metric-data コマンドを使用します。次
の点に注意してください。

• コマンドのほとんどの値は、別の JSON ファイルで指定します。詳細については、「get-metric-data」
を参照してください。

• コマンドは、JSON ファイル Period で指定した間隔ごとに 1 つの値を返します。Period は秒単位で
あるため、5 分の期間を指定し 60 に Period を指定すると、5 つの値が取得されます。5 分の期間を指
定し、300 に Period を指定した場合、1 つの値が取得されます。

• JSON ファイルでは、Id に任意の値を指定できます。
• AWS リージョンを未指定のままにしておくか、リージョンとして us-east-1 を指定します。他の

リージョンを選択した場合、Route 53 メトリクスは使用できません。詳細については、AWS Command 
Line Interface ユーザーガイドのAWS CLI の設定を参照してください。

2019 年 5 月 1 日の 4:01 から 4:07 の 5 分間の DNS クエリメトリクスを取得するために使用する AWS 
CLI コマンドを次に示します。metric-data-queries パラメータは、コマンドに続くサンプル JSON 
ファイルを参照します。

aws cloudwatch get-metric-data --metric-data-queries file://./metric.json --start-time 
 2019-05-01T04:01:00Z --end-time 2019-05-01T04:07:00Z

サンプル JSON ファイルを次に示します。

[ 
    { 
        "Id": "my_dns_queries_id", 
        "MetricStat": { 
            "Metric": { 
                "Namespace": "AWS/Route53", 
                "MetricName": "DNSQueries", 
                "Dimensions": [ 
                    { 
                        "Name": "HostedZoneId", 
                        "Value": "Z1D633PJN98FT9" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Period": 60, 
            "Stat": "Sum" 
        }, 
        "ReturnData": true 
    }
]

このコマンドの出力は次のとおりです。次の点に注意してください。

• コマンドの開始時刻と終了時刻は、7 分間の期間 (2019-05-01T04:01:00Z から
2019-05-01T04:07:00Z) を対象としています。

• 戻り値は 6 つだけです。2019-05-01T04:05:00Z に値がないのは、その 1 分間に DNS クエリがな
かったためです。

• JSON ファイルで指定された Period の値は 60 (秒) であるため、値は 1 分間隔で報告されます。

{ 
    "MetricDataResults": [ 
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        { 
            "Id": "my_dns_queries_id", 
            "StatusCode": "Complete", 
            "Label": "DNSQueries", 
            "Values": [ 
                101.0, 
                115.0, 
                103.0, 
                127.0, 
                111.0, 
                120.0 
            ], 
            "Timestamps": [ 
                "2019-05-01T04:07:00Z", 
                "2019-05-01T04:06:00Z", 
                "2019-05-01T04:04:00Z", 
                "2019-05-01T04:03:00Z", 
                "2019-05-01T04:02:00Z", 
                "2019-05-01T04:01:00Z" 
            ] 
        } 
    ]
}

パブリックホストゾーンの削除
このセクションでは、Amazon Route 53 コンソールを使用してパブリックホストゾーンを削除する方法を
説明します。

デフォルトの SOA レコードと NS レコード以外のレコードがない場合にのみ、ホストゾーンを削除できま
す。ホストゾーンに他のレコードが含まれる場合、ホストゾーンを削除する前にそれらを削除する必要が
あります。これによって、レコードが含まれているホストゾーンを誤って削除するのを防ぎます。

トピック
• トラフィックがドメインにルーティングされないようにする (p. 353)
• 別のサービスによって作成されたパブリックホストゾーンを削除する (p. 354)
• Route 53 コンソールを使用してのパブリックホストゾーンの削除 (p. 354)

トラフィックがドメインにルーティングされないようにする

ドメイン登録は維持するものの、ウェブサイトやウェブアプリケーションへのインターネットトラフィッ
クのルーティングを停止する場合、ホストゾーンを削除する代わりに、ホストゾーン内のレコードを削除
することをお勧めします。

Important

ホストゾーンを削除した場合、復元することはできません。新しいホストゾーンを作成して、ド
メイン登録のネームサーバーを更新する必要があります。更新が有効になるには、最大 48 時間か
かることがあります。さらに、ホストゾーンを削除すると、他のユーザーがお客様のドメイン名
を使用してドメインをハイジャックし、自分のリソースにトラフィックをルーティングする可能
性があります。
サブドメインの責任をホストゾーンに委任し、子ホストゾーンを削除する場合は、子ホストゾー
ンと同じ名前の NS レコードを削除して、親ホストゾーンも更新する必要があります。例えば、
ホストゾーン acme.example.com を削除する場合は、example.com ホストゾーンの NS レコード 
acme.example.com も削除する必要があります。最初に NS レコードを削除し、NS レコードの 
TTL が経過するまで待ってから、子ホストゾーンを削除することをお勧めします。これにより、
子ホストゾーンのネームサーバーがまだ DNS リゾルバーにキャッシュされている間に、子ホスト
ゾーンのハイジャックを防止できます。
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ホストゾーンの月額料金を回避するには、ドメインの DNS サービスを無料の DNS サービスに転送する
こともできます。DNS サービスを転送する場合、ドメイン登録のネームサーバーを更新する必要があり
ます。ドメインが Route 53 に登録されている場合に、新しい DNS サービスのネームサーバーを使用し
て Route 53 ネームサーバーを置き換える方法については、「ドメインのネームサーバーおよびグルーレ
コードの追加あるいは変更 (p. 71)」を参照してください。ドメインが他のレジストラに登録されている
場合、レジストラが提供する方法を使用してドメイン登録のネームサーバーを更新します。詳細について
は、「無料の DNS サービス」についてインターネットで検索してください。

別のサービスによって作成されたパブリックホストゾーンを削除する

ホストゾーンが別のサービスで作成されている場合、Route 53 コンソールを使用して削除することはでき
ません。代わりに、他のサービスに該当するプロセスを使用する必要があります。

• AWS Cloud Map - パブリック DNS 名前空間を作成したときに AWS Cloud Map が作成したホストゾー
ンを削除するには、名前空間を削除します。AWS Cloud Map は自動的にホストゾーンを削除します。
詳細については、AWS Cloud Map デベロッパーガイドの名前空間の削除を参照してください。

• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Service Discovery – Service Discovery を使用して
サービスを作成した際に Amazon ECS が作成したパブリックホストゾーンを削除するには、名前空
間を使用している Amazon ECS サービスを削除した上で、その名前空間を削除します。詳細について
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「サービスの削除」を参照してください。

Route 53 コンソールを使用してのパブリックホストゾーンの削除

Route 53 コンソールを使用してパブリックホストゾーンを削除するには、以下の手順を実行します。

Route 53 コンソールを使用してパブリックホストゾーンを削除するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted zones] (ホストゾーン) を選択した後に、削除するホストゾーンの強
調表示されたリンクを選択します。

3. 削除するホストゾーンに NS と SOA のレコードのみが含まれていることを確認します。他のレコード
が含まれている場合は、それらを削除します。また、DNSSEC 署名を無効にする必要があります。

• ホストゾーンの詳細ページにある [Records] (レコード) リストで、[Type] (タイプ) 列の値が
「NS」または「SOA」以外に設定されたレコードがある場合には、その行を選択し、次に
[Delete] (削除) を選択します。

複数の連続するレコードを選択するには、最初の行を選択し、[Shift] (シフト) キーを押したまま
最後の行を選択します。複数の連続していないレコードを選択するには、最初の行を選択し、Ctrl
キーを押したまま、残りの行を選択します。

Note

ホストゾーンでサブドメインの NS レコードを作成した場合は、それらのレコードも削
除します。

4. [Hosted Zones] (ホストゾーン) ページで、削除するホストゾーンの行を選択します。
5. [Delete] (削除) をクリックします。
6. 確認キーを入力し、[Delete (削除)] を選択します。
7. ドメインをインターネット上で利用できなくするには、DNS サービスを無料の DNS サービスに移

管し、Route 53 のホストゾーンを削除することをお勧めします。これにより、今後の DNS クエリが
誤ってルーティングされることを防ぐことができます。

ドメインが Route 53 に登録されている場合に、新しい DNS サービスのネームサーバーを使用して 
Route 53 ネームサーバーを置き換える方法については、「ドメインのネームサーバーおよびグルーレ
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コードの追加あるいは変更 (p. 71)」を参照してください。ドメインが他のレジストラに登録されてい
る場合、レジストラが提供する方法を使用してドメインのネームサーバーを変更します。

Note

サブドメイン (acme.example.com) のホストゾーンを削除する場合は、ドメイン 
(example.com) のネームサーバーを変更する必要はありません。

Route 53 からの DNS 応答の確認
ドメインに Amazon Route 53 ホストゾーンを作成すると、コンソールから DNS チェックツールが使用可
能になります。これにより、Route 53 を DNS サービスとして使用するようドメインを設定している場合
に、Route 53 が DNS クエリにどのように応答しているかを確認できます。位置情報、地理的近接性、お
よびレイテンシーレコードの場合、特定の DNS リゾルバーやクライアント IP アドレスからのクエリをシ
ミュレートして、Route 53 から返される応答を調べることもできます。

Important

このツールはドメインネームシステムにクエリを送信しません。ホストゾーンのレコードの設定
にのみ基づいて応答します。このツールは、ホストゾーンがドメインのトラフィックをルーティ
ングするために現在使用されているかどうかにかかわらず、同じ情報を返します。

DNS チェックツールは、パブリックホストゾーンにのみ使用できます。

Note

DNS チェックツールが、dig コマンドの応答セクションで想定される情報と同じ情報を返しま
す。したがって、親ネームサーバーを指すサブドメインのネームサーバーをクエリしても、それ
らは返されません。

トピック
• チェックツールを使用した DNS クエリへの Amazon Route 53 の応答の確認 (p. 355)
• チェックツールを使用した特定の IP アドレスからのクエリのシミュレート (位置情報およびレイテン

シーレコードのみ) (p. 356)

チェックツールを使用した DNS クエリへの Amazon Route 53 の応答の確認
ツールを使用して、レコードに対する DNS クエリへの応答として Amazon Route 53 が返すレスポンスを
確認できます。

チェックツールを使用して、Route 53 が DNS クエリにどうのように応答するかを確認するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted Zones] を選択します。
3. [Hosted Zones] ページで、ホストゾーンの名前を選択します。コンソールには、ホストゾーンのレ

コードのリストが表示されます。
4. [Check response from Route 53 (Route 53 からの応答を確認)] ページに直接移動するには、[Test 

record (レコードをテスト)] を選択します。
5. 次の値を指定します。

• ホストゾーンの名前を除く、レコードの名前。たとえば、www.example.com をチェックするに
は、www と入力します。example.com をチェックするには、[レコード名] フィールドを空白のまま
にします。

• チェックするレコードのタイプ (A や CNAME など)。
6. [Get Response] を選択します。
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7. [Response returned by Route 53] セクションには、次の値が表示されます。

DNS レスポンスコード

クエリが有効であったかどうかを示すコード。最も一般的なレスポンスコードは、クエリが有効
であったことを意味する NOERROR です。レスポンスが有効でない場合、Route 53 はその理由
を示すレスポンスコードを返します。返されるレスポンスコードのリストについては、IANA ウェ
ブサイトで「DNS RCODES」を参照してください。

プロトコル

Amazon Route 53 がクエリの応答に使用したプロトコル (UDP または TCP)。
Route 53 によって返されるレスポンス

Route 53 がウェブアプリケーションに返す値。値は次のいずれかです。
• 非エイリアスレコードの場合、レスポンスにはレコード内の値が含まれています。
• 同じ名前およびタイプの複数レコードの場合 (加重、レイテンシー、位置情報、フェイルオー

バーを含む)、リクエストに基づいて、レスポンスには該当するレコードからの値が含まれてい
ます。

• 別のレコード以外の AWS リソースを参照するエイリアスレコードの場合、リソースのタイプ
に応じて、レスポンスには AWS リソースの IP アドレスまたはドメイン名が含まれています。

• 他のレコードを参照するエイリアスレコードの場合、レスポンスには参照されるレコードの値
が含まれています。

チェックツールを使用した特定の IP アドレスからのクエリのシミュレート (位置
情報およびレイテンシーレコードのみ)
レイテンシーまたは位置情報レコードを作成した場合、チェックツールを使用して DNS リゾルバーおよ
びクライアントの IP アドレスからのクエリをシミュレートできます。

チェックツールを使用して、指定された IP アドレスからのクエリをシミュレートするには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted Zones] を選択します。
3. [Hosted Zones] ページで、ホストゾーンの名前を選択します。コンソールには、ホストゾーンのレ

コードのリストが表示されます。
4. [Check response from Route 53] ページに直接移動するには、[Test record set] を選択します。

特定のレコードの [Check response from Route 53] (Route 53 からのレスポンスを確認) ページに移動
するには、そのレコードのチェックボックスを選択し、[Test record set] (レコードセットのテスト) を
選択します。

5. まずレコードを選択せずに [レコードセットのテスト] を選択した場合、次の値を指定します。

• ホストゾーンの名前を除く、レコードの名前。たとえば、www.example.com をチェックするに
は、www と入力します。example.com をチェックするには、[レコード名] フィールドを空白のまま
にします。

• チェックするレコードのタイプ (A や CNAME など)。
6. 適用可能な値を指定します。

リゾルバー IP アドレス

クライアントがリクエストに使用する DNS リゾルバーの場所をシミュレートする IPv4 または 
IPv6 アドレスを指定します。これは、レイテンシーおよび位置情報レコードのテストに役立ちま
す。この値を省略した場合、ツールでは AWS 米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) 
にある DNS リゾルバーの IP アドレスが使用されます。
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EDNS0 クライアントサブネット IP

リゾルバーが EDNS0 をサポートしている場合は、該当する地理的な場所の IP アドレスのクライ
アントサブネット IP (例: 192.0.2.0、2001:db8:85a3::8a2e:370:7334) を入力します。

サブネットマスク

[EDNS0 client subnet IP] に IP アドレスを指定した場合、オプションで、チェックツールが DNS 
クエリに含める IP アドレスのビット数を指定できます。例えば、EDNS0 クライアントサブネッ
ト IP に 192.0.2.44 を指定し、サブネットマスクに 24 を指定した場合には、チェックツールは
192.0.2.0/24 からのクエリをシミュレートします。デフォルト値は IPv4 アドレスの場合は 24 
ビット、IPv6 アドレスの場合は 64 ビットです。

7. [Get Response] を選択します。
8. [Response returned by Route 53] セクションには、次の値が表示されます。

Route 53 に送信された DNS クエリ

クエリは、BIND 形式で、チェックツールが Route 53 に送信されたことを確認します。これは、
ウェブアプリケーションがクエリの送信に使用するのと同じ形式です。3 つの値は通常、レコー
ドの名前、IN (インターネットの場合)、レコードのタイプです。

DNS レスポンスコード

クエリが有効であったかどうかを示すコード。最も一般的なレスポンスコードは、クエリが有効
であったことを意味する NOERROR です。レスポンスが有効でない場合、Route 53 はその理由
を示すレスポンスコードを返します。返されるレスポンスコードのリストについては、IANA ウェ
ブサイトで「DNS RCODES」を参照してください。

プロトコル

Amazon Route 53 がクエリの応答に使用したプロトコル (UDP または TCP)。
Route 53 によって返されるレスポンス

Route 53 がウェブアプリケーションに返す値。値は次のいずれかです。
• 非エイリアスレコードの場合、レスポンスにはレコード内の値が含まれています。
• 同じ名前およびタイプの複数レコードの場合 (加重、レイテンシー、位置情報、フェイルオー

バーを含む)、リクエストに基づいて、レスポンスには該当するレコードからの値が含まれてい
ます。

• 別のレコード以外の AWS リソースを参照するエイリアスレコードの場合、リソースのタイプ
に応じて、レスポンスには AWS リソースの IP アドレスまたはドメイン名が含まれています。

• 他のレコードを参照するエイリアスレコードの場合、レスポンスには参照されるレコードの値
が含まれています。

ホワイトラベルネームサーバーの設定
各 Amazon Route 53 ホストゾーンは、まとめて委託セットと呼ばれる 4 つのネームサーバーに関連付け
られています。デフォルトでは、これらのネームサーバーは ns-2048.awsdns-64.com のような名前です。
ネームサーバーのドメイン名をホストゾーンのドメイン名、例えば ns1.example.com と同じにする場合
は、ホワイトラベルネームサーバー (別名バニティネームサーバーまたはプライベートネームサーバー) を
設定できます。

複数のドメインで再利用できる 4 つのホワイトラベルネームサーバーの組を設定する方法を次のステップ
で説明します。例えば、example.com、example.org、example.net というドメインを所有しているとし
ます。このステップで example.com のホワイトラベルネームサーバーを設定し、それを example.org と 
example.net で再利用できます。

トピック
• ステップ 1: 再利用可能な Route 53 の委任セットを作成する (p. 358)
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• ステップ 2: Amazon Route 53 ホストゾーンを作成または再作成し、NS レコードと SOA レコードの 
TTL を変更する (p. 358)

• ステップ 3: ホストゾーンにレコードを再作成する (p. 359)
• ステップ 4: IP アドレスを取得します (p. 359)
• ステップ 5: ホワイトラベルネームサーバーにレコードを作成する (p. 360)
• ステップ 6: NS と SOA レコードを更新します (p. 361)
• ステップ 7: グルーレコードを作成し、レジストラの名前サーバーを変更します。 (p. 361)
• ステップ 8: ウェブサイトまたはアプリケーションのトラフィックをモニタリングします。 (p. 362)
• ステップ 9: TTL を元の値に戻す (p. 362)
• ステップ 10: (オプション) 再帰的な DNS サービスへのお問い合わせ (p. 362)

ステップ 1: 再利用可能な Route 53 の委任セットを作成する

ホワイトラベルネームサーバーは、Route 53 の再利用可能な委任セットに関連付けられています。ホスト
ゾーンと再利用可能な委任セットが同じ AWS アカウントによって作成された場合にのみ、ホストゾーン
にホワイトラベルネームサーバーを使用できます。

再利用可能な委託セットを作成するには、Route 53 API、AWS CLI、またはいずれかの AWS SDK を使用
します。詳細については、次のドキュメントを参照してください。

• Route 53 API – Amazon Route 53 API リファレンスの「CreateReusableDelegationSet」を参照してく
ださい

• AWS CLI –AWS CLI コマンドリファレンスの create-reusable-delegation-set を参照してください。
• AWSSDK – AWSドキュメントページの該当する SDK ドキュメントを参照

ステップ 2: Amazon Route 53 ホストゾーンを作成または再作成し、NS レコード
と SOA レコードの TTL を変更する

Amazon Route 53 ホストゾーンを作成または再作成します。

• ホワイトラベルネームサーバーを使用するドメインの DNS サービスとして現在 Route 53 を使用してい
ない場合 – ホストゾーンを作成し、以前のステップで作成した再利用可能な委託セットを各ホストゾー
ンに指定します。詳細については、Amazon Route 53 API リファレンスの「CreateHostedZone」を参照
してください。

• ホワイトラベルネームサーバーを使用するドメインの DNS サービスとして Route 53 を使用している場
合 – ホワイトラベルネームサーバーを使用するホストゾーンは再作成する必要があります。その後、以
前のステップで作成した再利用可能な委託セットを各ホストゾーンに指定します。

Important

既存のホストゾーンに関連付けられるネームサーバーを変更することはできません。再利用可
能な委託セットをホストゾーンに関連付けることができるのは、ホストゾーンを作成するとき
のみです。

ホストゾーンを作成して、それに該当するドメインのリソースにアクセスを試みる前に、各ホストゾーン
の次の TTL 値を変更します。

• ホストゾーンの NS レコードの TTL を 60 秒以下に変更します。
• ホストゾーンの SOA レコードの最小 TTL を 60 秒以下に変更します。これは SOA レコードの最後の値

です。
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誤ってレジストラにホワイトラベルネームサーバーの間違った IP アドレスを伝えた場合、ウェブサイトが
利用できなくなり、問題を解決しても TTL の期間が経過するまでは利用できないままです。TTL を低い値
に設定することで、ウェブサイトが利用できない時間を短縮できます。

ホストゾーンの作成と、ホストゾーンのネームサーバーに再利用可能な委任セットを指定する方法の詳細
については、Amazon Route 53 API リファレンスの「CreateHostedZone」を参照してください。

ステップ 3: ホストゾーンにレコードを再作成する

ステップ 2 で作成したホストゾーンのレコードを作成する

• ドメインの DNS サービスを Amazon Route 53 に移行する場合 – 既存のレコードに関する情報をイン
ポートしてレコードを作成することができます。詳細については、「ゾーンファイルをインポートして
レコードを作成する (p. 459)」を参照してください。

• ホワイトラベルネームサーバーを使用できるように既存のホストゾーンを置き換える場合 – 新しいホス
トゾーンで、現在のホストゾーンに表示されるレコードを再作成します。Route 53 には、ホストゾーン
からレコードをエクスポートする方法が用意されていませんが、一部のサードパーティベンダーにはそ
の機能があります。その後、Route 53 のインポート機能を使用して、ルーティングポリシーがシンプル
な、非エイリアスレコードをインポートすることができます。ルーティングポリシーがシンプルでない
エイリアスレコードまたはレコードをエクスポートして再インポートする方法はありません。

Route 53 API を使用したレコード作成の詳細については、Amazon Route 53 API リファレンスの
「CreateHostedZone」を参照してください。Route 53 コンソールを使用したレコード作成の詳細につ
いては、「レコードを使用する (p. 380)」を参照してください。

ステップ 4: IP アドレスを取得します

再利用可能な委託セット内のネームサーバーの IPv4 および IPv6 アドレスを取得して、次の表に入力しま
す。

再利用可能な委託セット
のネームサーバー名 (例: 
Ns-2048.awsdns-64.com)

IPv4 および IPv6 アドレス 
                                            

ホワイトラベルネームサー
バーに割り当てる名前 (例: 
ns1.example.com)

  IPv4:

IPv6:

 

  IPv4:

IPv6:

 

  IPv4:

IPv6:

 

  IPv4:

IPv6:

 

例えば、再利用可能な委託セットの 4 つのネームサーバーが次のようであるとします。

• ns-2048.awsdns-64.com
• ns-2049.awsdns-65.net
• ns-2050.awsdns-66.org
• ns-2051.awsdns-67.co.uk
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4 つのネームサーバーのうち最初のサーバーの IP アドレスを取得するために実行する Linux および 
Windows コマンドを次に示します。

Linux での dig コマンド

% dig A ns-2048.awsdns-64.com +short
192.0.2.117

% dig AAAA ns-2048.awsdns-64.com +short
2001:db8:85a3::8a2e:370:7334

Windows での nslookup コマンド

c:\> nslookup ns-2048.awsdns-64.com
Non-authoritative answer:
Name:    ns-2048.awsdns-64.com
Addresses:  2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 
          192.0.2.117

ステップ 5: ホワイトラベルネームサーバーにレコードを作成する

ホワイトラベルネームサーバーのドメイン名 (ns1.example.com など) と同じ名前 (example.com など) を
持つホストゾーンで、8 つのレコードを作成します。

• 各ホワイトラベルネームサーバーの 1 つの A レコード
• 各ホワイトラベルネームサーバーの 1 つの AAAA レコード

Important

同じホワイトラベルネームサーバーを複数のホストゾーンで使用する場合、他のホストゾーンで
はこのステップを実行しないでください。

レコードごとに、以下の値を指定します。以前のステップで記入した表を参照してください。

ルーティングポリシー

シンプルルーティングを指定します。
レコード名

ホワイトラベルネームサーバーの 1 つに割り当てる名前、例えば ns1.example.com です。プレフィッ
クス (この例では ns1) としては、ドメイン名で有効な任意の値を使用できます。

値/トラフィックのルーティング先

再利用可能な委託セットにある 1 つの Route 53 ネームサーバーの、IPv4 または IPv6 アドレス。

Important

ホワイトラベルネームサーバーのレコードを作成するときに間違った IP アドレスを指定した
場合、以降のステップを実行するときに、ウェブサイトまたはウェブアプリケーションをイ
ンターネットで利用できなくなります。IP アドレスをすぐに訂正した場合でも、ウェブサイ
トまたはウェブアプリケーションは、TTL の期間、利用できないままです。

レコードタイプ

IPv4 アドレスのレコードを作成する場合は A を指定します。

IPv6 アドレスのレコードを作成する場合は AAAA を指定します。
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TTL (秒)

この値は、DNS リゾルバーが別の DNS クエリを Route 53 に転送する前に、このレコードの情報を
キャッシュする時間です。このレコードに誤って正しくない値を指定した場合でも迅速に回復できる
ように、最初は 60 秒以下を指定することをお勧めします。

ステップ 6: NS と SOA レコードを更新します
ホワイトラベルネームサーバーに使用するホストゾーンの SOA レコードと NS レコードを更新します。ホ
ストゾーンとそれに対応するドメインについてステップ 6 から ステップ 8 までを実行し、別のドメインと
ホストゾーンについても同じ作業を繰り返します。

Important

作業は、ホワイトラベルネームサーバー (ns1.example.com など) と同じドメイン名 
(example.com など) を持つ、Amazon Route 53 ホストゾーンから始めます。

1. Route 53 ネームサーバーの名前をホワイトラベルネームサーバーの 1 つの名前に置き換えて、SOA 
レコードを更新します。

例

Route 53 ネームサーバーの名前を置き換えます。

ns-2048.awsdns-64.net. hostmaster.example.com. 1 7200 900 1209600 60

ホワイトラベルネームサーバーの 1 つの名前を使用する。

ns1.example.com. hostmaster.example.com. 1 7200 900 1209600 60

Note

最後の値としての有効期限 (TTL) を ステップ 2: Amazon Route 53 ホストゾーンを作成また
は再作成し、NS レコードと SOA レコードの TTL を変更する (p. 358) で変更しました。

Route 53 コンソールを使用しながらのレコードの更新については、「レコードの編集 (p. 461)」を
参照してください。

2. NS レコードで、必要に応じて元のネームサーバーに戻せるように、ドメインの現在のネームサー
バーの名前をメモします。

3. NS レコードを更新します。Route 53 ネームサーバーの名前を 4 つのホワイトラベルネームサー
バーの名前、例えば ns1.example.com、ns2.example.com、ns3.example.com、および
ns4.example.com に置き換えます。

ステップ 7: グルーレコードを作成し、レジストラの名前サーバーを変更します。
レジストラが用意している方法を使って、グルーレコードを作成し、レジストラのネームサーバーを変更
します。

1. グルーレコードを追加します。

• ホワイトラベルネームサーバーとドメイン名が同じドメインを更新する場合 – ステップ 4 で取得し
た値と名前および IP アドレスが一致する 4 件のグルーレコードを作成します。対応するグルーレ
コードにホワイトラベルネームサーバーの IPv4 および IPv6 アドレスの両方を含めてください。次
に例を示します。

ns1.example.com – IP アドレス = 192.0.2.117 および 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334

レジストラはグルーレコードを表すのにさまざまな用語を使っています。この作業は、新しいネー
ムサーバーの登録などと言われていることもあります。
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• 別のドメインを更新する場合 – Route 53 が DNS サービスの場合、最初に前の箇条書きのステップ
を完了してから、ドメイン名と一致するグルーレコードを作成する必要があります。その後、この
手順のステップ 2 にスキップします。

2. ドメインのネームサーバーをホワイトラベルネームサーバーの名前に変更します。

DNS サービスとして Amazon Route 53 を使用している場合は、「ドメインのネームサーバーおよびグ
ルーレコードの追加あるいは変更 (p. 71)」を参照してください。

ステップ 8: ウェブサイトまたはアプリケーションのトラフィックをモニタリング
します。
ステップ 7 でグルーレコードを作成しネームサーバーを変更したウェブサイトまたはアプリケーションの
トラフィックをモニタリングします。

• トラフィックが停止している場合 – レジストラから提供される方法を使って、ドメインのネームサー
バーを以前の Route 53 ネームサーバーに戻します。これはステップ 6b でメモしたネームサーバーで
す。その後、何が悪かったのかを見極めます。

• トラフィックに影響がない場合 – 同じホワイトラベルネームサーバーを使用する残りのホストゾーンに
対して、ステップ 6 ～ 8 を繰り返します。

ステップ 9: TTL を元の値に戻す
ホワイトラベルネームサーバーを使用するようになったすべてのホストゾーンについて、以下の値を変更
します。

• ホストゾーンの NS レコードの TTL を、NS レコードでもっと一般的な値、例えば 172800 秒 (2 日) に
変更します。

• ホストゾーンの SOA レコードの最小 TTL を、SOA レコードでもっと一般的な値、例えば 900 秒に変更
します。これは SOA レコードの最後の値です。

ステップ 10: (オプション) 再帰的な DNS サービスへのお問い合わせ
オプション Amazon Route 53 の位置情報ルーティングを使用している場合は、EDNS0 の edns-client-
subnet 拡張をサポートする再帰的 DNS サービスに連絡して、ホワイトラベルネームサーバーの名前を
伝えます。こうすることで、この DNS サービスは、クエリが発信されたおおよその地理的場所に基づい
て、最適な場所にある Route 53 に対し DNS クエリをルーティングし続けることができます。

Amazon Route 53 がパブリックホストゾーンに作成する NS レ
コードと SOA レコード
作成したパブリックホストゾーンごとに、Amazon Route 53 はネームサーバー (NS) レコードと Start of 
Authority (SOA) レコードを自動的に作成します。これらのレコードを変更する必要はほとんどありませ
ん。

トピック
• ネームサーバー (NS) レコード (p. 362)
• Start of Authority (SOA) レコード (p. 363)

ネームサーバー (NS) レコード
Amazon Route 53 によって、ホストゾーンと同じ名前のネームサーバー (NS) レコードが自動的に作成さ
れます。これには、ホストゾーンの 4 つの正式なネームサーバーがリストされます。まれな状況を除き、
このレコードのネームサーバーを追加、変更、または削除しないことをお勧めします。
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次の例に、Route 53 ネームサーバーの名前の形式を示します (これらはサンプルとして提供されていま
す。レジストラのネームサーバーレコードを更新する際には、これらを使用しないでください)。

• ns-2048.awsdns-64.com
• ns-2049.awsdns-65.net
• ns-2050.awsdns-66.org
• ns-2051.awsdns-67.co.uk

ホストゾーンのネームサーバーのリストを取得するには:

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted zones (ホストゾーン)] をクリックします。
3. [Hosted Zones (ホストゾーン)] ページで、ホストゾーンのラジオボタン (名前ではない) を選択し、

[View details (詳細を表示)] を選択します。
4. ホストゾーンの詳細ページで、[Hosted zone details (ホストゾーンの詳細)] を選択します。
5. [Name Servers] (ネームサーバー) で一覧表示されている 4 つのサーバー名を書き留めます。

他の DNS サービスプロバイダから Route 53 への DNS サービスの移行方法については、「Amazon Route 
53 を既存ドメインの DNS サービスとして使用する (p. 332)」を参照してください。

Start of Authority (SOA) レコード
Start of Authority (SOA) レコードは、次のようなドメインについての DNS 情報ベースを特定します。

ns-2048.awsdns-64.net. hostmaster.example.com. 1 7200 900 1209600 86400

SOA レコードには以下の要素が含まれています。

• SOA レコードを作成した Route 53 ネームサーバー (例: ns-2048.awsdns-64.net)。
• 管理者の E メールアドレス。@ 記号はピリオドに置き換えられます (例:
hostmaster.example.com)。デフォルト値は、監視されない amazon.com E メールアドレスです。

• ホストゾーンでレコードを更新されるときにオプションで増分されるシリアル番号。Route 53 は自動的
にこの番号を増分しません。(シリアル番号はセカンダリ DNS をサポートする DNS サービスによって
使用されます)。この例では、この値は 1 です。

• 変更を確認するためにプライマリ DNS サーバーの SOA レコードを問い合わせるまでに、セカンダリ 
DNS サーバーが待機するリフレッシュ時間 (秒数)。この例では、この値は 7200 です。

• 失敗したゾーン転送を再試行するまでに、セカンダリサーバーが待機する再試行間隔 (秒数)。通常は、
再試行時間はリフレッシュ時間より短くなります。この例では、この値は 900 (15 分) です。

• セカンダリサーバーがゾーン転送の完了を試み続ける時間 (秒数)。ゾーン転送に成功する前にこの時間
が経過すると、セカンダリサーバーはデータが古すぎて信頼できないと見なし、クエリへの応答を停止
します。この例では、この値は 1209600 (2 週間) です。

• 最小有効期限 (TTL)。この値を使用して、Route 53 からの以下のレスポンスが、再帰的リゾルバーによ
りキャッシュされる時間の長さを定義できます。
NXDOMAIN

DNS クエリで指定された名前 (example.com など) を持つレコードは、どのようなタイプのものも
存在しません。また、DNS クエリで指定された名前 (zenith.example.com など) を持つ子のレコー
ドも存在しません。

NODATA

DNS クエリで指定された名前を持つレコードが少なくとも 1 つありますが、いずれも DNS クエリ
で指定されたタイプ (A など) のレコードではありません。
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DNS リゾルバーで NXDOMAIN または NODATA をキャッシュすることは、ネガティブキャッシングと
呼ばれます。

ネガティブキャッシングの期間は、次の値にうち小さいほうです。
• この値 – SOA レコードの最小 TTL。前述の例では、この値は 86400 (1 日) です。
• SOA レコードの TTL の値。デフォルト値は 900 秒です。この値の変更については、「レコードの編

集 (p. 461)」を参照してください。

Route 53 が NXDOMAIN または NODATA レスポンス (ネガティブレスポンス) で DNS クエリに応答す
る場合は、標準クエリの料金が課金されます Amazon Route 53 の料金の「クエリ」を参照してくださ
い。ネガティブレスポンスのコストが懸念される場合は、1 つのオプションとして、SOA レコードの 
TTL、SOA レコードの最小 TTL (この値)、またはその両方を変更する手段もあります。これらの TTL を
増やすと、ホストゾーン全体のネガティブレスポンスに適用されるため、プラスとマイナスの両方の影
響が生じる場合があります。
• インターネット上の DNS リゾルバーがレコードの不在をキャッシュする期間が長くなるため、Route 

53 に転送されるクエリの数が減ります。これにより、DNS クエリに関する Route 53 料金が削減され
ます。

• ただし、有効なレコードを誤って削除して後で再作成すると、DNS リゾルバーがネガティブレスポン
ス (このレコードは存在しない) をキャッシュする期間が長くなります。これにより、顧客やユーザー
が、対応するリソース (acme.example.com の Web サーバーなど) にアクセスできない時間が長くな
ります。

Route 53 で SOA レコードを検索するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
3. レコードを表示するドメインのリンク名を選択します。
4. [Records] (レコード) セクションでは、すべてのレコードをリスト表示でき、その結果をフィルタリン

グして、SOA 値を検索することもできます。

プライベートホストゾーンの使用
プライベートホストゾーンは、Amazon VPC サービスで作成する 1 つ以上の VPC 内のドメインとそのサ
ブドメインへの DNS クエリに対し、Amazon Route 53 がどのように応答するかに関する情報を保持する
コンテナです。プライベートホストゾーンの動作は次のとおりです。

1. example.com などのプライベートホストゾーンを作成して、ホストゾーンに関連付ける VPC を指定し
ます。ホストゾーンを作成すると、さらに多くの VPC をそのゾーンに関連付けることができます。

2. VPC 内および VPC 間でドメインとサブドメインへの DNS クエリに Route 53 が応答する方法を決定
するホストゾーンに、レコードを作成します。例えば、プライベートホストゾーンに関連付けた VPC 
に、EC2 インスタンスで実行されるデータベースサーバーがあるとします。A または AAAA レコードを
作成し (例: db.example.com)、データベースサーバーの IP アドレスを指定します。

レコードの詳細については、「レコードを使用する (p. 380)」を参照してください。プライベートホ
ストゾーンを使用する際の Amazon VPC の要件については、Amazon VPC ユーザーガイドの「プライ
ベートホストゾーンの使用 」を参照してください。

3. アプリケーションが db.example.com への DNS クエリを送信すると、Route 53 は対応する IP アドレ
スを返します。プライベートホストゾーンから回答を得るには、関連する VPC のいずれかで EC2 イン
スタンスを実行している (またはハイブリッド環境のインバウンドエンドポイントがある) 必要がありま
す。VPC またはハイブリッド環境の外部からプライベートホストゾーンにクエリを実行しようとする
と、クエリはインターネット上で再帰的に解決されます。

API バージョン 2013-04-01
364

http://aws.amazon.com/route53/pricing/
https://console.aws.amazon.com/route53/
https://console.aws.amazon.com/route53/
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-dns.html#vpc-private-hosted-zones
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-dns.html#vpc-private-hosted-zones


Amazon Route 53 デベロッパーガイド
プライベートホストゾーンの使用

4. アプリケーションは、Route 53 から取得した IP アドレスを使用して、データベースサーバーとの接続
を確立します。

プライベートホストゾーンを作成すると以下のネームサーバーが使用されます。

• ns-0.awsdns-00.com
• ns-512.awsdns-00.net
• ns-1024.awsdns-00.org
• ns-1536.awsdns-00.co.uk

DNS プロトコルは、すべてのホストゾーンに NS レコードを設定する必要があるため、これらのネーム
サーバーが使用されます。これらのネームサーバーは予約済みであり、Route 53 パブリックホストゾー
ンでは使用されません。これらのゾーンへのクエリは、プライベートホストゾーンで指定された VPC に
接続済みのインバウンドエンドポイントを使用して、ホストゾーンに関連付けられた VPC 内の Route 53 
Resolver を経由する場合にのみ実行できます。

ネームサーバーはインターネット上に表示されますが、Route 53 Resolver はネームサーバーのアドレスに
接続しません。さらに、インターネット経由でネームサーバーへのクエリを直接実行しても、プライベー
トホストゾーンの情報は返されません。代わりに、Route 53 Resolver は VPC とホストゾーンの関連付け
に基づいてプライベート名前空間内でクエリが実行されていることを検出し、直接的なプライベート接続
を使用してプライベート DNS サーバーに到達します。

Note

プライベートホストゾーンの NS レコードセットは必要に応じて変更できますが、プライベート
な DNS 解決は引き続き機能します。この方法は推奨できませんが、希望する場合は、パブリック 
DNS サーバーでは使用されない予約済みのドメイン名を使用してください。

インターネットでドメインへのトラフィックをルーティングする場合は、Route 53 のパブリックホスト
ゾーンを使用します。詳細については、「パブリックホストゾーンの使用 (p. 347)」を参照してくださ
い。

トピック
• プライベートホストゾーンを使用する場合の考慮事項 (p. 365)
• プライベートホストゾーンの作成 (p. 368)
• プライベートホストゾーンの一覧表示 (p. 369)
• プライベートホストゾーンにさらに VPC を関連付ける (p. 370)
• 作成済みの Amazon VPC と、別の AWS アカウントで作成したプライベートホストゾーンを関連付け

る (p. 370)
• プライベートホストゾーンから VPC の関連付けを解除する (p. 371)
• プライベートホストゾーンの削除 (p. 371)

プライベートホストゾーンを使用する場合の考慮事項
プライベートホストゾーンを使用する場合は、以下の点を考慮してください。

• Amazon VPC settings
• Route 53 health checks
• Supported routing policies for records in a private hosted zone
• Split-view DNS
• Public and private hosted zones that have overlapping namespaces
• Private hosted zones that have overlapping namespaces
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• Private hosted zones and Route 53 Resolver rules
• Delegating responsibility for a subdomain
• Custom DNS servers
• Required IAM permissions

Amazon VPC の設定

プライベートホストゾーンを使用するには、次の Amazon VPC 設定で true を指定する必要がありま
す：
• enableDnsHostnames
• enableDnsSupport

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC の DNS サポートを表示および更新する」を
参照してください。

Route 53 ヘルスチェック

プライベートホストゾーンの Route 53 ヘルスチェックでは、フェールオーバー、複数値レスポンス、
加重、レイテンシー、および、位置情報レコードのみへの関連付けが可能です。ヘルスチェックと
フェイルオーバーレコードの関連付けの詳細については、「プライベートホストゾーンのフェイル
オーバーの設定 (p. 576)」を参照してください。

プライベートホストゾーンのレコードでサポートされるルーティングポリシー

プライベートホストゾーンにレコードを作成すると、次のルーティンポリシーを使用できます。
• シンプルルーティング (p. 381)
• フェイルオーバールーティング (p. 382)
• 複数値回答ルーティング (p. 390)
• 加重ルーティング (p. 391)
• レイテンシーに基づくルーティング (p. 385)
• 位置情報ルーティング (p. 382)

その他のルーティングポリシーを使用してプライベートホストゾーンでレコードを作成することはサ
ポートされていません。

スプリットビュー DNS

Route 53 を使用して、スプリットビュー DNS (別名、スプリットホライズン DNS) を設定できま
す。スプリットビュー DNS では、内部使用 (accounting.example.com) とパブリックウェブサイト 
(www.example.com) などの外部使用で同じドメイン名 (example.com) を使用します。内部および外部
で同じサブドメイン名を使用したいが、内部ユーザーと外部ユーザーに対して、異なるコンテンツを
供給したり、異なる認証を要求したりする場合もあります。

スプリットビュー DNS を設定するには、以下の手順を実行します。
1. 同じ名前を持つパブリックホストゾーンおよびプライベートホストゾーンを作成します。(スプリッ

トビュー DNS は、パブリックホストゾーンに別の DNS サービスを使用している場合でも機能しま
す)。

2. 1 つ以上の Amazon VPC をプライベートホストゾーンに関連付けます。Route 53 Resolverは、こ
のプライベートホストゾーンを使用して、指定された VPC に DNS クエリをルーティングします。

3. 各ホストゾーンにレコードを作成します。パブリックホストゾーンのレコードはインターネットト
ラフィックのルーティング方法を制御し、プライベートホストゾーンのレコードは Amazon VPC 
でのトラフィックのルーティング方法を制御します。

VPC とオンプレミスワークロードの両方で名前解決を実行する必要がある場合は、Route 53 Resolver 
を使用できます。詳細については、「Amazon Route 53 Resolver の概要 (p. 494)」を参照してくだ
さい。

API バージョン 2013-04-01
366

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-dns.html#vpc-dns-updating


Amazon Route 53 デベロッパーガイド
プライベートホストゾーンの使用

名前空間が重複するパブリックホストゾーンとプライベートホストゾーン

example.com や accounting.example.com など、重複する名前空間を持つプライベートホストゾーン
とパブリックホストゾーンがある場合、Resolver は最も具体的な一致に基づいてトラフィックをルー
ティングします。プライベートホストゾーンに関連付けられた Amazon VPC で、EC2 インスタンス
にユーザーがログインしている場合、Route 53 Resolver が DNS クエリをどのように処理するかは次
のとおりです。
1. Resolver は、プライベートホストゾーンの名前がリクエスト内のドメイン名 

(accounting.example.com など) と一致するかどうかを評価します。次のいずれかに該当すると、一
致したとみなされます。
• 完全な一致
• プライベートホストゾーンの名前がリクエスト内のドメイン名の親である。例えば、リクエスト

内のドメイン名が次のような名前であるとします。

seattle.accounting.example.com

次のホストゾーンは seattle.accounting.example.com の親であるため、これらが一致します。
• accounting.example.com
• example.com

一致するプライベートホストゾーンがない場合、Resolver はリクエストをパブリック DNS リゾル
バーに転送します。この場合、リクエストは通常の DNS クエリとして解決されます。

2. リクエスト内のドメイン名と一致するプライベートホストゾーンの名前がある場合は、リクエスト
内のドメイン名と DNS タイプと一致するレコードが検索されます (例: accounting.example.com の 
A レコード)。

Note

一致するプライベートホストゾーンはあるものの、リクエスト内のドメイン名やタイプと
一致するレコードが見つからない場合、Resolver はリクエストをパブリック DNS リゾル
バーに転送しません。代わりに、NXDOMAIN (存在しないドメイン) をクライアントに返
します。

名前空間が重複する複数のプライベートホストゾーン

example.com と accounting.example.com など、重複する名前空間を持つ複数のプライベートホスト
ゾーンがある場合、Resolver は最も具体的な一致に基づいてトラフィックをルーティングします。

Note

プライベートホストゾーン (example.com) を使用しており、また、ドメイン名が同じである
場合にネットワークにトラフィックをルーティングする Route 53 Resolver ルールがある場
合、Resolver はルールを優先します。「Private hosted zones and Route 53 Resolver rules」
を参照してください。

すべてのプライベートホストゾーンに関連付けられた Amazon VPC で、EC2 インスタンスにユー
ザーがログインしている場合、Resolver が DNS クエリをどのように処理するかは次のとおりです。
1. Resolver は、リクエスト内のドメイン名 (accounting.example.com など) が、いずれかのプライ

ベートホストゾーンの名前と一致するかどうかを評価します。
2. リクエスト内のドメイン名と完全に一致するホストゾーンがない場合、Resolver は、リクエスト内

のドメイン名の親の名前を持つホストゾーンを検索します。例えば、リクエスト内のドメイン名が
次のような名前であるとします。

seattle.accounting.example.com

次のホストゾーンは seattle.accounting.example.com の親であるため、一致します。
• accounting.example.com
• example.com

API バージョン 2013-04-01
367



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
プライベートホストゾーンの使用

Resolver は、example.com より具体的であるので、 accounting.example.com を選択しま
す。

3. Resolver は、accounting.example.com ホストゾーン
で、seattle.accounting.example.comのAレコードのようなリクエスト内のドメイン名と 
DNS タイプに一致するレコード ( の A レコードなど) を検索します。

リクエスト内のドメイン名とタイプに一致するレコードがない場合、Resolver はクライアントに 
NXDOMAIN (存在しないドメイン) を返します。

プライベートホストゾーンと Route 53 Resolver ルール

プライベートホストゾーン (example.com) があり、ドメイン名が同じであるトラフィックをネット
ワークにルーティングする Resolver ルールがある場合、Resolver はルールを優先します。

例えば、次の設定があるとします。
• example.com というプライベートホストゾーンがあり、それを VPC に関連付けます。
• example.com のトラフィックをネットワークに転送する Route 53 Resolver ルールを作成し、その

ルールを同じ VPC に関連付けます。

この設定では、Resolver ルールがプライベートホストゾーンよりも優先されます。DNS クエリは、
プライベートホストゾーンのレコードに基づいて解決されるのではなく、ネットワークに転送されま
す。

サブドメインの責任の委任

サブドメインの責任を委任する NS レコードをプライベートホストゾーンに作成することはできませ
ん。

カスタム DNS サーバー

VPC 内の Amazon EC2 インスタンスでカスタム DNS サーバーを設定した場合、プライベート DNS 
クエリを VPC 用に Amazon が提供する DNS サーバーの IP アドレスにルーティングするようにそれ
らの DNS サーバーを設定する必要があります。この IP アドレスは、VPC ネットワーク範囲のベー
スに「プラス 2」した IP アドレスです。例えば、VPC の CIDR 範囲が 10.0.0.0/16 である場合、DNS 
サーバーの IP アドレスは 10.0.0.2 です。

VPC とネットワーク間で DNS クエリをルーティングする場合は、Resolver を使用します。詳細につ
いては、「Amazon Route 53 Resolver の概要 (p. 494)」を参照してください。

必要な IAM アクセス許可

プライベートホストゾーンを作成するには、Route 53アクションのアクセス許可に加えて、Amazon 
EC2 アクションのアクセス許可を IAM に付与する必要があります。詳細については、「サービス認証
リファレンス」の「Amazon Route 53 のアクション、リソース、および条件キー」を参照してくださ
い。

プライベートホストゾーンの作成
プライベートホストゾーンは、1 つ以上の Amazon Virtual Private Cloud (VPC) でホストするドメインを対
象としたレコードのコンテナです。ドメイン (例えば、example.com) のホストゾーンを作成した後、VPC 
内および VPC 間でそのドメインへのトラフィックをルーティングする方法を Amazon Route 53 に伝える
レコードを作成します。

Important

プライベートホストゾーンを作成する際、VPC とホストゾーンを関連付ける必要がありま
す。VPC は、必ずホストゾーン作成時と同一のアカウントを使用して作成します。ホストゾーン
を作成したら、別の AWS アカウントを使用して作成された VPC など、さらに VPC と関連付け
ることができます。
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あるアカウントを使用して作成した VPC と、別のアカウントを使用して作成したプライベートホ
ストゾーンを関連付けるには、関連付けを許可してから、その関連付けをプログラム的にする必
要があります。詳細については、「作成済みの Amazon VPC と、別の AWS アカウントで作成し
たプライベートホストゾーンを関連付ける (p. 370)」を参照してください。

Route 53 API を使用してのプライベートホストゾーンの作成については、［Amazon Route 53 API リファ
レンス］を参照してください。

Route 53 コンソールを使用してプライベートホストゾーンを作成するには

1. Route 53 ホストゾーンに関連付ける各 VPC について、次の VPC 設定を true に変更します。

• enableDnsHostnames
• enableDnsSupport

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC の DNS サポートを更新する」を参照してく
ださい。

2. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

3. Route 53 を初めて使用する場合は、[今すぐ始める] を選択します。

既に Route 53 を利用している場合は、ナビゲーションペインの [Hosted zones (ホストゾーン)] を選
択します。

4. [ホストゾーンの作成] を選択します。
5. [Create Private Hosted Zone] ペインで、ドメイン名を入力し、必要に応じてコメントも入力します。

a～z、0～9、- (ハイフン) 以外の文字を指定する方法、および国際化されたドメイン名を指定する方
法については、「DNS ドメイン名の形式 (p. 38)」を参照してください。

6. [Type (タイプ)] リストから、[Private Hosted Zone (プライベートホストゾーン)] を選択します。
7. [VPC ID] リストで、このプライベートホストゾーンに関連付ける VPC を選択します。

Note

コンソールに次のメッセージが表示されている場合、ホストゾーンを、同じ VPC 内にあり同
じ名前空間を持つ別のホストゾーンと関連付けようとしています。
「競合中のドメインは、特定の VPC または委託セットと既に関連付けられています」
例えば、ホストゾーン A とホストゾーン B の両方で、example.comのように同じドメイン
ネームとなっている場合は、両方のホストゾーンを共通の VPC に関連付けることはできませ
ん。

8. [ホストゾーンの作成] を選択します。

プライベートホストゾーンの一覧表示
Amazon Route 53 コンソールを使用すると、現在の AWS アカウントで作成したホストゾーンすべてを一
覧表示できます。Route 53 API を使用してホストゾーンを一覧表示する方法については、Amazon Route 
53 API リファレンスの「ListHostedZones」を参照してください。

AWS アカウントに関連付けられたホストゾーンを一覧表示するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。

[Hosted zones (ホストゾーン)] ページに、現在の AWS アカウントを使用して作成されたすべてのホ
ストゾーンの一覧が自動的に表示されます。[Type] 列は、ホストゾーンがプライベートかパブリック
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かを示しています。列見出しを選択すると、プライベートホストゾーンとパブリックホストゾーンが
グループ分けされます。

プライベートホストゾーンにさらに VPC を関連付ける
同一の AWS アカウントを使用してホストゾーンと VPC を作成した場合は、Amazon Route 53 コンソー
ルを使用して、VPC とプライベートホストゾーンの関連付けをさらに行うことができます。

Important

あるアカウントを使用して作成した VPC と、別のアカウントを使用して作成したプライベートホ
ストゾーンを関連付ける場合は、まず関連付けを許可する必要があります。また、関連付けを許
可する場合や VPC をホストゾーンに関連付ける場合はいずれも、AWS コンソールを使用するこ
とはできません。詳細については、「作成済みの Amazon VPC と、別の AWS アカウントで作成
したプライベートホストゾーンを関連付ける (p. 370)」を参照してください

Route 53 API を使用して、より多くの VPC をプライベートホストゾーンに関連付ける方法について
は、Amazon Route 53 API リファレンスの「AssociateVPCWithHostedZone」を参照してください。

Route 53 コンソールを使用してプライベートホストゾーンに VPC をさらに関連付けるには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
3. さらに VPC を関連付けるプライベートホストゾーンのラジオボタンを選択します。
4. Edit (編集) を選択します。
5. [Add VPC (VPC を追加)]を選択します。
6. このホストゾーンに関連付けるリージョンと VPC の ID を選択します。
7. さらに VPC をこのホストゾーンに関連付けるには、ステップ 5 と 6 を繰り返します。
8. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

作成済みの Amazon VPC と、別の AWS アカウントで作成した
プライベートホストゾーンを関連付ける
AWS アカウントで作成した VPC と、別のアカウントで作成したプライベートホストゾーンを関連付ける
場合は、以下の手順を実行します。

Amazon VPC と、別の AWS アカウントで作成したプライベートホストゾーンを関連付けるには

1. ホストゾーンを作成したアカウントを使用して、次のいずれかの方法で VPC とプライベートホスト
ゾーンの関連付けを許可します。

• AWS CLI – AWS CLI コマンドリファレンスの create-vpc-association-authorization を参照してくだ
さい。

• AWSSDK または AWS Tools for Windows PowerShell－AWSドキュメントページの該当するSDKド
キュメントを参照

• Amazon Route 53 API – ［Amazon Route 53 API リファレンス］の
「CreateVPCAssociationAuthorization」を参照してください。

次の点に注意してください。

• あるアカウントで作成した複数の VPC と別のアカウントで作成したホストゾーンを関連付ける場合
は、VPC ごとに認証リクエストを送信する必要があります。
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• 関連付けを許可する際、ホストゾーン ID を指定する必要があるため、プライベートホストゾーンが
存在している必要があります。

• VPC とプライベートホストゾーンの関連付けを許可する場合や、関連付けを作成する場合はいずれ
も、Route 53 コンソールを使用することはできません。

2. VPC を作成したアカウントを使用して、VPC をこのホストゾーンと関連付けます。関連付けを許可
する場合と同様に、AWS SDK、Tools for Windows PowerShell、AWS CLI、または Route 53 API の
いずれかを使用できます。この API を使用している場合は、「AssociateVPCWithHostedZone」アク
ションを使用します。

3. 推奨 – VPC をホストゾーンと関連付けるために、ここでの許可を削除します。許可を削除しても関連
付けには影響しませんが、今後 この VPC とホストゾーンを再度関連付けることはできません。ホス
トゾーンと VPC を再関連付けしたい場合は、この手順のステップ 1 および 2 を繰り返します。

Note

作成できる許可の最大数については、「エンティティのクォータ (p. 694)」を参照してくだ
さい。

プライベートホストゾーンから VPC の関連付けを解除する
Amazon Route 53 コンソールを使用して、プライベートホストゾーンから VPC の関連付けを解除できま
す。これにより Route 53 は、VPC から DNS クエリが送られたホストゾーン内のレコードを使用する、
トラフィックのルーティングを停止します。例えば、example.com ホストゾーンと VPC を関連付けた後
に、その VPC とホストゾーンの関連付けを解除すると、Route 53 は、example.com または example.com 
ホストゾーン内の他のレコードの DNS クエリの解決を停止します。

Note

最後の VPC とプライベートホストゾーンの関連付けを解除することはできません。その VPC の
関連付けを解除するには、まず別の VPC をホストゾーンに関連付ける必要があります。

プライベートホストゾーンから VPC の関連付けを解除するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
3. 1 つ以上のVPC の関連付けを解除する、プライベートホストゾーンに対応しているラジオボタンをオ

ンにします。
4. [Edit] を選択します。
5. [Remove VPC (VPC を削除)] を選択します。このホストゾーンから関連付けを解除する VPC の横に

あります。
6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

プライベートホストゾーンの削除
このセクションでは、Amazon Route 53 コンソールを使用してプライベートホストゾーンを削除する方法
を説明します。

デフォルトの SOA レコードと NS レコード以外のレコードがない場合にのみ、プライベートホストゾーン
を削除できます。ホストゾーンに他のレコードが含まれる場合、ホストゾーンを削除する前にそれらを削
除する必要があります。これによって、レコードが含まれているホストゾーンを誤って削除するのを防ぎ
ます。

トピック
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• 別のサービスによって作成されたプライベートホストゾーンを削除する (p. 372)
• Route 53 コンソールを使用してプライベートホストゾーンを削除する (p. 372)

別のサービスによって作成されたプライベートホストゾーンを削除する

プライベートホストゾーンが別のサービスで作成されている場合、Route 53 コンソールを使用して削除す
ることはできません。代わりに、他のサービスに該当するプロセスを使用する必要があります。

• AWS Cloud Map - プライベート DNS 名前空間を作成したときに AWS Cloud Map が作成したホスト
ゾーンを削除するには、名前空間を削除します。AWS Cloud Map は自動的にホストゾーンを削除しま
す。詳細については、AWS Cloud Map デベロッパーガイドの名前空間の削除を参照してください。

• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Service Discovery – Service Discovery を使用して
サービスを作成した際に、Amazon ECS が作成したプライベートホストゾーンを削除するには、名前
空間を使用する Amazon ECS サービスを削除した上で、その名前空間を削除します。詳細について
は、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドの「サービスの削除」を参照してください。

Route 53 コンソールを使用してプライベートホストゾーンを削除する

Route 53 コンソールを使用してプライベートホストゾーンを削除するには、以下の手順を実行します。

Route 53 コンソールを使用してプライベートホストゾーンを削除するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. 削除するホストゾーンに NS と SOA のレコードのみが含まれていることを確認します。追加レコード
が含まれている場合、それを削除します。

a. 削除するホストゾーンの名前を選択します。
b. [Record (レコード)] ページで、レコードのリストに [Type (タイプ)] 列の値が [NS] または [SOA] 

以外に設定されたレコードが含まれている場合、その行を選択して、[Delete (削除)] を選択しま
す。

複数の連続するレコードを選択するには、最初の行を選択し、[Shift] (シフト) キーを押したまま
最後の行を選択します。複数の連続していないレコードを選択するには、最初の行を選択し、Ctrl
キーを押したまま、残りの行を選択します。

3. [Hosted Zones (ホストゾーン)] ページで、削除するホストゾーンの行を選択します。
4. [Delete] (削除) をクリックします。
5. 確認キーを入力し、[Delete (削除)] を選択します。

別の AWS アカウントへのホストゾーンの移行
1 つの AWS アカウントから別のアカウントにホストゾーンを移行する場合は、古いホストゾーンでレ
コードをプログラムによりリストし、出力を編集してから、編集された出力を使用して新しいホストゾー
ンでプログラムによりレコードを作成します。次の点に注意してください。

• レコードの数が少ない場合には、Route 53 コンソールを使用して、新しいホストゾーンにレコードを
作成することもできます。詳細については、「Amazon Route 53 コンソールを使用したレコードの作
成 (p. 404)」を参照してください

• 一部の手順では、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用します。AWS SDK、Amazon Route 
53 API、または AWS Tools for Windows PowerShell のいずれかを使用して、これらの手順を実行する
こともできます。このトピックでは、少数のホストゾーンに対してより簡単に使用できるため、AWS 
CLI を使用します。
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• このプロセスを使用して、既存のホストゾーンと名前は異なるが、同じレコードを持つ新しいホスト
ゾーンでレコードを作成することもできます。

• トラフィックをトラフィックポリシーインスタンスにルーティングするエイリアスレコードを移行する
ことはできません。

トピック
• ステップ 1: AWS CLI をインストールまたはアップグレードする (p. 373)
• ステップ 2: 新しいホストゾーンを作成する (p. 373)
• ステップ 3: 移行するレコードを含むファイルを作成する (p. 374)
• ステップ 4: 移行するレコードを編集する (p. 375)
• ステップ 5: 大きなファイルを小さなファイルに分割する (p. 376)
• ステップ 6: 新しいホストゾーンでレコードを作成する (p. 377)
• ステップ 7: 古いホストゾーンと新しいホストゾーンのレコードを比較する (p. 377)
• ステップ 8: ドメイン登録を更新して新しいホストゾーン用のネームサーバーを使用する (p. 378)
• ステップ 9: DNS リゾルバーが新しいホストゾーンの使用を開始するまで待つ (p. 378)
• ステップ 10: (オプション) 古いホストゾーンを削除する (p. 379)

ステップ 1: AWS CLI をインストールまたはアップグレードする
AWS CLI のダウンロード、インストール、設定の詳細については、AWS Command Line Interfaceユー
ザーガイドを参照してください。

Note

CLI を設定し、ホストゾーンを作成したアカウントと、ホストゾーンの移行先アカウントの両
方を使用中に CLI を使用できるようにします。詳細については、AWS Command Line Interface 
ユーザーガイドの設定を参照してください。

既に AWS CLI を使用している場合は、CLI コマンドが Route 53 の最新機能をサポートできるように、最
新バージョンの CLI にアップグレードすることをお勧めします。

ステップ 2: 新しいホストゾーンを作成する
次の手順では、Route 53 コンソールを使用して、移行先のホストゾーンを作成する方法について説明しま
す。

Note

Route 53 は、新しいホストゾーンに 4 つの新しいネームサーバーを割り当てます。別の AWS ア
カウントにホストゾーンを移行した後、ドメイン登録を更新して、新しいホストゾーンのネーム
サーバーを使用する必要があります。このステップについては、プロセス中に後でもう一度お知
らせします。

別のアカウントを使用して新しいホストゾーンを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

ホストゾーンの移行先となるアカウントのアカウント認証情報を使用してサインインします。
2. ホストゾーンの作成。詳細については、「パブリックホストゾーンの作成 (p. 348)」を参照してくだ

さい。
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3. ホストゾーン ID を書き留めます。この情報は、プロセス中に後で必要になる場合があります。
4. Route 53 コンソールからログアウトします。

ステップ 3: 移行するレコードを含むファイルを作成する
1 つのホストゾーンから別のホストゾーンに移行するには、移行するレコードを含むファイルを作成し、
ファイルを編集してから、編集したファイルを使用して新しいホストゾーンにレコードを作成します。以
下の手順を実行してファイルを作成します。

移行するレコードを含むファイルを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

移行先のホストゾーンを作成したアカウントのアカウント認証情報を使用してサインインします。
2. 移行するホストゾーンのホストゾーン ID を取得します。

a. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
b. 移行するホストゾーンを見つけます。ホストゾーンが多数ある場合は、[Exact domain name (完

全なドメイン名)] を選択し、ホストゾーンの名前を入力してから、Enterを押してリストをフィル
タリングします。

c. [ホストゾーン ID] 列の値を取得します。
3. 次のコマンドを実行します。

aws route53 list-resource-record-sets --hosted-zone-id hosted-zone-id > path-to-output-
file

次の点に注意してください。

• hosted-zone-id に、この手順のステップ 2 で取得したホストゾーンの ID を指定します。
• path-to-output-file に、出力を保存するディレクトリのパスとファイル名を指定します。
• > 文字を指定すると、指定されたファイルに出力が送信されます。
• AWS CLI は、100 個を超えるレコードが含まれているホストゾーンのページ分割を自動的に処理

します。詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドのAWS Command Line 
Interface のページ分割オプションの使用を参照してください。

別のプログラムによる方法 (AWS SDK の 1 つなど) を使用してレコードをリストする場合、結果の
ページごとに最大 100 個のレコードを取得できます。100 個を超えるレコードがホストゾーンに含
まれている場合は、すべてのレコードをリストするために複数のリクエストを送信する必要があり
ます。

• Windows PowerShell 6.0 以前のバージョンでコマンドを実行するには、次の構文を使用します。

aws route53 list-resource-record-sets --hosted-zone-id hosted-zone-id | Out-
File path-to-output-file -Encoding utf8

例えば、Windows コンピュータで AWS CLI を実行している場合は、次のコマンドを実行します。

aws route53 list-resource-record-sets --hosted-zone-id ZOLDZONE12345 > c:\temp\list-
records-ZOLDZONE12345.txt

6.0 より前のバージョンの Windows PowerShell の Windows コンピュータで AWS CLI を実行してい
る場合は、次のコマンドを実行します。
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$output = aws route53 list-resource-record-sets --hosted-zone-id <hosted-zone-id>; 
 $mypath = <output-path ;
[System.IO.File]::WriteAllLines($mypath,$output)

4. この出力のコピーを作成します。新しいホストゾーンにレコードを作成した後は、新しいホストゾー
ンで AWS CLI の list-resource-record-sets コマンドを実行し、2 つの出力を比較して、すべ
てのレコードが作成されたことを確認することをお勧めします。

ステップ 4: 移行するレコードを編集する
前の手順で作成したファイルの形式は、新しいホストゾーンでレコードを作成するために使用する AWS 
CLI の change-resource-record-sets コマンドによって必要な形式に近いものとなります。ただし、
このファイルではいくらか編集が必要になります。一部の変更は、すべてのレコードに適用する必要があ
ります。適切なテキストエディターの検索と置き換え機能を使用して、これらの変更を行うことができま
す。

「ステップ 3: 移行するレコードを含むファイルを作成する (p. 374)」で作成したファイルのコピーを開
き、以下の変更を行います。

• 出力の最初の 2 行を削除します。

{ 
    "ResourceRecordSets": [

• NS レコードと SOA レコードに関連する行を削除します。新しいホストゾーンには既にそれらのレコー
ドがあります。

• オプション – Comment 要素を追加します。
• Changes 要素を追加します。
• 各レコードについて、Action および ResourceRecordSet 要素を追加します。
• 必要に応じて中括弧 ({ }) を追加し、JSON コードを有効にします。

Note

JSON 検証ツールを使用して、すべての中括弧と角括弧が正しい場所に配置されていること
を確認します。オンラインの JSON 検証ツールを見つけるには、インターネットで「json 
validator」を検索します。

• ホストゾーンに、同じホストゾーンで他のレコードを参照するエイリアスが含まれている場合は、以下
の変更を行います。
• ホストゾーン ID を、新しいホストゾーンの ID に変更します。

Important

エイリアスレコードが他のリソース（ロードバランサーなど）を指している場合は、ホスト
ゾーン IDを、(ドメインのホストゾーン IDではなく) リソース自体のホストゾーン ID に更新
します。ホストゾーン ID は、リソースの作成に使用した AWS コンソールで見つけることが
できます。

• エイリアスレコードをファイルの末尾に移動します。Route 53 は、エイリアスレコードを作成する前
に、エイリアスレコードが参照するレコードを作成する必要があります。

Important

1 つ以上のエイリアスレコードが他のエイリアスレコードを参照している場合、エイリアス
ターゲットであるレコードは、エイリアスレコードを参照する前にファイルに表示される必
要があります。たとえば、alias.example.com が alias.alias.example.com のエイ
リアスターゲットである場合、alias.example.com がファイルの先頭に表示される必要が
あります。
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• トラフィックをトラフィックポリシーインスタンスにルーティングするエイリアスレコードを削除し
ます。レコードをメモし、後で再作成できるようにします。

• このプロセスを使用して、別の名前のホストゾーンでレコードを作成できます。出力の各レコードにつ
いて、Name 要素のドメイン名部分を新しいホストゾーンの名前に変更します。例えば、example.com 
ホストゾーンでレコードをリストし、example.net ホストゾーンでレコードを作成する場合、すべての
レコード名の example.com 部分を example.net に変更します。

From:
• "Name": "example.com."
• "Name": "www.example.com."

操作:
• "Name": "example.net."
• "Name": "www.example.net."

次の例に示すのは、example.com のホストゾーンのレコードの編集されたバージョンです。赤の斜体で示
されているテキストが新しい部分です。

{ 
    "Comment": "string", 
    "Changes": [ 
        { 
            "Action": "CREATE", 
            "ResourceRecordSet":{ 
                "ResourceRecords": [ 
                    { 
                        "Value": "192.0.2.4" 
                    },  
                    { 
                        "Value": "192.0.2.5" 
                    },  
                    { 
                        "Value": "192.0.2.6" 
                    } 
                ],  
                "Type": "A",  
                "Name": "route53documentation.com.",  
                "TTL": 300 
             }
        },
        { 
            "Action": "CREATE", 
            "ResourceRecordSet":{ 
                "AliasTarget": { 
                    "HostedZoneId": "Z3BJ6K6RIION7M", 
                    "EvaluateTargetHealth": false, 
                    "DNSName": "s3-website-us-west-2.amazonaws.com." 
            }, 
                "Type": "A", 
                "Name": "www.route53documentation.com." 
            } 
         }
    ]
}

ステップ 5: 大きなファイルを小さなファイルに分割する
レコードが多数ある場合や、多くの値 (多数の IP アドレスなど) を含むレコードがある場合は、ファイル
をより小さなファイルに分割しなければならないことがあります。最大値は次のとおりです。
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• 各ファイルには、最大 1,000 件のレコードを含めることができます。
• すべての Value 要素での結合された値の最大の長さは 32,000 バイトです。

ステップ 6: 新しいホストゾーンでレコードを作成する
新しいホストゾーンでレコードを作成するには、次の AWS CLI コマンドを使用します。

aws route53 change-resource-record-sets --hosted-zone-id id-of-new-hosted-zone --change-
batch file://path-to-file-that-contains-records

次に例を示します。

aws route53 change-resource-record-sets --hosted-zone-id ZNEWZONE1245 --change-batch 
 file://c:/temp/change-records-ZNEWZONE1245.txt

トラフィックポリシーインスタンスにトラフィックをルーティングするエイリアスレコードを削除してい
る場合は、Route 53 コンソールを使用して、それらを再作成します。詳細については、「Amazon Route 
53 コンソールを使用したレコードの作成 (p. 404)」を参照してください。

ステップ 7: 古いホストゾーンと新しいホストゾーンのレコード
を比較する
新しいホストゾーンですべてのレコードを正常に作成したことを確認するには、新しいホストゾーンでレ
コードをリストし、その出力を、古いホストゾーンからのレコードのリストと比較することをお勧めしま
す。そのためには、以下の手順を実行します。

古いホストゾーンと新しいホストゾーンのレコードを比較するには

1. 次のコマンドを実行します。

aws route53 list-resource-record-sets --hosted-zone-id hosted-zone-id --output json 
 > path-to-output-file

次の値を指定します。

• hosted-zone-id で、新しいホストゾーンの ID を指定します。
• path-to-output-file に、出力を保存するディレクトリのパスとファイル名を指定します。

「ステップ 3: 移行するレコードを含むファイルを作成する (p. 374)」で使用したファイル名とは
異なるファイル名を使用します。別のファイル名を使用することにより、新しいファイルが古い
ファイルを上書きすることがなくなります。

• > 文字を指定すると、指定されたファイルに出力が送信されます。

例えば、Windows コンピュータを使用している場合は、次のコマンドを実行します。

aws route53 list-resource-record-sets --hosted-zone-id ZNEWZONE67890 --output json > c:
\temp\list-records-ZNEWZONE67890.txt

2. 出力を、「ステップ 3: 移行するレコードを含むファイルを作成する (p. 374)」の出力と比較しま
す。

NS レコードと SOA レコードの値、および「ステップ 4: 移行するレコードを編集する (p. 375)」で
行った変更 (異なるホストゾーン ID やドメイン名など) を除いて、2 つの出力は同じになるはずです。
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3. 新しいホストゾーンのレコードが古いホストゾーンのレコードに一致しない場合は、次のいずれかの
操作を実行できます。

• Route 53 コンソールを使用してマイナーな修正を行います。詳細については、「レコードの編
集 (p. 461)」を参照してください。

• 多数のレコードが見つからない場合は、欠落しているレコードを含む新しいテキストファイルを作
成し、「ステップ 6: 新しいホストゾーンでレコードを作成する (p. 377)」を繰り返します。

• 新しいホストゾーンで NS レコードと SOA レコードを除くすべてのレコードを削除し、以下のス
テップを繰り返します。
• ステップ 4: 移行するレコードを編集する (p. 375)
• ステップ 5: 大きなファイルを小さなファイルに分割する (p. 376)
• ステップ 6: 新しいホストゾーンでレコードを作成する (p. 377)
• ステップ 7: 古いホストゾーンと新しいホストゾーンのレコードを比較する (p. 377)

ステップ 8: ドメイン登録を更新して新しいホストゾーン用の
ネームサーバーを使用する
新しいホストゾーンでレコードの作成が終了したら、ドメイン登録のネームサーバーを変更し、新しいホ
ストゾーンのネームサーバーを使用します。

Important

ドメイン登録の更新は行わず新しいホストゾーンのネームサーバーも使用しない場合、Route 53 
は古いホストゾーンを引き続き使用して、ドメインへのトラフィックをルーティングします。
ドメイン登録のネームサーバーを更新せずに古いホストゾーンを削除した場合、ドメインはイン
ターネット上で利用できなくなります。ドメイン登録のネームサーバーを更新せずに新しいホス
トゾーンのレコードを追加、更新、または削除した場合、トラフィックはそれらの変更に基づい
てルーティングされません。

詳細については、「Amazon Route 53 を既存ドメインの DNS サービスとして使用する (p. 332)」を参照
してください。

Note

使用中のドメインの DNS サービスを移行するプロセスを使用するか、アクティブでないドメイン
のプロセスを使用するかにかかわらず、新しいホストゾーンと、そのホストゾーンのレコードを
既に作成しているため、以下のステップをスキップできます。

• ステップ 1: 現在の DNS サービスプロバイダから現在の DNS 設定を取得する
• ステップ 2: ホストゾーンを作成する
• ステップ 3: レコードを作成する

ステップ 9: DNS リゾルバーが新しいホストゾーンの使用を開始
するまで待つ
ドメインが使用されている場合 (ユーザーがドメイン名を使用してウェブサイトを閲覧したり、ウェブア
プリケーションにアクセスしている場合など)、DNS リゾルバーは現在の DNS サービスプロバイダが提
供したネームサーバーの名前をキャッシュしています。数分前にその情報をキャッシュした DNS リゾル
バーでは、この後最大 2 日保存されます。

Note

古いホストゾーンに示されないレコードを新しいホストゾーンに作成した場合、リゾルバーが新
しいホストゾーンのネームサーバーの使用を開始するまで、ユーザーは新しいレコードを使用し
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てリソースにアクセスできません。例えば、インターネットトラフィックをウェブサイトにルー
ティングするレコード test.example.com を新しいホストゾーンに作成するとします。レコードが
古いホストゾーンに表示されない場合は、リゾルバーが新しいホストゾーンの使用を開始するま
で、ウェブブラウザで test.example.com を入力できません。

古いホストゾーンを削除する前に別の AWS アカウントへのホストゾーンの移行が完了したことを確実に
するには、新しいホストゾーンのネームサーバーを使用するようにドメイン登録を更新してから 2 日待ち
ます。2 日間が経過すると TTL の有効期限が切れ、リゾルバーがドメインのネームサーバーを要求しま
す。リゾルバーは現在のネームサーバーを取得します。リゾルバーでのクエリのログ記録 (p. 640) を有
効にして、新しいホストゾーン内のクエリをモニタリングすることもできます。Resolver でのクエリのロ
グ記録の料金については、CloudWatch の料金を参照してください。

ステップ 10: (オプション) 古いホストゾーンを削除する
古いホストゾーンが不要であることが明らかな場合は、オプションで削除できます。

Important

新しいホストゾーンのネームサーバーを使用するようにドメイン登録を更新してから少なくとも 
48 時間は、古いホストゾーンもこのホストゾーン内のレコードも削除しないでください。DNS 
リゾルバーがそのホストゾーンのレコードの使用を停止する前に古いホストゾーンを削除した場
合、リゾルバーで新しいホストゾーンの使用を開始するまでドメインはインターネットで利用で
きないおそれがあります。

デフォルトの NS レコードおよび SOA レコードを除き、ホストゾーンは空である必要があります。古いホ
ストゾーンに多くのレコードが含まれている場合、コンソールを使用して削除すると時間がかかることが
あります。1 つのオプションとして、次のステップを実行します。

1. 「ステップ 4: 移行するレコードを編集する (p. 375)」で編集したファイルの別のコピーを作成しま
す。

2. ファイルのコピーで、すべてのレコードについて "Action": "CREATE" を "Action": "DELETE"
に変更します。

3. 次の AWS CLI コマンドを使用して、レコードを削除します。

aws route53 change-resource-record-sets --hosted-zone-id id-of-old-hosted-zone --
change-batch file:///path-to-file-that-contains-records

Important

ホストゾーン ID に指定した値が、新しいホストゾーンの ID ではなく、古いホストゾーンの 
ID であることを確認します。

4. 残りのレコードとホストゾーンを削除します。

a. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

古いホストゾーンを作成したアカウントのアカウント認証情報を使用してサインインします。
b. ナビゲーションペインで [Hosted zones.] を選択します。
c. 古いホストゾーンの名前を選択します。ホストゾーンが多数ある場合は、[Exact domain name 

(完全なドメイン名)] を選択し、ホストゾーンの名前を入力してから、Enterを押してリストをフィ
ルタリングします。

d. ホストゾーンに、デフォルトの NS と SOA レコード以外のレコード (トラフィックをトラフィッ
クポリシーインスタンスにルーティングするエイリアスレコードなど) が含まれている場合は、
対応するチェックボックスをオンにし、[Delete (削除)] を選択します。

e. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
f. ホストゾーンのリストで、削除するホストゾーンのラジオボタンを選択します。
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g. [Delete] (削除) をクリックします。

レコードを使用する
ドメイン (例えば、example.com) のホストゾーンを作成した後、そのドメインへのトラフィックをルー
ティングする方法をドメインネームシステム (DNS) に指定するレコードを作成します。

例えば、DNS が以下のように動作するレコードを作成することができます。

• example.com のインターネットトラフィックをデータセンター内のホストの IP アドレスにルーティン
グします。

• そのドメイン宛のメール (ichiro@example.com) をメールサーバー (mail.example.com) にルーティング
します。

• operations.tokyo.example.com というサブドメインのトラフィックを異なるホストの IP アドレスにルー
ティングします。

それぞれのレコードには、ドメインまたはサブドメインの名前、レコードタイプ (例えば、タイプが MX 
のレコードは E メールをルーティングします)、およびレコードタイプに適用可能なその他の情報 (MX レ
コードの場合、1 つ以上のメールサーバーのホスト名と各サーバーの優先順位) が含まれます。各種レコー
ドについては、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してください。

ホストゾーン内の各レコードの名前は、ホストゾーンの名前で終わる要があります。例え
ば、example.com ホストゾーンには、サブドメイン www.example.com と accounting.tokyo.example.com 
のレコードを含めることができますが、サブドメイン www.example.ca のレコードを含めることはできま
せん。

Note

複雑なルーティング設定のレコードを作成するには、トラフィックフロービジュアルエディ
ターを使用して、設定をトラフィックポリシーとして保存することができます。その後、トラ
フィックポリシーを、同じホストゾーンまたは複数のホストゾーンで 1 つ以上のドメイン名 
(example.com など) またはサブドメイン名 (www.example.com など) に関連付けることができ
ます。さらに、新しい設定が期待どおりに機能していない場合は、更新を元に戻すことができ
ます。詳細については、「DNS トラフィックのルーティングにトラフィックフローを使用す
る (p. 463)」を参照してください

Amazon Route 53 では、ホストゾーンに追加したレコードには課金されません。ホストゾーンで作成でき
るレコードの最大数については、「クォータ (p. 694)」を参照してください。

トピック
• ルーティングポリシーの選択 (p. 381)
• エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択 (p. 392)
• サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)
• Amazon Route 53 コンソールを使用したレコードの作成 (p. 404)
• リソースレコードセットのアクセス許可 (p. 406)
• Amazon Route 53 レコードの作成時または編集時に指定する値 (p. 406)
• ゾーンファイルをインポートしてレコードを作成する (p. 459)
• レコードの編集 (p. 461)
• レコードの削除 (p. 461)
• レコードの一覧表示 (p. 462)
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ルーティングポリシーの選択
レコードを作成するときは、Amazon Route 53 がクエリに応答する方法を決定するルーティングポリシー
を選択します。

• シンプルルーティングポリシー – ドメインで特定の機能を実行する単一のリソースがある場合に使用し
ます。例えば、example.com ウェブサイトにコンテンツを提供する 1 つのウェブサーバーなどです。シ
ンプルルーティングは、プライベートホストゾーンにレコードを作成するために使用できます。

• フェイルオーバールーティングポリシー – アクティブ/パッシブフェイルオーバーを構成する場合に使用
します。フェイルオーバールーティングは、プライベートホストゾーンにレコードを作成するために使
用できます。

• 位置情報ルーティングポリシー – ユーザーの位置に基づいてトラフィックをルーティングする場合に使
用します。位置情報ルーティングは、プライベートホストゾーンにレコードを作成するために使用でき
ます。

• 地理的近接性ルーティングポリシー – リソースの場所に基づいてトラフィックをルーティングし、必要
に応じてトラフィックをある場所のリソースから別の場所のリソースに移動する場合に使用します。

• レイテンシールーティングポリシー – 複数の AWS リージョンにリソースがある場合に、レイテンシー
の最も小さいリージョンにトラフィックをルーティングするために使用します。レイテンシールーティ
ングは、プライベートホストゾーンにレコードを作成するために使用できます。

• IP ベースのルーティングポリシー – トラフィックの送信元の IP アドレスがわかっており、ユーザーの
位置に基づいてトラフィックをルーティングする際に使用します。

• 複数値回答ルーティングポリシー – ランダムに選ばれた最大 8 つの正常なレコードを使用して Route 53 
が DNS クエリに応答する場合に使用します。複数値回答ルーティングは、プライベートホストゾーン
にレコードを作成するために使用できます。

• 加重ルーティングポリシー– 指定した比率で複数のリソースにトラフィックをルーティングする場合に
使用します。加重ルーティングポリシーは、プライベートホストゾーンにレコードを作成するために使
用できます。

トピック
• シンプルルーティング (p. 381)
• フェイルオーバールーティング (p. 382)
• 位置情報ルーティング (p. 382)
• 地理的近接性ルーティング (トラフィックフローのみ) (p. 383)
• レイテンシーに基づくルーティング (p. 385)
• IP ベースのルーティング (p. 386)
• 複数値回答ルーティング (p. 390)
• 加重ルーティング (p. 391)
• Amazon Route 53 が EDNS0 を使用してユーザーの場所を推定する方法 (p. 391)

シンプルルーティング
シンプルルーティングでは、Route 53 の特殊な加重ルーティングやレイテンシールーティングを使用せず
に、標準の DNS レコードを設定できます。シンプルルーティングでは、通常、1 つのリソース (ウェブサ
イトのウェブサーバーなど) にトラフィックをルーティングします。

プライベートホストゾーンのレコードに、シンプルルーティングポリシーを使用できます。

Route 53 コンソールでシンプルルーティングポリシーを選択した場合は、複数のレコードを同じ名前と型
で作成することはできませんが、同一レコードに複数の値 (複数の IP アドレスなど) を指定することがで
きます (エイリアスレコードに対してシンプルルーティングポリシーを選択した場合、現在のホストゾー
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ンに指定できるのは 1 つの AWS リソースまたは 1 つのレコードのみです)。複数の値を 1 つのレコードに
指定すると、Route 53 はすべての値をランダムな順序で再帰的リゾルバーに返し、リゾルバーはこれらの
値を DNS クエリを送信したクライアント (ウェブブラウザなど) に返します。次に、クライアントは 1 つ
の値を選択してクエリを再送信します。シンプルルーティングポリシーでは複数の IP アドレスを指定でき
ますが、これらの IP アドレスのヘルスチェックは行われません。

シンプルルーティングポリシーを使用してレコードを作成するときに指定する値の詳細については、以下
のトピックを参照してください。

• シンプルなレコードに固有の値 (p. 415)
• シンプルなエイリアスレコードに固有の値 (p. 417)
• すべてのルーティングポリシーに共通する値 (p. 407)
• すべてのルーティングポリシーのエイリアスレコードに共通する値 (p. 410)

フェイルオーバールーティング
フェイルオーバーのルーティングにより、リソースが正常な場合にリソースにトラフィックをルーティン
グできます。また、最初のリソースが正常でない場合は別のリソースにルーティングできます。プライマ
リレコードとセカンダリレコードのトラフィックのルーティング先は、ウェブサイトとして設定されてい
る Amazon S3 バケットから、複雑なレコードのツリーまで、何でも構いません。詳細については、「ア
クティブ/パッシブ (フェイルオーバー)。 (p. 574)」を参照してください。

フェイルオーバールーティングポリシーは、プライベートホストゾーンのレコードに使用できます。

フェイルオーバールーティングポリシーを使用してレコードを作成するときに指定する値の詳細について
は、以下のトピックを参照してください。

• フェイルオーバーレコードに固有の値 (p. 419)
• フェイルオーバーエイリアスレコードに固有の値 (p. 422)
• すべてのルーティングポリシーに共通する値 (p. 407)
• すべてのルーティングポリシーのエイリアスレコードに共通する値 (p. 410)

位置情報ルーティング
位置情報ルーティングでは、ユーザーの地理的場所、つまり DNS クエリの送信元の場所に基づいて、ト
ラフィックを処理するリソースを選択できます。例えば、ヨーロッパからのすべてのクエリをフランクフ
ルトの ELB ロードバランサーにルーティングしなければならない場合があります。

位置情報ルーティングを使用する場合は、コンテンツをローカライズし、ウェブサイトの一部またはすべ
てをユーザーの言語で表示できます。また、位置情報ルーティングを使用して、コンテンツの配布を、配
布の権利がある場所だけに制限することもできます。もう 1 つの考えられる使用方法は、予測可能な管理
しやすい方法で、複数のエンドポイントにわたって負荷を分散することです。この場合、各ユーザーの場
所は、一貫して同じエンドポイントにルーティングされます。

地理的場所は、大陸別、国別、米国の州別に指定できます。重なり合う地理的リージョンについて別々の
レコードを作成した場合は (例えば、北米用のレコードが 1 つ、カナダ用のレコードが 1 つ)、最も小さい
地理的リージョンが優先されます。これにより、大陸のクエリを 1 つのリソースにルーティングし、その
大陸の一部の国のクエリを異なるリソースにルーティングすることができます (各大陸の国の一覧につい
ては、「Location (p. 427)」を参照してください)。

位置情報は、IP アドレスを場所にマッピングすることで動作します。しかし、一部の IP アドレスは地理
的場所にマッピングされません。そのため 7 つの大陸をすべて網羅した位置情報レコードセットを作成し
た場合でも、Amazon Route 53 が受け取る DNS クエリには場所を識別できないものがあります。デフォ
ルトリソースレコードセットを作成して、どの場所にもマッピングされない IP アドレスからのクエリと、
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位置情報レコードを作成していない場所からのクエリの両方を処理することができます。デフォルトレ
コードを作成しない場合、Route 53 はそのような場所からのクエリに対して "応答なし" という応答を返し
ます。

位置情報ルーティングポリシーは、プライベートホストゾーンのレコードに使用できます。

詳細については、「Amazon Route 53 が EDNS0 を使用してユーザーの場所を推定する方法 (p. 391)」
を参照してください。

位置情報ルーティングポリシーを使用してレコードを作成するときに指定する値の詳細については、以下
のトピックを参照してください。

• 位置情報レコードに固有の値 (p. 426)
• 位置情報エイリアスレコードに固有の値 (p. 430)
• すべてのルーティングポリシーに共通する値 (p. 407)
• すべてのルーティングポリシーのエイリアスレコードに共通する値 (p. 410)

プライベートホストゾーンのジオロケーションルーティング

プライベートホストゾーンの場合、Route 53 は、クエリの発信元である VPC の AWS リージョン に基づ
いて DNS クエリに応答します。AWS リージョン のリストについては、Amazon EC2 ユーザーガイドの
「リージョンとゾーン」を参照してください。

DNS クエリがハイブリッドネットワークのオンプレミス部分から発信された場合は、VPC が配置されて
いる AWS リージョン から発信されたと見なされます。

ヘルスチェックを含めると、次のデフォルトレコードを作成できます。

• 地理的な場所にマップされていない IP アドレス。
• 位置情報レコードを作成していない場所からの DNS クエリ。

DNS クエリのリージョンの位置情報レコードが正常でない場合、デフォルトのレコードが返されます (正
常である場合)。

次の図の構成例では、us-east-1 AWS リージョン (バージニア) から送信される DNS クエリは 1.1.1.1 エン
ドポイントにルーティングされます。

地理的近接性ルーティング (トラフィックフローのみ)
地理的近接性ルーティングでは、Amazon Route 53 はユーザーとリソースの地理的場所に基づいてリソー
スのトラフィックをルーティングします。また、必要に応じて特定のリソースにルーティングするトラ
フィックの量を変更できます。それには、バイアスという値を指定します。バイアスは、リソースにルー
ティングされるトラフィックのルーティング元である地理的リージョンのサイズを拡大または縮小しま
す。

地理的近接性ルーティングを使用するには、Route 53 トラフィックフローを使用する必要があります。リ
ソースで地理的近接性ルールを作成し、各ルールに次の値のいずれかを指定します。

• AWS リソースを使用している場合は、リソースを作成した AWS リージョン
• AWS 以外のリソースを使用している場合は、リソースの緯度と経度

Route 53 がリソースにルーティングするトラフィックの発信元の地理的リージョンのサイズを必要に応じ
て変更するには、バイアスに適切な値を指定します。
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• Route 53 がリソースにルーティングするトラフィックの発信元の地理的リージョンのサイズを拡大する
には、バイアスに 1 から 99 までの正の整数を指定します。Route 53 は隣接するリージョンのサイズを
縮小します。

• Route 53 がリソースにルーティングするトラフィックの発信元の地理的リージョンのサイズを縮小する
には、-1 から -99 までの負のバイアスを指定します。Route 53 は隣接するリージョンのサイズを拡大し
ます。

地理的近接性ルーティングポリシーは、プライベートホストゾーンのレコードに使用できません。

次のマップは、4 つの AWS リージョン (1～4) とヨハネスブルク (南アフリカ) の経度および緯度 (5) を示
しています。

次のマップでは、米国東部 (バージニア北部) リージョン (マップ上の 2) に +25 のバイアスが追加されて
います。北米ではそれまでより広範囲から、さらに南米全域からもトラフィックがそのリージョンにルー
ティングされるようになっています。

次のマップでは、米国東部 (バージニア北部) リージョンのバイアスが -25 に変更されています。北米およ
び南米では、より狭い範囲からのトラフィックがそのリージョンのリソースにルーティングされ、隣接す
るリージョン (1、3、5) のリソースにルーティングされるトラフィックが増えています。

リソースのバイアスを変更する効果は、以下を含む多くの要素によって決まります。

• 所有するリソース数。
• リソースの相互の距離。
• 地理的地域の境界地域のユーザー数。例えば、AWS リージョンの米国東部 (バージニア北部) と米国西

部 (オレゴン) にリソースがあり、テキサス州のダラス、オースティン、サンアントニオにたくさんの
ユーザーがいるとします。これらの都市は、どのリソースからもほぼ等距離にあるため、バイアスに
小さな変更を加えただけで AWS リージョン間のトラフィック量に大きな変化が生じる可能性がありま
す。

予期しないトラフィックの移動によりリソースに過度の負担がかからないように、バイアスの変更は小規
模にすることをお勧めします。

詳細については、「Amazon Route 53 が EDNS0 を使用してユーザーの場所を推定する方法 (p. 391)」
を参照してください

Amazon Route 53 がバイアスを使用してトラフィックをルーティングする方法

以下は、Amazon Route 53 がトラフィックをルーティングする方法を決定するのに使用する式です。

正のバイアス

Biased distance = actual distance * [1 - (bias/100)]
負のバイアス

Biased distance = actual distance / [1 + (bias/100)]

バイアスの値が正であれば、Route 53 は、DNS クエリのソースと地理的近接性のレコードで指定したリ
ソース (AWS リージョンの EC2 インスタンスなど) を、実際より近いところにあるものとして扱います。
例えば、以下の地理的近接性のレコードがあるとします。

• ウェブサーバー A のレコード、正のバイアスは 50
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• ウェブサーバー B のレコード、バイアスなし

地理的近接性のレコードで正のバイアスが 50 ある場合、Route 53 はクエリのソースとそのレコードのリ
ソース間の距離を半分にします。次に、Route 53 はクエリのソースに近いのはどのリソースかを計算しま
す。ウェブサーバー A はクエリのソースから 150 km の距離にあり、ウェブサーバー B はクエリのソース
から 100 km の距離にあるとします。どちらのレコードにもバイアスがない場合、Route 53 はクエリをよ
り近くにあるウェブサーバー B にルーティングします。ただし、ウェブサーバー A のレコードには正のバ
イアス 50 があるので、Route 53 はウェブサーバー A をクエリのソースから 75 km の距離にあるものとし
て扱います。その結果、Route 53 はクエリをウェブサーバー A にルーティングします。

以下に、正のバイアス 50 の計算を示します。

Bias = 50
Biased distance = actual distance * [1 - (bias/100)]

Biased distance = 150 kilometers * [1 - (50/100)]
Biased distance = 150 kilometers * (1 - .50)
Biased distance = 150 kilometers * (.50)
Biased distance = 75 kilometers

レイテンシーに基づくルーティング
複数の AWS リージョンでアプリケーションがホストされている場合、ネットワークレイテンシーが最も
低い AWS リージョンに基づいてリクエストを処理することで、ユーザーのパフォーマンスを向上させる
ことができます。

Note

ユーザーとリソース間のレイテンシーに関するデータは、ユーザーと AWS データセンター間の
トラフィックに完全に基づいています。AWSリージョンのリソースを使用していない場合、ユー
ザーとリソース間の実際のレイテンシーは、AWS レイテンシーデータと大きく異なる可能性があ
ります。これは、リソースが AWS リージョンと同じ都市にある場合でも当てはまります。

レイテンシーに基づくルーティングを使用するには、複数の AWS リージョンのリソース用にレイテン
シーレコードを作成します。ドメインまたはサブドメイン (example.com または acme.example.com) の 
DNS クエリを受信した Route 53 は、レイテンシーレコードが作成された AWS リージョンを判定し、
ユーザーに対するレイテンシーが最も小さいリージョンを判定し、そのリージョンのレイテンシーレコー
ドを選択します。Route 53 は、ウェブサーバーの IP アドレスなど、選択したレコードの値で応答しま
す。

例えば、米国西部 (オレゴン) リージョンとアジアパシフィック (シンガポール) リージョンに ELB ロード
バランサーがあるとします。各ロードバランサ―のレイテンシーレコードを作成しました。ロンドンのユー
ザーがブラウザにあなたのドメイン名を入力した場合は次のようになります。

1. DNS がクエリを Route 53 ネームサーバーにルーティングします。
2. Route 53 は、ロンドンとシンガポールリージョン間のレイテンシーおよびロンドンとオレゴンリージョ

ン間のレイテンシーに基づいて、そのリクエストのデータを参照します。
3. ロンドンとオレゴンリージョン間のレイテンシーのほうが低い場合、Route 53 はオレゴンのロードバ

ランサーの IP アドレスをクエリに対して返します。ロンドンとシンガポールリージョン間のレイテン
シーのほうが低い場合、Route 53 はシンガポールのロードバランサーの IP アドレスをクエリに対して
返します。

インターネット上のホスト間のレイテンシーは、ネットワーク接続やルーティングに変更があると、時間
の経過と共に変化する場合があります。レイテンシーベースのルーティングは一定期間中に実行されたレ
イテンシーの測定値に基づいており、これらの測定値はレイテンシーの変化を反映しています。この週に
オレゴンリージョンにルーティングされたリクエストは、次の週にシンガポールリージョンにルーティン
グされる場合があります。
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Note

ブラウザまたは他のビューアが EDNS0 の edns-client-subnet 拡張をサポートする DNS リゾル
バーを使用している場合、DNS リゾルバーはユーザーの IP アドレスを切り捨てたアドレスを 
Route 53 に送信します。レイテンシーベースルーティングを設定した場合、Route 53 はトラ
フィックをリソースにルーティングする際にこの値を考慮します。詳細については、「Amazon 
Route 53 が EDNS0 を使用してユーザーの場所を推定する方法 (p. 391)」を参照してくださ
い。

レイテンシールーティングポリシーは、プライベートホストゾーンのレコードに使用できます。

レイテンシールーティングポリシーを使用してレコードを作成するときに指定する値の詳細については、
以下のトピックを参照してください。

• レイテンシーレコードに固有の値 (p. 435)
• レイテンシーエイリアスレコードに固有の値 (p. 438)
• すべてのルーティングポリシーに共通する値 (p. 407)
• すべてのルーティングポリシーのエイリアスレコードに共通する値 (p. 410)

プライベートホストゾーンのレイテンシーに基づくルーティング

プライベートホストゾーンの場合、Route 53 は、クエリの送信元の VPC の AWS リージョン と同じ AWS 
リージョン 内にあるか、距離が最も近いエンドポイントで DNS クエリに応答します。

Note

アウトバウンドエンドポイントがインバウンドエンドポイントに転送されている場合、レコード
はアウトバウンドエンドポイントではなく、インバウンドエンドポイントの位置に基づいて解決
されます。

ヘルスチェックを含め、クエリのオリジンに対するレイテンシーが最も低いレコードが異常である場合、
レイテンシーが次に低い正常なエンドポイントが返されます。

次の図の構成例では、us-east-1 AWS リージョン またはそれに最も近い DNS クエリは、1.1.1.1 エンドポ
イントにルーティングされます。us-west-2 からの DNS クエリ、またはそれに近いクエリは、2.2.2.2 エン
ドポイントにルーティングされます。

IP ベースのルーティング
Amazon Route 53 の IP ベースルーティングでは、ネットワーク、アプリケーション、およびクライアン
トについて把握することで DNS ルーティングを微調整し、エンドユーザーのための最適な DNS ルーティ
ングを決定できます。IP ベースのルーティングでは、ユーザー IP からエンドポイントにマッピングする
形で Route 53 にデータをアップロードするので、パフォーマンスの最適化やネットワークコスト削減の
ための、きめ細かな制御が可能になります。

位置情報およびレイテンシーベースのルーティングは、Route 53 により収集され最新の状態に維持されて
いるデータに基づいています。このアプローチは大多数の顧客にとってうまく機能しますが、IP ベースの
ルーティングを使用することで、顧客ごとに特有な情報に基づいてルーティングを最適化できる追加機能
が提供されます。例えば、グローバルな動画コンテンツプロバイダーが、特定のインターネットサービス
からエンドユーザーをルーティングしたい場合があります。

以下に、IP ベースルーティングでの一般的なユースケースを示します。

• ネットワーク伝送コストやパフォーマンスを最適化するために、特定の ISP から特定のエンドポイント
にエンドユーザーをルーティングしたい場合。
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• クライアントの物理的な場所に関する情報に基づいて、位置情報ルーティングなど、既存の Route 53 
ルーティングタイプにオーバーライドを追加したい場合。

IP 範囲の管理とリソースレコードセット (RRSet) への関連付け

IPv4 では長さ 1 ～ 24 ビットの CIDR ブロックを使用できますが、IPv6 では 1 ～ 48 ビットの長さの 
CIDR ブロックを使用できます。ゼロビット CIDR ブロック (0.0.0.0/0 または ::/0) を定義するには、デ
フォルト (「*」) の場所を使用します。

CIDR コレクションで指定されたものよりも長い CIDR を持つ DNS クエリの場合、Route 53 はそれを短
い CIDR と一致させます。例えば、CIDR コレクションの CIDR ブロックとして 2001:0DB8::/32 を指定
し、クエリが 2001:0DB8:0000:1234::/48 から発信された場合、そのクエリは一致します。一方、CIDR コ
レクションで 2001:0DB8:0000:1234::/48 を指定し、クエリが 2001:0DB8::/32 から発信された場合、これ
は一致せず、Route 53 はデフォルト (「*」) ロケーションのレコードで応答します。

CIDR ブロック (または IP 範囲) のセットは、CIDR ロケーション内にグループ化することができ、この
グループは以下のように、CIDR コレクションと呼ばれる再利用可能なエンティティにグループ化されま
す。

CIDR ブロック

CIDR 表記での IP 範囲。例:192.0.2.0/24 または 2001:DB8::/32。
CIDR ロケーション

CIDR ブロックの名前付きリスト。これは例えば、example-isp-seattle = [192.0.2.0/24, 
203.0.113.0/22, 198.51.100.0/24, 2001:DB8::/32 ]、のようになります。CIDR ロケーションリスト内
のブロックは、隣接している必要や、同じ範囲である必要はありません。

IPv4 ブロックと IPv6 ブロックの両方を単一のロケーションに含めることが可能で、このロケーショ
ンはそれぞれ A レコードセットと AAAA レコードセットの両方に関連付けることができます。

慣例では、このロケーション名は土地の名前であることが多いですが、任意の文字列でも問題ありま
せん。例: Company-A。

CIDR コレクション

名前付きロケーションのコレクション。これは例えば、mycollection = [example-isp-seattle, example-
isp-tokyo] のようになります。

IP ベースのルーティングリソースレコードセットはコレクション内のロケーションを参照します。同
じ名前とタイプのレコードセットでは、すべてのリソースレコードセットが同じコレクションを参照
する必要があります。例えば、2 つのリージョンに Web サイトを作成し、これら 2 つの異なる CIDR 
ロケーションから、発信元 IP アドレスに基づいて特定の Web サイトに DNS クエリを送信する場合
は、それらの両方のロケーションを同じ CIDR コレクションにリストする必要があります。

これらのコレクションは、AWS RAM を使用する AWS アカウント間で共有できます コレクション内
の IP 範囲の 1 つを編集するなどの更新を行うと、このコレクションに関連付けられているすべてのレ
コードセットに、更新された内容が自動的に適用されます。

IP ベースルーティングポリシーは、プライベートホストゾーンのレコードに使用できません。

シンプルルーティングポリシーを使用してレコードを作成する際に指定する値については、以下のトピッ
クを参照してください。

• IP ベースレコード特有の値 (p. 442)
• IP ベースエイリアスレコードに特有の値 (p. 445)
• すべてのルーティングポリシーに共通する値 (p. 407)
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• すべてのルーティングポリシーのエイリアスレコードに共通する値 (p. 410)

トピック
• Creating a CIDR collection with CIDR locations and blocks (CIDR ロケーションとブロックを使用した 

CIDR コレクションの作成) (p. 388)
• CIDR ロケーションと CIDR ブロックの操作 (p. 388)
• CIDR コレクションの削除 (p. 389)
• 位置情報ルーティングの IP ベースのルーティングへの移動 (p. 389)

Creating a CIDR collection with CIDR locations and blocks (CIDR ロケーションと
ブロックを使用した CIDR コレクションの作成)

使用を開始するには、CIDR コレクションを作成し、そのコレクションに CIDR ブロックとロケーション
を追加します。

Route 53 コンソールを使用して CIDR コレクションを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[IP-based routing] (IP ベースルーティング)、[CIDR collections] (CIDR コレ
クション) の順に選択します。

3. [Create CIDR collection] (CIDR コレクションを作成) を選択します。
4. [Create CIDR collection] (CIDR コレクションの作成) ペインで、[Details] (詳細) の下にコレクションの

名前を入力します。
5. [Create collection] (コレクションを作成) を選択し、空のコレクションを作成します。

- または -

[Create CIDR locations] (CIDR ロケーションの作成) セクションで、[CIDR location] (CIDR ロケーショ
ン) ボックスに CIDR ロケーションの名前を入力し、[CIDR blocks] (CIDR ブロック) ボックスには 
CIDR ブロックを (1 行に 1 つずつ) 入力します。これらの指定には、IPv4 アドレス (/0 から /24 の範
囲) または IPv6 アドレス (/0 から /48 の範囲) を使用します。

Note

ロケーション名には、識別できる任意の文字列を使用できます。例えば company 1、または
Seattle などです。これらは、実際の地理的な名前でなくても問題ありません。

6. さらにロケーションと CIDR ブロックの入力を続ける場合は、CIDR ブロックを入力した後、[Create 
CIDR collection] (CIDR コレクションを作成) または [Add another location] (別のロケーションを追加) 
を選択します。コレクションごとに複数の CIDR ロケーションを入力できます。

7. CIDR ロケーションを入力し終えたら、[Create CIDR collection] (CIDR コレクションを作成) を選択し
ます。

CIDR ロケーションと CIDR ブロックの操作

Route 53 コンソールから CIDR ロケーションを操作するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[IP-based routing] (IP ベースルーティング)、[CIDR collections] ( CIDR コ
レクション) の順に選択した後に、[CIDR collections] (CIDR コレクション) セクションの [Collection 
name] (コレクション名) リストで、CIDR コレクションへのリンクをクリックします。
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[CIDR locations] (CIDR ロケーション) ページでは、CIDR ロケーションの作成や削除、ロケーション
とそのブロックの編集を行うことができます。

• [Create CIDR location] (CIDR ロケーションを作成) を選択し、ロケーションを作成します。
• [Create CIDR location] (CIDR ロケーションの作成) ペインで、ロケーションとロケーションに関連

付けられた CIDR ブロックの名前をそれぞれ入力し、[Create] (作成) を選択します。
• CIDR ロケーションと内部のブロックを表示するには、ロケーションペインで、名前と CIDR ブ

ロックを表示する対象のロケーションの横にあるラジオボタンをオンにします。

このペインにある [Edit] (編集) をクリックすると、ロケーションおよび (または) CIDR ブロックの
名前を、更新することも可能です。編集が完了したら、[Save] (保存) を選択します。

• CIDR ロケーションとその中のブロックを削除するには、削除する対象のロケーションの横でラジ
オボタンをオンにし、次に [Delete] (削除) を選択します。削除されたことを確認するには、テキス
ト入力フィールドにロケーション名を入力した上で、もう一度、[Delete] (削除) を選択します。

Important

削除された CIDR ロケーションは元に戻せません。削除ロケーションに DNS レコードを関
連付けている場合、使用しているドメインに到達できなくなる可能性があります。

CIDR コレクションの削除

Route 53 コンソールを使用して、CIDR コレクション、そのロケーション、およびブロックを削
除するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[IP-based routing] (IP ベースルーティング)、[CIDR collections] (CIDR コレ
クション) の順に選択します。

3. [CIDR collections] (CIDR コレクション) セクションで、削除するコレクションとリンクしている名前
を選択します。

4. [CIDR locations] (CIDR ロケーション) ページで、1 つずつ各ロケーションを 選択した上で [Delete] (削
除) を選択し、ダイアログボックスに対象の名前を入力した後、[Delete] (削除) を選択します。CIDR 
コレクションに関連付けられている個々のロケーションを削除した後、そのコレクションを削除でき
るようになります。

5. 各 CIDR ロケーションの削除が完了したら、[CIDR locations] (CIDR ロケーション) ページで、削除す
るコレクションの横にあるラジオボタンをオンにした上で、[Delete] (削除) を選択します。

位置情報ルーティングの IP ベースのルーティングへの移動

地理的な位置情報ルーティング、または地理的な近接ルーティングポリシーのいずれかを使用しており、
物理的な場所やネットワークトポロジにとって最適ではないエンドポイントに、特定のクライアントが一
貫してルーティングされている場合には、IP ベースルーティングを使用することで、これらのクライアン
トのパブリック IP 範囲をより適切にターゲットできます。

次の表に、既存の位置情報ルーティングでカリフォルニア IP 範囲を微調整する場合の、地理的な位置情報
設定の例を示します。

レコードセット名 ルーティングポリシーと送信元 アプリケーションエンドポイン
トの IP アドレス

example.com 位置情報ルーティング (米国) 198.51.100.1
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レコードセット名 ルーティングポリシーと送信元 アプリケーションエンドポイン
トの IP アドレス

example.com 位置情報ルーティング (欧州) 198.51.100.2

カリフォルニア州からの IP 範囲を上書きして新しいアプリケーションエンドポイントに移動させるには、
初めに、新しいレコードセット名を使用して位置情報ルーティングを再作成します。

レコードセット名 ルーティングポリシーと送信元 アプリケーションエンドポイン
トの IP アドレス

geo.example.com 位置情報ルーティング (米国) 198.51.100.1

geo.example.com 位置情報ルーティング (欧州) 198.51.100.2

次に、新たに再作成した位置情報ルーティングレコードセットを指す、IP ベースのルーティングレコード
とデフォルトレコードを作成します。

レコードセット名 ルーティングポリシーと送信元 アプリケーションエンドポイン
トの IP アドレス

example.com IP ベースルーティング (デフォル
ト)

デフォルトに設定する、ア
プリケーションエンドポイン
ト (geo.example.com) への
エイリアスレコード。例え
ば、198.51.100.1 です。

example.com IP ベースルーティング (カリフォ
ルニア IP 範囲)

198.51.100.3

複数値回答ルーティング
複数値回答ルーティングにより、Amazon Route 53 が DNS クエリに対する応答として複数の値 (ウェブ
サーバーの IP アドレスなど) を返すように設定できます。ほとんどすべてのレコードに複数値を指定でき
ますが、複数値回答ルーティングは各リソースが正常かどうかも確認するため、Route 53 は正常なリソー
スの値のみを返します。これはロードバランサーに置き換わるものではありませんが、正常であることが
確認できる複数の IP アドレスを返す機能により、DNS を使用してアベイラビリティーとロードバランシ
ングを向上させることができます。

トラフィックを複数のリソース (ウェブサーバーなど) にほぼランダムにルーティングするには、各リソー
スに対し複数値回答のレコードを 1 つ作成します。また、オプションで各レコードに Route 53 ヘルス
チェックを関連付けます。Route 53 は最大 8 つの正常なレコードを持つ DNS クエリに応答し、DNS リゾ
ルバーごとに異なる回答を返します。リゾルバーが応答をキャッシュした後にウェブサーバーが使用でき
なくなる場合、クライアントソフトウェアは応答内の別の IP アドレスを試ことができます。

次の点に注意してください。

• ヘルスチェックを複数値回答のレコードと関連付けている場合、Route 53 はヘルスチェックの結果が正
常である場合にのみ、対応する IP アドレスを DNS クエリに返します。

• ヘルスチェックを複数値回答レコードと関連付けない場合、Route 53 は常にレコードを正常であると見
なします。

• 8 つ以下の正常なレコードがある場合、Route 53 はすべての DNS クエリに正常なすべてのレコードを
返します。
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• すべてのレコードが異常である場合、Route 53 は DNS クエリに最大 8 つの異常なレコードを返しま
す。

複数値回答ルーティングポリシーは、プライベートホストゾーンのレコードに使用できます。

複数値回答ルーティングポリシーを使用してレコードを作成するときに指定する値の詳細については、複
数値回答レコードに固有の値 (p. 450) および すべてのルーティングポリシーに共通する値 (p. 407) を
参照してください。

加重ルーティング
加重ルーティングにより、単一のドメイン名 (example.com) またはサブドメイン名 (acme.example.com) 
に複数のリソースを関連付け、各リソースにルーティングされるトラフィックの数を選択できます。これ
は負荷分散や新しいバージョンのソフトウェアのテストなど、さまざまな目的に有用です。

加重ルーティングを設定するには、各リソース同じ名前とタイプでレコードを作成します。各リソースに
送信するトラフィックの数に対応する相対的な重みを各レコードに割り当てます。グループ内のすべての
レコードの重みの合計に対する割合として、Amazon Route 53 はレコードに割り当てられた重みに基づい
てリソースにトラフィックを送信します。

例えば、トラフィックのごく一部を 1 つのリソースに送信し、残りを別のリソースに送信する場合、重
みとして 1 つ 255 を指定します。重みが 1 のリソースは、トラフィックの 1/256 (1/(1+255)) を、他のリ
ソースは 255/256 (255/(1+255)) を取得します。重みを変更するとバランスは徐々に変更できます。リソー
スへのトラフィックの送信を停止するには、レコードの重みを 0 に変更します。

加重ルーティングポリシーは、プライベートホストゾーンのレコードに使用できます。

加重ルーティングポリシーを使用してレコードを作成するときに指定する値の詳細については、以下のト
ピックを参照してください。

• 加重レコードに固有の値 (p. 453)
• 加重エイリアスレコードに固有の値 (p. 456)
• すべてのルーティングポリシーに共通する値 (p. 407)
• すべてのルーティングポリシーのエイリアスレコードに共通する値 (p. 410)

Amazon Route 53 が EDNS0 を使用してユーザーの場所を推定す
る方法
位置情報、地理的近接性、IP ベース、およびレイテンシーに関するルーティングの精度を高めるため
に、Amazon Route 53 は EDNS0 の edns-client-subnet 拡張をサポートしています (EDNS0 では、DNS 
プロトコルにオプションの拡張がいくつか追加されています)。Route 53 では、DNS リゾルバーが edns-
subnet をサポートしている場合のみ、edns-subnet を使用できます。

• ブラウザまたは他のビューアが edns-client-subnet をサポートしない DNS リゾルバーを使用している場
合、Route 53 は DNS リゾルバーのソース IP アドレスを使ってユーザーのおよその場所を特定し、位置
情報クエリにリゾルバーの場所の DNS レコードを返します。

• ブラウザまたは他のビューアが edns-client-subnet をサポートする DNS リゾルバーを使用している場
合、DNS リゾルバーはユーザーの IP アドレスを切り捨てたアドレスを Route 53 に送信します。Route 
53 は、DNS リゾルバーのソース IP アドレスではなく切り捨てられた IP アドレスに基づいてユーザー
の場所を判断します。通常は、この方がユーザーの場所をより正確に推定できます。Route 53 は、ユー
ザーの場所の DNS レコードを位置情報クエリに返します。

• EDNS0 は、プライベートホストゾーンには適用されません。プライベートホストゾーンの場合、Route 
53 は、プライベートホストゾーンがある AWS リージョン 内の Route 53 リゾルバーからのデータを使
用し、位置情報とレイテンシーによるルーティングの決定を行います。
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edns-client-subnet の詳細については、IETF ドラフトの「Client Subnet in DNS Requests」を参照してく
ださい。

エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択
Amazon Route 53 エイリアスレコード で、DNS 機能に Route 53 固有の拡張機能が追加されます。エイリ
アスレコードを使用すると、選択した AWS リソース (CloudFront ディストリビューションや Amazon S3 
バケットなど) にトラフィックをルーティングできます。また、エイリアスレコードにより、ホストゾー
ン内のあるレコードから別のレコードにトラフィックをルーティングできます。

CNAME レコードとは異なり、DNS 名前空間の最上位ノード (Zone Apex とも呼ばれる) にエイ
リアスレコードを作成できます。例えば、example.com という DNS 名を登録する場合、Zone 
Apex は example.com になります。example.com に対して CNAME レコードは作成できませんが、
(www.example.com のレコードタイプが CNAME でない限り) www.example.com に対してトラフィックを
ルーティングするエイリアスレコードを作成できます。

Route 53 がエイリアスレコードに対する DNS クエリを受信すると、Route 53 はそのリソースに適用可能
な値を返します。

• Amazon API Gateway リージョン固有のカスタム API またはエッジ最適化 API – Route 53 はお客様の 
API の 1 つ以上の IP アドレスで応答します。

• Amazon VPC インターフェイスエンドポイント – Route 53 はインターフェイスエンドポイントの 1 つ
以上の IP アドレスで応答します。

• CloudFront ディストリビューション – Route 53 は、お客様のコンテンツを提供できる CloudFront エッ
ジサーバーの 1 つまたは複数の IP アドレスで応答します。

• Elastic Beanstalk 環境 – Route 53 はその環境の 1 つまたは複数の IP アドレスで応答します。
• ELB ロードバランサー – Route 53 は、ロードバランサーの 1 つまたは複数の IP アドレスで応答しま

す。これには、Application Load Balancer、Classic Load Balancer、Network Load Balancer が含まれま
す。

• AWS Global Accelerator アクセラレーター - Route 53 はこのアクセラレータの 2 つの IP アドレスのい
ずれかで応答します。

• 静的ウェブサイトとして設定されている Amazon S3 バケット – Route 53 は Amazon S3 バケットの 1 
つの IP アドレスで応答します。

• 同じホストゾーン内の同じタイプの別の Route 53 レコード – Route 53 は、エイリアスレコードで参照
されたレコードに関するクエリを受け取ったのかのように応答します (「エイリアスレコードと CNAME 
レコードの比較 (p. 393)」を参照してください)。

• AWS AppSync domain name – Route 53 はインターフェイスエンドポイントの 1 つまたは複数の IP ア
ドレスを回答します。

エイリアスレコードを使用して AWS リソースにトラフィックをルーティングしている場合、Route 53 
はリソースでの変更を自動的に認識します。例えば、エイリアスレコード example.com が lb1-1234.us-
east-2.elb.amazonaws.com の ELB ロードバランサーを指し示しているとします。ロードバランサーの IP 
アドレスが変更された場合、Route 53 が自動的に開始され、新しい IP アドレスを使用して DNS クエリに
応答します。

エイリアスレコードが AWS リソースを指している場合は、有効期限 (TTL) を設定できません。Route 53 
はリソースのデフォルト TTL を使用します。エイリアスレコードが同じホストゾーン内の別のレコードを
ポイントする場合、Route 53 はエイリアスレコードがポイントするレコードの TTL を使用します。Elastic 
Load Balancing の現在の TTL 値の詳細については、Elastic Load Balancing ユーザーガイドの「リクエス
トルーティング」で「ttl」を検索してください。

Route 53 コンソールを使用したレコード作成の詳細については、「Amazon Route 53 コンソールを使用
したレコードの作成 (p. 404)」を参照してください。エイリアスレコードに指定する値の詳細について
は、「Amazon Route 53 レコードの作成時または編集時に指定する値 (p. 406)」の該当するトピックを
参照してください。
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• シンプルなエイリアスレコードに固有の値 (p. 417)
• 加重エイリアスレコードに固有の値 (p. 456)
• レイテンシーエイリアスレコードに固有の値 (p. 438)
• フェイルオーバーエイリアスレコードに固有の値 (p. 422)
• 位置情報エイリアスレコードに固有の値 (p. 430)
• すべてのルーティングポリシーのエイリアスレコードに共通する値 (p. 410)

エイリアスレコードと CNAME レコードの比較
エイリアスレコードは CNAME レコードに似ていますが、次のようないくつかの大きな違いがあります。
次のリストでは、エイリアスレコードと CNAME レコードを比較します。

クエリのリダイレクト先とすることができるリソース
エイリアスレコード

エイリアスレコードは、次のように、選択した AWS リソースにのみクエリをリダイレクトでき
ます。
• Amazon S3 バケット
• CloudFront ディストリビューション
• 同じ Route 53 ホストゾーンの他のレコード

例えば、acme.example.com という名前の Amazon S3 バケットにクエリをリダイレクト
する acme.example.com という名前のエイリアスレコードを作成できます。example.com 
ホストゾーン内の zenith.example.com という名前のレコードにクエリをリダイレクトする 
acme.example.com エイリアスレコードを作成することもできます。

CNAME レコード

CNAME レコードは、DNS クエリを任意の DNS レコードにリダイレクトできます。例え
ば、acme.example.com からzenith.example.com または acme.example.org にクエリをリダイレ
クトする CNAME レコードを作成できます。クエリのリダイレクト先ドメインの DNS サービス
として　Route 53 を使用する必要はありません。

ドメインと同じ名前のレコードの作成 (Zone Apex にあるレコード)
エイリアスレコード

ほとんどの設定では、ホストゾーン (Zone Apex) と同じ名前のエイリアスレコードを作成できま
す。1 つの例外は、Zone Apex (example.com など) から CNAME のタイプを持つ同じホストゾー
ン (zenith.example.com など) のレコードにクエリをリダイレクトする場合です。これは、トラ
フィックがルーティングされているレコードとエイリアスレコードのタイプが同じでなければな
らず、Zone Apex の CNAME レコードの作成はエイリアスレコードであってもサポートされてい
ないためです。

CNAME レコード

ホストゾーン (Zone Apex) と同じ名前の CNAME レコードを作成することはできませ
ん。これは、ドメイン名のホストゾーン (example.com) とサブドメインのホストゾーン 
(zenith.example.com) の両方に当てはまります。

DNS クエリの料金設定
エイリアスレコード

Route 53 では、AWS リソースに対するエイリアスクエリに課金されません。詳細については、
「Amazon Route 53 料金表」を参照してください。

CNAME レコード

Route 53 では、CNAME クエリに対して課金されます。
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Note

Route 53 ホストゾーン (同じホストゾーンまたは別のホストゾーン) の別のレコードの名
前にリダイレクトする CNAME レコードを作成した場合、各 DNS クエリは 2 つのクエ
リとして課金されます。
• Route 53 は、リダイレクト先のレコードの名前で最初の DNS クエリに応答します。
• 次に、DNS リゾルバーは、最初のレスポンスでレコードの別のクエリを送信して、ト

ラフィックを誘導する場所 (ウェブサーバーの IP アドレスなど) に関する情報を取得す
る必要があります。

CNAME レコードが別の DNS サービスでホストされているレコードの名前にリダイレク
トされる場合、Route 53 では、 1 つのクエリに対して課金されます。別の DNS サービ
スでは、2 番目のクエリに対して課金される場合があります。

DNS クエリで指定されたレコードタイプ
エイリアスレコード

Route 53 は、エイリアスレコードの名前 (acme.example.com など) とエイリアスレコードのタイ
プ (A や AAAA など) が DNS クエリの名前およびタイプと一致した場合にだけ DNS クエリに応
答します。

CNAME レコード

CNAME レコードは、A や AAAA など、DNS クエリで指定されたレコードタイプに関係なく、レ
コード名の DNS クエリをリダイレクトします。

dig クエリまたは nslookup クエリでレコードがリストされる方法
エイリアスレコード

dig クエリまたは nslookup クエリへのレスポンスでは、エイリアスレコードは、レコードを作成
したときに指定したレコードタイプとして表示されます (A や AAAA など)。(エイリアスレコード
に指定するレコードタイプは、トラフィックをルーティングするリソースによって異なります。
例えば、S3 バケットにトラフィックをルーティングするには、タイプに A を指定します)。エイ
リアスプロパティは、Route 53 コンソール で、またはプログラムによるリクエスト (AWS CLI の
list-resource-record-sets コマンドなど) への応答でのみ表示されます。

CNAME レコード

CNAME レコードは、dig または nslookup クエリへの応答で CNAME レコードとして表示されま
す。

サポートされる DNS レコードタイプ
Amazon Route 53 は、このセクションに一覧表示されている DNS レコードタイプをサポートしていま
す。それぞれのレコードタイプの説明には、API を使用して Route 53 にアクセスするときに Value 要素
を書式化する例も含まれています。

Note

ドメイン名を含むレコードタイプの場合は、完全修飾ドメイン名 (たとえば、www.example.com) 
を入力します。末尾のドットはオプションです。Route 53 では、ドメイン名が完全修飾ドメイン
名であると見なされます。つまり、Route 53 では、(末尾にドットのない) www.example.com と 
(末尾にドットのある) www.example.com. が同一と見なされます。

Route 53 は、エイリアスレコードと呼ばれる DNS 機能の拡張を提供します。CNAME レコードと同様
に、エイリアスレコードを使用すると、選択した AWS リソース (CloudFront ディストリビューションや 
Amazon S3 バケットなど) にトラフィックをルーティングできます。エイリアスレコードと CNAME レ
コードの比較など、詳細については、「エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択 (p. 392)」を
参照してください。

トピック
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• A レコードタイプ (p. 395)
• AAAA レコードタイプ (p. 395)
• CAA レコードタイプ (p. 395)
• CNAME レコードタイプ (p. 398)
• DS レコードタイプ (p. 399)
• MX レコードタイプ (p. 399)
• NAPTR レコードタイプ (p. 400)
• NS レコードタイプ (p. 401)
• PTR レコードタイプ (p. 402)
• SOA レコードタイプ (p. 402)
• SPF レコードタイプ (p. 402)
• SRV レコードタイプ (p. 402)
• TXT レコードタイプ (p. 403)

A レコードタイプ
A レコードと、ドット形式 10 進表記の IPv4 アドレスを使用して、ウェブサーバーなどのリソースにトラ
フィックをルーティングします。

Amazon Route 53 コンソールの例

192.0.2.1

Route 53 API の例

<Value>192.0.2.1</Value>

AAAA レコードタイプ
AAAA レコードと、コロン区切り 10 進表記の IPv6 アドレスを使用して、ウェブサーバーなどのリソース
にトラフィックをルーティングします。

Amazon Route 53 コンソールの例

2001:0db8:85a3:0:0:8a2e:0370:7334

Route 53 API の例

<Value>2001:0db8:85a3:0:0:8a2e:0370:7334</Value>

CAA レコードタイプ
CAA レコードでは、ドメインまたはサブドメインの証明書の発行を許可する認証機関 (CA) を指定しま
す。CAA レコードを作成すると、間違った CA がドメインの証明書を発行することを防止できます。CAA 
レコードは、ドメインの所有者であることを検証する要件など、認証機関によって指定されたセキュリ
ティ要件に代わるものではありません。

CAA レコードを使用して以下を指定できます｡

• SSL/TLS 証明書を発行できる認証機関 (CA)
• CA がドメインまたはサブドメインの証明書を発行するときに連絡する電子メールアドレスまたは URL
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CAA レコードをホストゾーンに追加する際、スペースで区切られた 3 つの設定を指定します。

flags tag "value"

CAA レコードのフォーマットについて、以下の点に注意してください。

• tag の値として使用できる文字は A〜Z、a〜z、0〜9 のみです。
• value は常に引用符「""」で囲んでください。
• 一部の CA には value。名前と値のペアとして追加の値を指定し、セミコロン (;) で区切ります。次に

例を示します。

0 issue "ca.example.net; account=123456"
• CA がサブドメイン (例えば、www.example.com) の証明書のリクエストを受け取り、サブドメインの 

CAA レコードが存在しない場合、CA は CAA レコードの親ドメイン (例えば、example.com) に対して 
DNS クエリを送信します。親ドメインのレコードが存在し、証明書リクエストが有効な場合、CA はサ
ブドメインの証明書を発行します。

• CAA レコードに指定する値を判断するには、CA に相談することをお勧めします。
• 同じ名前の CAA レコードと CNAME レコードを作成することはできません。DNS では CNAME レコー

ドと他のタイプのレコードの両方で同じ名前を使用できないためです。

トピック
• CA にドメインまたはサブドメインの証明書の発行を許可する (p. 396)
• CA にドメインまたはサブドメインのワイルドカード証明書の発行を許可する (p. 396)
• CA にドメインまたはサブドメインの証明書を発行させない (p. 397)
• CA が無効な証明書リクエストを受信した場合に CA がお客様に通知するよう要求する (p. 397)
• CA でサポートされている別の設定を使用する (p. 398)
• 例 (p. 398)

CA にドメインまたはサブドメインの証明書の発行を許可する

CA にドメインまたはサブドメインの証明書の発行を許可するには、ドメインまたはサブドメインと同じ
名前でレコードを作成し、次の設定を指定します。

• flags – 0
• tag – issue
• value – ドメインまたはサブドメインの証明書の発行を許可する CA のコード

例えば、ca.example.net が example.com に証明書を発行するよう許可するとします。以下の設定を使用し
て example.com の CAA レコードを作成します。

0 issue "ca.example.net"

AWS Certificate Manager に証明書の発行を許可する方法については、AWS Certificate Manager ユーザー
ガイド の CAA レコードの設定を参照してください。

CA にドメインまたはサブドメインのワイルドカード証明書の発行を許可する

CA にドメインまたはサブドメインのワイルドカード証明書の発行を許可するには、ドメインまたはサブ
ドメインと同じ名前でレコードを作成し、次の設定を指定します。ワイルドカード証明書はドメインまた
はサブドメイン、およびそのすべてのサブドメインに適用されます。

• flags – 0
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• tag – issuewild
• value – ドメインまたはサブドメイン、およびそのサブドメインの証明書の発行を許可する CA のコード

例えば、ca.example.net が example.com にワイルドカード証明書を発行するよう許可する場合、その許
可は example.com とそのすべてのサブドメインに適用されます。以下の設定を使用して example.com の 
CAA レコードを作成します。

0 issuewild "ca.example.net"

CA にドメインまたはサブドメインのワイルドカード証明書を発行するよう許可するには、ドメインまた
はサブドメインと同じ名前でレコードを作成し、次の設定を指定します。ワイルドカード証明書はドメイ
ンまたはサブドメイン、およびそのすべてのサブドメインに適用されます。

CA にドメインまたはサブドメインの証明書を発行させない
CA にドメインまたはサブドメインの証明書を発行させないためには、ドメインまたはサブドメインと同
じ名前でレコードを作成し、次の設定を指定します。

• flags – 0
• tag – issue
• value – ";"

例えば、CA が example.com に証明書を発行しないようにしたいとします。以下の設定を使用して 
example.com の CAA レコードを作成します。

0 issue ";"

CA に example.com またはそのサブドメインに証明書を発行させないためには、以下の設定で 
example.com の CAA レコードを作成します。

0 issuewild ";"

Note

example.com の CAA レコードを作成し、次の両方の値を指定すると、ca.example.net の値を使
用している CA は example.com の証明書を発行できます。

0 issue ";"
0 issue "ca.example.net"

CA が無効な証明書リクエストを受信した場合に CA がお客様に通知するよう要
求する
無効な証明書リクエストを受信した CA がお客様に連絡するよう設定するには、以下の設定を指定しま
す。

• flags – 0
• tag – iodef
• value – CA が無効な証明書のリクエストを受信した場合に、CA からの通知を希望する URL または E 

メールアドレス。該当する形式を使用します。

"mailto:email-address"

"http://URL"

"https://URL"
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例えば、証明書に対する無効なリクエストを受信した CA が admin@example.com に E メールを送信する
には、以下の設定を使用して CAA レコードを作成します。

0 iodef "mailto:admin@example.com"

CA でサポートされている別の設定を使用する
CA が CAA レコード用に RFC で定義されていない機能をサポートしている場合、以下の設定を指定しま
す。

• flags – 128 (この値に設定すると、CA で指定された機能がサポートされていない場合に、CA による証
明書の発行を防ぐことができます)

• tag – CA に使用を許可するタグ
• value – タグの値に対応する値

例えば、CA が無効な証明書リクエストを受け取った場合に、テキストメッセージを送信する機能を CA が
サポートしているとします。(当社では、このオプションをサポートする CA は認識されていません。) レ
コードの設定は次のようになります。

128 exampletag "15555551212"

例
Route 53 コンソールの例

0 issue "ca.example.net"
0 iodef "mailto:admin@example.com"

Route 53 API の例

<ResourceRecord> 
   <Value>0 issue "ca.example.net"</Value> 
   <Value>0 iodef "mailto:admin@example.com"</Value>
</ResourceRecord>

CNAME レコードタイプ
CNAME レコードは、acme.example.com などの現在のレコードの名前に対する DNS クエリを、別のドメ
イン (example.com、example.net など) またはサブドメイン (acme.example.com、zenith.example.org な
ど) にマッピングします。

Important

DNS プロトコルでは、Zone Apex とも呼ばれる、DNS 名前空間の最上位ノードに対して 
CNAME レコードを作成することができません。例えば、example.com という DNS 名を登録す
る場合、Zone Apex は example.com になります。example.com に対して CNAME レコードを
作成することはできませんが、www.example.com、newproduct.example.com などに対しては 
CNAME レコードを作成できます。
さらに、サブドメインに対して CNAME レコードを作成する場合、そのサブドメインの他の
レコードを作成できません。例えば、www.example.com の CNAME を作成する場合、Name
フィールドの値が www.example.com の他のレコードは作成できません。

Amazon Route 53 では、エイリアスレコードもサポートされています。これにより、CloudFront ディス
トリビューションや Amazon S3 バケットなどの選択された AWS リソースにクエリをルーティングでき
ます。エイリアスはいろいろな意味で CNAME レコードタイプと似ていますが、エイリアスは Zone Apex 
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に対して作成することができます。詳細については、「エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選
択 (p. 392)」を参照してください。

Route 53 コンソールの例

hostname.example.com

Route 53 API の例

<Value>hostname.example.com</Value>

DS レコードタイプ
Delegation Signer (DS) レコードは、委任されたサブドメインゾーンのゾーンキーを参照しま
す。DNSSEC 署名を設定するときに、信頼のチェーンを確立するときに DS レコードを作成することが
あります。Route 53 の DNSSEC の設定の詳細については、「Amazon Route 53 での DNSSEC 署名の設
定 (p. 477)」を参照してください。

最初の 3 つの値は、キータグ、アルゴリズム、ダイジェストタイプを表す 10 進値です。4 番目の値は、
ゾーンキーのダイジェストです。DS レコードの形式については、「RFC 4034」を参照してください。

Route 53 コンソールの例

123 4 5 1234567890abcdef1234567890absdef

Route 53 API の例

<Value>123 4 5 1234567890abcdef1234567890absdef</Value>

MX レコードタイプ
MX レコードは、メールサーバーの名前を指定します。複数のメールサーバーがある場合は、優先順位を
指定します。MX レコードの各値には、優先順位とドメイン名という 2 つの値が含まれます。

優先度

E メールサーバーの優先度を表す整数。サーバーを 1 つのみ指定する場合、優先順位は 0 ～ 65535 
の任意の整数を指定できます。複数のサーバーを指定する場合、指定した優先度の値は、E メールを
ルーティングする順序の E メールサーバーを示します。優先順位の値が最も小さいサーバーが優先さ
れます。例えば、E メールサーバーを 2 台所有しており、優先度に 10 および 20 と指定した場合は、
利用できない場合を除き、E メールは常に優先度 10 でサーバーに送られます。10 および 10 を指定
すると、メールは 2 つのサーバーにほぼ均等的にルーティングされます。

ドメイン名

E メールサーバーのドメイン名。A レコードまたは AAAA レコードの名前 (mail.example.com など) 
を指定します。RFC 2181, Clarifications to the DNS Specification のセクション 10.3 では、ドメイン
名の値に CNAME レコードの名前を指定することを禁止しています。(RFC における「エイリアス」
は CNAME レコードを意味します。Route 53 のエイリアスレコードではありません)。

Amazon Route 53 コンソールの例

10 mail.example.com

Route 53 API の例
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<Value>10 mail.example.com</Value>

NAPTR レコードタイプ
名前付け権限ポインタ (NAPTR) は、動的委任発見システム (DDDS) アプリケーションで、1 つの値を別の
値に変換または置き換えるために使用されるレコードのタイプです。例えば、1 つの一般的な用途は、電
話番号を SIP URI に変換する場合です。

NAPTR レコードの Value 要素は、6 つのスペース区切りの値で構成されます。

Order

複数のレコードを指定した場合、DDDS アプリケーションがレコードを評価する順序。有効な値は 0 
～ 65535 です。

Preference

[Order] が同じ複数のレコードを指定した場合、それらのレコードが評価される順序の基本設定。たと
えば、[Order] が 1 のレコードが 2 つある場合、DDDS アプリケーションはまず [Preference] が小さ
いレコードを評価します。有効な値は 0 ～ 65535 です。

Flags

DDDS アプリケーションに固有の設定。RFC 3404 で現在定義されている値は、大文字および小文字
の "A"、"P"、"S"、"U" と空の文字列 "" です。[Flags] は引用符で囲んでください。

サービス

DDDS アプリケーションに固有の設定。[Service] は引用符で囲んでください。

詳細については、該当する RFC を参照してください。
• URI DDDS アプリケーション – https://tools.ietf.org/html/rfc3404#section-4.4
• S-NAPTR DDDS アプリケーション – https://tools.ietf.org/html/rfc3958#section-6.5
• U-NAPTR DDDS アプリケーション – https://tools.ietf.org/html/rfc4848#section-4.5

Regexp

DDDS アプリケーションが入力値を出力値に変換するために使用する正規表現。例えば、IP 電話シ
ステムが正規表現を使用して、ユーザーが入力した電話番号を SIP URI に変換することができます。
[Regexp] は引用符で囲んでください。[Regexp] の値と [Replacement] のいずれかを指定します。両方
は指定しないでください。

正規表現には、次のいずれかの出力可能な ASCII 文字を含めることができます。
• a～z
• 0-9
• - (ハイフン)
• (スペース)
• ! # $ % & ' ( ) * + , - / : ; < = > ? @ [ ] ^ _ ` { | } ~ .
• " (引用符)。文字列にリテラル引用符を含めるには、文字列の前に \ 文字を置きます (\")。
• \ (backslash)。文字列にバックスラッシュを含めるには、文字列の前に \ を置きます (\\)。

他のすべての値 (国際化ドメインなど) を 8 進数形式で指定します。

[Regexp] の構文については、「RFC 3402, section 3.2, Substitution Expression Syntax」を参照してく
ださい。

置換

DDDS アプリケーションが DNS クエリを送信する次のドメイン名の完全修飾ドメイン名 
(FQDN)。DDDS アプリケーションは、入力値を [Replacement] に指定した値 (ある場合) に置き
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換えます。[Regexp] の値と [Replacement] のいずれかを指定します。両方は指定しないでくださ
い。[Regexp] の値を指定する場合は、[代替] にドット (.) を指定します。

ドメイン名には、a ～ z、0 ～ 9、- (ハイフン) を含めることができます。

DDDS アプリケーションと NAPTR レコードについては、次の RFC を参照してください。

• RFC 3401
• RFC 3402
• RFC 3403
• RFC 3404

Amazon Route 53 コンソールの例

100 50 "u" "E2U+sip" "!^(\\+441632960083)$!sip:\\1@example.com!" .
100 51 "u" "E2U+h323" "!^\\+441632960083$!h323:operator@example.com!" .
100 52 "u" "E2U+email:mailto" "!^.*$!mailto:info@example.com!" .

Route 53 API の例

<ResourceRecord> 
   <Value>100 50 "u" "E2U+sip" "!^(\\+441632960083)$!sip:\\1@example.com!" .</Value> 
   <Value>100 51 "u" "E2U+h323" "!^\\+441632960083$!h323:operator@example.com!" .</Value> 
   <Value>100 52 "u" "E2U+email:mailto" "!^.*$!mailto:info@example.com!" .</Value>
</ResourceRecord>

NS レコードタイプ
NS レコードはホストゾーンのネームサーバーを識別します。次の点に注意してください。

• NS レコードの最も一般的な使用方法は、インターネットトラフィックがドメインにルーティングされ
る方法を制御することです。ホストゾーンのレコードを使用してドメインのトラフィックをルーティン
グするには、デフォルトの NS レコードの 4 つのネームサーバーを使用するようにドメイン登録設定を
更新します (これは、ホストゾーンと同じ名前を持つ NS レコードです)。

• サブドメイン (acme.example.com) 用に別のホストゾーンを作成し、そのホストゾーンを使用して、サ
ブドメインとそのサブドメイン (subdomain.acme.example.com) のインターネットトラフィックをルー
ティングできます。この設定は、ホストゾーンでルートドメイン (example.com) 用の別の NS レコード
を作成することにより指定します (「ホストゾーンへのサブドメインの責任の委任」と呼ばれます)。詳
細については、「サブドメインのトラフィックのルーティング (p. 342)」を参照してください。

• また、NS レコードを使用して、ホワイトラベルネームサーバーを設定することもできます。詳細につ
いては、「ホワイトラベルネームサーバーの設定 (p. 357)」を参照してください。

NS レコードの詳細については、「Amazon Route 53 がパブリックホストゾーンに作成する NS レコード
と SOA レコード (p. 362)」を参照してください。

Amazon Route 53 コンソールの例

ns-1.example.com

Route 53 API の例

<Value>ns-1.example.com</Value>
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PTR レコードタイプ
PTR レコードは、IP アドレスを対応するドメイン名にマッピングします。

Amazon Route 53 コンソールの例

hostname.example.com

Route 53 API の例

<Value>hostname.example.com</Value>

SOA レコードタイプ
Start of Authority (SOA) のレコードは、ドメインおよび対応する Amazon Route 53 のホストゾーンに関す
る情報を提供します。SOA レコードのフィールドについては、「Amazon Route 53 がパブリックホスト
ゾーンに作成する NS レコードと SOA レコード (p. 362)」を参照してください。

Route 53 コンソールの例

ns-2048.awsdns-64.net hostmaster.awsdns.com 1 1 1 1 60

Route 53 API の例

<Value>ns-2048.awsdns-64.net hostmaster.awsdns.com 1 1 1 1 60</Value>

SPF レコードタイプ
以前は、メールの送信者の身元を確認するために SPF レコードが使用されていました。しかし、レコード
タイプが SPF のレコードを作成することはもうお勧めできません。RFC 7208「Sender Policy Framework 
(SPF) for Authorizing Use of Domains in Email, Version 1」が更新され、「...[RFC4408] で定義されたその
存在と仕組みが相互運用性の問題を起こしている。したがって、その使用は SPF バージョン 1 ではもはや
適切ではない。実装では使用してはならない」とされています。RFC 7208 のセクション 14.1「The SPF 
DNS Record Type」を参照してください。

SPF レコードの代わりに、該当する値を含む TXT レコードを作成することをお勧めします。有効な値に
ついては、Wikipedia の記事「センダーポリシーフレームワーク」を参照してください。

Amazon Route 53 コンソールの例

"v=spf1 ip4:192.168.0.1/16 -all"

Route 53 API の例

<Value>"v=spf1 ip4:192.168.0.1/16 -all"</Value>

SRV レコードタイプ
SRV レコードの Value 要素は 4 つのスペース区切りの値で構成されます。最初の 3 つの値は、優先順
位、重み、およびポートをそれぞれ表す 10 進値です。4 番目の値は、ドメイン名です。SRV レコード
は、メールや通信用のサービスなどのサービスにアクセスするために使用されます。SRV レコードの形式
については、接続先のサービスのマニュアルを参照してください。
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Amazon Route 53 コンソールの例

10 5 80 hostname.example.com

Route 53 API の例

<Value>10 5 80 hostname.example.com</Value>

TXT レコードタイプ
TXT レコードには、二重引用符 (") で囲まれた 1 つ以上の文字列が含まれます。シンプルルーティングポ
リシーを使用する際には、同じ TXT レコードにあるドメインのすべての値 (example.com) またはサブドメ
イン (www.example.com) を含めます。

トピック
• TXT レコード値の入力 (p. 403)
• TXT レコード値の特殊文字 (p. 403)
• TXT レコード値の大文字と小文字 (p. 404)
• 例 (p. 404)

TXT レコード値の入力

1 つの文字列には、最大 255 文字を含めることができます。これには以下のものが含まれます。

• a～z
• A～Z
• 0-9
• スペース
• - (ハイフン)
• ! " # $ % & ' ( ) * + , - / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ .

255 文字を超える値を入力する必要がある場合、値を 255 文字以下の文字列に分割し、各文字列を二重引
用符 (") で囲みます。コンソールで、同じ行にすべての文字列を一覧表示します。

"String 1" "String 2" "String 3"

API の場合、すべての文字列を同じ Value 要素に含めます。

<Value>"String 1" "String 2" "String 3"</Value>

TXT レコード内の値の最大長は 4,000 文字です。

複数の TXT 値を入力するには、値を 1 行に 1 つ入力します。

TXT レコード値の特殊文字

TXT レコードが以下の文字を含む場合は、エスケープコードを使って、\3 ## 8 ####という形式で文字
を指定する必要があります。

• 8 進数で文字 000～040 (10 進数で 0～32、16 進数で 0x20～0x00)
• 8 進数で文字 177～377 (10 進数で 127～255、16 進数で 0xFF～0x7F)
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たとえば、TXT レコードの値が "exämple.com" の場合、"ex\344mple.com" と指定します。

ASCII 文字および 8 進コードの間のマッピングについては、インターネットで「ascii 8 進コード」を検索
してください。ASCII Code - The extended ASCII table に役立つ情報があります。

文字列に引用符 (") を含めるには、引用符の前にバックスラッシュ (\) を配置します (\")。

TXT レコード値の大文字と小文字

ケースが保持され、"Ab" と "aB" は異なる値となります。

例
Amazon Route 53 コンソールの例

個別の行にそれぞれの値を入力します。

"This string includes \"quotation marks\"."
"The last character in this string is an accented e specified in octal format: \351"
"v=spf1 ip4:192.168.0.1/16 -all"

Route 53 API の例

個別の Value 要素にそれぞれの値を入力します。

<Value>"This string includes \"quotation marks\"."</Value>
<Value>"The last character in this string is an accented e specified in octal format: 
 \351"</Value>
<Value>"v=spf1 ip4:192.168.0.1/16 -all"</Value>

Amazon Route 53 コンソールを使用したレコードの作
成
以下の手順では、Amazon Route 53 コンソールを使用してレコードを作成する方法について説明しま
す。Route 53 API を使用してレコードを作成する方法については、「Amazon Route 53 API リファレン
ス」の「ChangeResourceRecordSets」を参照してください。

Note

複雑なルーティング設定のレコードを作成するには、トラフィックフロービジュアルエディ
ターを使用して、設定をトラフィックポリシーとして保存することができます。その後、トラ
フィックポリシーを、同じホストゾーンまたは複数のホストゾーンで 1 つ以上のドメイン名 
(example.com など) またはサブドメイン名 (www.example.com など) に関連付けることができ
ます。さらに、新しい設定が期待どおりに機能していない場合は、更新を元に戻すことができ
ます。詳細については、「DNS トラフィックのルーティングにトラフィックフローを使用す
る (p. 463)」を参照してください

Route 53 コンソールを使用してレコードを作成するには

1. エイリアスレコードを作成しない場合は、ステップ 2 に進みます。

また、Elastic Load Balancing ロードバランサーや別の　Route 53 レコード以外の AWS リソースに 
DNS トラフィックをルーティングするエイリアスレコードを作成する場合は、ステップ 2 に進みま
す。

ELB ロードバランサーにトラフィックをルーティングするエイリアスレコードを作成する場合、お
よび、複数の異なるアカウントを使用してホストゾーンとロードバランサーを作成した場合は、手順
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「ELB ロードバランサーの DNS 名の取得 (p. 405)」を実行してロードバランサーの DNS 名を取得
します。

2. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

3. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
4. ドメインにすでにホストゾーンがある場合は、ステップ 5 に進みます。それ以外の場合は、該当する

手順を実行してホストゾーンを作成します。

• インターネットトラフィックを Amazon S3 バケットや Amazon EC2 インスタンスなどのリソース
にルーティングするには、「パブリックホストゾーンの作成 (p. 348)」を参照してください。

• VPC でトラフィックをルーティングするには、「プライベートホストゾーンの作成 (p. 368)」を
参照してください。

5. [ホストゾーン] ページで、レコードを作成するホストゾーンの名前を選択します。
6. [Create record (レコードを作成)] を選択します。
7. 適切なルーティングポリシーと値を選択し、定義します。詳細については、作成するレコードの種類

に関するトピックを参照してください。

• すべてのルーティングポリシーに共通する値 (p. 407)
• すべてのルーティングポリシーのエイリアスレコードに共通する値 (p. 410)
• シンプルなレコードに固有の値 (p. 415)
• シンプルなエイリアスレコードに固有の値 (p. 417)
• フェイルオーバーレコードに固有の値 (p. 419)
• フェイルオーバーエイリアスレコードに固有の値 (p. 422)
• 位置情報レコードに固有の値 (p. 426)
• 位置情報エイリアスレコードに固有の値 (p. 430)
• レイテンシーレコードに固有の値 (p. 435)
• レイテンシーエイリアスレコードに固有の値 (p. 438)
• IP ベースレコード特有の値 (p. 442)
• IP ベースエイリアスレコードに特有の値 (p. 445)
• 複数値回答レコードに固有の値 (p. 450)
• 加重レコードに固有の値 (p. 453)
• 加重エイリアスレコードに固有の値 (p. 456)

8. [Create records] (レコードを作成) を選択します。

Note

新しいレコードが Route 53 DNS サーバーに伝達されるまでにしばらく時間がかかります。
現在、変更が反映されたことを確認するには、GetChange API アクションを使用する方法し
かありません。通常、変更は 60 秒以内にすべての Route 53 ネームサーバーに伝播します。

9. レコードを複数作成する場合は、ステップ 7～8 を繰り返します。

ELB ロードバランサーの DNS 名の取得

1. エイリアスレコードを作成する Classic Load Balancer、Application Load Balancer、または Network 
Load Balancer の作成に使用した AWS アカウントを使用して AWS Management Console にサインイ
ンします。

2. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
3. ナビゲーションペインで、[Load Balancers] を選択します。
4. ロードバランサーのリストで、エイリアスレコードを作成するロードバランサーを選択します。
5. [Description] タブで、[DNS name] の値を取得します。
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6. 他の ELB ロードバランサーに対してもエイリアスレコードを作成する場合は、ステップ 4 と 5 を繰
り返します。

7. からサインアウトします AWS Management Console
8. Route 53 ホストゾーンの作成時に使用した AWS アカウントを使って AWS Management Console に

再度サインインします。
9. 手順「Amazon Route 53 コンソールを使用したレコードの作成 (p. 404)」のステップ 3 に戻りま

す。

リソースレコードセットのアクセス許可
リソースレコードセットのアクセス許可では、Identity and Access Management (IAM) ポリシー条件を使
用して、Route 53 コンソールでのアクションや、ChangeResourceRecordSets API の使用についてのきめ
細かいアクセス許可を設定できます。

リソースレコードセットは、複数のリソースレコードとして定義されます。これらの名前とタイプは同じ
です (クラスも同じですが、ほとんどの場合、クラスは常に IN またはインターネットです) が、含まれて
いるデータは異なります。例えば、位置情報ルーティングを選択した場合、同じドメインの異なるエン
ドポイントを指す複数の A レコードまたは AAAA レコードを設定できます。これらの A レコードまたは 
AAAA レコードはすべて組み合わされて 1 つのリソースレコードセットを形成します。DNS 用語の詳細に
ついては、「RFC 7719」を参照してください。

route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames、route53:ChangeResourceRecordSetsRecordTypes、
および route53:ChangeResourceRecordSetsActions の IAM ポリシー条件では、他の任意の AWS 
アカウントの他の AWS ユーザーにきめ細かな管理権限を付与できます。これにより、あるユーザーに、
次のアクセス許可を付与できます。

• 単一リソースレコードセット。
• 特定の DNS レコードタイプのすべてのリソースレコードセット。
• 名前に特定の文字列が含まれるリソースレコードセット。
• ChangeResourceRecordSets API、または Route 53 コンソール使用時の CREATE | UPSERT | 
DELETE  アクションのいずれか、またはすべての実行。

Route 53 のポリシー条件のいずれかを組み合わせたアクセス許可を作成することもできます。例えば、あ
るユーザーに marketing-example.com の A レコードデータを変更するアクセス許可を付与するが、その
ユーザーにはレコードの削除を許可しないことができます。

リソースレコードセットのアクセス許可の詳細については、「きめ細かなアクセスコントロールのための 
IAM ポリシー条件を使用してリソースレコードセットを管理する (p. 627)」を参照してください。

AWS ユーザーを認証する方法については、「アイデンティティを使用した認証 (p. 604)」を参照して
ください。また、Route 53 リソースへのアクセスを制御する方法については、「アクセスコントロー
ル (p. 606)」を参照してください。

Amazon Route 53 レコードの作成時または編集時に指
定する値
Amazon Route 53 コンソールを使用してレコードを作成するときに指定する値は、使用するルーティング
ポリシーと、AWS リソースにトラフィックをルーティングするエイリアスレコードを作成するかどうかに
よって異なります。

トピック
• すべてのルーティングポリシーに共通する値 (p. 407)
• すべてのルーティングポリシーのエイリアスレコードに共通する値 (p. 410)

API バージョン 2013-04-01
406

https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_ChangeResourceRecordSets.html
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7719
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_ChangeResourceRecordSets.html


Amazon Route 53 デベロッパーガイド
指定値

• シンプルなレコードに固有の値 (p. 415)
• シンプルなエイリアスレコードに固有の値 (p. 417)
• フェイルオーバーレコードに固有の値 (p. 419)
• フェイルオーバーエイリアスレコードに固有の値 (p. 422)
• 位置情報レコードに固有の値 (p. 426)
• 位置情報エイリアスレコードに固有の値 (p. 430)
• レイテンシーレコードに固有の値 (p. 435)
• レイテンシーエイリアスレコードに固有の値 (p. 438)
• IP ベースレコード特有の値 (p. 442)
• IP ベースエイリアスレコードに特有の値 (p. 445)
• 複数値回答レコードに固有の値 (p. 450)
• 加重レコードに固有の値 (p. 453)
• 加重エイリアスレコードに固有の値 (p. 456)

すべてのルーティングポリシーに共通する値
これらは、Amazon Route 53 レコードを作成または編集するときに指定できる共通の値です。これらの値
は、すべてのルーティングポリシーによって使用されます。

トピック
• レコード名 (p. 407)
• 値/トラフィックのルーティング先 (p. 408)
• TTL (秒) (p. 409)

レコード名

トラフィックをルーティングするドメインまたはサブドメインの名前を入力します。デフォルト値はホス
トゾーンの名前です。

Note

ホストゾーンと同じ名前のレコードを作成する場合は、[名前] フィールドに値 (@ 記号など) を入
力しないでください。

CNAME レコード

[レコードタイプ] の値が [CNAME] のレコードを作成する場合、レコードの名前をホストゾーンの名前
と同じにすることはできません。

特殊文字

a～z、0～9、- (ハイフン) 以外の文字を指定する方法、および国際化されたドメイン名を指定する方
法については、「DNS ドメイン名の形式 (p. 38)」を参照してください。

ワイルドカード文字

名前にはアスタリスク (*) を使用できます。DNSは、名前の中の位置に応じて、「*」をワイルドカー
ドまたはアスタリスク (ASCII 42) として処理します。詳細については、「ホストゾーンおよびレコー
ド名のアスタリスク (*) を使用する (p. 39)」を参照してください。

Important

型が NS であるリソースレコードセットに対して * ワイルドカードを使用することはできま
せん。
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値/トラフィックのルーティング先

IP アドレス、またはレコードタイプに応じた別の値を選択します。[レコードタイプ] の値として適切な値
を入力します。[CNAME] を除くすべてのタイプは、複数の値を入力できます。各値は個別の行に入力しま
す。

A — IPv4 アドレス

IPv4 形式の IP アドレス。例えば、192.0.2.235。
AAAA — IPv6 アドレス

IPv6 の形式の IP アドレス。例えば、2001:0db8:85a3:0:0:8a2e:0370:7334。
CAA — 認証機関の承認

[Record name] (レコード名) で指定されたドメインまたはサブドメインの証明書またはワイルドカー
ド証明書を発行可能な認証機関を制御する、スペースで区切られた 3 つの値です。CAA レコードを使
用して以下を指定できます｡
• SSL/TLS 証明書を発行できる認証機関 (CA)
• CA がドメインまたはサブドメインの証明書を発行するときに連絡する電子メールアドレスまたは 

URL
CNAME — 正規名

Route 53 で、このレコードに対する DNS クエリに応答して返される完全修飾ドメイン名 (例え
ば、www.example.com)。末尾のドットはオプションです。Route 53 では、ドメイン名が完全修飾ド
メイン名であると見なされます。つまり、Route 53 では、(末尾にドットのない) www.example.com
と (末尾にドットのある) www.example.com. が同一と見なされます。

MX — メール交換

優先順位とメールサーバーを指定するドメイン名。例えば、10 mailserver.example.com。末尾のドッ
トはオプションです。

NAPTR — 名前付け権限ポインタ

動的委任発見システム (DDDS) アプリケーションで、1 つの値を別の値に変換または置き換える
ために使用される、スペースで区切られた 6 つの設定。詳細については、「NAPTR レコードタイ
プ (p. 400)」を参照してください。

PTR — ポインタ

Route 53 が返すように設定するドメイン名。
NS – ネームサーバー

ネームサーバーのドメイン名。たとえば、ns1.example.com。

Note

単純なルーティングポリシーのみで NS レコードを指定できます。
SPF — センダーポリシーフレームワーク

引用符で囲まれた SPF のレコード。例えば、"v=spf1 ip4:192.168.0.1/16-all"。SPF レコードは推奨さ
れていません。詳細については、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してくだ
さい。

SRV — サービスロケーター

SRV レコード。SRV レコードは、メールや通信用のサービスなどのサービスにアクセスするために
使用されます。SRV レコードの形式については、接続先のサービスのマニュアルを参照してくださ
い。末尾のドットはオプションとして扱われます。

SRV レコードの形式は次のとおりです。
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[優先順位] [重み] [ポート] [サーバーのホスト名]

次に例を示します。

1 10 5269 xmpp-server.example.com。
TXT — テキスト

テキストレコード。テキストは引用符で囲みます。例えば、"Sample text entry"。

TTL (秒)

再帰的な DNS リゾルバーでこのレコードに関する情報をキャッシュしておく時間 (秒単位)。より長い値 
(例えば、172800 秒、つまり 2 日) を指定する場合、このレコードの最新情報を取得するには、再帰的な 
DNS リゾルバーで Route 53 に対して実行する必要がある呼び出しの数を減らします。これは、レイテ
ンシーを減らし、Route 53 サービスの請求金額を下げる効果があります。詳細については、「Amazon 
Route 53 によりドメインのトラフィックをルーティングする方法 (p. 4)」を参照してください

ただし、TTL に長い値を使用する場合、再帰的なリゾルバーは、Route 53 に最新の情報を問い合わせるま
でに、長い間キャッシュ内の値を使用するため、レコードに対する変更 (例えば、新しい IP アドレス) が
有効になるまでの時間が長くなります。既に使用されているドメインまたはサブドメインの設定を変更す
る場合、最初は 300 秒など短い値を指定し、新しい設定が正しいことを確認したら、値を増やすことをお
勧めします。

このレコードをヘルスチェックに関連付ける場合、ヘルスステータスの変化にクライアントがすばやく対
応できるよう、60 秒以下の TTL を指定することをお勧めします。

API バージョン 2013-04-01
409



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
指定値

すべてのルーティングポリシーのエイリアスレコードに共通する
値
これらは、Amazon Route 53 レコードを作成または編集するときに指定できる一般的なエイリアス値で
す。これらの値は、すべてのルーティングポリシーによって使用されます。

トピック
• レコード名 (p. 410)
• 値/トラフィックのルーティング先 (p. 410)

レコード名
トラフィックをルーティングするドメインまたはサブドメインの名前を入力します。デフォルト値はホス
トゾーンの名前です。

Note

ホストゾーンと同じ名前のレコードを作成する場合は、[名前] フィールドに値 (@ 記号など) を入
力しないでください。

CNAME レコード

[Type] (タイプ) の値が [CNAME] のレコードを作成する場合、レコードの名前をホストゾーンの名前
と同じ名前にすることはできません。

CloudFront ディストリビューションと Amazon S3 バケットへのエイリアス

指定する値は、トラフィックをルーティングする AWS リソースによって一部異なります。
• CloudFront ディストリビューション – ディストリビューションには、レコードの名前と一致す

る代替ドメイン名が含まれる必要があります。例えば、レコード名が acme.example.com の場
合、CloudFront ディストリビューションには代替ドメイン名の 1 つとして acme.example.com が含
まれる必要があります。詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「代替ドメイ
ン名 (CNAME) を使用する」を参照してください。

• Amazon S3 バケット – レコード名は、Amazon S3 バケット名と一致する必要があります。例え
ば、 バケット名が [acme.example.com] である場合、このレコード名も [acme.example.com] であ
る必要があります。

また、ウェブサイトホスティング用にバケットを設定する必要があります。詳細について
は、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドのウェブサイトホスティング用にバケットを
設定するを参照してください。

特殊文字

a～z、0～9、- (ハイフン) 以外の文字を指定する方法、および国際化されたドメイン名を指定する方
法については、「DNS ドメイン名の形式 (p. 38)」を参照してください。

ワイルドカード文字

名前にはアスタリスク (*) を使用できます。DNSは、名前の中の位置に応じて、「*」をワイルドカー
ドまたはアスタリスク (ASCII 42) として処理します。詳細については、「ホストゾーンおよびレコー
ド名のアスタリスク (*) を使用する (p. 39)」を参照してください。

値/トラフィックのルーティング先
リストから選択する値、またはフィールドに入力する値は、トラフィックをルーティングする AWS リ
ソースによって異なります。

トラフィックを特定の AWS リソースにルーティングするように Route 53 を設定する方法の詳細について
は、AWS リソースへのインターネットトラフィックのルーティング (p. 521) を参照してください。
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Important

同じ AWS アカウントを使用してホストゾーンとトラフィックのルーティング先のリソースを作
成した場合、およびリソースが [エンドポイント] リストに表示されない場合は、次を確認してく
ださい。

• [レコードタイプ] でサポートされている値を選択したことを確認します。サポートされてい
る値は、トラフィックのルーティング先のリソースに固有です。例えば、S3 バケットにトラ
フィックをルーティングするには、[レコードタイプ] として [A — IPv4 アドレス] を選択する必
要があります。

• アカウントに、該当するリソースを一覧表示するために必要な IAM アクセス許可があることを
確認します。例えば、CloudFront ディストリビューションを [エンドポイント] リストに表示す
るためには、アカウントが次のアクションを実行するアクセス許可を持っている必要がありま
す: cloudfront:ListDistributions。

IAM ポリシーの例については、「Amazon Route 53 コンソールを使用するために必要なアクセ
ス許可 (p. 612)」を参照してください。

ホストゾーンとリソースを作成するために異なる AWS アカウントを使用した場合、[エンドポイ
ント] リストにはリソースが表示されません。[エンドポイント] に入力する値を決定するには、リ
ソースタイプに関する次のドキュメントを参照してください。

API Gateway のカスタムリージョン API とエッジ最適化 API

API Gateway のカスタムリージョン API とエッジ最適化 API で、次のいずれかを行います。
• 同じアカウントを使用して、Route 53 ホストゾーンと API を作成した場合 – [エンドポイント] を選

択し、リストから API を選択します。API が多数ある場合は、API エンドポイントの最初の数文字
を入力してリストをフィルタリングすることができます。

Note

このレコードの名前は、API のカスタムドメイン名 (例: api.example.com) と一致している
必要があります。

• 別のアカウントを使用して、Route 53 ホストゾーンと API を作成した場合 – API の API エンドポイ
ント (例: api.example.com) を入力します。

1 つの AWS アカウントを使用して現在のホストゾーンを作成し、別のアカウントを使用して API 
を作成した場合、API は [エンドポイント] リストに [API Gateway API] として表示されません。

1 つのアカウントを使用して現在のホストゾーンを作成し、すべての API を作成するのに 1 つ以上
の別のアカウントを使用した場合、[エンドポイント] リストの [API Gateway API] に「No targets 
available」と表示されます。詳細については、「ドメイン名を使用してトラフィックを Amazon 
API Gateway の API にルーティングする (p. 521)」を参照してください。

CloudFront ディストリビューション

CloudFront ディストリビューションの場合は、次のいずれかの操作を実行します。
• Route 53 ホストゾーンと CloudFront ディストリビューションを作成する際に同じアカウントを使

用している場合 – [エンドポイント] を選択し、リストからディストリビューションを選択します。
ディストリビューションが多数ある場合は、ディストリビューションのドメイン名の最初の数文字
を入力することでリストをフィルタ処理できます。

ディストリビューションがリストに表示されていない場合は、次の点を確認してください。
• このレコードの名前は、ディストリビューションの代替ドメイン名に一致する必要があります。
• ディストリビューションに代替ドメイン名を追加した直後であれば、変更がすべての CloudFront 

エッジロケーションに伝達されるまでに 15 分程度かかる場合があります。変更が伝達されるま
で、Route 53 は新しい代替ドメイン名を認識できません。
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• Route 53 ホストゾーンとディストリビューションを作成する際に異なるアカウントを使
用している場合 – ディストリビューションの CloudFront ドメイン名を入力します (例え
ば、d111111abcdef8.cloudfront.net)。

1 つの AWS アカウントを使用して現在のホストゾーンを作成し、別のアカウントを使用してディ
ストリビューションを作成した場合、ディストリビューションは [エンドポイント] リストに表示さ
れません。

1 つのアカウントを使用して現在のホストゾーンを作成し、1 つ以上の別のアカウントを使用して
すべてのディストリビューションを作成した場合 、[エンドポイント] リストの [CloudFront ディス
トリビューション] に「No targets available」と表示されます。

Important

すべてのエッジロケーションに伝達されていない CloudFront ディストリビューションにクエ
リをルーティングしないでください。その場合、ユーザーは該当するコンテンツにアクセス
できません。

CloudFront ディストリビューションには、レコードの名前と一致する代替ドメイン名が含まれる必要
があります。例えば、レコード名が acme.example.com の場合、CloudFront ディストリビューショ
ンには代替ドメイン名の 1 つとして acme.example.com が含まれる必要があります。詳細について
は、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「代替ドメイン名 (CNAME) を使用する」を参照して
ください。

ディストリビューションに対して IPv6 が有効になっている場合は、2 つのレコードを作成します。1 
つは [レコードタイプ] として [A — IPv4 アドレス]の値を持つもの、もう 1 つは [AAAA IPv6 — アド
レス] の値を持つものとします。詳細については、「ドメイン名を使用したトラフィックの Amazon 
CloudFront ディストリビューションへのルーティング (p. 523)」を参照してください。

ローカル化されたサブドメインがある Elastic Beanstalk 環境

Elastic Beanstalk 環境のドメイン名に環境をデプロイしたリージョンが含まれている場合、トラ
フィックを環境にルーティングするエイリアスレコードを作成できます。たとえば、ドメイン名 my-
environment.us-west-2.elasticbeanstalk.com はローカル化されたドメイン名です｡

Important

2016 年の初めよりも前に作成された環境の場合、ドメイン名にはリージョンは含まれていま
せん。これらの環境にトラフィックをルーティングするには、エイリアスレコードの代わり
に CNAME レコードを作成する必要があります。ルートドメイン名に対して CNAME レコー
ドを作成することはできないことに注意してください｡ 例えば、ドメイン名が example.com 
の場合、acme.example.com のトラフィックを Elastic Beanstalk 環境にルーティングするレ
コードは作成できますが、example.com のトラフィックを Elastic Beanstalk 環境にルーティ
ングするレコードは作成できません。

ローカル化されたサブドメインがある Elastic Beanstalk 環境の場合は、次のいずれかを実行します。
• Route 53 ホストゾーンと Elastic Beanstalk 環境を作成する際に同じアカウントを使用している場

合 – [エンドポイント] を選択し、リストから環境を選択します。環境が多数ある場合は、環境の 
CNAME 属性の最初の数文字を入力することでリストをフィルタ処理できます。

• 別のアカウントを使用して、Route 53 ホストゾーンと Elastic Beanstalk 環境を作成した場合— 
Elastic Beanstalk 環境の CNAME 属性を入力します。

詳細については、「AWS Elastic Beanstalk 環境へのトラフィックルーティング (p. 529)」を参照し
てください。

ELB ロードバランサー

ELB ロードバランサーの場合は、次のいずれかの操作を実行します。
• Route 53 ホストゾーンとロードバランサーを作成する際に同じアカウントを使用している場合 – 

[エンドポイント] を選択し、リストからロードバランサーを選択します。ロードバランサーが多数
ある場合は、DNS 名の最初の数文字を入力することでリストをフィルタ処理できます。
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• Route 53 ホストゾーンとロードバランサーを作成する際に異なるアカウントを使用している場合 – 
「ELB ロードバランサーの DNS 名の取得 (p. 405)」の手順で取得した値を入力します。

1 つの AWS アカウントを使用して現在のホストゾーンを作成し、別のアカウントを使用してロー
ドバランサーを作成した場合、ロードバランサーは [エンドポイント] リストに表示されません。

1 つのアカウントを使用して現在のホストゾーンを作成し、すべてのロードバランサーを作成
するのに 1 つ以上の別のアカウントを使用した場合、[エンドポイント] リストの [Elastic Load 
Balancers] に「No targets available」と表示されます。

コンソールは、別のアカウントのアプリケーションと Classic Load Balancer に dualstack. を付加
します。ウェブブラウザなどのクライアントが、ドメイン名 (example.com) またはサブドメイン名 
(www.example.com) の IP アドレスをリクエストする場合、クライアントは IPv4 アドレス (A レコー
ド)、IPv6 アドレス (AAAA レコード)、または IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方を (別のリクエス
トで) リクエストできます。[dualstack.] の指定により、Route 53 は、クライアントがリクエストした 
IP アドレス形式に基づいて、ロードバランサーに対する適切な IP アドレスで応答することができま
す。

詳細については、「ELB ロードバランサーへのトラフィックのルーティング (p. 532)」を参照して
ください。

AWS Global Accelerator アクセラレーター

AWS Global Accelerator アクセラレーターで、アクセラレーターの DNS 名を入力します。現在の 
AWS アカウントまたは別の AWS アカウントを使用して作成したアクセラレーターの DNS 名を入力
できます。

Amazon S3 バケット

ウェブサイトエンドポイントとして設定された Amazon S3 バケットの場合、次のいずれかを実行し
ます。
• Route 53 ホストゾーンと Amazon S3 バケットを作成する際に同じアカウントを使用している

場合 – [エンドポイント] を選択し、リストからバケットを選択します。バケットが多数ある場合
は、DNS 名の最初の数文字を入力することでリストをフィルタ処理できます。

[エンドポイント] の値は、バケットの Amazon S3 ウェブサイトエンドポイントに変わります。
• 別のアカウントを使用して、Route 53 ホストゾーンと Amazon S3 bucket を作成した場合 – S3 バ

ケットを作成したリージョンの名前を入力します。「Amazon Web Services 全般のリファレンス」
の「Amazon S3 ウェブサイトのエンドポイント」にアクセスし、表にあるウェブサイトのエンドポ
イント列の値を使用します。

現在のアカウント以外の AWS アカウントを使用して Amazon S3 バケットを作成した場合、バケッ
トは [エンドポイント] リストに表示されません。

ウェブサイトホスティング用にバケットを設定する必要があります。詳細については、Amazon 
Simple Storage Service ユーザーガイドのウェブサイトホスティング用にバケットを設定するを参照
してください。

レコード名は、Amazon S3 バケット名と一致する必要があります。例えば、Amazon S3 バケット名
が [acme.example.com] である場合、このレコード名も [acme.example.com] である必要があります。

加重エイリアス、レイテンシーエイリアス、フェイルオーバーエイリアス、または位置情報エイリア
スのレコードのグループの中には、Amazon S3 バケットにクエリをルーティングするレコードを 1 つ
だけ作成できます。これは、レコード名はバケット名と一致する必要があり、バケット名はグローバ
ルに一意である必要があるためです。

Amazon VPC インターフェイスのエンドポイント

Amazon VPC インターフェイスエンドポイントで、以下のいずれかを行います。
• Route 53 ホストゾーンとインターフェイスエンドポイントを作成する際に同じアカウントを使用し

ている場合 – [エンドポイント] を選択し、リストからインターフェイスエンドポイントを選択しま
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す。インターフェイスエンドポイントが多数ある場合は、DNS ホスト名の最初の数文字を入力する
ことでリストをフィルタリングすることができます。

• 別のアカウントを使用して Route 53 ホストゾーンとインターフェイスエンドポイントを作成した場
合 – インターフェイスエンドポイントの DNS ホスト名 (例: vpce-123456789abcdef01-example-us-
east-1a.elasticloadbalancing.us-east-1.vpce.amazonaws.com) を入力します。

1 つの AWS アカウントを使用して現在のホストゾーンを作成し、別のアカウントを使用してイン
ターフェイスエンドポイントを作成した場合、インターフェイスエンドポイントは [エンドポイン
ト] リストに [VPC エンドポイント] として表示されません。

1 つのアカウントを使用して現在のホストゾーンを作成し、すべてのインターフェイスエンドポイ
ントを作成するのに 1 つ以上の別のアカウントを使用した場合、[エンドポイント] リストの [VPC 
エンドポイント] に「No targets available」と表示されます。

詳細については、「ドメイン名を使用してトラフィックを Amazon Virtual Private Cloud インター
フェイスエンドポイントにルーティングする (p. 537)」を参照してください。

このホストゾーン内のレコード

このホストゾーン内のレコードの場合は、[エンドポイント] を選択し、該当するレコードを選択しま
す。レコードが多数ある場合は、名前の最初の数文字を入力することでリストをフィルタ処理できま
す。

ホストゾーンにデフォルトの NS および SOA レコードのみが含まれる場合、[エンドポイント] リスト
には「No targets available」と表示されます。

Note

ホストゾーン ([zone apex] といいます) と同じ名前のエイリアスレコードを作成する場合、
[レコードタイプ] の値が [CNAME] のレコードは選択できません。これは、トラフィック
がルーティングされているレコードとエイリアスレコードのタイプが同じでなければなら
ず、zone apex の CNAME レコードの作成はエイリアスレコードであってもサポートされて
いないためです。
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シンプルなレコードに固有の値
シンプルなレコードを作成するときは、以下の値を指定します。

トピック
• ルーティングポリシー (p. 415)
• レコード名 (p. 415)
• 値/トラフィックのルーティング先 (p. 415)
• レコードタイプ (p. 416)
• TTL (秒) (p. 416)

ルーティングポリシー

[Simple routing] (シンプルルーティング) を選択します。

レコード名

トラフィックをルーティングするドメインまたはサブドメインの名前を入力します。デフォルト値はホス
トゾーンの名前です。

Note

ホストゾーンと同じ名前のレコードを作成する場合は、[名前] フィールドに値 (@ 記号など) を入
力しないでください。

レコード名の詳細については、レコード名 (p. 407) を参照してください。

値/トラフィックのルーティング先

IP アドレス、またはレコードタイプに応じた別の値を選択します。[レコードタイプ] の値として適切な値
を入力します。[CNAME] を除くすべてのタイプは、複数の値を入力できます。各値は個別の行に入力しま
す。

次の値にトラフィックをルーティングするか、次の値を指定できます。

• A — IPv4 アドレス
• AAAA — IPv6 アドレス
• CAA — 認証機関の承認
• CNAME — 正規名
• MX — メール交換
• NAPTR — 名前付け権限ポインタ
• NS – ネームサーバー

ネームサーバーのドメイン名。たとえば、ns1.example.com。

Note

単純なルーティングポリシーのみで NS レコードを指定できます。
• PTR — ポインタ
• SPF — センダーポリシーフレームワーク
• SRV — サービスロケーター
• TXT — テキスト
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上記の値の詳細については、「common values for Value/Route traffic to (p. 408)」(値/トラフィックのルー
ティング先) を参照してください。

レコードタイプ

DNS レコードタイプ。詳細については、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してく
ださい。

Route 53 が DNS クエリに応答する方法に基づいて、レコードタイプの値を選択します。

TTL (秒)

再帰的な DNS リゾルバーでこのレコードに関する情報をキャッシュしておく時間 (秒単位)。より長い値 
(例えば、172800 秒、つまり 2 日) を指定する場合、このレコードの最新情報を取得するには、再帰的な 
DNS リゾルバーで Route 53 に対して実行する必要がある呼び出しの数を減らします。これは、レイテ
ンシーを減らし、Route 53 サービスの請求金額を下げる効果があります。詳細については、「Amazon 
Route 53 によりドメインのトラフィックをルーティングする方法 (p. 4)」を参照してください

ただし、TTL に長い値を使用する場合、再帰的なリゾルバーは、Route 53 に最新の情報を問い合わせるま
でに、長い間キャッシュ内の値を使用するため、レコードに対する変更 (例えば、新しい IP アドレス) が
有効になるまでの時間が長くなります。既に使用されているドメインまたはサブドメインの設定を変更す
る場合、最初は 300 秒など短い値を指定し、新しい設定が正しいことを確認したら、値を増やすことをお
勧めします。
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シンプルなエイリアスレコードに固有の値
エイリアスレコードを作成するときは、以下の値を指定します。詳細については、「」を参照してくださ
いエイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択 (p. 392)

Note

AWS GovCloud (US) Region で Route 53 を使用している場合、この機能にはいくつかの制限があ
ります。詳細については、AWS GovCloud (US) ユーザーガイドの Amazon Route 53 のページを
参照してください。

トピック
• ルーティングポリシー (p. 417)
• レコード名 (p. 417)
• 値/トラフィックのルーティング先 (p. 417)
• レコードタイプ (p. 417)
• ターゲットの正常性の評価 (p. 418)

ルーティングポリシー
[Simple routing] (シンプルルーティング) を選択します。

レコード名
トラフィックをルーティングするドメインまたはサブドメインの名前を入力します。デフォルト値はホス
トゾーンの名前です。

Note

ホストゾーンと同じ名前のレコードを作成する場合は、[名前] フィールドに値 (@ 記号など) を入
力しないでください。

レコード名の詳細については、レコード名 (p. 410) を参照してください。

値/トラフィックのルーティング先
リストから選択する値、またはフィールドに入力する値は、トラフィックをルーティングする AWS リ
ソースによって異なります。

ターゲットとすることができる AWS リソースについては、「common values for alias records for value/
route traffic to (p. 410)」(値/トラフィックのルーティング先) を参照してください。

トラフィックを特定の AWS リソースにルーティングするように Route 53 を設定する方法の詳細について
は、AWS リソースへのインターネットトラフィックのルーティング (p. 521) を参照してください。

レコードタイプ
DNS レコードタイプ。詳細については、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してく
ださい。

トラフィックをルーティングする AWS リソースに基づいて、適切な値を選択します。

API Gateway のカスタムリージョン API またはエッジ最適化 API

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
Amazon VPC インターフェイスのエンドポイント

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
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CloudFront 配信

[A — IPv4 アドレス] を選択します。

ディストリビューションに対して IPv6 が有効になっている場合は、2 つのレコードを作成します。1 
つは [タイプ] として [A — IPv4 アドレス] の値を持つもの、もう 1つは [AAAA — IPv6 アドレス] の値
を持つものとします。

ローカル化されたサブドメインがある Elastic Beanstalk 環境

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
ELB ロードバランサー

[A — IPv4 アドレス] または [AAAA — IPv6 アドレス] を選択します。
Amazon S3 バケット

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
このホストゾーン内の別のレコード

エイリアスを作成するレコードのタイプを選択します。[NS] および [SOA] 以外のすべてのタイプがサ
ポートされます。

Note

ホストゾーン (zone apex といいます) と同じ名前のエイリアスレコードを作成する場合、[タ
イプ] の値が [CNAME] のレコードにトラフィックをルーティングすることはできません。こ
れは、トラフィックがルーティングされているレコードとエイリアスレコードのタイプが同
じでなければならず、zone apex の CNAME レコードの作成はエイリアスレコードであって
もサポートされていないためです。

ターゲットの正常性の評価

[Routing policy] (ルーティングポリシー) の値が [Simple] (シンプル) の場合、[No] (いいえ) またはデフォル
トの [Yes] (はい) を選択できます。[Evaluate target health] (ターゲットヘルスを評価) は、[Simple] (シン
プル) のルーティングに一切影響を及ぼさないためです。指定の名前とタイプのレコードが 1 つのみの場
合、Route 53 は、ソースが正常かどうかに関係なく、そのレコードの値を使用して DNS クエリに応答し
ます。
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フェイルオーバーレコードに固有の値
フェイルオーバーレコードを作成するときは、以下の値を指定します。

Note

プライベートホストゾーンでのフェイルオーバーレコードの作成については、「プライベートホ
ストゾーンのフェイルオーバーの設定 (p. 576)」を参照してください。

トピック
• ルーティングポリシー (p. 419)
• レコード名 (p. 419)
• レコードタイプ (p. 419)
• TTL (秒) (p. 419)
• 値/トラフィックのルーティング先 (p. 420)
• フェイルオーバーレコードタイプ (p. 420)
• ヘルスチェック (p. 420)
• 記録 ID (p. 421)

ルーティングポリシー

[フェイルオーバー] を選択します。

レコード名

トラフィックをルーティングするドメインまたはサブドメインの名前を入力します。デフォルト値はホス
トゾーンの名前です。

Note

ホストゾーンと同じ名前のレコードを作成する場合は、[レコード名] フィールドに値 (@ 記号な
ど) を入力しないでください。

フェイルオーバーレコードのグループで、両方のレコードに同じ名前を入力します。

レコード名の詳細については、レコード名 (p. 407) を参照してください。

レコードタイプ

DNS レコードタイプ。詳細については、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してく
ださい。

プライマリフェイルオーバーレコードとセカンダリフェイルオーバーレコードの両方に同じ値を選択して
ください。

TTL (秒)

再帰的な DNS リゾルバーでこのレコードに関する情報をキャッシュしておく時間 (秒単位)。より長い値 
(例えば、172800 秒、つまり 2 日) を指定する場合、このレコードの最新情報を取得するには、再帰的な 
DNS リゾルバーで Route 53 に対して実行する必要がある呼び出しの数を減らします。これは、レイテ
ンシーを減らし、Route 53 サービスの請求金額を下げる効果があります。詳細については、「Amazon 
Route 53 によりドメインのトラフィックをルーティングする方法 (p. 4)」を参照してください

ただし、TTL に長い値を使用する場合、再帰的なリゾルバーは、Route 53 に最新の情報を問い合わせるま
でに、長い間キャッシュ内の値を使用するため、レコードに対する変更 (例えば、新しい IP アドレス) が
有効になるまでの時間が長くなります。既に使用されているドメインまたはサブドメインの設定を変更す
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る場合、最初は 300 秒など短い値を指定し、新しい設定が正しいことを確認したら、値を増やすことをお
勧めします。

このレコードをヘルスチェックに関連付ける場合、ヘルスステータスの変化にクライアントがすばやく対
応できるよう、60 秒以下の TTL を指定することをお勧めします。

値/トラフィックのルーティング先

IP アドレス、またはレコードタイプに応じた別の値を選択します。[レコードタイプ] の値として適切な値
を入力します。[CNAME] を除くすべてのタイプは、複数の値を入力できます。各値は個別の行に入力しま
す。

次の値にトラフィックをルーティングするか、次の値を指定できます。

• A — IPv4 アドレス
• AAAA — IPv6 アドレス
• CAA — 認証機関の承認
• CNAME — 正規名
• MX — メール交換
• NAPTR — 名前付け権限ポインタ
• PTR — ポインタ
• SPF — センダーポリシーフレームワーク
• SRV — サービスロケーター
• TXT — テキスト

上記の値の詳細については、「common values for Value/Route traffic to (p. 408)」(値/トラフィックのルー
ティング先) を参照してください。

フェイルオーバーレコードタイプ

このレコードに該当する値を選択します。フェイルオーバーが正常に動作するためには、プライマリフェ
イルオーバーレコードを 1 つとセカンダリフェイルオーバーレコードを 1 つ作成する必要があります。

[レコード名] および [レコードタイプ] の値がフェイルオーバーレコードと同じである非フェイルオーバー
レコードを作成することはできません。

ヘルスチェック

Route 53 で、指定されたエンドポイントの正常性をチェックし、エンドポイントが正常であるときにの
み、このレコードを使用して DNS クエリに応答する場合は、ヘルスチェックを選択します。

Route 53 は、レコード内で指定されたエンドポイント、例えば、[値] フィールドの IP アドレスで指定さ
れたエンドポイントの正常性はチェックしません。Route 53 は、レコードのヘルスチェックを選択したと
き、ヘルスチェックで指定されたエンドポイントの正常性をチェックします。エンドポイントが正常であ
るかどうかを、Route 53 がどのように判断するかについては、「Amazon Route 53 でヘルスチェックの
正常性を判断する方法 (p. 544)」を参照してください。

ヘルスチェックをレコードに関連付けることに意味があるのは、Route 53 が複数のレコードの中から選択
して DNS クエリに応答しており、その選択の一部をヘルスチェックのステータスに基づいて行うように 
Route 53 を設定する必要がある場合だけです。以下の設定でのみ、ヘルスチェックを使用してください。

• 名前、種類、およびルーティングポリシー (フェイルオーバーレコードや加重レコードなど) が同じレ
コードのグループ内のすべてのレコードのヘルスをチェックし、すべてのレコードのヘルスチェック ID 
を指定します。レコードのヘルスチェックが正常ではないエンドポイントを特定した場合、Route 53 は
そのレコードの値を使用してクエリへの応答を停止します。
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• フェイルオーバーエイリアス、位置情報エイリアス、レイテンシーエイリアス、IP ベースエイリアス、
または加重エイリアスレコードのグループ内にあるエイリアスレコードまたはレコードの [Evaluate 
target health] (ターゲットのヘルスを評価) で、[Yes] (はい) を選択します。エイリアスレコードが同じホ
ストゾーン内の非エイリアスレコードを参照する場合、参照先レコードのヘルスチェックも指定する必
要があります。エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けた上で、[Evaluate Target Health] (ター
ゲットの正常性の評価) で [Yes] (はい) を選択した場合、これらの設定は両方とも有効になります。詳細
については、「エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けるとどうなるか (p. 570)」を参照して
ください。

ヘルスチェックでドメイン名によってのみエンドポイントを指定する場合、エンドポイントごとにヘ
ルスチェックを作成することをお勧めします。例えば、www.example.com のコンテンツを配信する
各 HTTP サーバーについて、ヘルスチェックを作成します。[ドメイン名] の値には、レコードの名前 
(example.com) ではなく、サーバーのドメイン名 (us-east-2-www.example.com など) を指定します。

Important

この構成で、[ドメイン名] の値がレコードの名前と一致するヘルスチェックを作成し、それらの
レコードにヘルスチェックを関連付けた場合、ヘルスチェックで予想できない結果が生じます。

記録 ID

プライマリレコードとセカンダリレコードを一意に識別する値を入力します。
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フェイルオーバーエイリアスレコードに固有の値
フェイルオーバーエイリアスレコードを作成するときは、以下の値を指定します。

詳細については、以下のトピックを参照してください。

• プライベートホストゾーンでのフェイルオーバーレコードの作成については、「プライベートホスト
ゾーンのフェイルオーバーの設定 (p. 576)」を参照してください。

• エイリアスレコードの詳細については、「エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選
択 (p. 392)」を参照してください。

トピック
• ルーティングポリシー (p. 422)
• レコード名 (p. 422)
• レコードタイプ (p. 422)
• 値/トラフィックのルーティング先 (p. 423)
• フェイルオーバーレコードタイプ (p. 423)
• ヘルスチェック (p. 423)
• ターゲットの正常性の評価 (p. 424)
• 記録 ID (p. 425)

ルーティングポリシー
[フェイルオーバー] を選択します。

レコード名
トラフィックをルーティングするドメインまたはサブドメインの名前を入力します。デフォルト値はホス
トゾーンの名前です。

Note

ホストゾーンと同じ名前のレコードを作成する場合は、[レコード名] フィールドに値 (@ 記号な
ど) を入力しないでください。

フェイルオーバーレコードのグループで、両方のレコードに同じ名前を入力します。

レコード名の詳細については、レコード名 (p. 410) を参照してください。

レコードタイプ
DNS レコードタイプ。詳細については、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してく
ださい

トラフィックをルーティングする AWS リソースに基づいて、適切な値を選択します。プライマリフェイ
ルオーバーレコードとセカンダリフェイルオーバーレコードの両方に同じ値を選択してください。

API Gateway のカスタムリージョン API またはエッジ最適化 API

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
Amazon VPC インターフェイスのエンドポイント

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
CloudFront 配信

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
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ディストリビューションに対して IPv6 が有効になっている場合は、2 つのレコードを作成します。1 
つは [タイプ] として [A — IPv4 アドレス] の値を持つもの、もう 1つは [AAAA — IPv6 アドレス] の値
を持つものとします。

ローカル化されたサブドメインがある Elastic Beanstalk 環境

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
ELB ロードバランサー

[A — IPv4 アドレス] または [AAAA — IPv6 アドレス] を選択します。
Amazon S3 バケット

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
このホストゾーン内の別のレコード

エイリアスを作成するレコードのタイプを選択します。[NS] および [SOA] 以外のすべてのタイプがサ
ポートされます。

Note

ホストゾーン (zone apex といいます) と同じ名前のエイリアスレコードを作成する場合、[タ
イプ] の値が [CNAME] のレコードにトラフィックをルーティングすることはできません。こ
れは、トラフィックがルーティングされているレコードとエイリアスレコードのタイプが同
じでなければならず、zone apex の CNAME レコードの作成はエイリアスレコードであって
もサポートされていないためです。

値/トラフィックのルーティング先

リストから選択する値、またはフィールドに入力する値は、トラフィックをルーティングする AWS リ
ソースによって異なります。

ターゲットとすることができる AWS リソースについては、「common values for alias records for value/
route traffic to (p. 410)」(値/トラフィックのルーティング先) を参照してください。

トラフィックを特定の AWS リソースにルーティングするように Route 53 を設定する方法の詳細について
は、AWS リソースへのインターネットトラフィックのルーティング (p. 521) を参照してください。

Note

プライマリフェイルオーバーレコードとセカンダリフェイルオーバーレコードを作成する場合、
オプションで、 [名前] および [レコードタイプ] が同じ値のフェイルオーバーレコードを 1 つと
フェイルオーバーエイリアスレコードを 1 つ作成できます。フェイルオーバーレコードとフェイ
ルオーバーエイリアスレコードを混在させる場合、いずれかをプライマリレコードにすることが
できます。

フェイルオーバーレコードタイプ

このレコードに該当する値を選択します。フェイルオーバーが正常に動作するためには、プライマリフェ
イルオーバーレコードを 1 つとセカンダリフェイルオーバーレコードを 1 つ作成する必要があります。

[レコード名] および [レコードタイプ] の値がフェイルオーバーレコードと同じである非フェイルオーバー
レコードを作成することはできません。

ヘルスチェック

Route 53 で、指定されたエンドポイントの正常性をチェックし、エンドポイントが正常であるときにの
み、このレコードを使用して DNS クエリに応答する場合は、ヘルスチェックを選択します。
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Route 53 は、レコード内で指定されたエンドポイント、例えば、[値] フィールドの IP アドレスで指定さ
れたエンドポイントの正常性はチェックしません。Route 53 は、レコードのヘルスチェックを選択したと
き、ヘルスチェックで指定されたエンドポイントの正常性をチェックします。エンドポイントが正常であ
るかどうかを、Route 53 がどのように判断するかについては、「Amazon Route 53 でヘルスチェックの
正常性を判断する方法 (p. 544)」を参照してください。

ヘルスチェックをレコードに関連付けることに意味があるのは、Route 53 が複数のレコードの中から選択
して DNS クエリに応答しており、その選択の一部をヘルスチェックのステータスに基づいて行うように 
Route 53 を設定する必要がある場合だけです。以下の設定でのみ、ヘルスチェックを使用してください。

• 名前、種類、およびルーティングポリシー (フェイルオーバーレコードや加重レコードなど) が同じレ
コードのグループ内のすべてのレコードのヘルスをチェックし、すべてのレコードのヘルスチェック ID 
を指定します。レコードのヘルスチェックが正常ではないエンドポイントを特定した場合、Route 53 は
そのレコードの値を使用してクエリへの応答を停止します。

• フェイルオーバーエイリアス、位置情報エイリアス、レイテンシーエイリアス、IP ベースエイリアス、
または加重エイリアスレコードのグループ内にあるエイリアスレコードまたはレコードの [Evaluate 
target health] (ターゲットのヘルスを評価) で、[Yes] (はい) を選択します。エイリアスレコードが同じホ
ストゾーン内の非エイリアスレコードを参照する場合、参照先レコードのヘルスチェックも指定する必
要があります。エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けた上で、[Evaluate Target Health] (ター
ゲットの正常性の評価) で [Yes] (はい) を選択した場合、これらの設定は両方とも有効になります。詳細
については、「エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けるとどうなるか (p. 570)」を参照して
ください。

ヘルスチェックでドメイン名によってのみエンドポイントを指定する場合、エンドポイントごとにヘ
ルスチェックを作成することをお勧めします。例えば、www.example.com のコンテンツを配信する
各 HTTP サーバーについて、ヘルスチェックを作成します。[ドメイン名] の値には、レコードの名前 
(example.com) ではなく、サーバーのドメイン名 (us-east-2-www.example.com など) を指定します。

Important

この構成で、[ドメイン名] の値がレコードの名前と一致するヘルスチェックを作成し、それらの
レコードにヘルスチェックを関連付けた場合、ヘルスチェックで予想できない結果が生じます。

ターゲットの正常性の評価

Route 53 で、このレコードを使用して [エンドポイント] で指定されたリソースの正常性を確認することに
よって DNS クエリに応答するかどうかを判定する場合は、[Yes] を選択します。

次の点に注意してください。

API Gateway のカスタムリージョン API とエッジ最適化 API

エンドポイントが API Gateway カスタムリージョン API またはエッジ最適化 API である場合、[ター
ゲットの正常性の評価] を [Yes] に設定するための特別な要件はありません。

CloudFront ディストリビューション

エンドポイントが CloudFront ディストリビューションの場合、[ターゲットの正常性の評価] を [Yes] 
に設定することはできません。

ローカル化されたサブドメインがある Elastic Beanstalk 環境

[エンドポイント] で Elastic Beanstalk 環境を指定し、その環境に ELB ロードバランサーが含まれてい
る場合、Elastic Load Balancing はクエリをロードバランサーに登録されている正常な Amazon EC2 
インスタンスにのみルーティングします。(複数の Amazon EC2 インスタンスが含まれている場合、
環境には自動的に ELB ロードバランサーが含まれます。) [ターゲットの正常性の評価] を [Yes] に設
定したとき、正常な Amazon EC2 インスタンスがない場合やロードバランサー自体が正常でない場
合、Route 53 は他に利用可能なリソースがあれば、そこにクエリをルーティングします。

環境に 1 つの Amazon EC2 インスタンスが含まれている場合、特別な要件はありません。
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ELB ロードバランサー

ヘルスチェックの動作はロードバランサーのタイプによって異なります。
• [Classic Load Balancers] – [エンドポイント] で ELB Classic Load Balancer を指定した場合、Elastic 

Load Balancing は、ロードバランサーに登録されている正常な Amazon EC2 インスタンスにのみク
エリをルーティングします。[ターゲットの正常性の評価] を [Yes] に設定したとき、正常な EC2 イ
ンスタンスがない場合やロードバランサー自体が正常でない場合、Route 53 は他のリソースにクエ
リをルーティングします。

• アプリケーションと Network Load Balancer – ELB アプリケーションまたは Network Load Balancer 
を指定し、[Evaluate Target health (ターゲットの正常性の評価)] を Yes に設定すると、Route 53 
は､ロードバランサーに関連付けられているターゲットグループの正常性に基づいて､クエリをロー
ドバランサーにルーティングします。
• アプリケーションまたは Network Load Balancer が正常とみなされるには、ターゲットを含む

ターゲットグループに、正常なターゲットが 1 つ以上含まれている必要があります。ターゲット
グループに異常なターゲットのみが含まれている場合、ロードバランサーは異常であるとみなさ
れ、Route 53 はクエリを他のリソースにルーティングします。

• 登録されたターゲットを持たないターゲットグループは異常であるとみなされます｡

Note

ロードバランサーを作成するときは、Elastic Load Balancing のヘルスチェックの設定を行い
ます。これは Route 53 のヘルスチェックではありませんが、同様の機能を実行します。ELB 
ロードバランサーに登録する EC2 インスタンスに対しては Route 53 のヘルスチェックを作
成しないでください。

S3 バケット

エンドポイントが S3 バケットである場合、[ターゲットの正常性の評価] を [Yes] に設定するための特
別な要件はありません。

Amazon VPC インターフェイスのエンドポイント

エンドポイントが Amazon VPC インターフェイスエンドポイントである場合、[ターゲットの正常性
の評価] を [Yes] に設定するための特別な要件はありません。

同じホストゾーンの他のレコード

[エンドポイント] に指定した AWS リソースが、別のエイリアスレコードではなく、レコードまたは
レコードのグループ (例えば、加重レコードのグループ) の場合は、エンドポイントのすべてのレコー
ドにヘルスチェックを関連付けることをお勧めします。詳細については、「ヘルスチェックを省略す
るとどうなるか (p. 570)」を参照してください

記録 ID

プライマリレコードとセカンダリレコードを一意に識別する値を入力します。
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位置情報レコードに固有の値
位置情報レコードを作成するときは、以下の値を指定します。

トピック
• ルーティングポリシー (p. 426)
• レコード名 (p. 426)
• レコードタイプ (p. 426)
• TTL (秒) (p. 426)
• 値/トラフィックのルーティング先 (p. 427)
• Location (p. 427)
• 米国の州 (p. 428)
• ヘルスチェック  (p. 428)
• 記録 ID (p. 429)

ルーティングポリシー
[位置情報] を選択します。

レコード名
トラフィックをルーティングするドメインまたはサブドメインの名前を入力します。デフォルト値はホス
トゾーンの名前です。

Note

ホストゾーンと同じ名前のレコードを作成する場合は、[名前] フィールドに値 (@ 記号など) を入
力しないでください。

位置情報レコードのグループで、すべてのレコードに同じ名前を入力します。

レコード名の詳細については、レコード名 (p. 407) を参照してください。

レコードタイプ
DNS レコードタイプ。詳細については、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してく
ださい

位置情報レコードのグループ内のすべてのレコードに同じ値を選択します。

TTL (秒)
再帰的な DNS リゾルバーでこのレコードに関する情報をキャッシュしておく時間 (秒単位)。より長い値 
(例えば、172800 秒、つまり 2 日) を指定する場合、このレコードの最新情報を取得するには、再帰的な 
DNS リゾルバーで Route 53 に対して実行する必要がある呼び出しの数を減らします。これは、レイテ
ンシーを減らし、Route 53 サービスの請求金額を下げる効果があります。詳細については、「Amazon 
Route 53 によりドメインのトラフィックをルーティングする方法 (p. 4)」を参照してください

ただし、TTL に長い値を使用する場合、再帰的なリゾルバーは、Route 53 に最新の情報を問い合わせるま
でに、長い間キャッシュ内の値を使用するため、レコードに対する変更 (例えば、新しい IP アドレス) が
有効になるまでの時間が長くなります。既に使用されているドメインまたはサブドメインの設定を変更す
る場合、最初は 300 秒など短い値を指定し、新しい設定が正しいことを確認したら、値を増やすことをお
勧めします。

このレコードをヘルスチェックに関連付ける場合、ヘルスステータスの変化にクライアントがすばやく対
応できるよう、60 秒以下の TTL を指定することをお勧めします。

API バージョン 2013-04-01
426



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
指定値

値/トラフィックのルーティング先
IP アドレス、またはレコードタイプに応じた別の値を選択します。[レコードタイプ] の値として適切な値
を入力します。[CNAME] を除くすべてのタイプは、複数の値を入力できます。各値は個別の行に入力しま
す。

次の値にトラフィックをルーティングするか、次の値を指定できます。

• A — IPv4 アドレス
• AAAA — IPv6 アドレス
• CAA — 認証機関の承認
• CNAME — 正規名
• MX — メール交換
• NAPTR — 名前付け権限ポインタ
• PTR — ポインタ
• SPF — センダーポリシーフレームワーク
• SRV — サービスロケーター
• TXT — テキスト

上記の値の詳細については、「common values for Value/Route traffic to (p. 408)」(値/トラフィックのルー
ティング先) を参照してください。

Location
クエリの発信元の場所に基づいて DNS クエリに応答するように Route 53 を設定する場合は、Route 53 が
このレコードの設定を使用して応答する対象の大陸または国を選択します。Route 53 が米国の各州につい
て DNS クエリに応答する場合は、[ロケーション] リストから [米国] を選択し、[サブロケーション] グルー
プから州を選択します。

プライベートホストゾーンには、リソースがある AWS リージョン に最も近い大陸、国、またはサブディ
ビジョンを選択します。例えば、リソースが us-east-1 にある場合であれば、北米、米国、またはバージ
ニアを指定します。

Important

[ロケーション] に関する [デフォルト] の値を持つ位置情報レコードを 1 つ作成することをお勧め
します。これにより、レコードを作成していない地理的場所および Route 53 が位置を識別できな
い IP アドレスをカバーできます。デフォルトの場所を設定する場合は、国コードをアスタリスク
「*」に設定します。

[レコード名] および [レコードタイプ] の値が位置情報コードと同じである非位置情報レコードを作成する
ことはできません。

詳細については、「位置情報ルーティング (p. 382)」を参照してください

Amazon Route 53 が各大陸に関連付ける国を次に示します。国コードは、ISO 3166 のものです。詳細に
ついては、Wikipedia の記事、「ISO 3166-1 alpha-2」を参照してください。

アフリカ (AF)

AO、BF、BI、BJ、BW、CD、CF、CG、CI、CM、CV、DJ、DZ、EG、ER、ET、GA、GH、GM、GN、GQ、GW、KE、KM、LR、LS、LY、MA、MG、ML、MR、MU、MW、MZ、NA、NE、NG、RE、RW、SC、SD、SH、SL、SN、SO、SS、ST、SZ、TD、TG、TN、TZ、UG、YT、ZA、ZM、ZW
南極 (AN)

AQ、GS、TF
アジア (AS)

AE、AF、AM、AZ、BD、BH、BN、BT、CC、CN、GE、HK、ID、IL、IN、IO、IQ、IR、JO、JP、KG、KH、KP、KR、KW、KZ、LA、LB、LK、MM、MN、MO、MV、MY、NP、OM、PH、PK、PS、QA、SA、SG、SY、TH、TJ、TM、TW、UZ、VN、YE
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欧州 (EU)

AD、AL、AT、AX、BA、BE、BG、BY、CH、CY、CZ、DE、DK、EE、ES、FI、FO、FR、GB、GG、GI、GR、HR、HU、IE、IM、IS、IT、JE、LI、LT、LU、LV、MC、MD、ME、MK、MT、NL、NO、PL、PT、RO、RS、RU、SE、SI、SJ、SK、SM、TR、UA、VA、XK
北米 (NA)

AG、AI、AW、BB、BL、BM、BQ、BS、BZ、CA、CR、CU、CW、DM、DO、GD、GL、GP、GT、HN、HT、JM、KN、KY、LC、MF、MQ、MS、MX、NI、PA、PM、PR、SV、SX、TC、TT、US、VC、VG、VI
オセアニア (OC)

AS、AU、CK、FJ、FM、GU、KI、MH、MP、NC、NF、NR、NU、NZ、PF、PG、PN、PW、SB、TK、TL、TO、TV、UM、VU、WF、WS
南米 (SA)

AR、BO、BR、CL、CO、EC、FK、GF、GY、PE、PY、SR、UY、VE

Note

Route 53 では、以下の国の位置情報レコードの作成をサポートしていません。ブーベ島 (BV)、ク
リスマス島 (CX)、西サハラ (EH)、ハード島とマクドナルド諸島 (HM)。これらの国の IP アドレス
に関するデータは利用できません。

米国の州

クエリの発信元である米国の州に基づいて DNS クエリに応答するように Route 53 を設定する場合は、[米
国の州] リストから州を選択します。米国の海外領土 (プエルトリコなど) は [Location (ロケーション)] リス
トに国として表示されます。

Important

一部の IP アドレスは、米国と関連付けられていますが、個々の州とは関連付けられていません。
米国のすべての州に対するレコードを作成する場合は、これらの関連付けられていない IP アドレ
スのクエリをルーティングするために、米国のレコードも作成することをお勧めします。米国の
レコードを作成しない場合、Route 53 は関連付けられていない米国の IP アドレスからの DNS ク
エリに対して、デフォルトの位置情報レコードの設定 (作成している場合) または "応答なし" の応
答を使用して応答します。

ヘルスチェック

Route 53 で、指定されたエンドポイントの正常性をチェックし、エンドポイントが正常であるときにの
み、このレコードを使用して DNS クエリに応答する場合は、ヘルスチェックを選択します。

Route 53 は、レコード内で指定されたエンドポイント、例えば、[値] フィールドの IP アドレスで指定さ
れたエンドポイントの正常性はチェックしません。Route 53 は、レコードのヘルスチェックを選択したと
き、ヘルスチェックで指定されたエンドポイントの正常性をチェックします。エンドポイントが正常であ
るかどうかを、Route 53 がどのように判断するかについては、「Amazon Route 53 でヘルスチェックの
正常性を判断する方法 (p. 544)」を参照してください。

ヘルスチェックをレコードに関連付けることに意味があるのは、Route 53 が複数のレコードの中から選択
して DNS クエリに応答しており、その選択の一部をヘルスチェックのステータスに基づいて行うように 
Route 53 を設定する必要がある場合だけです。以下の設定でのみ、ヘルスチェックを使用してください。

• 名前、種類、およびルーティングポリシー (フェイルオーバーレコードや加重レコードなど) が同じレ
コードのグループ内のすべてのレコードのヘルスをチェックし、すべてのレコードのヘルスチェック ID 
を指定します。レコードのヘルスチェックが正常ではないエンドポイントを特定した場合、Route 53 は
そのレコードの値を使用してクエリへの応答を停止します。

• フェイルオーバーエイリアス、位置情報エイリアス、レイテンシーエイリアス、IP ベースエイリアス、
または加重エイリアスレコードのグループ内にあるエイリアスレコードまたはレコードの [Evaluate 
target health] (ターゲットのヘルスを評価) で、[Yes] (はい) を選択します。エイリアスレコードが同じホ
ストゾーン内の非エイリアスレコードを参照する場合、参照先レコードのヘルスチェックも指定する必
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要があります。エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けた上で、[Evaluate Target Health] (ター
ゲットの正常性の評価) で [Yes] (はい) を選択した場合、これらの設定は両方とも有効になります。詳細
については、「エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けるとどうなるか (p. 570)」を参照して
ください。

ヘルスチェックでドメイン名によってのみエンドポイントを指定する場合、エンドポイントごとにヘ
ルスチェックを作成することをお勧めします。例えば、www.example.com のコンテンツを配信する
各 HTTP サーバーについて、ヘルスチェックを作成します。[ドメイン名] の値には、レコードの名前 
(example.com) ではなく、サーバーのドメイン名 (us-east-2-www.example.com など) を指定します。

Important

この構成で、[ドメイン名] の値がレコードの名前と一致するヘルスチェックを作成し、それらの
レコードにヘルスチェックを関連付けた場合、ヘルスチェックで予想できない結果が生じます。

位置情報レコードで、エンドポイントが正常でない場合、Route 53 は、より大きい、関連付けられた
地理的リージョンのレコードを探します。例えば、米国の 1 つの州、米国、北米、およびすべての場
所 ([Location] が [Default]) のレコードがあるとします。州のレコードのエンドポイントが正常でない場
合、Route 53 は、正常なエンドポイントがあるレコードが見つかるまで、米国、北米、すべての場所のレ
コードを、この順序で確認します。すべての場所のレコードを確認しても、適用可能なレコードがすべて
正常でない場合、Route 53 は最小の地理的リージョンのレコードの値を使用して DNS クエリに応答しま
す。

記録 ID

位置情報レコードのグループ内で、このレコードを一意に識別する値を入力します。
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位置情報エイリアスレコードに固有の値
位置情報エイリアスレコードを作成するときは、以下の値を指定します。

詳しくは、エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択 (p. 392) を参照してください。

トピック
• ルーティングポリシー (p. 430)
• レコード名 (p. 430)
• レコードタイプ (p. 430)
• 値/トラフィックのルーティング先 (p. 431)
• Location (p. 431)
• 米国の州 (p. 432)
• ヘルスチェック (p. 432)
• ターゲットの正常性の評価 (p. 433)
• 記録 ID (p. 434)

ルーティングポリシー
[位置情報] を選択します。

レコード名
トラフィックをルーティングするドメインまたはサブドメインの名前を入力します。デフォルト値はホス
トゾーンの名前です。

Note

ホストゾーンと同じ名前のレコードを作成する場合は、[レコード名] フィールドに値 (@ 記号な
ど) を入力しないでください。

位置情報レコードのグループで、すべてのレコードに同じ名前を入力します。

レコード名の詳細については、レコード名 (p. 410) を参照してください。

レコードタイプ
DNS レコードタイプ。詳細については、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してく
ださい

トラフィックをルーティングする AWS リソースに基づいて、適切な値を選択します。位置情報レコード
のグループ内のすべてのレコードに同じ値を選択します。

API Gateway のカスタムリージョン API またはエッジ最適化 API

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
Amazon VPC インターフェイスのエンドポイント

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
CloudFront 配信

[A — IPv4 アドレス] を選択します。

ディストリビューションに対して IPv6 が有効になっている場合は、2 つのレコードを作成します。1 
つは [レコードタイプ] として [A — IPv4 アドレス]の値を持つもの、もう 1 つは [AAAA IPv6 — アドレ
ス] の値を持つものとします。
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ローカル化されたサブドメインがある Elastic Beanstalk 環境

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
ELB ロードバランサー

[A — IPv4 アドレス] または [AAAA — IPv6 アドレス] を選択します。
Amazon S3 バケット

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
このホストゾーン内の別のレコード

エイリアスを作成するレコードのタイプを選択します。[NS] および [SOA] 以外のすべてのタイプがサ
ポートされます。

Note

ホストゾーン (zone apex といいます) と同じ名前のエイリアスレコードを作成する場合、[レ
コードタイプ] の値が [CNAME] のレコードにトラフィックをルーティングすることはできま
せん。これは、トラフィックがルーティングされているレコードとエイリアスレコードのタ
イプが同じでなければならず、zone apex の CNAME レコードの作成はエイリアスレコード
であってもサポートされていないためです。

値/トラフィックのルーティング先

リストから選択する値、またはフィールドに入力する値は、トラフィックをルーティングする AWS リ
ソースによって異なります。

どの AWS リソースをターゲットとすることができるかについては、値/トラフィックのルーティング
先 (p. 410) を参照してください。

トラフィックを特定の AWS リソースにルーティングするように Route 53 を設定する方法の詳細について
は、AWS リソースへのインターネットトラフィックのルーティング (p. 521) を参照してください。

Location

クエリの発信元の場所に基づいて DNS クエリに応答するように Route 53 を設定する場合は、Route 53 が
このレコードの設定を使用して応答する対象の大陸または国を選択します。Route 53 が米国の各州につい
て DNS クエリに応答する場合は、[ロケーション] リストから [米国] を選択し、[米国の州] リストから州を
選択します。

プライベートホストゾーンには、リソースがある AWS リージョン に最も近い大陸、国、またはサブディ
ビジョンを選択します。例えば、リソースが us-east-1 にある場合であれば、北米、米国、またはバージ
ニアを指定します。

Important

[ロケーション] に関する [デフォルト] の値を持つ位置情報レコードを 1 つ作成することをお勧め
します。これにより、レコードを作成していない地理的場所および Route 53 が位置を識別できな
い IP アドレスをカバーできます。デフォルトの場所を設定する場合は、国コードをアスタリスク
「*」に設定します。

[レコード名] および [レコードタイプ] の値が位置情報コードと同じである非位置情報レコードを作成する
ことはできません。

詳細については、「位置情報ルーティング (p. 382)」を参照してください

Amazon Route 53 が各大陸に関連付ける国を次に示します。国コードは、ISO 3166 のものです。詳細に
ついては、Wikipedia の記事、「ISO 3166-1 alpha-2」を参照してください。
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アフリカ (AF)

AO、BF、BI、BJ、BW、CD、CF、CG、CI、CM、CV、DJ、DZ、EG、ER、ET、GA、GH、GM、GN、GQ、GW、KE、KM、LR、LS、LY、MA、MG、ML、MR、MU、MW、MZ、NA、NE、NG、RE、RW、SC、SD、SH、SL、SN、SO、SS、ST、SZ、TD、TG、TN、TZ、UG、YT、ZA、ZM、ZW
南極 (AN)

AQ、GS、TF
アジア (AS)

AE、AF、AM、AZ、BD、BH、BN、BT、CC、CN、GE、HK、ID、IL、IN、IO、IQ、IR、JO、JP、KG、KH、KP、KR、KW、KZ、LA、LB、LK、MM、MN、MO、MV、MY、NP、OM、PH、PK、PS、QA、SA、SG、SY、TH、TJ、TM、TW、UZ、VN、YE
欧州 (EU)

AD、AL、AT、AX、BA、BE、BG、BY、CH、CY、CZ、DE、DK、EE、ES、FI、FO、FR、GB、GG、GI、GR、HR、HU、IE、IM、IS、IT、JE、LI、LT、LU、LV、MC、MD、ME、MK、MT、NL、NO、PL、PT、RO、RS、RU、SE、SI、SJ、SK、SM、TR、UA、VA、XK
北米 (NA)

AG、AI、AW、BB、BL、BM、BQ、BS、BZ、CA、CR、CU、CW、DM、DO、GD、GL、GP、GT、HN、HT、JM、KN、KY、LC、MF、MQ、MS、MX、NI、PA、PM、PR、SV、SX、TC、TT、US、VC、VG、VI
オセアニア (OC)

AS、AU、CK、FJ、FM、GU、KI、MH、MP、NC、NF、NR、NU、NZ、PF、PG、PN、PW、SB、TK、TL、TO、TV、UM、VU、WF、WS
南米 (SA)

AR、BO、BR、CL、CO、EC、FK、GF、GY、PE、PY、SR、UY、VE

Note

Route 53 では、以下の国の位置情報レコードの作成をサポートしていません。ブーベ島 (BV)、ク
リスマス島 (CX)、西サハラ (EH)、ハード島とマクドナルド諸島 (HM)。これらの国の IP アドレス
に関するデータは利用できません。

米国の州

クエリの発信元である米国の州に基づいて DNS クエリに応答するように Route 53 を設定する場合は、[米
国の州] リストから州を選択します。米国の海外領土 (プエルトリコなど) は [Location (ロケーション)] リス
トに国として表示されます。

Important

一部の IP アドレスは、米国と関連付けられていますが、個々の州とは関連付けられていません。
米国のすべての州に対するレコードを作成する場合は、これらの関連付けられていない IP アドレ
スのクエリをルーティングするために、米国のレコードも作成することをお勧めします。米国の
レコードを作成しない場合、Route 53 は関連付けられていない米国の IP アドレスからの DNS ク
エリに対して、デフォルトの位置情報レコードの設定 (作成している場合) または "応答なし" の応
答を使用して応答します。

ヘルスチェック

Route 53 で、指定されたエンドポイントの正常性をチェックし、エンドポイントが正常であるときにの
み、このレコードを使用して DNS クエリに応答する場合は、ヘルスチェックを選択します。

Route 53 は、レコード内で指定されたエンドポイント、例えば、[値] フィールドの IP アドレスで指定さ
れたエンドポイントの正常性はチェックしません。Route 53 は、レコードのヘルスチェックを選択したと
き、ヘルスチェックで指定されたエンドポイントの正常性をチェックします。エンドポイントが正常であ
るかどうかを、Route 53 がどのように判断するかについては、「Amazon Route 53 でヘルスチェックの
正常性を判断する方法 (p. 544)」を参照してください。

ヘルスチェックをレコードに関連付けることに意味があるのは、Route 53 が複数のレコードの中から選択
して DNS クエリに応答しており、その選択の一部をヘルスチェックのステータスに基づいて行うように 
Route 53 を設定する必要がある場合だけです。以下の設定でのみ、ヘルスチェックを使用してください。
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• 名前、種類、およびルーティングポリシー (フェイルオーバーレコードや加重レコードなど) が同じレ
コードのグループ内のすべてのレコードのヘルスをチェックし、すべてのレコードのヘルスチェック ID 
を指定します。レコードのヘルスチェックが正常ではないエンドポイントを特定した場合、Route 53 は
そのレコードの値を使用してクエリへの応答を停止します。

• フェイルオーバーエイリアス、位置情報エイリアス、レイテンシーエイリアス、IP ベースエイリアス、
または加重エイリアスレコードのグループ内にあるエイリアスレコードまたはレコードの [Evaluate 
target health] (ターゲットのヘルスを評価) で、[Yes] (はい) を選択します。エイリアスレコードが同じホ
ストゾーン内の非エイリアスレコードを参照する場合、参照先レコードのヘルスチェックも指定する必
要があります。エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けた上で、[Evaluate Target Health] (ター
ゲットの正常性の評価) で [Yes] (はい) を選択した場合、これらの設定は両方とも有効になります。詳細
については、「エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けるとどうなるか (p. 570)」を参照して
ください。

ヘルスチェックでドメイン名によってのみエンドポイントを指定する場合、エンドポイントごとにヘ
ルスチェックを作成することをお勧めします。例えば、www.example.com のコンテンツを配信する
各 HTTP サーバーについて、ヘルスチェックを作成します。[ドメイン名] の値には、レコードの名前 
(example.com) ではなく、サーバーのドメイン名 (us-east-2-www.example.com など) を指定します。

Important

この構成で、[ドメイン名] の値がレコードの名前と一致するヘルスチェックを作成し、それらの
レコードにヘルスチェックを関連付けた場合、ヘルスチェックで予想できない結果が生じます。

位置情報レコードで、エンドポイントが正常でない場合、Route 53 は、より大きい、関連付けられた
地理的リージョンのレコードを探します。例えば、米国の 1 つの州、米国、北米、およびすべての場
所 ([Location] が [Default]) のレコードがあるとします。州のレコードのエンドポイントが正常でない場
合、Route 53 は、正常なエンドポイントがあるレコードが見つかるまで、米国、北米、すべての場所のレ
コードを、この順序で確認します。すべての場所のレコードを確認しても、適用可能なレコードがすべて
正常でない場合、Route 53 は最小の地理的リージョンのレコードの値を使用して DNS クエリに応答しま
す。

ターゲットの正常性の評価

Route 53 で、このレコードを使用して [エンドポイント] で指定されたリソースの正常性を確認することに
よって DNS クエリに応答するかどうかを判定する場合は、[Yes] を選択します。

次の点に注意してください。

API Gateway のカスタムリージョン API とエッジ最適化 API

エンドポイントが API Gateway カスタムリージョン API またはエッジ最適化 API である場合、
[Evaluate target health] (ターゲットヘルスを評価) を [Yes] (はい) に設定するための特別な要件はあり
ません。

CloudFront ディストリビューション

エンドポイントが CloudFront ディストリビューションの場合、[ターゲットの正常性の評価] を [Yes] 
に設定することはできません。

ローカル化されたサブドメインがある Elastic Beanstalk 環境

[エンドポイント] で Elastic Beanstalk 環境を指定し、その環境に ELB ロードバランサーが含まれてい
る場合、Elastic Load Balancing はクエリをロードバランサーに登録されている正常な Amazon EC2 
インスタンスにのみルーティングします。(複数の Amazon EC2 インスタンスが含まれている場合、
環境には自動的に ELB ロードバランサーが含まれます。) [ターゲットの正常性の評価] を [Yes] に設
定したとき、正常な Amazon EC2 インスタンスがない場合やロードバランサー自体が正常でない場
合、Route 53 は他に利用可能なリソースがあれば、そこにクエリをルーティングします。

環境に 1 つの Amazon EC2 インスタンスが含まれている場合、特別な要件はありません。
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ELB ロードバランサー

ヘルスチェックの動作はロードバランサーのタイプによって異なります。
• [Classic Load Balancers] – [エンドポイント] で ELB Classic Load Balancer を指定した場合、Elastic 

Load Balancing は、ロードバランサーに登録されている正常な Amazon EC2 インスタンスにのみク
エリをルーティングします。[ターゲットの正常性の評価] を [Yes] に設定したとき、正常な EC2 イ
ンスタンスがない場合やロードバランサー自体が正常でない場合、Route 53 は他のリソースにクエ
リをルーティングします。

• アプリケーションと Network Load Balancer – ELB アプリケーションまたは Network Load Balancer 
を指定し、[ターゲットの正常性の評価] を Yes に設定すると、Route 53 は､ロードバランサーに関
連付けられているターゲットグループの正常性に基づいて､クエリをロードバランサーにルーティン
グします。
• アプリケーションまたはNetwork Load Balancerを正常であると見なすには、ターゲットを含む

すべてのターゲットグループに少なくとも 1 つの正常なターゲットが含まれている必要がありま
す。ターゲットグループに異常なターゲットのみが含まれている場合、ロードバランサーは異常
であるとみなされ、Route 53 はクエリを他のリソースにルーティングします。

• 登録されたターゲットを持たないターゲットグループは異常であるとみなされます｡

Note

ロードバランサーを作成するときは、Elastic Load Balancing のヘルスチェックの設定を行い
ます。これは Route 53 のヘルスチェックではありませんが、同様の機能を実行します。ELB 
ロードバランサーに登録する EC2 インスタンスに対しては Route 53 のヘルスチェックを作
成しないでください。

S3 バケット

エンドポイントが S3 バケットである場合、[ターゲットの正常性の評価] を [Yes] に設定するための特
別な要件はありません。

Amazon VPC インターフェイスのエンドポイント

エンドポイントが Amazon VPC インターフェイスエンドポイントである場合、[ターゲットの正常性
の評価] を [Yes] に設定するための特別な要件はありません。

同じホストゾーンの他のレコード

[エンドポイント] に指定した AWS リソースが、別のエイリアスレコードではなく、レコードまたは
レコードのグループ (例えば、加重レコードのグループ) の場合は、エンドポイントのすべてのレコー
ドにヘルスチェックを関連付けることをお勧めします。詳細については、「ヘルスチェックを省略す
るとどうなるか (p. 570)」を参照してください

記録 ID

位置情報レコードのグループ内で、このレコードを一意に識別する値を入力します。

API バージョン 2013-04-01
434



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
指定値

レイテンシーレコードに固有の値
レイテンシーレコードを作成するときは、以下の値を指定します。

トピック
• ルーティングポリシー (p. 435)
• レコード名 (p. 435)
• レコードタイプ (p. 435)
• TTL (秒) (p. 435)
• 値/トラフィックのルーティング先 (p. 436)
• リージョン (p. 436)
• ヘルスチェック (p. 436)
• 記録 ID (p. 437)

ルーティングポリシー

[レイテンシー] を選択します。

レコード名

トラフィックをルーティングするドメインまたはサブドメインの名前を入力します。デフォルト値はホス
トゾーンの名前です。

Note

ホストゾーンと同じ名前のレコードを作成する場合は、[レコード名] フィールドに値 (@ 記号な
ど) を入力しないでください。

レイテンシーレコードのグループで、すべてのレコードに同じ名前を入力します。

レコード名の詳細については、レコード名 (p. 407) を参照してください。

レコードタイプ

DNS レコードタイプ。詳細については、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してく
ださい。

Route 53 が DNS クエリに応答する方法に基づいて、タイプの値を選択します。

レイテンシーレコードのグループ内のすべてのレコードに同じ値を選択します。

TTL (秒)

再帰的な DNS リゾルバーでこのレコードに関する情報をキャッシュしておく時間 (秒単位)。より長い値 
(例えば、172800 秒、つまり 2 日) を指定する場合、このレコードの最新情報を取得するには、再帰的な 
DNS リゾルバーで Route 53 に対して実行する必要がある呼び出しの数を減らします。これは、レイテ
ンシーを減らし、Route 53 サービスの請求金額を下げる効果があります。詳細については、「Amazon 
Route 53 によりドメインのトラフィックをルーティングする方法 (p. 4)」を参照してください

ただし、TTL に長い値を使用する場合、再帰的なリゾルバーは、Route 53 に最新の情報を問い合わせるま
でに、長い間キャッシュ内の値を使用するため、レコードに対する変更 (例えば、新しい IP アドレス) が
有効になるまでの時間が長くなります。既に使用されているドメインまたはサブドメインの設定を変更す
る場合、最初は 300 秒など短い値を指定し、新しい設定が正しいことを確認したら、値を増やすことをお
勧めします。
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このレコードをヘルスチェックに関連付ける場合、ヘルスステータスの変化にクライアントがすばやく対
応できるよう、60 秒以下の TTL を指定することをお勧めします。

値/トラフィックのルーティング先

IP アドレス、またはレコードタイプに応じた別の値を選択します。[レコードタイプ] の値として適切な値
を入力します。[CNAME] を除くすべてのタイプは、複数の値を入力できます。各値は個別の行に入力しま
す。

次の値にトラフィックをルーティングするか、次の値を指定できます。

• A — IPv4 アドレス
• AAAA — IPv6 アドレス
• CAA — 認証機関の承認
• CNAME — 正規名
• MX — メール交換
• NAPTR — 名前付け権限ポインタ
• PTR — ポインタ
• SPF — センダーポリシーフレームワーク
• SRV — サービスロケーター
• TXT — テキスト

上記の値の詳細については、「common values for Value/Route traffic to (p. 408)」(値/トラフィックのルー
ティング先) を参照してください。

リージョン

このレコードで指定されたリソースが存在する Amazon EC2 リージョン。Route 53 によって、指定した
その他の値に基づく Amazon EC2 リージョンが推奨されます。これは、プライベートホストゾーンにも適
用されます。この値は変更しないことをお勧めします。

次の点に注意してください。

• 作成できるレイテンシーレコードは、各 Amazon EC2 リージョンにつき 1 つだけです。
• すべての Amazon EC2 リージョンに対してレイテンシーレコードを作成する必要はありません。レイテ

ンシーレコードを作成したリージョンの中から、レイテンシーの最も小さいリージョンが Route 53 に
よって選択されます。

• [レコード名] および [レコードタイプ] の値がレイテンシーレコードと同じである非レイテンシーレコー
ドを作成することはできません。

• cn-north-1 リージョンのタグ付きのレコードを作成した場合、Route 53 は、レイテンシーにかかわら
ず、常にこのレコードを使用して、中国内からのクエリに応答します。

レイテンシーレコードの使用の詳細については、「レイテンシーに基づくルーティング (p. 385)」を参照
してください。

ヘルスチェック

Route 53 で、指定されたエンドポイントの正常性をチェックし、エンドポイントが正常であるときにの
み、このレコードを使用して DNS クエリに応答する場合は、ヘルスチェックを選択します。

Route 53 は、レコード内で指定されたエンドポイント、例えば、[値] フィールドの IP アドレスで指定さ
れたエンドポイントの正常性はチェックしません。Route 53 は、レコードのヘルスチェックを選択したと
き、ヘルスチェックで指定されたエンドポイントの正常性をチェックします。エンドポイントが正常であ
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るかどうかを、Route 53 がどのように判断するかについては、「Amazon Route 53 でヘルスチェックの
正常性を判断する方法 (p. 544)」を参照してください。

ヘルスチェックをレコードに関連付けることに意味があるのは、Route 53 が複数のレコードの中から選択
して DNS クエリに応答しており、その選択の一部をヘルスチェックのステータスに基づいて行うように 
Route 53 を設定する必要がある場合だけです。以下の設定でのみ、ヘルスチェックを使用してください。

• 名前、種類、およびルーティングポリシー (フェイルオーバーレコードや加重レコードなど) が同じレ
コードのグループ内のすべてのレコードのヘルスをチェックし、すべてのレコードのヘルスチェック ID 
を指定します。レコードのヘルスチェックが正常ではないエンドポイントを特定した場合、Route 53 は
そのレコードの値を使用してクエリへの応答を停止します。

• フェイルオーバーエイリアス、位置情報エイリアス、レイテンシーエイリアス、IP ベースエイリアス、
または加重エイリアスレコードのグループ内にあるエイリアスレコードまたはレコードの [Evaluate 
target health] (ターゲットのヘルスを評価) で、[Yes] (はい) を選択します。エイリアスレコードが同じホ
ストゾーン内の非エイリアスレコードを参照する場合、参照先レコードのヘルスチェックも指定する必
要があります。エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けた上で、[Evaluate Target Health] (ター
ゲットの正常性の評価) で [Yes] (はい) を選択した場合、これらの設定は両方とも有効になります。詳細
については、「エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けるとどうなるか (p. 570)」を参照して
ください。

ヘルスチェックでドメイン名によってのみエンドポイントを指定する場合、エンドポイントごとにヘ
ルスチェックを作成することをお勧めします。例えば、www.example.com のコンテンツを配信する
各 HTTP サーバーについて、ヘルスチェックを作成します。[ドメイン名] の値には、レコードの名前 
(example.com) ではなく、サーバーのドメイン名 (us-east-2-www.example.com など) を指定します。

Important

この構成で、[ドメイン名] の値がレコードの名前と一致するヘルスチェックを作成し、それらの
レコードにヘルスチェックを関連付けた場合、ヘルスチェックで予想できない結果が生じます。

記録 ID

レイテンシーレコードのグループ内で、このレコードを一意に識別する値を入力します。
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レイテンシーエイリアスレコードに固有の値
レイテンシーエイリアスレコードを作成するときは、以下の値を指定します。

詳細については、「エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択 (p. 392)」を参照してください。

トピック
• ルーティングポリシー (p. 438)
• レコード名 (p. 438)
• レコードタイプ (p. 438)
• 値/トラフィックのルーティング先 (p. 439)
• リージョン (p. 439)
• ヘルスチェック (p. 439)
• ターゲットの正常性の評価 (p. 440)
• 記録 ID (p. 441)

ルーティングポリシー
[レイテンシー] を選択します。

レコード名
トラフィックをルーティングするドメインまたはサブドメインの名前を入力します。デフォルト値はホス
トゾーンの名前です。

Note

ホストゾーンと同じ名前のレコードを作成する場合は、[レコード名] フィールドに値 (@ 記号な
ど) を入力しないでください。

レイテンシーレコードのグループで、すべてのレコードに同じ名前を入力します。

レコード名の詳細については、レコード名 (p. 410) を参照してください。

レコードタイプ
DNS レコードタイプ。詳細については、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してく
ださい。

トラフィックをルーティングする AWS リソースに基づいて、適切な値を選択します。

API Gateway のカスタムリージョン API またはエッジ最適化 API

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
Amazon VPC インターフェイスのエンドポイント

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
CloudFront 配信

[A — IPv4 アドレス] を選択します。

ディストリビューションに対して IPv6 が有効になっている場合は、2 つのレコードを作成します。1 
つは [レコードタイプ] として [A — IPv4 アドレス]の値を持つもの、もう 1 つは [AAAA IPv6 — アドレ
ス] の値を持つものとします。

ローカル化されたサブドメインがある Elastic Beanstalk 環境

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
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ELB ロードバランサー

[A — IPv4 アドレス] または [AAAA — IPv6 アドレス] を選択します。
Amazon S3 バケット

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
このホストゾーン内の別のレコード

エイリアスを作成するレコードのタイプを選択します。[NS] および [SOA] 以外のすべてのタイプがサ
ポートされます。

Note

ホストゾーン (zone apex といいます) と同じ名前のエイリアスレコードを作成する場合、[レ
コードタイプ] の値が [CNAME] のレコードにトラフィックをルーティングすることはできま
せん。これは、トラフィックがルーティングされているレコードとエイリアスレコードのタ
イプが同じでなければならず、zone apex の CNAME レコードの作成はエイリアスレコード
であってもサポートされていないためです。

レイテンシーレコードのグループ内のすべてのレコードに同じ値を選択します。

値/トラフィックのルーティング先

リストから選択する値、またはフィールドに入力する値は、トラフィックをルーティングする AWS リ
ソースによって異なります。

ターゲットとすることができる AWS リソースについては、「common values for alias records for value/
route traffic to (p. 410)」(値/トラフィックのルーティング先) を参照してください。

トラフィックを特定の AWS リソースにルーティングするように Route 53 を設定する方法の詳細について
は、AWS リソースへのインターネットトラフィックのルーティング (p. 521) を参照してください。

リージョン

このレコードで指定されたリソースが存在する Amazon EC2 リージョン。Route 53 によって、指定した
その他の値に基づく Amazon EC2 リージョンが推奨されます。これは、プライベートホストゾーンにも適
用されます。この値は変更しないことをお勧めします。

次の点に注意してください。

• 作成できるレイテンシーレコードは、各 Amazon EC2 リージョンにつき 1 つだけです。
• すべての Amazon EC2 リージョンに対してレイテンシーレコードを作成する必要はありません。レイテ

ンシーレコードを作成したリージョンの中から、レイテンシーの最も小さいリージョンが Route 53 に
よって選択されます。

• [レコード名] および [レコードタイプ] の値がレイテンシーレコードと同じである非レイテンシーレコー
ドを作成することはできません。

• cn-north-1 リージョンのタグ付きのレコードを作成した場合、Route 53 は、レイテンシーにかかわら
ず、常にこのレコードを使用して、中国内からのクエリに応答します。

レイテンシーレコードの使用の詳細については、「レイテンシーに基づくルーティング (p. 385)」を参照
してください。

ヘルスチェック

Route 53 で、指定されたエンドポイントの正常性をチェックし、エンドポイントが正常であるときにの
み、このレコードを使用して DNS クエリに応答する場合は、ヘルスチェックを選択します。
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Route 53 は、レコード内で指定されたエンドポイント、例えば、[値] フィールドの IP アドレスで指定さ
れたエンドポイントの正常性はチェックしません。Route 53 は、レコードのヘルスチェックを選択したと
き、ヘルスチェックで指定されたエンドポイントの正常性をチェックします。エンドポイントが正常であ
るかどうかを、Route 53 がどのように判断するかについては、「Amazon Route 53 でヘルスチェックの
正常性を判断する方法 (p. 544)」を参照してください。

ヘルスチェックをレコードに関連付けることに意味があるのは、Route 53 が複数のレコードの中から選択
して DNS クエリに応答しており、その選択の一部をヘルスチェックのステータスに基づいて行うように 
Route 53 を設定する必要がある場合だけです。以下の設定でのみ、ヘルスチェックを使用してください。

• 名前、種類、およびルーティングポリシー (フェイルオーバーレコードや加重レコードなど) が同じレ
コードのグループ内のすべてのレコードのヘルスをチェックし、すべてのレコードのヘルスチェック ID 
を指定します。レコードのヘルスチェックが正常ではないエンドポイントを特定した場合、Route 53 は
そのレコードの値を使用してクエリへの応答を停止します。

• フェイルオーバーエイリアス、位置情報エイリアス、レイテンシーエイリアス、IP ベースエイリアス、
または加重エイリアスレコードのグループ内にあるエイリアスレコードまたはレコードの [Evaluate 
target health] (ターゲットのヘルスを評価) で、[Yes] (はい) を選択します。エイリアスレコードが同じホ
ストゾーン内の非エイリアスレコードを参照する場合、参照先レコードのヘルスチェックも指定する必
要があります。エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けた上で、[Evaluate Target Health] (ター
ゲットの正常性の評価) で [Yes] (はい) を選択した場合、これらの設定は両方とも有効になります。詳細
については、「エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けるとどうなるか (p. 570)」を参照して
ください。

ヘルスチェックでドメイン名によってのみエンドポイントを指定する場合、エンドポイントごとにヘ
ルスチェックを作成することをお勧めします。例えば、www.example.com のコンテンツを配信する
各 HTTP サーバーについて、ヘルスチェックを作成します。[ドメイン名] の値には、レコードの名前 
(example.com) ではなく、サーバーのドメイン名 (us-east-2-www.example.com など) を指定します。

Important

この構成で、[ドメイン名] の値がレコードの名前と一致するヘルスチェックを作成し、それらの
レコードにヘルスチェックを関連付けた場合、ヘルスチェックで予想できない結果が生じます。

ターゲットの正常性の評価

Route 53 で、このレコードを使用して [エンドポイント] で指定されたリソースの正常性を確認することに
よって DNS クエリに応答するかどうかを判定する場合は、[Yes] を選択します。

次の点に注意してください。

API Gateway のカスタムリージョン API とエッジ最適化 API

エンドポイントが API Gateway カスタムリージョン API またはエッジ最適化 API である場合、[ター
ゲットの正常性の評価] を [Yes] に設定するための特別な要件はありません。

CloudFront ディストリビューション

エンドポイントが CloudFront ディストリビューションの場合、[ターゲットの正常性の評価] を [Yes] 
に設定することはできません。

ローカル化されたサブドメインがある Elastic Beanstalk 環境

[エンドポイント] で Elastic Beanstalk 環境を指定し、その環境に ELB ロードバランサーが含まれてい
る場合、Elastic Load Balancing はクエリをロードバランサーに登録されている正常な Amazon EC2 
インスタンスにのみルーティングします。(複数の Amazon EC2 インスタンスが含まれている場合、
環境には自動的に ELB ロードバランサーが含まれます。) [ターゲットの正常性の評価] を [Yes] に設
定したとき、正常な Amazon EC2 インスタンスがない場合やロードバランサー自体が正常でない場
合、Route 53 は他に利用可能なリソースがあれば、そこにクエリをルーティングします。

環境に 1 つの Amazon EC2 インスタンスが含まれている場合、特別な要件はありません。
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ELB ロードバランサー

ヘルスチェックの動作はロードバランサーのタイプによって異なります。
• [Classic Load Balancers] – [エンドポイント] で ELB Classic Load Balancer を指定した場合、Elastic 

Load Balancing は、ロードバランサーに登録されている正常な Amazon EC2 インスタンスにのみク
エリをルーティングします。[ターゲットの正常性の評価] を [Yes] に設定したとき、正常な EC2 イ
ンスタンスがない場合やロードバランサー自体が正常でない場合、Route 53 は他のリソースにクエ
リをルーティングします。

• アプリケーションと Network Load Balancer – ELB アプリケーションまたは Network Load Balancer 
を指定し、[ターゲットの正常性の評価] を Yes に設定すると、Route 53 は､ロードバランサーに関
連付けられているターゲットグループの正常性に基づいて､クエリをロードバランサーにルーティン
グします。
• アプリケーションまたはNetwork Load Balancerを正常であると見なすには、ターゲットを含む

すべてのターゲットグループに少なくとも 1 つの正常なターゲットが含まれている必要がありま
す。ターゲットグループに異常なターゲットのみが含まれている場合、ロードバランサーは異常
であるとみなされ、Route 53 はクエリを他のリソースにルーティングします。

• 登録されたターゲットを持たないターゲットグループは異常であるとみなされます｡

Note

ロードバランサーを作成するときは、Elastic Load Balancing のヘルスチェックの設定を行い
ます。これは Route 53 のヘルスチェックではありませんが、同様の機能を実行します。ELB 
ロードバランサーに登録する EC2 インスタンスに対しては Route 53 のヘルスチェックを作
成しないでください。

S3 バケット

エンドポイントが S3 バケットである場合、[ターゲットの正常性の評価] を [Yes] に設定するための特
別な要件はありません。

Amazon VPC インターフェイスのエンドポイント

エンドポイントが Amazon VPC インターフェイスエンドポイントである場合、[ターゲットの正常性
の評価] を [Yes] に設定するための特別な要件はありません。

同じホストゾーンの他のレコード

[エンドポイント] に指定した AWS リソースが、別のエイリアスレコードではなく、レコードまたは
レコードのグループ (例えば、加重レコードのグループ) の場合は、エンドポイントのすべてのレコー
ドにヘルスチェックを関連付けることをお勧めします。詳細については、「ヘルスチェックを省略す
るとどうなるか (p. 570)」を参照してください

記録 ID

レイテンシーレコードのグループ内で、このレコードを一意に識別する値を入力します。
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IP ベースレコード特有の値
IP ベースレコードを作成する際は、以下の値を指定します。

Note

プライベートホストゾーン内に IP ベースレコードを作成することは可能ですが、動作は保証され
ていません。

トピック
• ルーティングポリシー (p. 442)
• レコード名 (p. 442)
• レコードタイプ (p. 442)
• TTL (秒) (p. 443)
• 値/トラフィックのルーティング先 (p. 443)
• Location (p. 443)
• ヘルスチェック (p. 443)
• 記録 ID (p. 444)

ルーティングポリシー

[IP-based] (IP ベース) を選択します。

レコード名

トラフィックをルーティングするドメインまたはサブドメインの名前を入力します。デフォルト値はホス
トゾーンの名前です。

Note

ホストゾーンと同じ名前のレコードを作成する場合は、[レコード名] フィールドに値 (@ 記号な
ど) を入力しないでください。

IP ベースレコードのグループ内で、すべてのレコードに同じ名前を入力します。

CNAME レコード

[レコードタイプ] の値が [CNAME] のレコードを作成する場合、レコードの名前をホストゾーンの名前
と同じにすることはできません。

特殊文字

a～z、0～9、- (ハイフン) 以外の文字を指定する方法、および国際化されたドメイン名を指定する方
法については、「DNS ドメイン名の形式 (p. 38)」を参照してください。

ワイルドカード文字

名前にはアスタリスク (*) を使用できます。DNSは、名前の中の位置に応じて、「*」をワイルドカー
ドまたはアスタリスク (ASCII 42) として処理します。詳細については、「ホストゾーンおよびレコー
ド名のアスタリスク (*) を使用する (p. 39)」を参照してください。

レコードタイプ

DNS レコードタイプ。詳細については、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してく
ださい。

Route 53 が DNS クエリに応答する方法に基づいて、タイプの値を選択します。
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レイテンシーレコードのグループ内のすべてのレコードに同じ値を選択します。

TTL (秒)

再帰的な DNS リゾルバーでこのレコードに関する情報をキャッシュしておく時間 (秒単位)。より長い値 
(例えば、172800 秒、つまり 2 日) を指定する場合、このレコードの最新情報を取得するには、再帰的な 
DNS リゾルバーで Route 53 に対して実行する必要がある呼び出しの数を減らします。これは、レイテ
ンシーを減らし、Route 53 サービスの請求金額を下げる効果があります。詳細については、「Amazon 
Route 53 によりドメインのトラフィックをルーティングする方法 (p. 4)」を参照してください

ただし、TTL に長い値を使用する場合、再帰的なリゾルバーは、Route 53 に最新の情報を問い合わせるま
でに、長い間キャッシュ内の値を使用するため、レコードに対する変更 (例えば、新しい IP アドレス) が
有効になるまでの時間が長くなります。既に使用されているドメインまたはサブドメインの設定を変更す
る場合、最初は 300 秒など短い値を指定し、新しい設定が正しいことを確認したら、値を増やすことをお
勧めします。

このレコードをヘルスチェックに関連付ける場合、ヘルスステータスの変化にクライアントがすばやく対
応できるよう、60 秒以下の TTL を指定することをお勧めします。

値/トラフィックのルーティング先

IP アドレス、またはレコードタイプに応じた別の値を選択します。[レコードタイプ] の値として適切な値
を入力します。[CNAME] を除くすべてのタイプは、複数の値を入力できます。各値は個別の行に入力しま
す。

次の値にトラフィックをルーティングするか、次の値を指定できます。

• A — IPv4 アドレス
• AAAA — IPv6 アドレス
• CAA — 認証機関の承認
• CNAME — 正規名
• MX — メール交換
• NAPTR — 名前付け権限ポインタ
• PTR — ポインタ
• SPF — センダーポリシーフレームワーク
• SRV — サービスロケーター
• TXT — テキスト

上記の値の詳細については、値/トラフィックのルーティング先 (p. 408)「common values for Value/Route 
traffic to (p. 408)」(値/トラフィックのルーティング先) を参照してください。

Location

ユーザーがこのレコード内で指定し、また CIDR ロケーション内の CIDR ブロック値によっても指定され
るリソースがある、CIDR ロケーションの名前。

IP ベースレコードの使用の詳細については、「IP ベースのルーティング (p. 386)」を参照してください。

ヘルスチェック

Route 53 で、指定されたエンドポイントの正常性をチェックし、エンドポイントが正常であるときにの
み、このレコードを使用して DNS クエリに応答する場合は、ヘルスチェックを選択します。

Route 53 は、レコード内で指定されたエンドポイント、例えば、[値] フィールドの IP アドレスで指定さ
れたエンドポイントの正常性はチェックしません。Route 53 は、レコードのヘルスチェックを選択したと
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き、ヘルスチェックで指定されたエンドポイントの正常性をチェックします。エンドポイントが正常であ
るかどうかを、Route 53 がどのように判断するかについては、「Amazon Route 53 でヘルスチェックの
正常性を判断する方法 (p. 544)」を参照してください。

ヘルスチェックをレコードに関連付けることに意味があるのは、Route 53 が複数のレコードの中から選択
して DNS クエリに応答しており、その選択の一部をヘルスチェックのステータスに基づいて行うように 
Route 53 を設定する必要がある場合だけです。以下の設定でのみ、ヘルスチェックを使用してください。

• 名前、種類、およびルーティングポリシー (フェイルオーバーレコードや加重レコードなど) が同じレ
コードのグループ内のすべてのレコードのヘルスをチェックし、すべてのレコードのヘルスチェック ID 
を指定します。レコードのヘルスチェックが正常ではないエンドポイントを特定した場合、Route 53 は
そのレコードの値を使用してクエリへの応答を停止します。

• フェイルオーバーエイリアス、位置情報エイリアス、IP ベースエイリアス、レイテンシーエイリアス、
または加重エイリアスレコードのグループ内のレコード、またはエイリアスレコードのための [Evaluate 
target health] (ターゲットの正常性の評価) で、[Yes] (はい) を選択します。エイリアスレコードが同じホ
ストゾーン内の非エイリアスレコードを参照する場合、参照先レコードのヘルスチェックも指定する必
要があります。エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けた上で、[Evaluate Target Health] (ター
ゲットの正常性の評価) で [Yes] (はい) を選択した場合、これらの設定は両方とも有効になります。詳細
については、「エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けるとどうなるか (p. 570)」を参照して
ください。

ヘルスチェックでドメイン名によってのみエンドポイントを指定する場合、エンドポイントごとにヘ
ルスチェックを作成することをお勧めします。例えば、www.example.com のコンテンツを配信する
各 HTTP サーバーについて、ヘルスチェックを作成します。[ドメイン名] の値には、レコードの名前 
(example.com) ではなく、サーバーのドメイン名 (us-east-2-www.example.com など) を指定します。

Important

この構成で、[ドメイン名] の値がレコードの名前と一致するヘルスチェックを作成し、それらの
レコードにヘルスチェックを関連付けた場合、ヘルスチェックで予想できない結果が生じます。

記録 ID

IP ベースレコードのグループ内で、このレコードを一意に識別する値を入力します。
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IP ベースエイリアスレコードに特有の値
IP ベースエイリアスレコードを作成する際は、以下の値を指定します。

Note

プライベートホストゾーン内に IP ベースエイリアスレコードを作成することは可能ですが、サ
ポートはされていません。

詳細については、「エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択 (p. 392)」を参照してください。

トピック
• ルーティングポリシー (p. 445)
• レコード名 (p. 445)
• レコードタイプ (p. 446)
• 値/トラフィックのルーティング先 (p. 447)
• Location (p. 447)
• ヘルスチェック (p. 447)
• ターゲットの正常性の評価 (p. 448)
• 記録 ID (p. 449)

ルーティングポリシー
[IP-based] (IP ベース) を選択します。

Note

プライベートホストゾーン内に IP ベースエイリアスレコードを作成することは可能ですが、サ
ポートはされていません。

レコード名
トラフィックをルーティングするドメインまたはサブドメインの名前を入力します。デフォルト値はホス
トゾーンの名前です。

Note

ホストゾーンと同じ名前のレコードを作成する場合は、[レコード名] フィールドに値 (@ 記号な
ど) を入力しないでください。

IP ベースレコードのグループ内で、すべてのレコードに同じ名前を入力します。

CNAME レコード

[レコードタイプ] の値が [CNAME] のレコードを作成する場合、レコードの名前をホストゾーンの名前
と同じにすることはできません。

CloudFront ディストリビューションと Amazon S3 バケットへのエイリアス

指定する値は、トラフィックをルーティングする AWS リソースによって一部異なります。
• CloudFront ディストリビューション – ディストリビューションには、レコードの名前と一致す

る代替ドメイン名が含まれる必要があります。例えば、レコード名が acme.example.com の場
合、CloudFront ディストリビューションには代替ドメイン名の 1 つとして acme.example.com が含
まれる必要があります。詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「代替ドメイ
ン名 (CNAME) を使用する」を参照してください。

• Amazon S3 バケット – レコード名は、Amazon S3 バケット名と一致する必要があります。例え
ば、 バケット名が [acme.example.com] である場合、このレコード名も [acme.example.com] であ
る必要があります。
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また、ウェブサイトホスティング用にバケットを設定する必要があります。詳細について
は、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドのウェブサイトホスティング用にバケットを
設定するを参照してください。

特殊文字

a～z、0～9、- (ハイフン) 以外の文字を指定する方法、および国際化されたドメイン名を指定する方
法については、「DNS ドメイン名の形式 (p. 38)」を参照してください。

ワイルドカード文字

名前にはアスタリスク (*) を使用できます。DNSは、名前の中の位置に応じて、「*」をワイルドカー
ドまたはアスタリスク (ASCII 42) として処理します。詳細については、「ホストゾーンおよびレコー
ド名のアスタリスク (*) を使用する (p. 39)」を参照してください。

レコードタイプ

DNS レコードタイプ。詳細については、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してく
ださい

トラフィックをルーティングする AWS リソースに基づいて、適切な値を選択します。IP ベースレコード
のグループ内のすべてのレコードに対し、同じ値を選択します。

API Gateway のカスタムリージョン API またはエッジ最適化 API

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
Amazon VPC インターフェイスのエンドポイント

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
CloudFront 配信

[A — IPv4 アドレス] を選択します。

ディストリビューションに対して IPv6 が有効になっている場合は、2 つのレコードを作成します。1 
つは [レコードタイプ] として [A — IPv4 アドレス]の値を持つもの、もう 1 つは [AAAA IPv6 — アドレ
ス] の値を持つものとします。

ローカル化されたサブドメインがある Elastic Beanstalk 環境

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
ELB ロードバランサー

[A — IPv4 アドレス] または [AAAA — IPv6 アドレス] を選択します。
Amazon S3 バケット

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
このホストゾーン内の別のレコード

エイリアスを作成するレコードのタイプを選択します。[NS] および [SOA] 以外のすべてのタイプがサ
ポートされます。

Note

ホストゾーン (zone apex といいます) と同じ名前のエイリアスレコードを作成する場合、[レ
コードタイプ] の値が [CNAME] のレコードにトラフィックをルーティングすることはできま
せん。これは、トラフィックがルーティングされているレコードとエイリアスレコードのタ
イプが同じでなければならず、zone apex の CNAME レコードの作成はエイリアスレコード
であってもサポートされていないためです。
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値/トラフィックのルーティング先

リストから選択する値、またはフィールドに入力する値は、トラフィックをルーティングする AWS リ
ソースによって異なります。

ターゲットとすることができる AWS リソースについては、「common values for alias records for value/
route traffic to (p. 410)」(値/トラフィックのルーティング先) を参照してください。

トラフィックを特定の AWS リソースにルーティングするように Route 53 を設定する方法の詳細について
は、AWS リソースへのインターネットトラフィックのルーティング (p. 521) を参照してください。

Location

Route 53 による DNS クエリへの応答を、そのクエリの発信元の場所に基づいて行われるように設定する
場合は、Route 53 がこのレコードの設定を使用して応答する対象の CIDR ロケーションを選択します。

Important

[Location] (ロケーション) の値を「Default」(デフォルト) とした IP ベースレコードを、1 つ作成
することをお勧めします。これにより、レコードを作成していないロケーション、および Route 
53 がロケーションを識別できない IP アドレスをカバーできます。

[Record name] (レコード名) および [Record type] (レコードタイプ) に IP ベースレコードと同じ値を指定
して、非 IP ベースのレコードを作成することはできません。

詳細については、「IP ベースのルーティング (p. 386)」を参照してください。

ヘルスチェック

Route 53 で、指定されたエンドポイントの正常性をチェックし、エンドポイントが正常であるときにの
み、このレコードを使用して DNS クエリに応答する場合は、ヘルスチェックを選択します。

Route 53 は、レコード内で指定されたエンドポイント、例えば、[値] フィールドの IP アドレスで指定さ
れたエンドポイントの正常性はチェックしません。Route 53 は、レコードのヘルスチェックを選択したと
き、ヘルスチェックで指定されたエンドポイントの正常性をチェックします。エンドポイントが正常であ
るかどうかを、Route 53 がどのように判断するかについては、「Amazon Route 53 でヘルスチェックの
正常性を判断する方法 (p. 544)」を参照してください。

ヘルスチェックをレコードに関連付けることに意味があるのは、Route 53 が複数のレコードの中から選択
して DNS クエリに応答しており、その選択の一部をヘルスチェックのステータスに基づいて行うように 
Route 53 を設定する必要がある場合だけです。以下の設定でのみ、ヘルスチェックを使用してください。

• 名前、種類、およびルーティングポリシー (フェイルオーバーレコードや加重レコードなど) が同じレ
コードのグループ内のすべてのレコードのヘルスをチェックし、すべてのレコードのヘルスチェック ID 
を指定します。レコードのヘルスチェックが正常ではないエンドポイントを特定した場合、Route 53 は
そのレコードの値を使用してクエリへの応答を停止します。

• フェイルオーバーエイリアス、位置情報エイリアス、IP ベースルーティングエイリアス、レイテンシー
エイリアス、または加重エイリアスレコードのグループ内のレコード、またはエイリアスレコードのた
めの [Evaluate target health] (ターゲットの正常性の評価) で、[Yes] (はい) を選択します。エイリアスレ
コードが同じホストゾーン内の非エイリアスレコードを参照する場合、参照先レコードのヘルスチェッ
クも指定する必要があります。エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けた上で、[Evaluate 
Target Health] (ターゲットの正常性の評価) で [Yes] (はい) を選択した場合、これらの設定は両方とも
有効になります。詳細については、「エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けるとどうなる
か (p. 570)」を参照してください。

ヘルスチェックでドメイン名によってのみエンドポイントを指定する場合、エンドポイントごとにヘ
ルスチェックを作成することをお勧めします。例えば、www.example.com のコンテンツを配信する
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各 HTTP サーバーについて、ヘルスチェックを作成します。[ドメイン名] の値には、レコードの名前 
(example.com) ではなく、サーバーのドメイン名 (us-east-2-www.example.com など) を指定します。

Important

この構成で、[ドメイン名] の値がレコードの名前と一致するヘルスチェックを作成し、それらの
レコードにヘルスチェックを関連付けた場合、ヘルスチェックで予想できない結果が生じます。

IP ベースエイリアスレコードでエンドポイントが正常でない場合、Route 53 より大きな関連付けられて
いるロケーションからレコードを探します。例えば、米国の 1 つの州、米国、北米、およびすべての場
所 ([Location] が [Default]) のレコードがあるとします。州のレコードのエンドポイントが正常でない場
合、Route 53 は、正常なエンドポイントがあるレコードが見つかるまで、米国、北米、すべての場所のレ
コードを、この順序で確認します。すべての場所のレコードを確認しても、適用可能なレコードがすべて
正常でない場合、Route 53 は最小の地理的リージョンのレコードの値を使用して DNS クエリに応答しま
す。

ターゲットの正常性の評価
Route 53 で、このレコードを使用して [エンドポイント] で指定されたリソースの正常性を確認することに
よって DNS クエリに応答するかどうかを判定する場合は、[Yes] を選択します。

次の点に注意してください。

API Gateway のカスタムリージョン API とエッジ最適化 API

エンドポイントが API Gateway カスタムリージョン API またはエッジ最適化 API である場合、[ター
ゲットの正常性の評価] を [Yes] に設定するための特別な要件はありません。

CloudFront ディストリビューション

エンドポイントが CloudFront ディストリビューションの場合、[ターゲットの正常性の評価] を [Yes] 
に設定することはできません。

ローカル化されたサブドメインがある Elastic Beanstalk 環境

[エンドポイント] で Elastic Beanstalk 環境を指定し、その環境に ELB ロードバランサーが含まれてい
る場合、Elastic Load Balancing はクエリをロードバランサーに登録されている正常な Amazon EC2 
インスタンスにのみルーティングします。(複数の Amazon EC2 インスタンスが含まれている場合、
環境には自動的に ELB ロードバランサーが含まれます。) [ターゲットの正常性の評価] を [Yes] に設
定したとき、正常な Amazon EC2 インスタンスがない場合やロードバランサー自体が正常でない場
合、Route 53 は他に利用可能なリソースがあれば、そこにクエリをルーティングします。

環境に 1 つの Amazon EC2 インスタンスが含まれている場合、特別な要件はありません。
ELB ロードバランサー

ヘルスチェックの動作はロードバランサーのタイプによって異なります。
• [Classic Load Balancers] – [エンドポイント] で ELB Classic Load Balancer を指定した場合、Elastic 

Load Balancing は、ロードバランサーに登録されている正常な Amazon EC2 インスタンスにのみク
エリをルーティングします。[ターゲットの正常性の評価] を [Yes] に設定したとき、正常な EC2 イ
ンスタンスがない場合やロードバランサー自体が正常でない場合、Route 53 は他のリソースにクエ
リをルーティングします。

• アプリケーションと Network Load Balancer – ELB アプリケーションまたは Network Load Balancer 
を指定し、[ターゲットの正常性の評価] を Yes に設定すると、Route 53 は､ロードバランサーに関
連付けられているターゲットグループの正常性に基づいて､クエリをロードバランサーにルーティン
グします。
• アプリケーションまたはNetwork Load Balancerを正常であると見なすには、ターゲットを含む

すべてのターゲットグループに少なくとも 1 つの正常なターゲットが含まれている必要がありま
す。ターゲットグループに異常なターゲットのみが含まれている場合、ロードバランサーは異常
であるとみなされ、Route 53 はクエリを他のリソースにルーティングします。

• 登録されたターゲットを持たないターゲットグループは異常であるとみなされます｡

API バージョン 2013-04-01
448



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
指定値

Note

ロードバランサーを作成するときは、Elastic Load Balancing のヘルスチェックの設定を行い
ます。これは Route 53 のヘルスチェックではありませんが、同様の機能を実行します。ELB 
ロードバランサーに登録する EC2 インスタンスに対しては Route 53 のヘルスチェックを作
成しないでください。

S3 バケット

エンドポイントが S3 バケットである場合、[ターゲットの正常性の評価] を [Yes] に設定するための特
別な要件はありません。

Amazon VPC インターフェイスのエンドポイント

エンドポイントが Amazon VPC インターフェイスエンドポイントである場合、[ターゲットの正常性
の評価] を [Yes] に設定するための特別な要件はありません。

同じホストゾーンの他のレコード

[エンドポイント] に指定した AWS リソースが、別のエイリアスレコードではなく、レコードまたは
レコードのグループ (例えば、加重レコードのグループ) の場合は、エンドポイントのすべてのレコー
ドにヘルスチェックを関連付けることをお勧めします。詳細については、「ヘルスチェックを省略す
るとどうなるか (p. 570)」を参照してください

記録 ID

IP ベースレコードのグループ内で、このレコードを一意に識別する値を入力します。
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複数値回答レコードに固有の値
複数値回答レコードを作成するときは、以下の値を指定します。

Note

複数値回答エイリアスレコードの作成はサポートされていません。

トピック
• ルーティングポリシー (p. 450)
• レコード名 (p. 450)
• レコードタイプ (p. 450)
• TTL (秒) (p. 450)
• 値/トラフィックのルーティング先 (p. 451)
• ヘルスチェック  (p. 451)
• 記録 ID (p. 452)

ルーティングポリシー
[複数値回答] を選択します。

レコード名
トラフィックをルーティングするドメインまたはサブドメインの名前を入力します。デフォルト値はホス
トゾーンの名前です。

Note

ホストゾーンと同じ名前のレコードを作成する場合は、[レコード名] フィールドに値 (@ 記号な
ど) を入力しないでください。

複数値レコードのグループで、すべてのレコードに同じ名前を入力します。

レコード名の詳細については、レコード名 (p. 407) を参照してください。

レコードタイプ
DNS レコードタイプ。詳細については、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してく
ださい。

[NS] と [CNAME] を除く任意の値を選択します。

複数値回答レコードのグループ内のすべてのレコードに同じ値を選択します。

TTL (秒)
再帰的な DNS リゾルバーでこのレコードに関する情報をキャッシュしておく時間 (秒単位)。より長い値 
(例えば、172800 秒、つまり 2 日) を指定する場合、このレコードの最新情報を取得するには、再帰的な 
DNS リゾルバーで Route 53 に対して実行する必要がある呼び出しの数を減らします。これは、レイテ
ンシーを減らし、Route 53 サービスの請求金額を下げる効果があります。詳細については、「Amazon 
Route 53 によりドメインのトラフィックをルーティングする方法 (p. 4)」を参照してください

ただし、TTL に長い値を使用する場合、再帰的なリゾルバーは、Route 53 に最新の情報を問い合わせるま
でに、長い間キャッシュ内の値を使用するため、レコードに対する変更 (例えば、新しい IP アドレス) が
有効になるまでの時間が長くなります。既に使用されているドメインまたはサブドメインの設定を変更す
る場合、最初は 300 秒など短い値を指定し、新しい設定が正しいことを確認したら、値を増やすことをお
勧めします。
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このレコードをヘルスチェックに関連付ける場合、ヘルスステータスの変化にクライアントがすばやく対
応できるよう、60 秒以下の TTL を指定することをお勧めします。

Note

同じ名前とタイプの複数値回答レコードを複数作成し、コンソールを使用している場合、[TTL] に
異なる値を指定すると、Route 53 は､すべてのレコードの [TTL] 値を、指定された最後の値に変
更します｡

値/トラフィックのルーティング先

IP アドレス、またはレコードタイプに応じた別の値を選択します。[レコードタイプ] の値として適切な値
を入力します。複数の値を入力する場合は、各値を個別の行に入力してください。

次の値にトラフィックをルーティングするか、次の値を指定できます。

• A — IPv4 アドレス
• AAAA — IPv6 アドレス
• CAA — 認証機関の承認
• MX — メール交換
• NAPTR — 名前付け権限ポインタ
• PTR — ポインタ
• SPF — センダーポリシーフレームワーク
• SRV — サービスロケーター
• TXT — テキスト

上記の値の詳細については、「common values for Value/Route traffic to (p. 408)」(値/トラフィックのルー
ティング先) を参照してください。

ヘルスチェック

Route 53 で、指定されたエンドポイントの正常性をチェックし、エンドポイントが正常であるときにの
み、このレコードを使用して DNS クエリに応答する場合は、ヘルスチェックを選択します。

Route 53 は、レコード内で指定されたエンドポイント、例えば、[値] フィールドの IP アドレスで指定さ
れたエンドポイントの正常性はチェックしません。Route 53 は、レコードのヘルスチェックを選択したと
き、ヘルスチェックで指定されたエンドポイントの正常性をチェックします。エンドポイントが正常であ
るかどうかを、Route 53 がどのように判断するかについては、「Amazon Route 53 でヘルスチェックの
正常性を判断する方法 (p. 544)」を参照してください。

ヘルスチェックをレコードに関連付けることに意味があるのは、Route 53 が複数のレコードの中から選択
して DNS クエリに応答しており、その選択の一部をヘルスチェックのステータスに基づいて行うように 
Route 53 を設定する必要がある場合だけです。以下の設定でのみ、ヘルスチェックを使用してください。

• 名前、種類、およびルーティングポリシー (フェイルオーバーレコードや加重レコードなど) が同じレ
コードのグループ内のすべてのレコードのヘルスをチェックし、すべてのレコードのヘルスチェック ID 
を指定します。レコードのヘルスチェックが正常ではないエンドポイントを特定した場合、Route 53 は
そのレコードの値を使用してクエリへの応答を停止します。

• フェイルオーバーエイリアス、位置情報エイリアス、レイテンシーエイリアス、または加重エイリアス
レコードのグループ内のレコード、またはエイリアスレコードに対する [ターゲットの正常性の評価] に 
[Yes]を選択します。エイリアスレコードが同じホストゾーン内の非エイリアスレコードを参照する場
合、参照先レコードのヘルスチェックも指定する必要があります。エイリアスレコードにヘルスチェッ
クを関連付けた上で、[Evaluate Target Health] (ターゲットの正常性の評価) で [Yes] (はい) を選択し
た場合、これらの設定は両方とも有効になります。詳細については、「エイリアスレコードにヘルス
チェックを関連付けるとどうなるか (p. 570)」を参照してください。

API バージョン 2013-04-01
451



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
指定値

ヘルスチェックでドメイン名によってのみエンドポイントを指定する場合、エンドポイントごとにヘ
ルスチェックを作成することをお勧めします。例えば、www.example.com のコンテンツを配信する
各 HTTP サーバーについて、ヘルスチェックを作成します。[ドメイン名] の値には、レコードの名前 
(example.com) ではなく、サーバーのドメイン名 (us-east-2-www.example.com など) を指定します。

Important

この構成で、[ドメイン名] の値がレコードの名前と一致するヘルスチェックを作成し、それらの
レコードにヘルスチェックを関連付けた場合、ヘルスチェックで予想できない結果が生じます。

記録 ID

複数値回答レコードのグループに､このレコードを一意に識別する値を入力します。
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加重レコードに固有の値
加重レコードを作成するときは、以下の値を指定します。

トピック
• ルーティングポリシー (p. 453)
• レコード名 (p. 453)
• レコードタイプ (p. 453)
• TTL (秒) (p. 453)
• 値/トラフィックのルーティング先 (p. 454)
• [Weight] (重量) (p. 454)
• ヘルスチェック  (p. 454)
• 記録 ID (p. 455)

ルーティングポリシー

[Weighted] を選択します。

レコード名

トラフィックをルーティングするドメインまたはサブドメインの名前を入力します。デフォルト値はホス
トゾーンの名前です。

Note

ホストゾーンと同じ名前のレコードを作成する場合は、[レコード名] フィールドに値 (@ 記号な
ど) を入力しないでください。

加重レコードのグループで、すべてのレコードに同じ名前を入力します。

レコード名の詳細については、レコード名 (p. 407) を参照してください。

レコードタイプ

DNS レコードタイプ。詳細については、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してく
ださい。

加重レコードのグループ内のすべてのレコードに同じ値を選択します。

TTL (秒)

再帰的な DNS リゾルバーでこのレコードに関する情報をキャッシュしておく時間 (秒単位)。より長い値 
(例えば、172800 秒、つまり 2 日) を指定する場合、このレコードの最新情報を取得するには、再帰的な 
DNS リゾルバーで Route 53 に対して実行する必要がある呼び出しの数を減らします。これは、レイテ
ンシーを減らし、Route 53 サービスの請求金額を下げる効果があります。詳細については、「Amazon 
Route 53 によりドメインのトラフィックをルーティングする方法 (p. 4)」を参照してください

ただし、TTL に長い値を使用する場合、再帰的なリゾルバーは、Route 53 に最新の情報を問い合わせるま
でに、長い間キャッシュ内の値を使用するため、レコードに対する変更 (例えば、新しい IP アドレス) が
有効になるまでの時間が長くなります。既に使用されているドメインまたはサブドメインの設定を変更す
る場合、最初は 300 秒など短い値を指定し、新しい設定が正しいことを確認したら、値を増やすことをお
勧めします。

このレコードをヘルスチェックに関連付ける場合、ヘルスステータスの変化にクライアントがすばやく対
応できるよう、60 秒以下の TTL を指定することをお勧めします。
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この加重レコードのグループに含まれるすべてのレコードについて、[TTL] に同じ値を指定する必要があり
ます。

Note

同じ名前とタイプの複数の加重レコードを作成し、[TTL] に異なる値を指定すると、Route 53 は､
すべてのレコードの [TTL] の値を指定した最後の値に変更します｡

加重レコードのグループに、トラフィックを ELB ロードバランサーにルーティングしている加重エイリア
スレコードが 1 つ以上含まれる場合は、同じ名前とタイプの非エイリアス加重レコードすべてに、60 秒
の TTL を指定することをお勧めします。60 秒 (ロードバランサーの TTL) 以外の値を指定すると、[Weight 
(重み)] に指定する値の効果が変わります。

値/トラフィックのルーティング先
IP アドレス、またはレコードタイプに応じた別の値を選択します。[レコードタイプ] の値として適切な値
を入力します。[CNAME] を除くすべてのタイプは、複数の値を入力できます。各値は個別の行に入力しま
す。

次の値にトラフィックをルーティングするか、次の値を指定できます。

• A — IPv4 アドレス
• AAAA — IPv6 アドレス
• CAA — 認証機関の承認
• CNAME — 正規名
• MX — メール交換
• NAPTR — 名前付け権限ポインタ
• PTR — ポインタ
• SPF — センダーポリシーフレームワーク
• SRV — サービスロケーター
• TXT — テキスト

上記の値の詳細については、「common values for Value/Route traffic to (p. 408)」(値/トラフィックのルー
ティング先) を参照してください。

[Weight] (重量)
Route 53 が現在のレコードを使用して応答する DNS クエリの比率を決定する値。Route 53 は、同じ 
DNS 名とタイプの組み合わせがあるレコードの重みの合計を計算します。次に、Route 53 は、その合計
に対するリソースの重みの比率に基づいてクエリに応答します。

[レコード名] および [レコードタイプ] の値が加重レコードと同じである非加重レコードを作成することは
できません。

0 ～ 255 の整数を入力します。リソースへのルーティングを無効にするには、[Weight (重み)] に 0 を設定
します。グループ内のすべてのレコードに対して [Weight (重み)] を 0 に設定した場合、トラフィックは等
しい確率ですべてのリソースにルーティングされます。これにより、加重レコードのグループのルーティ
ングを誤って無効にする心配がなくなります。

加重レコードにヘルスチェックを割り当てる場合、[Weight (重み)] を 0 に設定した結果は異なります。
詳細については、「ヘルスチェックが設定されている場合に Amazon Route 53 がレコードを選択する方
法 (p. 571)」を参照してください。

ヘルスチェック
Route 53 で、指定されたエンドポイントの正常性をチェックし、エンドポイントが正常であるときにの
み、このレコードを使用して DNS クエリに応答する場合は、ヘルスチェックを選択します。
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Route 53 は、レコード内で指定されたエンドポイント、例えば、[値] フィールドの IP アドレスで指定さ
れたエンドポイントの正常性はチェックしません。Route 53 は、レコードのヘルスチェックを選択したと
き、ヘルスチェックで指定されたエンドポイントの正常性をチェックします。エンドポイントが正常であ
るかどうかを、Route 53 がどのように判断するかについては、「Amazon Route 53 でヘルスチェックの
正常性を判断する方法 (p. 544)」を参照してください。

ヘルスチェックをレコードに関連付けることに意味があるのは、Route 53 が複数のレコードの中から選択
して DNS クエリに応答しており、その選択の一部をヘルスチェックのステータスに基づいて行うように 
Route 53 を設定する必要がある場合だけです。以下の設定でのみ、ヘルスチェックを使用してください。

• 名前、種類、およびルーティングポリシー (フェイルオーバーレコードや加重レコードなど) が同じレ
コードのグループ内のすべてのレコードのヘルスをチェックし、すべてのレコードのヘルスチェック ID 
を指定します。レコードのヘルスチェックが正常ではないエンドポイントを特定した場合、Route 53 は
そのレコードの値を使用してクエリへの応答を停止します。

• フェイルオーバーエイリアス、位置情報エイリアス、レイテンシーエイリアス、IP ベースエイリアス、
または加重エイリアスレコードのグループ内にあるエイリアスレコードまたはレコードの [Evaluate 
target health] (ターゲットのヘルスを評価) で、[Yes] (はい) を選択します。エイリアスレコードが同じホ
ストゾーン内の非エイリアスレコードを参照する場合、参照先レコードのヘルスチェックも指定する必
要があります。エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けた上で、[Evaluate Target Health] (ター
ゲットの正常性の評価) で [Yes] (はい) を選択した場合、これらの設定は両方とも有効になります。詳細
については、「エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けるとどうなるか (p. 570)」を参照して
ください。

ヘルスチェックでドメイン名によってのみエンドポイントを指定する場合、エンドポイントごとにヘ
ルスチェックを作成することをお勧めします。例えば、www.example.com のコンテンツを配信する
各 HTTP サーバーについて、ヘルスチェックを作成します。[ドメイン名] の値には、レコードの名前 
(example.com) ではなく、サーバーのドメイン名 (us-east-2-www.example.com など) を指定します。

Important

この構成で、[ドメイン名] の値がレコードの名前と一致するヘルスチェックを作成し、それらの
レコードにヘルスチェックを関連付けた場合、ヘルスチェックで予想できない結果が生じます。

記録 ID

加重レコードのグループ内で、このレコードを一意に識別する値を入力します。
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加重エイリアスレコードに固有の値
加重エイリアスレコードを作成するときは、以下の値を指定します。詳細については、「エイリアスレ
コードと非エイリアスレコードの選択 (p. 392)」を参照してください。

トピック
• ルーティングポリシー (p. 456)
• レコード名 (p. 456)
• レコードタイプ (p. 456)
• 値/トラフィックのルーティング先 (p. 457)
• [Weight] (重量) (p. 457)
• ヘルスチェック (p. 457)
• ターゲットの正常性の評価 (p. 458)
• 記録 ID (p. 459)

ルーティングポリシー
[加重] を選択します。

レコード名
トラフィックをルーティングするドメインまたはサブドメインの名前を入力します。デフォルト値はホス
トゾーンの名前です。

Note

ホストゾーンと同じ名前のレコードを作成する場合は、[名前] フィールドに値 (@ 記号など) を入
力しないでください。

加重レコードのグループで、すべてのレコードに同じ名前を入力します。

レコード名の詳細については、レコード名 (p. 410) を参照してください。

レコードタイプ
DNS レコードタイプ。詳細については、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してく
ださい。

トラフィックをルーティングする AWS リソースに基づいて、適切な値を選択します。

API Gateway のカスタムリージョン API またはエッジ最適化 API

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
Amazon VPC インターフェイスのエンドポイント

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
CloudFront 配信

[A — IPv4 アドレス] を選択します。

ディストリビューションに対して IPv6 が有効になっている場合は、2 つのレコードを作成します。1 
つは [レコードタイプ] として [A — IPv4 アドレス]の値を持つもの、もう 1 つは [AAAA IPv6 — アドレ
ス] の値を持つものとします。

ローカル化されたサブドメインがある Elastic Beanstalk 環境

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
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ELB ロードバランサー

[A — IPv4 アドレス] または [AAAA — IPv6 アドレス] を選択します。
Amazon S3 バケット

[A — IPv4 アドレス] を選択します。
このホストゾーン内の別のレコード

エイリアスを作成するレコードのタイプを選択します。[NS] および [SOA] 以外のすべてのタイプがサ
ポートされます。

Note

ホストゾーン (zone apex といいます) と同じ名前のエイリアスレコードを作成する場合、[レ
コードタイプ] の値が [CNAME] のレコードにトラフィックをルーティングすることはできま
せん。これは、トラフィックがルーティングされているレコードとエイリアスレコードのタ
イプが同じでなければならず、zone apex の CNAME レコードの作成はエイリアスレコード
であってもサポートされていないためです。

加重レコードのグループ内のすべてのレコードに同じ値を選択します。

値/トラフィックのルーティング先
リストから選択する値、またはフィールドに入力する値は、トラフィックをルーティングする AWS リ
ソースによって異なります。

ターゲットとすることができる AWS リソースについては、「common values for alias records for value/
route traffic to (p. 410)」(値/トラフィックのルーティング先) を参照してください。

トラフィックを特定の AWS リソースにルーティングするように Route 53 を設定する方法の詳細について
は、AWS リソースへのインターネットトラフィックのルーティング (p. 521) を参照してください。

[Weight] (重量)
Route 53 が現在のレコードを使用して応答する DNS クエリの比率を決定する値。Route 53 は、同じ 
DNS 名とタイプの組み合わせがあるレコードの重みの合計を計算します。次に、Route 53 は、その合計
に対するリソースの重みの比率に基づいてクエリに応答します。

[レコード名] および [レコードタイプ] の値が加重レコードと同じである非加重レコードを作成することは
できません。

0 ～ 255 の整数を入力します。リソースへのルーティングを無効にするには、[Weight (重み)] に 0 を設定
します。グループ内のすべてのレコードに対して [Weight (重み)] を 0 に設定した場合、トラフィックは等
しい確率ですべてのリソースにルーティングされます。これにより、加重レコードのグループのルーティ
ングを誤って無効にする心配がなくなります。

加重レコードにヘルスチェックを割り当てる場合、[Weight (重み)] を 0 に設定した結果は異なります。
詳細については、「ヘルスチェックが設定されている場合に Amazon Route 53 がレコードを選択する方
法 (p. 571)」を参照してください。

ヘルスチェック
Route 53 で、指定されたエンドポイントの正常性をチェックし、エンドポイントが正常であるときにの
み、このレコードを使用して DNS クエリに応答する場合は、ヘルスチェックを選択します。

Route 53 は、レコード内で指定されたエンドポイント、例えば、[値] フィールドの IP アドレスで指定さ
れたエンドポイントの正常性はチェックしません。Route 53 は、レコードのヘルスチェックを選択したと
き、ヘルスチェックで指定されたエンドポイントの正常性をチェックします。エンドポイントが正常であ
るかどうかを、Route 53 がどのように判断するかについては、「Amazon Route 53 でヘルスチェックの
正常性を判断する方法 (p. 544)」を参照してください。
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ヘルスチェックをレコードに関連付けることに意味があるのは、Route 53 が複数のレコードの中から選択
して DNS クエリに応答しており、その選択の一部をヘルスチェックのステータスに基づいて行うように 
Route 53 を設定する必要がある場合だけです。以下の設定でのみ、ヘルスチェックを使用してください。

• 名前、種類、およびルーティングポリシー (フェイルオーバーレコードや加重レコードなど) が同じレ
コードのグループ内のすべてのレコードのヘルスをチェックし、すべてのレコードのヘルスチェック ID 
を指定します。レコードのヘルスチェックが正常ではないエンドポイントを特定した場合、Route 53 は
そのレコードの値を使用してクエリへの応答を停止します。

• フェイルオーバーエイリアス、位置情報エイリアス、レイテンシーエイリアス、IP ベースエイリアス、
または加重エイリアスレコードのグループ内にあるエイリアスレコードまたはレコードの [Evaluate 
target health] (ターゲットのヘルスを評価) で、[Yes] (はい) を選択します。エイリアスレコードが同じホ
ストゾーン内の非エイリアスレコードを参照する場合、参照先レコードのヘルスチェックも指定する必
要があります。エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けた上で、[Evaluate Target Health] (ター
ゲットの正常性の評価) で [Yes] (はい) を選択した場合、これらの設定は両方とも有効になります。詳細
については、「エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けるとどうなるか (p. 570)」を参照して
ください。

ヘルスチェックでドメイン名によってのみエンドポイントを指定する場合、エンドポイントごとにヘ
ルスチェックを作成することをお勧めします。例えば、www.example.com のコンテンツを配信する
各 HTTP サーバーについて、ヘルスチェックを作成します。[ドメイン名] の値には、レコードの名前 
(example.com) ではなく、サーバーのドメイン名 (us-east-2-www.example.com など) を指定します。

Important

この構成で、[ドメイン名] の値がレコードの名前と一致するヘルスチェックを作成し、それらの
レコードにヘルスチェックを関連付けた場合、ヘルスチェックで予想できない結果が生じます。

ターゲットの正常性の評価
Route 53 で、このレコードを使用して [エンドポイント] で指定されたリソースの正常性を確認することに
よって DNS クエリに応答するかどうかを判定する場合は、[Yes] を選択します。

次の点に注意してください。

API Gateway のカスタムリージョン API とエッジ最適化 API

エンドポイントが API Gateway カスタムリージョン API またはエッジ最適化 API である場合、
[Evaluate target health] (ターゲットヘルスを評価) を [Yes] (はい) に設定するための特別な要件はあり
ません。

CloudFront ディストリビューション

エンドポイントが CloudFront ディストリビューションの場合、[ターゲットの正常性の評価] を [Yes] 
に設定することはできません。

ローカル化されたサブドメインがある Elastic Beanstalk 環境

[エンドポイント] で Elastic Beanstalk 環境を指定し、その環境に ELB ロードバランサーが含まれてい
る場合、Elastic Load Balancing はクエリをロードバランサーに登録されている正常な Amazon EC2 
インスタンスにのみルーティングします。(複数の Amazon EC2 インスタンスが含まれている場合、
環境には自動的に ELB ロードバランサーが含まれます。) [ターゲットの正常性の評価] を [Yes] に設
定したとき、正常な Amazon EC2 インスタンスがない場合やロードバランサー自体が正常でない場
合、Route 53 は他に利用可能なリソースがあれば、そこにクエリをルーティングします。

環境に 1 つの Amazon EC2 インスタンスが含まれている場合、特別な要件はありません。
ELB ロードバランサー

ヘルスチェックの動作はロードバランサーのタイプによって異なります。
• [Classic Load Balancers] – [エンドポイント] で ELB Classic Load Balancer を指定した場合、Elastic 

Load Balancing は、ロードバランサーに登録されている正常な Amazon EC2 インスタンスにのみク
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エリをルーティングします。[ターゲットの正常性の評価] を [Yes] に設定したとき、正常な EC2 イ
ンスタンスがない場合やロードバランサー自体が正常でない場合、Route 53 は他のリソースにクエ
リをルーティングします。

• アプリケーションと Network Load Balancer – ELB アプリケーションまたは Network Load Balancer 
を指定し、[ターゲットの正常性の評価] を Yes に設定すると、Route 53 は､ロードバランサーに関
連付けられているターゲットグループの正常性に基づいて､クエリをロードバランサーにルーティン
グします。
• アプリケーションまたはNetwork Load Balancerを正常であると見なすには、ターゲットを含む

すべてのターゲットグループに少なくとも 1 つの正常なターゲットが含まれている必要がありま
す。ターゲットグループに異常なターゲットのみが含まれている場合、ロードバランサーは異常
であるとみなされ、Route 53 はクエリを他のリソースにルーティングします。

• 登録されたターゲットを持たないターゲットグループは異常であるとみなされます｡

Note

ロードバランサーを作成するときは、Elastic Load Balancing のヘルスチェックの設定を行い
ます。これは Route 53 のヘルスチェックではありませんが、同様の機能を実行します。ELB 
ロードバランサーに登録する EC2 インスタンスに対しては Route 53 のヘルスチェックを作
成しないでください。

S3 バケット

エンドポイントが S3 バケットである場合、[ターゲットの正常性の評価] を [Yes] に設定するための特
別な要件はありません。

Amazon VPC インターフェイスのエンドポイント

エンドポイントが Amazon VPC インターフェイスエンドポイントである場合、[ターゲットの正常性
の評価] を [Yes] に設定するための特別な要件はありません。

同じホストゾーンの他のレコード

[エンドポイント] に指定した AWS リソースが、別のエイリアスレコードではなく、レコードまたは
レコードのグループ (例えば、加重レコードのグループ) の場合は、エンドポイントのすべてのレコー
ドにヘルスチェックを関連付けることをお勧めします。詳細については、「ヘルスチェックを省略す
るとどうなるか (p. 570)」を参照してください

記録 ID

加重レコードのグループ内で、このレコードを一意に識別する値を入力します。

ゾーンファイルをインポートしてレコードを作成する
別の DNS サービスプロバイダーから移行しようとしていて、現在の DNS 設定をゾーンファイルにエクス
ポートすることが現在の DNS サービスプロバイダーから許可されている場合は、ゾーンファイルをイン
ポートすることで、Amazon Route 53 ホストゾーン用のすべてのレコードを迅速に作成できます。

Note

ゾーンファイルでは、レコードをテキスト形式で表すための BIND と呼ばれる標準形式が使用さ
れています。ゾーンファイルの形式については、Wikipedia のゾーンファイルのエントリを参照し
てください。詳細については、「RFC 1034: ドメイン名—概念と機能」のセクション 3.6.1、およ
び「RFC1035: ドメイン名—実装と仕様」のセクション 5 を参照してください。

ゾーンファイルをインポートしてレコードを作成する場合は、次の点に注意してください。

• ゾーンファイルは、RFC に準拠した形式である必要があります。
• ゾーンファイル内のレコードのドメイン名は、ホストゾーンの名前に一致する必要があります。
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• Route 53 では、$ORIGIN と $TTL のキーワードがサポートされます。ゾーンファイルに $GENERATE
または $INCLUDE のキーワードが含まれる場合、インポートは失敗し、Route 53 からエラーが返され
ます。

• ゾーンファイルをインポートしたとき、Route 53 はゾーンファイル内の SOA レコードを無視しま
す。Route 53 では、ホストゾーンと同じ名前を持つ NS レコードもすべて無視されます。

• 最大 1000 個のレコードをインポートすることができます。1000 を超えるレコードをインポートする必
要がある場合は、[BIND から Amazon Route 53 への変換ツール] を使用できる場合があります。

• ゾーンファイルに表示されるレコードが既にホストゾーンに含まれている場合、インポートプロセスは
失敗し、レコードは作成されません。

• ゾーンファイルの内容を参照し、レコード名に適切に末尾のドットが含まれている/省かれていることを
確認することをお勧めします。
• ゾーンファイル内のレコードの名前の末尾がドットである場合 (example.com.)、その名前はイン

ポートプロセスによって完全修飾ドメイン名と解釈され、その名前で Route 53 レコードが作成され
ます。

• ゾーンファイル内のレコードの名前の末尾がドットでない場合 (www)、その名前はインポート
プロセスによってゾーンファイル内のドメイン名 (example.com) と連結され、連結後の名前 
(www.example.com) で Route 53 レコードが作成されます。

エクスポートプロセスでレコードの完全修飾ドメイン名の末尾にドットが追加されない場合、Route 53 
インポートプロセスでドメイン名がレコードの名前に追加されます。たとえば、レコードをホストゾー
ン example.com にインポートし、ゾーンファイルの MX レコードの名前は mail.example.com で末
尾のドットがない場合、Route 53 インポートプロセスでは mail.example.com.example.com とい
う名前の MX レコードが作成されます。

Important

CNAME、MX、PTR、および SRV レコードの場合も、RDATA 値に含まれるドメイン名
にこの動作が適用されます。たとえば、example.com のゾーンファイルがあるとしま
す。ゾーンファイル内の CNAME レコード (support、末尾にドットなし) に RDATA 値
www.example.com (同様に末尾にドットなし) が含まれている場合、インポートプロセ
スによって、www.example.com.example.com にトラフィックをルーティングする
support.example.com という名前の Route 53 レコードが作成されます。ゾーンファイルを
インポートする前に、RDATA 値を確認し、必要に応じて更新してください。

Route 53 はレコードのゾーンファイルへのエクスポートをサポートしていません。

ゾーンファイルをインポートしてレコードを作成するには

1. 現在ドメインにサービスを提供している DNS サービスプロバイダーからゾーンファイルを取得し
ます。手順と用語はサービスプロバイダーによって異なります。レコードをゾーンファイルまたは 
BIND ファイルにエクスポートまたは保存する方法については、プロバイダーのインターフェイスお
よびドキュメントを参照してください。

手順がわからない場合は、レコードリストまたはゾーンファイルについて、現在の DNS プロバイ
ダーのカスタマーサポートに問い合わせてください。

2. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

3. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
4. [ホストゾーン] ページで、新しいホストゾーンを作成します。

a. [ホストゾーンの作成] を選択します。
b. ドメインの名前 (およびオプションでコメント) を入力します。
c. [Create] (作成) を選択します。

5. [ゾーンファイルのインポート] を選択します。
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6. [ゾーンファイルのインポート] ペインで、ゾーンファイルの内容を [ゾーンファイル] テキストボック
スに貼り付けます。

7. [Import] を選択します。

Note

ゾーンファイル内のレコードの数によっては、レコードが作成されるまで数分かかる場合が
あります。

8. ドメインで別の DNS サービスを使用している場合は（別のレジストラにドメインを登録していた場
合はよくあることです）、DNS サービスを Route 53 に移行します。そのステップが完了すると、レ
ジストラはドメインの DNS クエリに応じる DNS サービスとして Route 53 を認識し始め、クエリが 
Route 53 DNS サーバーに送信され始めます (以前の DNS サービスに関する情報が DNS リゾルバー
にキャッシュされているため、DNS クエリが Route 53 にルーティングされ始めるまでに通常は 1～2 
日の遅れが生じます）。詳細については、「Amazon Route 53 を既存ドメインの DNS サービスとし
て使用する (p. 332)」を参照してください

レコードの編集
以下の手順では、Amazon Route 53 コンソールを使用してレコードを編集する方法について説明しま
す。Route 53 API を使用してレコードを編集する方法については、Amazon Route 53 API リファレンスの
「ChangeResourceRecordSets」を参照してください。

Note

レコードの変更が Route 53 DNS サーバーに伝達されるまでにしばらく時間がかかります。現
在、変更が伝達されたことを確認するには、GetChange API アクションを使用する方法しかあり
ません。通常、変更は 60 秒以内にすべての Route 53 ネームサーバーに伝播されます。

Route 53 コンソールを使用してレコードを編集するには

1. エイリアスレコードを編集しない場合は、ステップ 2 に進みます。

ELB Classic Load Balancer、Application Load Balancer、または Network Load Balancer にトラ
フィックをルーティングするエイリアスレコードを編集する場合、別のアカウントで Route 53 ホ
ストゾーンとロードバランサーを作成していたら、手順「ELB ロードバランサーの DNS 名の取
得 (p. 405)」を実行してロードバランサーの DNS 名を取得します。

他の AWS リソースに対してエイリアスレコードを編集する場合は、ステップ 2 に進みます。
2. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 

route53/) を開きます。
3. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
4. [ホストゾーン] ページで、編集するレコードが含まれているホストゾーンの行を選択します。
5. 編集するレコードの行を選択し、[レコードの編集] ペインに変更を入力します。
6. 適切な値を入力します。詳細については、「Amazon Route 53 レコードの作成時または編集時に指定

する値 (p. 406)」を参照してください
7. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
8. レコードを複数編集する場合は、ステップ 5 ～ 7 を繰り返します。

レコードの削除
次の手順では、Route 53 コンソールを使用してレコードを削除する方法を説明します。Route 
53 API を使用してレコードを削除する方法については、Amazon Route 53 API リファレンスの
「ChangeResourceRecordSets」を参照してください。
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Note

レコードの変更が Route 53 DNS サーバーに伝達されるまでにしばらく時間がかかります。現
在、変更が伝達されたことを確認するには、GetChange API アクションを使用する方法しかあり
ません。通常、変更は 60 秒以内にすべての Route 53 ネームサーバーに伝播されます。

レコードを削除するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. [ホストゾーン] ページで、削除するレコードが含まれているホストゾーンの行を選択します。
3. レコードのリストで、削除するレコードを選択します。

複数の連続するレコードを選択するには、最初の行を選択し、Shift キーを押したまま最後の行を選択
します。複数の連続しないレコードを選択するには、最初の行を選択し、Ctrl キーを押したまま追加
の行を選択します。

[タイプ] の値が [NS] または [SOA] のレコードを削除することはできません。
4. [Delete (削除)] を選択します。
5. [削除] を選択してダイアログボックスを閉じます。

レコードの一覧表示
以下の手順は、Amazon Route 53 コンソールを使用してホストゾーンのレコードを一覧表示する方法を
説明しています。Route 53 API を使用してレコードを一覧表示する方法については、「Amazon Route 53 
API リファレンス」の「ListResourceRecordSets」を参照してください。

レコードを一覧表示するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
3. [Hosted Zones] ページで、ホストゾーンの名前を選択します。

選択したレコードのみを表示するには、レコードのリストの上に、該当する検索条件を入力します。
検索動作は、ホストゾーンに最大で 2,000 のレコードが含まれているか、または 2,000 を超えるレ
コードが含まれているかによって異なります。

最大 2,000 レコード
• 特定の値を含んでいるレコードを表示するには、サーチバーに値を入力し [Enter] を押します。

例えば、192.0 で始まる IP アドレスを持つレコードを表示するには、[Search (検索)] フィール
ドにその値を入力して Enter を押します。

• DNS レコードタイプが同じレコードのみを表示するには、ドロップダウンリストで [レコード
タイプ] を選択し、レコードタイプを入力します。

• エイリアスレコードのみを表示するには、ドロップダウンリストで [エイリアス] を選択
し、Yes と入力します。

• 加重レコードのみを表示するには、ドロップダウンリストで [ルーティングポリシー] を選択
し、WEIGHTED と入力します。

2,000 を超えるレコード
• レコード値ではなく、レコード名でのみ検索できます。また、レコードタイプ、エイリアスレ

コードまたは加重レコードに基づいてフィルタリングすることはできません。
• 3 つのラベル (ドットで区切られた 3 つの部分) を持つレコードの場合は、検索フィールドに

値を入力して [Enter] を押すと、Route 53 コンソールで、レコード名の右から 3 番目のラベ
ルの末尾にワイルドカードを追加した検索が自動的に実行されます。例えば、ホストゾーン 
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example.com に、record1.example.com 〜 record100.example.com の 100 個のレコードが含ま
れているとします。(Record1 は右から 3 番目のラベルです。) ここで、以下の値を検索した場
合の動作を示します。
• record1 – Route 53 コンソールで record1*.example.com が検索されま

す。record1.example.com、record10.example.com ～ record19.example.com、および
record100.example.com が返されます。

• record1.example.com – 前の例と同様に、コンソールで record1*.example.com が検索され、
同じレコードが返されます。

• 1 – コンソールで 1*.example.com が検索されます。返されるレコードはありません。
• example – コンソールで example*.example.com が検索されます。返されるレコードはあり

ません。
• example.com – この場合、コンソールでワイルドカード検索は実行されません。ホストゾー

ンのすべてのレコードが返されます。
• 自動検索モード — この検索モードを使用する場合、検索できるようにするために、先にレ

コード名などのプロパティを指定しておく必要があります。
Note

右から 3 番目のラベルに 1 つ以上のハイフンが含まれている場合 (third-
label.example.com など) で、3 番目のラベルのハイフンの直前までの部分 (この例
では third) を検索した場合、Route 53 から返されるレコードはありません。代わり
に、ハイフンを含める (third- で検索) か、ハイフン直前の文字を省略 (third) しま
す。

• 4 つ以上のラベルを持つレコードの場合は、レコードの正確な名前を指定する必要があ
ります。ワイルドカード検索はサポートされていません。たとえば、ホストゾーンに 
label4.record1.example.com という名前のレコードが含まれている場合、検索フィールドに 
[label4.record1.example.com] と指定した場合にのみ、そのレコードを見つけることができま
す。

DNS トラフィックのルーティングにトラフィック
フローを使用する

ホストゾーンでの関連レコードの管理は、次のような状況では困難な場合があります。

• 同じドメインのトラフィックを処理するウェブサーバーなど、同じオペレーションを実行する多くのリ
ソースがある場合。

• エイリアスレコードと、レイテンシー、フェールオーバー、加重などの Route 53 ルーティングポリ
シーの組み合わせを使用して、レコードの複雑なツリーを作成する場合。

レコードは 1 つずつ作成できますが、Route 53 コンソールで設定を確認する場合、レコード間の関係を把
握するのは困難です。トラフィックフローは、大規模で複雑な設定でレコードを作成および維持するプロ
セスを大幅に簡素化します。

Visual editor (ビジュアルエディタ)

トラフィックフロービジュアルエディタを使用すると、レコードの複雑なツリーを作成し、レコー
ド間の関係を確認できます。例えば、レイテンシーエイリアスレコードが加重レコードを参照し、
加重レコードが複数の AWS リージョン内のリソースを参照する設定を作成できます。各設定はトラ
フィックポリシーと呼ばれます。トラフィックポリシーはいくつでも無料で作成できます。

バージョニング

複数のバージョンのトラフィックポリシーを作成できるため、設定が変更されたときに最初からやり
直す必要はありません。古いバージョンは、削除するまで存続します。トラフィックポリシーあたり 
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1000 バージョンというデフォルト制限があります。オプションで、各バージョンに説明を追加するこ
とができます。

レコードの自動作成と更新

トラフィックポリシーは、数十または数百のレコードを表すことができます。トラフィックフロー
により、トラフィックポリシーレコードを作成して、これらのレコードをすべて自動的に作成できま
す。ツリーのルート (example.com や www.example.com など) にホストゾーンとレコード名を指定す
ると、ツリーに他のすべてのレコードが自動的に作成されます。ルートレコード (トラフィックポリ
シーレコード) は、ホストゾーンのレコードのリストに表示されます。他のすべてのレコードは非表示
になります。

トラフィックポリシーの新しいバージョンを作成する場合、以前のトラフィックポリシーバージョン
を使用して作成したトラフィックポリシーレコードを選択的に更新できます。トラフィックポリシー
レコードを更新すると、Route 53 はツリー内の他のすべてのレコードを自動的に更新します。トラ
フィックポリシーレコードを再度更新して、以前のバージョンのトラフィックポリシーを使用するこ
とにより、変更をすばやくロールバックすることもできます。

Note

トラフィックフローを使用して、パブリックホストゾーンでのみレコードを作成できます。
異なるホストゾーンの複数のレコードの再利用

トラフィックポリシーを使用して、複数のパブリックホストゾーンにレコードを自動的に作成でき
ます。例えば、複数のドメイン名に同じウェブサーバーを使用している場合、同じトラフィックポリ
シーを使用して、example.com、example.org、example.net などのホストゾーンにトラフィックポリ
シーレコードを作成できます。

Route 53 が DNS クエリに応答する方法

クライアントが example.com や www.example.com などのルートレコードの名前のクエリを送信する
と、Route 53 は、対応するトラフィックポリシーレコードの作成に使用したトラフィックポリシーの
設定に基づいてクエリに応答します。

地理的近接性ルーティングポリシー

地理的近接性ルーティングポリシーは、トラフィックフローを使用する場合にのみ使用できます。地
理的近接性ルーティングを使用すると、リソースの場所に基づいてトラフィックをルーティングし、
必要に応じてトラフィックをある場所のリソースから別の場所のリソースに移動することができま
す。詳細については、「地理的近接性ルーティング (トラフィックフローのみ) (p. 383)」を参照して
ください。

トラフィックフローの料金

トラフィックポリシーレコードごとに月額料金が発生します。詳細については、Amazon Route 53 の
料金表の「トラフィックフロー」セクションを参照してください。

これらの料金を最小限に抑えるために、そのホストゾーン内のトラフィックポリシーレコードを参照
するエイリアスレコードを 1 つ以上ホストゾーンに作成することができます。例えば、example.com 
のトラフィックポリシーレコードを作成し、そのトラフィックポリシーレコードを参照する 
www.example.com のエイリアスレコードを作成できます。

トピック
• トラフィックポリシーの作成と管理 (p. 464)
• ポリシーレコードの作成および管理 (p. 474)

トラフィックポリシーの作成と管理
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トピック
• トラフィックポリシーの作成 (p. 465)
• トラフィックポリシーを作成するときに指定する値 (p. 466)
• 地理的近接性の設定の効果を示す地図の表示 (p. 470)
• トラフィックポリシーの追加のバージョンの作成 (p. 470)
• JSON ドキュメントをインポートしてトラフィックポリシーを作成する (p. 471)
• トラフィックポリシーバージョンおよび関連するポリシーレコードの表示 (p. 472)
• トラフィックポリシーバージョンとトラフィックポリシーの削除 (p. 473)

トラフィックポリシーの作成
トラフィックポリシーを作成するには、以下の手順を実行します。

トラフィックポリシーを作成するには

1. 設定を設計します。複雑な DNS ルーティング設定の仕組みの詳細については、DNS フェイルオー
バーの設定 (p. 565) の「Amazon Route 53 ヘルスチェックの作成と DNS フェイルオーバーの設
定 (p. 542)」を参照してください。

2. 設定の設計に基づいて、エンドポイントで使用するヘルスチェックを作成します。
3. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 

route53/) を開きます。
4. ナビゲーションペインで、[Traffic policies] を選択します。
5. [Create traffic policy] を選択します。
6. [Name policy] ページで、適切な値を指定します。詳細については、「トラフィックポリシーを作成す

るときに指定する値 (p. 466)」を参照してください。
7. [Next] (次へ) を選択します。
8. [Create traffic policy (トラフィックポリシーの作成) policy name (ポリシー名) v1] ページで、該当する

値を指定します。詳細については、「トラフィックポリシーを作成するときに指定する値 (p. 466)」
を参照してください。

トラフィックポリシーのルール、エンドポイント、ブランチは、次の方法で削除できます。

• ルールまたはエンドポイントを削除するには、ボックスの右上隅の [x] をクリックします。

Important

子ルールおよび子エンドポイントがあるルールを削除すると、Amazon Route 53 はそれら
の子もすべて削除します。

• 2 つのルールが同じ子ルールまたは子エンドポイントに接続されていて、片方の接続を削除する場
合、削除する接続の上にカーソルを置き、その接続の [x] をクリックします。

9. [Create traffic policy] を選択します。
10. オプション: [Create policy records with traffic policy (トラフィックポリシーによるポリシーレコードの

作成)] ページで、新しいトラフィックポリシーを使用して 1 つのホストゾーンに 1 つ以上のポリシー
レコードを作成します。詳細については、「ポリシーレコードを作成または更新する場合に指定する
値 (p. 475)」を参照してください。後で、同じホストゾーンまたは追加のホストゾーンでポリシーレ
コードを作成することもできます。

ポリシーレコードを今作成しない場合、[Skip this step] を選択すると、コンソールには現在の AWS ア
カウントを使用して作成したトラフィックポリシーとポリシーレコードのリストが表示されます。

11. 前述のステップでレコードポリシーの設定を指定した場合、[Create policy record] を選択します。
API バージョン 2013-04-01

465

https://console.aws.amazon.com/route53/
https://console.aws.amazon.com/route53/


Amazon Route 53 デベロッパーガイド
トラフィックポリシーの作成と管理

トラフィックポリシーを作成するときに指定する値
トラフィックポリシーを作成するときは、以下の値を指定します。

• the section called “ポリシー名”
• the section called “バージョン”
• the section called “バージョンの説明”
• the section called “DNS タイプ”
• the section called “に接続します。”
• the section called “値の型”
• the section called “値”

ポリシー名

トラフィックポリシーを説明する名前を入力します。この値は、コンソールのトラフィックポリシーのリ
ストに表示されます。一度作成したトラフィックポリシーの名前は変更できません。

バージョン

この値は、トラフィックポリシーまたは既存のポリシーの新しいバージョンを作成すると、Amazon 
Route 53 によって自動的に割り当てられます。

バージョンの説明

トラフィックポリシーのこのバージョンに適用されるに説明を入力します。この値は、コンソールのトラ
フィックポリシーバージョンの一覧に表示されます。

DNS タイプ

このトラフィックポリシーバージョンを使用してポリシーレコードを作成する際に、すべてのレコードに 
Amazon Route 53 が割り当てる DNS タイプを選択します。サポートされているタイプのリストについて
は、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してください。

Important

既存のトラフィックポリシーの新しいバージョンを作成する場合、DNS タイプを変更できます。
ただし、ポリシーレコードを編集して、ポリシーレコードを作成するときに使用したトラフィッ
クポリシーバージョンとは異なる DNS タイプのトラフィックポリシーバージョンを選択すること
はできません。例えば、[DNS type] が A のトラフィックポリシーバージョンを使用してポリシー
レコードを作成した場合、ポリシーレコードを編集して、[DNS type] が他の値のトラフィックポ
リシーバージョンを選択することはできません。

次の AWS リソースにトラフィックをルーティングするには、該当する値を選択します。

• CloudFront ディストリビューション – [A: IPv4 形式の IP アドレス] を選択します。
• ELB ロードバランサー – [A: IP address in IPv4 format] (A: IPv4 形式の IP アドレス) または [AAAA: IP 

address in IPv6 format] (AAAA: IPv6 形式の IP アドレス) を選択します。
• ウェブサイトエンドポイントとして設定された Amazon S3 バケット: [A: IP address in IPv4 format] (A: 

IPv4 形式の IP アドレス) を選択します。

に接続します。

設定の設計に基づいて該当するルールまたはエンドポイントを選択します。
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フェイルオーバールール

あるリソースが利用できるときは、それがすべてのトラフィックを処理し、そのリソースが利用でき
ないときは別のリソースがすべてのトラフィックを処理するという、アクティブ/パッシブフェイル
オーバーを設定する場合に、このオプションを選択します。

詳細については、「アクティブ/パッシブ (フェイルオーバー)。 (p. 574)」を参照してください。
位置情報ルール

ユーザーの位置に基づいて Amazon Route 53 が DNS クエリに応答するようにしたい場合に、このオ
プションを選択します。

詳細については、「位置情報ルーティング (p. 382)」を参照してください。

[Geolocation rule] を選択する場合は、リクエストの発信元となる国またはアメリカの州も選択しま
す。

レイテンシールール

複数の Amazon EC2 データセンターに同じ機能を実行するリソースがあり、最もレイテンシーが良い
リソースを使って Route 53 が DNS クエリに応答するようにしたい場合に、このオプションを選択し
ます。

[Latency rule (レイテンシールール)] を選択する場合は、AWS リージョンも選択します。

詳細については、「」を参照してくださいレイテンシーに基づくルーティング (p. 385)
地理的近接性ルール

このオプションは、Route 53 がリソースのロケーション、および必要に応じて指定したバイアスに基
づいて DNS クエリに応答するようにしたい場合に選択します。バイアスを使用するとリソースへの
トラフィックを増減できます。

[Geoproximity rule] を選択する場合は、次の値を入力します。
エンドポイントの場所

適用可能な値を選択します。
• [カスタム (座標の入力)] – エンドポイントが AWS リソースではない場合は、[カスタム (座標の

入力)] を選択します。
• [AWS リージョン] – エンドポイントが AWS リソースの場合は、リソースを作成した AWS 

リージョンを選択します。
座標

[Endpoint location] (エンドポイントの場所) に [Custom (enter coordinates)] (カスタム (座標の入
力)) を選択する場合は、リソースの場所の緯度と経度を入力します。次の点に注意してくださ
い。
• 緯度は南緯 (負) または北緯 (正) で表します。有効な値の範囲は -90 度から 90 度です。
• 経度は西経 (負) または東経 (正) で表します。有効な値の範囲は -180 度から 180 度です。
• 緯度と経度は一部のオンラインマップアプリケーションで入手できます。例えば Google マッ

プでは、その場所の URL に緯度と経度が指定されています。

https://www.google.com/maps/@47.6086111,-122.3409953,20z
• 小数点以下第二位 (例: [47.63]) まで入力できます。それよりも細かく値を指定した場合、Route 

53 はこの値を小数点以下第二位までで切り捨てます。緯度と経度は赤道上で、0.01 度が約 
0.69 マイルです。

Bias (バイアス)

Route 53 がリソースにルーティングするトラフィックの発信元の地理的リージョンのサイズを必
要に応じて変更するには、[バイアス] の値を指定します。
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• Route 53 がリソースにルーティングするトラフィックの発信元の地理的リージョンのサイズを
拡大するには、バイアスに 1 から 99 までの正の整数を指定します。Route 53 は隣接するリー
ジョンのサイズを縮小します。

• Route 53 がリソースにルーティングするトラフィックの発信元の地理的リージョンのサイズを
縮小するには、-1 から -99 までの負のバイアスを指定します。Route 53 は隣接するリージョン
のサイズを拡大します。

Important

[Bias (バイアス)] は、他のリソースの場所に基づく相対値であり、距離に基づいた絶対
値ではありません。その結果、変更の効果を予測することは簡単ではありません。例え
ば、リソースの場所によっては、バイアスを 10 から 15 に変更することで、ニューヨー
ク市都市部からの大量のトラフィックが増減することになります。バイアスを小規模に
変更して結果を評価してから、必要に応じてさらに変更を行うことをお勧めします。

詳細については、「地理的近接性ルーティング (トラフィックフローのみ) (p. 383)」を参照してく
ださい。

複数値回答のルール

ほぼランダムに選択された 8 つまでの正常な回答を Route 53 から DNS クエリに返すには、このオプ
ションを選択します。

詳細については、「複数値回答ルーティング (p. 390)」を参照してください。
加重ルール

同じ機能を実行する複数のリソース (例えば、同じウェブサイトを対象とする複数のウェブサーバー) 
があり、それらのリソースに対するトラフィックを指定した比率 (例えば、あるサーバーに 1/3、もう 
1 つのサーバーに 2/3) で Route 53 がルーティングするようにしたい場合は、このオプションを選択
します。

[Weighted rule (加重ルール)] を選択する場合は、このルールに適用する重みを入力します。

詳細については、「加重ルーティング (p. 391)」を参照してください。
エンドポイント

DNS クエリのルーティング先となる CloudFront ディストリビューションや ELB ロードバランサーな
どのリソースを指定する場合に、このオプションを選択します。

既存のルール

このトラフィックポリシーの既存のルールに DNS クエリをルーティングする場合に、このオプショ
ンを選択します。例えば、2 つ以上の位置情報ルールを作成して、異なる国のクエリを同じフェイル
オーバールールにルーティングすることができます。その後、このフェイルオーバールールはクエリ
を 2 つの ELB ロードバランサーにルーティングすることもできます。

このオプションはトラフィックポリシーにルールが含まれていない場合は使用できません。
既存のエンドポイント

既存のエンドポイントに DNS クエリをルーティングする場合に、このオプションを選択します。た
とえば、2 つのフェイルオーバールールがある場合、両方の [On failover] (セカンダリ) オプションの 
DNS クエリを同じ ELB ロードバランサーにルーティングすることができます。

このオプションはトラフィックポリシーにエンドポイントが含まれていない場合は使用できません。

値の型

適用可能なオプションを選択します。
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CloudFront 配信

CloudFront ディストリビューションにトラフィックをルーティングする場合に、このオプションを選
択します。このオプションは、[DNS type] (DNS タイプ) に [A: IP address in IPv4 format] (A: IPv4 形
式の IP アドレス) を選択した場合のみ指定できます。

ELB ロードバランサー

ELB ロードバランサーにトラフィックをルーティングする場合に、このオプションを選択します。こ
のオプションは、[DNS type] (DNS タイプ) に [A: IP address in IPv4 format] (A: IPv4 形式の IP アドレ
ス) または [AAAA: IP address in IPv6 format] (AAAA: IPv6 形式の IP アドレス) を選択した場合のみ指
定できます。

S3 ウェブサイトエンドポイント

ウェブサイトエンドポイントとして設定された Amazon S3 バケットにトラフィックをルーティング
する場合に、このオプションを選択します。このオプションは、[DNS type] (DNS タイプ) に [A: IP 
address in IPv4 format] (A: IPv4 形式の IP アドレス) を選択した場合のみ指定できます。

DNS タイプの値の入力

Route 53 が [値] フィールドの値を使って DNS クエリに応答するようにしたい場合に、このオプショ
ンを選択します。例えば、このトラフィックポリシーを作成する際に、[DNS type] (DNS タイプ) の
値として [A] を選択した場合、[Value type] (値のタイプ) のリストにあるこのオプションは [Type A 
value] (タイプ A の値) になります。つまり、[Value] (値) フィールドには IPv4 形式で IP アドレスを入
力する必要があります。Route 53 は、このエンドポイントにルーティングされた DNS クエリに [値] 
フィールドに入っている IP アドレスを返します。

値

[Value type (値の型)] で選択したオプションに基づいて値を選択または入力します。

CloudFront 配信

現在の AWS アカウントに関連付けられたディストリビューションのリストから CloudFront ディスト
リビューションを選択します。

ELB ロードバランサー

現在の AWS アカウントに関連付けられた ELB ロードバランサーのリストから ELB ロードバラン
サーを選択します。

S3 ウェブサイトエンドポイント

現在の AWS アカウントに関連付けられ、ウェブサイトエンドポイントとして設定されている 
Amazon S3 バケットのリストから Amazon S3 バケット を 1 つ選択します。

Important

このトラフィックポリシーに基づいてポリシーレコードを作成する場合、ここで選択す
るバケットは、ポリシーレコードの [Policy record DNS name] に指定したドメイン名 
(www.example.com など) に一致する必要があります。[Value] (値) と [Policy record DNS 
name] (ポリシーレコード DNS 名) が一致しない場合、Amazon S3 はそのドメイン名に対す
る DNS クエリに応答しません。

DNS タイプの値の入力

このトラフィックポリシーを開始したときに [DNS type] で指定した値に対応する値を入力
します。たとえば、[DNS type (DNS タイプ)] として [MX] を選択した場合、次の 2 つの値を
入力します。メールサーバーに割り当てる優先順位およびメールサーバーのドメイン名 (10 
sydney.mail.example.com など)。
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サポートされる DNS タイプについては、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照し
てください。

地理的近接性の設定の効果を示す地図の表示
地理的近接性ルールでは、AWS リージョン内のリソースの場所と、AWS 以外の場所の両方を指定できま
す。後者の場所は、緯度と経度で指定します。地理的近接性ルールを作成すると、Route 53 は、デフォ
ルトでユーザーに最も近いリソースにインターネットトラフィックをルーティングするようになります。
また、バイアスを指定することでルーティング元である地理的地域を拡大または縮小し、リソースへのト
ラフィック量を増減させることもできます。地理的近接性ルールの詳細については、「地理的近接性ルー
ティング (トラフィックフローのみ) (p. 383)」を参照してください。

地理的近接性の現在の設定の効果を示すマップを表示できます。例えば、米国東部 (バージニア北部)、米
国西部 (オレゴン)、欧州 (フランクフルト)、アジアパシフィック (東京) の各リージョンにリソースがあ
り、バイアスを指定しない場合、次のようなマップになります。

地理的近接性ルールのマップを表示するには、[地理的近接性マップの表示] の横にあるグラフアイコンを
選択します。(このアイコンはルールの上部に表示されます。) マップを非表示にするには、アイコンをも
う一度選択し、マップの右上角にある [x] を選択します。

次の点に注意してください。

• マップの精度は約 10 マイル (16 km) です。
• リージョンを追加、編集、削除したり、リージョンのバイアス設定を変更したりすると、マップが自動

的に調整されます。
• 各ルール定義のリージョン番号とカラーは、マップ上の番号とカラーに対応します。
• 拡大および縮小して、表示の詳細度を変更できます。ズームレベルを変更するには、マップ上の [+] お

よび [-] ボタンや、タッチパッド、マウスホイールを使用します。
• マップウィンドウ内でマップを動かし、特定の領域を表示することができます。それには、タッチパッ

ドを使用するか、マウスでマップをドラッグします。ブラウザウィンドウ内でマップウィンドウを移動
させることもできます。

• ポリシー内に複数の地理的近接性ルールがある場合、一度に 1 つのルールのマップしか表示できませ
ん。

トラフィックポリシーの追加のバージョンの作成
トラフィックポリシーを編集する場合、Amazon Route 53 はトラフィックポリシーの別のバージョンを自
動的に作成し、削除するまで以前のバージョンを保持します。新しいバージョンの名前は編集しているト
ラフィックポリシーの名前と同じになります。Route 53 が自動的にカウントアップするバージョン番号に
よってオリジナルバージョンと区別できます。トラフィックポリシーの新しいバージョンは、同じ名前が
付けられたトラフィックポリシーの任意の既存のバージョンに基づくことができます。

Route 53 は特定のトラフィックポリシーの新しいバージョンで、バージョン番号を再利用しません。たと
えば、3 つのバージョンの [MyTrafficPolicy] を作成した後、最後の 2 つのバージョンを削除して別のバー
ジョンを作成した場合、新しいバージョンはバージョン 4 となります。以前のバージョンを保持すること
により、Route 53 は新しい設定で希望どおりにトラフィックをルーティングできない場合にロールバック
できることを保証しています。

新しいトラフィックポリシーバージョンを作成するには、以下の手順を実行します。

トラフィックポリシーの別のバージョンを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[Traffic policies] を選択します。
3. 新しいバージョンを作成するトラフィックポリシーの名前を選択します。
4. ページ上部の [Traffic policy versions] の表で、新しいトラフィックポリシーバージョンのベースとし

て使用するトラフィックポリシーバージョンのチェックボックスをオンにします。
5. [Edit policy as new version] を選択します。
6. [Update description (更新点の説明)] ページで、新しいトラフィックポリシーバージョンの説明を入力

します。同じトラフィックポリシーの他のバージョンとこのバージョン区別できる説明を入力するこ
とをお勧めします。新しいポリシーレコードを作成すると、指定した値はこのトラフィックポリシー
で使用可能なバージョンの一覧に表示されます。

7. [Next] (次へ) をクリックします。
8. 必要に応じて設定を更新します。詳細については、「トラフィックポリシーを作成するときに指定す

る値 (p. 466)」を参照してください。

トラフィックポリシーのルール、エンドポイント、ブランチは、次の方法で削除できます。

• ルールまたはエンドポイントを削除するには、ボックスの右上隅の [x] をクリックします。

Important

子ルールおよび子エンドポイントがあるルールを削除すると、Route 53 はそれらの子もす
べて削除します。

• 2 つのルールが同じ子ルールまたは子エンドポイントに接続されていて、片方の接続を削除する場
合、削除する接続の上にカーソルを置き、その接続の [x] をクリックします。

9. 編集を終えると、[Save as new version] を選択します。
10. オプション: 新しいトラフィックポリシーバージョンを使って、1 つのホストゾーンで 1 つ以上のポリ

シーレコードを作成するための設定を指定します。詳細については、「ポリシーレコードを作成また
は更新する場合に指定する値 (p. 475)」を参照してください。後で、同じホストゾーンまたは追加の
ホストゾーンでポリシーレコードを作成することもできます。

ポリシーレコードを今作成しない場合、[Skip this step] を選択すると、コンソールには現在の AWS ア
カウントを使用して作成したトラフィックポリシーとポリシーレコードのリストが表示されます。

11. 前述のステップでレコードポリシーの設定を指定した場合、[Create policy record] を選択します。

JSON ドキュメントをインポートしてトラフィックポリシーを作
成する
トラフィックポリシーに含めるすべてのエンドポイントとルールを説明した JSON 形式のドキュメントを
インポートすることによって、新しいトラフィックポリシーまたは既存のトラフィックポリシーの新しい
バージョンを作成できます。JSON ドキュメントの形式、およびコピーして修正できるいくつかの例につ
いては、「Amazon Route 53 API リファレンス」の「Traffic Policy Document Format (トラフィックポリ
シードキュメントの形式)」を参照してください。

既存のトラフィックポリシーバージョンの JSON 形式のドキュメントを取得する最も簡単な方法
は、get-traffic-policy CLI の AWS コマンドを使用することです。詳細については、AWS CLI コマ
ンドリファレンスの「get-traffic-policy」を参照してください。

get-traffic-policy コマンドが作成する JSON ファイルには、エスケープ文字としてバックスラッ
シュ (\) が含まれます。JSON ファイルをインポートするときは、先に、すべてのバックスラッシュを 
NULL 文字に置き換えます。

JSON ドキュメントをインポートしてトラフィックポリシーを作成する

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。
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2. JSON ドキュメントをインポートしてトラフィックポリシーを作成するには、以下の手順に従ってく
ださい。

a. ナビゲーションペインで、[Traffic policies] を選択します。
b. [Create traffic policy] を選択します。
c. [Name policy] ページで、適切な値を指定します。詳細については、「トラフィックポリシーを作

成するときに指定する値 (p. 466)」を参照してください。
d. ステップ 4 に進みます。

3. JSON ドキュメントをインポートして既存のトラフィックポリシーの新しいバージョンを作成するに
は、以下の手順に従ってください:

a. ナビゲーションペインで、[Traffic policies] を選択します。
b. 新しいバージョンのベースにするトラフィックポリシーの名前を選択します。
c. [Traffic policy versions] の表で、新しいバージョンのベースにするバージョンのチェックボックス

をオンにします。
d. [Edit policy as new version] を選択します。
e. [Update description (更新点の説明)] ページで、新しいバージョンの説明を入力します。
f. ステップ 4 に進みます。

4. [Next] (次へ) をクリックします。
5. [Import traffic policy] を選択します。
6. 新しいトラフィックポリシーを入力し、トラフィックポリシーの例を貼り付けるか、既存のトラ

フィックポリシーを貼り付けます。
7. [Import traffic policy] を選択します。

トラフィックポリシーバージョンおよび関連するポリシーレコー
ドの表示
トラフィックポリシーで作成したすべてのバージョン、およびトラフィックポリシーの各バージョンを
使って作成したすべてのポリシーレコードを表示できます。

トラフィックポリシーバージョンおよび関連するポリシーレコードを表示するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Traffic policies] を選択します。
3. トラフィックポリシーの名前を選択します。
4. 上の表では、トラフィックポリシーで作成したすべてのバージョンが一覧表示されます。表には、次

の情報が含まれます。

バージョン番号

作成したトラフィックポリシーの各バージョンの数。バージョン番号を選択した場合、コンソー
ルにはそのバージョンの設定が表示されます。

ポリシーレコードの数

このポリシーバージョンを使って作成したポリシーレコードの数。
DNS タイプ

トラフィックポリシーバージョンを作成したときに指定した DNS タイプ。
バージョンの説明

トラフィックポリシーバージョンを作成したときに指定した説明。
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5. 下の表では、上の表にあるトラフィックポリシーバージョンを使って作成したすべてのポリシーレ
コードの一覧を表示しています。表には、次の情報が含まれます。

ポリシーレコード DNS 名

トラフィックポリシーを関連付けた DNS の名前。
ステータス

以下に示しているのは、可能な値です。
申請済み

Route 53 はポリシーレコードおよび対応するレコードの作成および更新を終了しました。
作成

Route 53 は新しいポリシーレコード用にレコードを作成しています。
更新中

ポリシーレコードを更新し、Route 53 は、指定された DNS 名でレコードの既存のグループ
を置き換えるレコードの新しいグループを作成中です。

削除

Route 53 はポリシーレコードおよび関連するレコードを削除中です。
失敗

Route 53 はポリシーレコードおよび関連するレコードを作成または更新できませんでした。
使用バージョン

ポリシーレコードを作成するために使用したトラフィックポリシーのバージョンを示します。
DNS タイプ

このポリシーレコード用に Route 53 が作成したすべてのレコードの DNS タイプ。ポリシーレ
コードを編集する場合、編集するポリシーレコードの DNS タイプと同じ DNS タイプを持つトラ
フィックポリシーバージョンを指定する必要があります。

TTL (秒単位)

再帰的な DNS リゾルバーでこのレコードに関する情報をキャッシュしておく時間 (秒単位)。より
大きい値 (172800 秒、つまり 2 日など) を指定した場合、再帰的なリゾルバーが Route 53 にリク
エストを送信する頻度が低くなるため、Route 53 サービスのコストが低くなります。ただし、再
帰的なリゾルバーは、Route 53 に最新の情報を問い合わせる代わりに、長い間キャッシュ内の値
を使用するため、レコードに対する変更 (例えば、新しい IP アドレス) が有効になるまでに時間
が多くかかります。

トラフィックポリシーバージョンとトラフィックポリシーの削除
トラフィックポリシーを削除するには、トラフィックポリシー用に作成したすべてのバージョン (オリジ
ナルを含む) を削除する必要があります。加えて、トラフィックポリシーバージョンを削除するには、ト
ラフィックポリシーバージョンを使用して作成したすべてのポリシーレコードを削除する必要がありま
す。

Important

DNS クエリに応答するために Amazon Route 53 が使用しているポリシーレコードを削除す
ると、Route 53 は対応する DNS 名のクエリへの応答を停止します。例えば、Route 53 が 
www.example.com のポリシーレコードを使用して www.example.com の DNS クエリに応答して
いて、ポリシーレコードを削除した場合、ユーザーはドメイン名 www.example.com を使用して
そのウェブサイトまたはウェブアプリケーションにアクセスすることはできません。API バージョン 2013-04-01
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トラフィックポリシーバージョンおよび、必要に応じて、トラフィックポリシーを削除するには、以下の
手順を実行します。

トラフィックポリシーバージョンおよびトラフィックポリシーを削除するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Traffic policies] を選択します。
3. トラフィックポリシーバージョン、または必要に応じてトラフィックポリシー全体を削除するトラ

フィックポリシーの名前を選択します。
4. 上の表で削除するトラフィックポリシーバージョンが下の表の [Version used] に表示されている場

合、下の表の対応するポリシーレコードのチェックボックスをオンにします。

例えば、トラフィックポリシーのバージョン 3 を削除する場合、下の表のいずれかのポリシーレコー
ドをバージョン 3 で作成したなら、そのポリシーレコードのチェックボックスをオンにします。

5. [Delete policy records] を選択します。
6. 削除したポリシーレコードが表に表示されなくなるまで、下の表の [Refresh] ボタンを選択してディス

プレイを更新します。
7. 上の表で、削除するトラフィックポリシーバージョンのチェックボックスをオンにします。
8. [Delete version] を選択します。
9. 前述のステップですべてのトラフィックポリシーバージョンを削除し、トラフィックポリシーも削除

する場合、表が空になるまで上の表の [Refresh] ボタンを選択してディスプレイを更新します。
10. ナビゲーションペインで、[Traffic policies] を選択します。
11. トラフィックポリシーのリストで、削除するトラフィックポリシーのチェックボックスをオンにしま

す。
12. [Delete traffic policy] を選択します。

ポリシーレコードの作成および管理
トラフィックポリシーを作成したときに指定したリソースにインターネットトラフィックをルーティング
するには、1 つ以上のポリシーレコードを作成します。各ポリシーレコードは、ポリシーレコードを作成
するホストゾーンと、トラフィックをルーティングするドメインまたはサブドメイン名を識別します。
たとえば、www.example.com のトラフィックをルーティングする場合は、example.com がホストされた
ゾーンのホストゾーン ID を指定し、ポリシーレコード DNS 名にwww.example.com を指定します。

同じトラフィックポリシーを使用して、複数のドメインまたはサブドメイン名のトラフィックをルーティ
ングする場合は、次の 2 つのオプションがあります。

• 各ドメインまたはサブドメイン名のポリシーレコードを作成できます。
• 1 つのポリシーレコードを作成し、そのポリシーレコードを参照する CNAME またはエイリアスレコー

ドを作成します。

例えば、example.com、example.net、example.org に同じトラフィックポリシーを使用する場合、次のい
ずれかを実行できます。

• それぞれに 1 つのポリシーレコードを作成します。
• いずれか 1 つに対してポリシーレコードを作成し、他の 2 つ用のホストゾーンで CNAME レコードを作

成します。2 つの CNAME レコードで、ポリシーレコードを作成したレコードの名前を指定します。

ドメインとそのサブドメイン (example.com と www.example.com など) に同じトラフィックポリシー
を使用する場合、1 つの名前に対してポリシーレコードを作成し、他の名前に対してエイリアスレコー

API バージョン 2013-04-01
474

https://console.aws.amazon.com/route53/
https://console.aws.amazon.com/route53/
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/traffic-policies.html


Amazon Route 53 デベロッパーガイド
ポリシーレコードの作成および管理

ドを作成できます。例えば、example.com のポリシーレコードを作成し、エイリアスターゲットとして 
example.com レコードを持つ www.example.com のエイリアスレコードを作成できます。

Note

作成する各ポリシーレコードについて月額料金が発生します。複数のドメインまたはサブドメイ
ン名に同じトラフィックポリシーを使用する場合は、CNAME またはエイリアスレコードを使用
して料金を削減できます。

• 1 つのポリシーレコードを作成し、そのポリシーレコードを参照する 1 つ以上の CNAME レ
コードを作成する場合、そのポリシーレコードおよび CNAME レコード用の DNS クエリに対
してのみ料金が発生します。

• 1 つのポリシーレコードと、そのポリシーレコードを参照する同じホストゾーンで 1 つ以上の
エイリアスレコードを作成する場合、そのポリシーレコードおよびエイリアスレコードの DNS 
クエリに対してのみ料金が発生します。

トピック
• ポリシーレコードの作成 (p. 475)
• ポリシーレコードを作成または更新する場合に指定する値 (p. 475)
• ポリシーレコードの更新 (p. 476)
• ポリシーレコードの削除 (p. 476)

ポリシーレコードの作成
ポリシーレコードを作成するには、以下の手順を実行します。

Important

作成する各ポリシーレコードについて月額料金が発生します。後にポリシーレコードを削除す
ると、料金は按分されます。詳細については、Amazon Route 53 の料金表の「トラフィックフ
ロー」セクションを参照してください。

ポリシーレコードを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Policy records] を選択します。
3. [Policy records] ページで、[Create policy records] を選択します。
4. [Create policy records] ページで、該当する値を指定します。詳細については、「ポリシーレコードを

作成または更新する場合に指定する値 (p. 475)」を参照してください。
5. [Create policy records] を選択します。
6. 別のホストゾーンでポリシーレコードを作成する場合、ステップ 3 ～ 5 を繰り返します。

ポリシーレコードを作成または更新する場合に指定する値
ポリシーレコードを作成または更新する場合、次の値を指定します。

• Traffic policy
• Version
• Hosted zone
• Policy record DNS name
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• TTL

トラフィックポリシー 

このポリシーレコードで使用する設定のトラフィックポリシーを選択します。
バージョン

このポリシーレコードで使用する設定のトラフィックポリシーのバージョンを選択します。

既存のポリシーレコードを更新する場合、ポリシーレコードの現在の DNS タイプに一致する DNS タ
イプのバージョンを選択する必要があります。たとえば、ポリシーレコードの DNS タイプが [A] の場
合、DNS タイプが [A] のバージョンを選択する必要があります。

ホストゾーン

指定したトラフィックポリシーとバージョンを使用してポリシーレコードを作成するホストゾーンを
選択します。ポリシーレコードを作成した後に [Hosted zone] の値を変更することはできません。

ポリシーレコード DNS 名

ポリシーレコードを作成する場合、指定したトラフィックポリシーとバージョンを使用して Route 53 
が DNS クエリに応答するドメイン名またはサブドメイン名を入力します。

指定したホストゾーンで複数のドメイン名またはサブドメイン名で同じ設定を使用するには、[Add 
another policy record] を選択して、該当するドメイン名またはサブドメイン名および TTL を入力しま
す。

ポリシーレコードを作成した後に [Policy record DNS name] の値を変更することはできません。
TTL (秒単位)

再帰的な DNS リゾルバーでこのレコードに関する情報をキャッシュしておく時間 (秒単位) を入力し
ます。より大きい値 (172800 秒、つまり 2 日など) を指定した場合、再帰的なリゾルバーが Route 53 
にリクエストを送信する頻度が低くなるため、Route 53 サービスのコストが低くなります。ただし、
再帰的なリゾルバーは、Route 53 に最新の情報を問い合わせる代わりに、長い間キャッシュ内の値を
使用するため、レコードに対する変更 (例えば、新しい IP アドレス) が有効になるまでに時間が多く
かかります。

ポリシーレコードの更新
ポリシーレコードの設定を更新するには、以下の手順を実行します。

ポリシーレコードを更新するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Policy records] を選択します。
3. [Policy records] ページで、更新するポリシーレコードのチェックボックスをオンにして、[Edit policy 

record] を選択します。
4. [Edit policy record] ページで、該当する値を指定します。詳細については、「ポリシーレコードを作成

または更新する場合に指定する値 (p. 475)」を参照してください。
5. [Edit policy record] を選択します。
6. 別のポリシーレコードを更新するには、ステップ 3 ～ 5 を繰り返します。

ポリシーレコードの削除
ポリシーレコードを削除するには、以下の手順を実行します。
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Important

DNS クエリに応答するために Amazon Route 53 が使用しているポリシーレコードを削除す
ると、Route 53 は対応する DNS 名のクエリへの応答を停止します。例えば、Route 53 が 
www.example.com のポリシーレコードを使用して www.example.com の DNS クエリに応答して
いて、ポリシーレコードを削除した場合、ユーザーはドメイン名 www.example.com を使用して
そのウェブサイトまたはウェブアプリケーションにアクセスすることはできません。

ポリシーレコードを削除するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Policy records] を選択します。
3. [Policy records] ページで、削除するポリシーレコードのチェックボックスをオンにして、[Delete 

policy record] を選択します。

Amazon Route 53 での DNSSEC 署名の設定
ドメイン名システムのセキュリティ拡張 (DNSSEC) 署名により、DNS リゾルバーは DNS 応答が Amazon 
Route 53 から送信され、改ざんされていないことを検証できます。DNSSEC 署名を使用すると、ホスト
ゾーンへのすべての応答は、公開キー暗号化を使用して署名されます。

この章では、Route 53 の DNSSEC 署名を有効にする方法、キー署名キー (KSK) の使用方法および問題の
トラブルシューティングについて説明します。DNSSEC 署名は、AWS Management Consoleで、または 
API を使用してプログラムにより操作できます。CLI または SDK を使用して Route 53 を操作する方法の
詳細については、「Amazon Route 53 の設定 (p. 14)」を参照してください。

DNSSEC 署名を有効にする前に、以下の点に注意してください。

• ゾーンの停止を防ぎ、ドメインが使用できなくなる問題を回避するには、DNSSEC エ
ラーにすばやく対処し解決する必要があります。DNSSECInternalFailure または
DNSSECKeySigningKeysNeedingAction エラーが検出されるたびにアラートを受け取ることが
できる、CloudWatch アラームをセットアップしておくことを強くお勧めします。詳細については、
「Amazon CloudWatch を使用したホストゾーンのモニタリング (p. 650)」を参照してください。

• DNSSEC には、キー署名キー (KSK) とゾーン署名キー (ZSK) の 2 種類のキーがあります。Route 53 の 
DNSSEC 署名での各 KSK は、お客様が所有する AWS KMS 内の非対称カスタマーマネージドキーに
基づいています。必要に応じて行うローテーションを初めとして、KSK管理の責任はお客様が持ちま
す。ZSK 管理は Route 53 によって実行されます。

• ホストゾーンで DNSSEC 署名を有効にすると、Route 53 は TTL を 1 週間に制限します。ホストゾーン
のレコードに対して TTL を 1 週間以上設定しても、エラーは発生しません。ただし、Route 53 では、
レコードに対して 1 週間の TTL が強制されます。TTL が 1 週間未満のレコードと、DNSSEC 署名が有
効になっていない他のホストゾーンのレコードは、この影響を受けません。

• DNSSEC 署名を使用する場合、マルチベンダー構成はサポートされません。ホワイトラベルネームサー
バー (別称: バニティネームサーバー、プライベートネームサーバー) を構成している場合は、それらの
ネームサーバーが単一の DNS プロバイダーから提供されていることを確認します。

• 一部の DNS プロバイダーは、権威 DNS 内で委任署名者 (DS) レコードをサポートしていません。親
ゾーンが DS クエリをサポートしていない (DS クエリ応答に AA フラグを設定していない) DNS プロバ
イダーによってホストされている場合、子ゾーンで DNSSEC を有効にすると、その子ゾーンに関する
解決が不能になります。ご利用の DNS プロバイダーで、DS レコードがサポートされていることを確認
してください。

• ゾーン所有者以外の別のユーザーがゾーン内のレコードを追加または削除できるように、IAM アクセス
許可を設定すると便利です。例えば、ゾーンの所有者は KSK を追加して署名を有効にし、キーのロー
テーションを担当することができます。同時に、他のユーザーがホストゾーンで他のレコードの操作を
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担当することも可能です。IAM ポリシーの例については、「ドメインレコード所有者のアクセス許可の
例 (p. 615)」を参照してください。

トピック
• DNSSEC 署名を有効にし、信頼チェーンを確立します。 (p. 478)
• DNSSEC 署名の無効化 (p. 484)
• DNSSEC のためのカスタマー管理キーの使用 (p. 488)
• キー署名キー (KSK) の使用 (p. 488)
• Route 53 での KMS キーと ZSK 管理 (p. 490)
• Route 53 での DNSSEC の非存在証明 (p. 491)
• DNSSEC 署名のトラブルシューティング (p. 491)

DNSSEC 署名を有効にし、信頼チェーンを確立しま
す。
増分手順はホストゾーンの所有者と親ゾーンの管理者に適用されます。これは同一の当事者でもかまいま
せん。ただし、そうでない場合、ゾーンの所有者は親ゾーンの管理者に通知して協力する必要がありま
す。

ゾーンを署名して信頼チェーンに含めるため、この記事の手順に従うことをお勧めします。以下の手順に
より、DNSSEC へのオンボーディングのリスクを最小限に抑えられます。

Note

始める前に、「Amazon Route 53 での DNSSEC 署名の設定 (p. 477)」で前提条件を確認してく
ださい。

以下のセクションで説明する通り、DNSSEC 署名を有効にする場合、3 つの手順を実行します。

トピック
• ステップ 1: DNSSEC 署名を有効化する準備 (p. 478)
• ステップ 2: DNSSEC 署名を有効にして KSK を作成 (p. 479)
• ステップ 3: 信頼チェーンを確立 (p. 481)

ステップ 1: DNSSEC 署名を有効化する準備
準備手順では、ゾーンの可用性を監視して署名の有効化から委任署名者 (DS) レコードの挿入までの待機時
間を短縮することで、DNSSEC へのオンボーディングのリスクを最小限に抑えることができます。

DNSSEC 署名を有効にする準備を行うには

1. ゾーンの可用性を監視します。

ドメイン名の可用性をゾーンで監視できます。これにより、DNSSEC 署名を有効にした後、ステップ
のロールバックを必要とする問題に対処できます。クエリログを使用してトラフィックが最も多いド
メイン名を監視できます。クエリ ログのセットアップの詳細については、「Amazon Route 53 のモニ
タリング (p. 636)」をご参照ください。

監視はシェルスクリプトまたはサードパーティサービスを通じて実行できます。ただし、ロールバッ
クが必要か否かを判断する唯一のシグナルとして見なしてはなりません。また、ドメインが利用でき
ない理由で顧客からフィードバックを得る場合があります。

2. ゾーンの最大 TTL を下げます。
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ゾーンの最大 TTL は、ゾーン内の最長 TTL レコードです。以下のゾーン例では、ゾーンの最大 TTL 
は 1 日 (86400 秒) です。

名前 TTL レコードクラス レコードタイプ データレコード

example.com。 900 IN SOA ns1.example.com。hostmaster.example.com。2002022401 
10800 15 604800

example.com。 900 IN NS ns1.example.com。

route53.example.com。86400 IN TXT some txt 
record

ゾーンの最大 TTL を下げると、署名を有効にしてから Delegation Signer (DS) レコードの挿入までの
待機時間を短縮できます。ゾーンの最大 TTL を 1 時間 (3600 秒) に下げることをお勧めします。こ
れにより、リゾルバーが署名済みレコードのキャッシュに問題がある場合、わずか 1 時間後にロール
バックできます。

ロールバック: TTL の変更を元に戻します。
3. SOA TTL および SOA の最小フィールドを下げます。

SOA 最小フィールドは、SOA レコードデータの最後のフィールドです。以下の SOA レコードの例で
は、最小フィールドの値は 5 分 (300 秒) です。

名前 TTL レコードクラス レコードタイプ データレコード

example.com。 900 IN SOA ns1.example.com。hostmaster.example.com。2002022401 
10800 15 604800

SOA TTL および SOA の最小フィールドは、リゾルバーがネガティブな回答を記憶する期間を決定し
ます。署名を有効にすると、Route 53 ネームサーバーはネガティブな回答に対して NSEC レコード
を返し始めます。NSEC には、リゾルバーがネガティブな回答を合成する際に使用する可能性がある
情報が含まれています。NSEC 情報により、リゾルバーが名前に対してネガティブな回答を仮定した
ことによってロールバックが必要な場合、リゾルバーが仮定を停止するまで SOA TTL の最大値およ
び SOA 最小フィールドに達するまで待つのみで解決します。

ロールバック方法: SOA の変更を元に戻します。
4. TTL および SOA の最小フィールドの変更が有効であることを確認します。

GetChange を使用して、これまでの変更がすべての Route 53 DNS サーバーに反映されたことを確認
します。

ステップ 2: DNSSEC 署名を有効にして KSK を作成
AWS CLI またはRoute 53 コンソールを使用して、DNSSEC 署名を有効にしてキー署名キー (KSK) を作成
することができます。

• CLI (p. 480)
• コンソール (p. 480)

カスタマー管理 KMS キーの指定または作成には、いくつかの要件があります。詳細については、
「DNSSEC のためのカスタマー管理キーの使用 (p. 488)」を参照してください。
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CLI

既に持っているキーを使用、または以下のように
hostedzone_id、cmk_arn、ksk_name、unique_string 用の値を使用して AWS CLI コマンドを
実行してキーを作成します (リクエストをユニークにするため):

aws --region us-east-1 route53 create-key-signing-key \ 
   --hosted-zone-id $hostedzone_id \ 
   --key-management-service-arn $cmk_arn --name $ksk_name \ 
   --status ACTIVE \ 
   --caller-reference $unique_string

カスタマーマネージドキーの詳細については、「DNSSEC のためのカスタマー管理キーの使
用 (p. 488)」をご参照ください。CreateKeySigningKey も併せてご参照ください。

DNSSEC 署名を有効にするにする場合、hostedzone_id にお持ちの値を指定して以下のように 
AWS CLI コマンドを実行します:

aws --region us-east-1 route53 enable-hosted-zone-dnssec \ 
   --hosted-zone-id $hostedzone_id

詳細については enable-hosted-zone-dnssec および EnableHostedZoneDNSSEC をご参照ください。
Console

DNSSEC 署名を有効にして KSK を作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[ホストゾーン] をクリックし、DNSSEC 署名を有効にするホストゾー
ンを選択します。

3. [DNSSEC signing] (DNSSEC 署名) タブで、[Enable DNSSEC signing] (DNSSEC 署名を有効にす
る) を選択します。

Note

このセクションで [Disable DNSSEC signing] (DNSSEC 署名を無効にする) というオプ
ションが表示されている場合は、DNSSEC 署名を有効にするための最初のステップが既
に完了しています。DNSSEC のホストゾーンの信頼チェーンが確立されている、あるい
は既に存在していることを確認し、作業を完了します。詳細については、「ステップ 3: 
信頼チェーンを確立 (p. 481)」を参照してください。

4. [Key-signing key (KSK) creation] (キー署名キー (KSK) の作成) セクション内で [Create new KSK] 
(新しい KSK を作成) を選択し、[Provide KSK name] (KSK 名を指定) の下で、Route 53 が作成す
る KSK 名を入力します。名前には、文字、数字、アンダースコア (_) のみを含めることができま
す。また、名前は一意である必要があります。

5. [Customer managed CMK] (カスタマー管理 CMK)で、KSK の作成時に Route 53 で使用される、
カスタマー管理キーを選択します。既存のカスタマー管理キーを使用して DNSSEC 署名に適用
することも、新しいカスタマー管理キーを作成して使用することもできます。

カスタマー管理キーの指定または作成には、いくつかの要件があります。詳細については、
「DNSSEC のためのカスタマー管理キーの使用 (p. 488)」を参照してください。

6. カスタマー管理キーのエイリアスを入力します。新たなカスタマーマネージドキーを使用する場
合、カスタマーマネージドキーのエイリアスを入力します。これによって Route 53 がキーを作成
します。
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Note

Route 53 にカスタマー管理キーを作成させる場合、個別のカスタマー管理キーごとに料
金が発生することにご注意ください。詳細については、AWS Key Management Service 
の料金を参照してください。

7. [DNSSEC 署名を有効にする] をクリックします。

ゾーン署名を有効にした後、以下の手順を実行します (コンソールあるいは CLI を使用した場合を問わず):

1. ゾーン署名が有効であることを確認します。

AWS CLI を使用した場合、EnableHostedZoneDNSSEC() 呼び出しの出力からのオペレーション ID 
を使用して get-change または GetChange を実行し、すべての Route 53 DNS サーバーが応答に署名し
ていることを確認できます (ステータス = INSYNC)。

2. 最低でも前ゾーンの最大 TTL を待ちます。

リゾルバーがキャッシュから署名されていないレコードをすべてフラッシュするまで待ちます。これを
実現するため、最低でも前ゾーンの最大 TTL を待つ必要があります。上記の example.com ゾーンの
場合、待機時間は 1 日です。

3. 顧客問題のレポートを監視します。

ゾーン署名を有効にした後、顧客がネットワークデバイスおよびリゾルバーに関連する問題に直面し始
める可能性があります。推奨される監視期間は 2 週間です。

直面する問題例を以下の通り、紹介します:
• 一部のネットワークデバイスは DNS 応答容量を 512 バイト未満に制限できますが、一部の署名応答

としては小さすぎます。これらのネットワークデバイスは、より大きな DNS 応答容量を許可するた
めに再設定する必要があります。

• 一部のネットワークデバイスは、DNS 応答について詳細な検査を行い、DNSSEC に使用されるレ
コードなど、理解しない特定のものを削除します。これらのデバイスは再設定する必要があります。

• 顧客の一部のリゾルバーは、ネットワークがサポートする UDP 応答よりも大量に受け入れることが
できると主張しています。ネットワーク機能をテストしてリゾルバーを適切に設定できます。詳細に
ついては、DNS Reply Size Test Server (DNS 応答容量テストサーバー) をご参照ください。

ロールバック方法: DisableHostedZoneDNSSEC を呼び出した後、ステップ 1: DNSSEC 署名を有効化する
準備 (p. 478) の手順をロールバックします。

ステップ 3: 信頼チェーンを確立
Route 53 のホストゾーンで DNSSEC 署名を有効にした後に、ホストゾーンの信頼チェーンを確立して 
DNSSEC 署名のセットアップを完了します。これを行うには、Route 53 から提供される情報を使用し
ながら、自分のホストゾーンの親ホストゾーンで Delegation Signer (DS) レコードを作成します。ドメ
インが登録されている場所に応じて、Route 53 内または別のドメインレジストラにある親ホストゾーン
に、DS レコードを追加します。

DNSSEC 署名のために信頼チェーンを確立するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[ホストゾーン] をクリックした後、 DNSSEC の信頼チェーンを確立するホ
ストゾーンを選択します。最初に DNSSEC 署名を有効にする必要があります。

3. [DNSSEC signing] (DNSSEC 署名) タブを開き、[DNSSEC signing] (DNSSEC 署名) の [View 
information to create DS record] (DS レコードを作成するための情報を表示) 選択します。
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Note

このセクションで [View information to create DS record] (DSレコードを作成するための情報
を表示] が表示されていない場合は、信頼チェーンを確立する前に DNSSEC 署名を有効にす
る必要があります。[Enable DNSSEC signing] (DNSSEC 署名を有効にする) を選択して ス
テップ 2: DNSSEC 署名を有効にして KSK を作成 (p. 479) の記載された手順を完了した
後、これらの手順に戻って信頼チェーンを確立します。

4. ドメインが登録されている場所に応じ、[信頼チェーンを確立] から、[Route 53 レジストラ]または [他
のドメインレジストラ] を選択します。

5. ステップ 3 で指定された値を使用して、Route 53 の親ホストゾーンの DS レコードを作成します。ド
メインが Route 53 でホストされていない場合、表示された値をドメインレジストラのウェブサイト
で使用して DS レコードを作成します。

• Route 53 を通じて親ゾーンが登録および管理されている場合、以下の手順を実行します:

署名アルゴリズム (ECDSAP256SHA256 および type 13) とダイジェストアルゴリズム (SHA-256 お
よびタイプ 2) が正しく設定されたことを確認します。

Route 53 がレジストラである場合、Route 53 コンソールで以下の操作を実行します:
1. [Key type] (キータイプ)、[Signing algorithm] (署名アルゴリズム)、および [Public key] (パブリッ

クキー) の各値を書き留めます。ナビゲーションペインで [Registered Domains] をクリックしま
す。

2. ドメインを選択してから、[DNSSEC status] (DNSSEC のステータス) の隣にある [Manage keys]
(キーの管理) を選択します。

3. [Manage DNSSEC keys] (DNSSEC キー管理) ダイアログボックス内のドロップダウンメニュー
から、[Route 53 registrar] (Route 53 レジストラ) の適切な [Key type] (キータイプ) と [Algorithm]
(アルゴリズム) を選択します。

4. Route 53 レジストラの [パブリックキー] をコピーします。[Manage DNSSEC keys] (DNSSEC 
キー管理) ダイアログボックス内の [Public key] (パブリックキー) ボックスに値を貼り付けます。

5. [Add] (追加) を選択します。

Route 53 は、パブリックキーから親ゾーンに DS レコードを追加します。例えば、ドメインが
example.com の場合、DS レコードが .com DNS ゾーンに追加されます。

• 親ゾーンが Route 53 または別のレジストリでホストされている場合、親ゾーンの所有者に連絡し
て以下の手順に従うように伝えてください。

以下の手順をスムーズに進める場合、親ゾーンに低い DS TTL を導入します。変更をロールバック
する必要がある場合、DS TTL を 5 分 (300 秒) に設定してリカバリの高速化をお勧めします。
• 親ゾーンが別のレジストリで管理されている場合、レジストラに連絡してゾーンに DS レコード

を導入するように依頼してください。通常、DS レコードの TTL を調整することはできません。
• 親ゾーンが Route 53 でホストされている場合、親ゾーンの所有者に連絡してゾーンに DS レコー

ドを導入するように依頼してください。

親ゾーンの所有者に $ds_record_value を提供します。コンソールの [View Information to 
create DS record] (情報を確認して DS レコードを作成) をクリックして [DS record] (DS レコー
ド) フィールドをコピー、または GetDNSSEC API を呼び出して「DSRecord」フィールドの値を
取得します。

aws --region us-east-1 route53 get-dnssec  
            --hosted-zone-id $hostedzone_id

親ゾーンの所有者は、Route 53 コンソールまたは CLI を使用してレコードを挿入できます。
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• AWS CLI を使用して DS レコードを挿入する場合、親ゾーンの所有者は以下の例の
ように JSON ファイルを作成して名前を付けます。親ゾーンの所有者は、ファイルに
inserting_ds.json のような名前を付けることがあります。

{ 
    "HostedZoneId": "$parent_zone_id", 
    "ChangeBatch": { 
        "Comment": "Inserting DS for zone $zone_name", 
        "Changes": [ 
            { 
                "Action": "UPSERT", 
                "ResourceRecordSet": { 
                    "Name": "$zone_name", 
                    "Type": "DS", 
                    "TTL": 300, 
                    "ResourceRecords": [ 
                        { 
                            "Value": "$ds_record_value" 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        ] 
    }
}

次に、以下のコマンドを実行します。

aws --region us-east-1 route53 change-resource-record-sets  
            --cli-input-json file://inserting_ds.json

• コンソールを使用して DS レコードを挿入するには、

Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

ナビゲーションペインで [Hosted zones] (ホストゾーン) とホストゾーン名を選択し、[Create 
record] (レコード作成) ボタンを押します。[Routing policy] (ルーティングポリシー) で [Simple 
routing] (簡易ルーティング) を選択していることを確認します。

[Record name] (レコード名) フィールドに $zone_name と同じ名前を入力し、[Record type] 
(レコードタイプ) ドロップダウンから DS を選択します。次に [Value] (値) フィールドに
$ds_record_value の値を入力して [Create records] (レコード作成) を選択します。

ロールバック方法: 親ゾーンから DS を削除して DS TTL を待った後、信頼を確立するための手順に
ロールバックします。親ゾーンが Route 53 でホストされている場合、親ゾーンの所有者は JSON 
ファイル内の UPSERT の Action を DELETE に変更して上記の例の CLI を再実行できます。

6. ドメインレコードの TTL に基づいて、更新が全体に反映されるのを待ちます。

親ゾーンが Route 53 DNS サービス上にある場合、親ゾーンの所有者は GetChange API でプロパゲー
ション全体を確認できます。

または、親ゾーンの DS レコードを定期的に調査することが可能であり、DS レコードの挿入が完全に
プロパゲートされる確率を上げるため、さらに 10 分待ちます。DS 挿入をスケジュールしているレジ
ストラもいることにご留意ください (例えば 1 日 1 回など)。

親ゾーンに Delegation Signer (DS) レコードを導入すると、DS を取得した検証済みリゾルバーがゾーンか
ら応答の検証を開始します。
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信頼を確立する手順をスムーズに進めるため、以下の手順を実行します:

1. NS TTL の最大値を求めます。

ゾーンに関連付けられた NS レコードが 2 つのセットあります。

• NS レコードの委任 - これは、親ゾーンが保持しているお客様ゾーンの NS レコードです。次の 
Unix コマンドを実行することでこれを検索できます (ゾーンが example.com の場合、親ゾーンは 
com です):

dig -t NS com

いずれの NS レコードを 1 つを選択して以下を実行します:

dig @one of the NS records of your parent zone -t NS example.com

例:

dig @b.gtld-servers.net. -t NS example.com

• ゾーン内 NS レコード - これはゾーン内の NS レコードです。以下の Unix コマンドを実行すると探
せます。

dig @one of the NS records of your zone -t NS example.com

例:

dig @ns-0000.awsdns-00.co.uk. -t NS example.com

両ゾーンの最大 TTL に注目してください。
2. NS TTL の最大値を待ちます。

DS を挿入前の段階では、リゾルバーは署名付きレスポンスを取得しますが、署名を検証しませ
ん。DS レコードが挿入されると、ゾーンの NS レコードが期限切れになるまで、リゾルバーはそのレ
コードを認識しません。リゾルバーが NS レコードを再フェッチすると、DS レコードも返されます。

お客様の顧客が非同期クロックのホスト内でリゾルバーを実行している場合、クロックが正しい時刻
から 1 時間以内の誤差があることを確認してください。

この手順を完了すると、DNSSEC を認識したすべてのリゾルバーがゾーンを検証します。
3. 名前解決を確認します。

ゾーンを検証するリゾルバーに問題がないことにご留意してください。顧客が問題を報告するために
必要な時間も考慮してください。

最大 2 週間監視することをお勧めします。
4. (任意) DS および NS TTL を長くします。

セットアップがよろしければ、変更した TTL および SOA 内容を保存できます。Route 53 は署名済み
ゾーンの TTL を 1 週に制限することにご留意ください。詳細については、「Amazon Route 53 での 
DNSSEC 署名の設定 (p. 477)」を参照してください。

DS TTL を変更が可能な場合、1 時間に設定することをお勧めします。

DNSSEC 署名の無効化
Route 53 で DNSSEC 署名を無効にする手順は、ホストゾーンが属する信頼チェーンによって異なりま
す。 API バージョン 2013-04-01
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例えば、信頼チェーンの一部として、自分のホストゾーンには、Delegation Signer (DS) レコードを持つ
親ゾーンが存在する場合があります。またホストゾーンは、DNSSEC 署名を有効にしている子ゾーンの親
ゾーンにもなり得るが、信頼チェーンの別の部分となっている場合も考えられます。DNSSEC 署名を無効
にする手順を実行する前に、使用しているホストゾーンの信頼チェーン全体を調べて判断します。

DNSSEC 署名を有効にしているホストゾーンの信頼チェーンは、署名を無効にする際に慎重に元に戻す必
要があります。信頼チェーンからホストゾーンを削除するには、このホストゾーンを含む信頼チェーンに
対して配置されているすべての DS レコードを削除します。つまり、以下の操作を、順番に実行する必要
があります。

1. 信頼チェーンの一部である (それぞれの) 子ゾーンについて、親のホストゾーンにある DS レコードをす
べて削除します。

2. 親ゾーンから DS レコードを削除します。信頼の島 (親ゾーンに DS レコードがなく、このゾーンの子
ゾーンの DS レコードもありません) がある場合、この手順をスキップします。

3. 信頼チェーンからゾーンを削除する際に、DS レコードの削除が不可能な場合には、親ゾーンから NS 
レコードを削除します。詳細については、「ドメインのネームサーバーおよびグルーレコードの追加あ
るいは変更 (p. 71)」を参照してください。

次の増分手順は、ゾーン内の DNS 可用性の問題を回避するために個別手順の有効性を監視することを実
現します。

DNSSEC 署名を無効にするには

1. ゾーンの可用性を監視します。

ドメイン名の可用性をゾーンで監視できます。これにより、DNSSEC 署名を有効にした後、ステップ
のロールバックを必要とする問題に対処できます。クエリログを使用してトラフィックが最も多いド
メイン名を監視できます。クエリログのセットアップの詳細については、「Amazon Route 53 のモニ
タリング (p. 636)」をご参照ください。

監視はシェルスクリプトまたは有料サービスを通じて実行できます。ただし、ロールバックが必要か
否かを判断する唯一のシグナルとして見なしてはなりません。また、ドメインが利用できない理由で
顧客からフィードバックを得る場合があります。

2. 現在の DS TTL を検索します。

以下の Unix コマンドを実行して DS TTL を検索できます:

dig -t DS example.com example.com
3. NS TTL の最大値を求めます。

ゾーンに関連付けられた NS レコードが 2 つのセットあります。

• NS レコードの委任 - これは、親ゾーンが保持しているお客様ゾーンの NS レコードです。以下の 
Unix コマンドを実行してこれを検索できます:

まず親ゾーンの NS を検索します (ゾーンが example.com の場合、親ゾーンは com です):

dig -t NS com

いずれの NS レコードを 1 つを選択して以下を実行します:

dig @one of the NS records of your parent zone -t NS example.com

例:

dig @b.gtld-servers.net. -t NS example.com
• ゾーン内 NS レコード - これはゾーン内の NS レコードです。以下の Unix コマンドを実行すると探

せます。
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dig @one of the NS records of your zone -t NS example.com

例:

dig @ns-0000.awsdns-00.co.uk. -t NS example.com

両ゾーンの最大 TTL に注目してください。
4. 親ゾーンから DS レコードを削除します。

親ゾーンの所有者に連絡してDS レコードを削除するように依頼します。

ロールバック方法: DS TTL を再度挿入して DS 挿入が有効であることを確認し、すべてのリゾルバー
が再検証を開始する前に最大 NS (DS ではない) TTL を待ちます。

5. DS の削除が有効であることを確認します。

親ゾーンが Route 53 DNS サービス上にある場合、親ゾーンの所有者は GetChange API でプロパゲー
ション全体を確認できます。

または、親ゾーンの DS レコードを定期的に調査することが可能であり、DS レコードの削除が完全に
プロパゲートされる確率を上げるため、さらに 10 分待ちます。一部のレジストラは DS の削除をスケ
ジュール (例えば、1 日 1 回など) していることをご留意ください。

6. DS TTL を待つ。

すべてのリゾルバーがキャッシュにある DS レコードの有効期限が切れるまで待ちます。
7. DNSSEC 署名を無効にしてキー署名キー (KSK) を無効にします。

• CLI (p. 486)
• コンソール (p. 486)

CLI

DisableHostedZoneDNSSEC および DeactivateKeySigningKey API を呼び出します。

例:

aws --region us-east-1 route53 disable-hosted-zone-dnssec \ 
            --hosted-zone-id $hostedzone_id

aws --region us-east-1 route53 deactivate-key-signing-key \ 
            --hosted-zone-id $hostedzone_id --name $ksk_name 
      

Console

DNSSEC 署名を無効にするには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[ホストゾーン]をクリックし、DNSSEC 署名を無効にするホスト
ゾーンを選択します。

3. [DNSSEC signing] (DNSSEC 署名) タブで、[Disable DNSSEC signing] (DNSSEC 署名を無効
にする) を選択します。

4. [Disable DNSSEC signing] (DNSSEC 署名を無効にする) ページで、ゾーンにおける DNSSEC 
署名の無効化のシナリオに応じて、次のいずれかのオプションを選択します。
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• 親ゾーンのみ – このゾーンには、DS レコードを持つ親ゾーンがあります。このシナリオで
は、親ゾーンの DS レコードを削除する必要があります。

• 子ゾーンのみ – このゾーンには、1 つまたは複数の子ゾーンが属する信頼チェーンのための 
DS レコードがあります。このシナリオでは、このゾーンの DS レコードを削除する必要が
あります。

• 親ゾーンと子ゾーン – このゾーンには、1 つまたは複数の子ゾーンが属する信頼チェーンの
ための DS レコード、および DS レコードを持つ親ゾーンの両方があります。このシナリオ
では次の操作を順に実行します。
a. このゾーンの DS レコードを削除します。
b. 親ゾーンの DS レコードを削除します。

信頼の島がある場合、この手順をスキップできます。
5. ステップ 4 で削除する各 DS レコードの TTL の数値を特定し、最も長い TTL 期間が終了して

いることを確認します。
6. チェックボックスを選択して、手順を順番通りに実行したことを確認します。
7. 次に示すように、フィールドに「disable」と入力してから、[Disable] (無効化) を選択します。

キー署名キー (KSK) を無効にする場合

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted zones] (ホストゾーン) を選択し、キー署名キー (KSK) を無効
にするホストゾーンを選択します。

3. [Key-signing keys (KSKs)] (キー署名キー (KSK) ) セクションで無効にする KSK を選択しま
す。次に [Actions] (アクション) の下で [Edit KSK] (KSKの編集) を選択し、[KSK status] (KSK
ステータス) を [Inactive] (非アクティブ) に設定して [Save KSK] (KSKを保存) を選択します。

ロールバック方法: ActivateKeySigningKey および EnableHostedZoneDNSSEC API を呼び出します。

例:

aws --region us-east-1 route53 activate-key-signing-key \ 
            --hosted-zone-id $hostedzone_id --name $ksk_name

aws --region us-east-1 route53 enable-hosted-zone-dnssec \ 
            --hosted-zone-id $hostedzone_id 

      

8. ゾーン署名の無効化が有効になっていることを確認します。

EnableHostedZoneDNSSEC() の呼び出しに使用した ID で GetChange を実行し、すべての 
Route 53 DNS サーバーが応答の署名を停止していることを確認します (ステータス = INSYNC)。

9. 名前解決を確認します。

リゾルバーがゾーンを検証する問題がないことを確認する必要があります。顧客が問題を報告するた
めに必要な時間も 1～2 週間ぐらい考慮してください。

10. (オプション) クリーンアップする。

署名を再有効にしない場合、DeleteKeySigningKey を使用して KSK をクリーンアップし、コスト削減
のために該当カスタマーマネージドキーを削除できます。
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DNSSEC のためのカスタマー管理キーの使用
Amazon Route 53 で DNSSEC 署名を有効にすると、Route 53 によってキー署名キー (KSK) が作成されま
す。Route 53 が KSK を作成するにためは、DNSSEC をサポートする AWS Key Management Service 内
で、カスタマー管理キーを使用する必要があります。このセクションでは、DNSSEC を使用する際に役立
つカスタマー管理キーの詳細と要件について説明します。

DNSSEC でカスタマー管理キーを使用する場合は、以下の点に注意してください。

• DNSSEC 署名で使用するカスタマー管理キーは、米国東部 (バージニア北部) リージョンに置かれてい
る必要があります。

• カスタマー管理キーは、非対称カスタマー管理キーであり、また ECC_NIST_P256 のキースペックで
ある必要があります。これらのカスタマー管理キーは、署名と検証にのみ使用されます。非対称カス
タマー管理キーの作成については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「Creating 
asymmetric customer managed keys」を参照してください。既存のカスタマー管理キーの暗号化設定
を見つける方法については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイドの 「Viewing the 
cryptographic configuration of customer managed keys」を参照してください。

• Route 53 の DNSSEC で使用するカスタマーマネージドキーを自分で作成する場合は、Route 53 に必要
なアクセス許可を付与する特定のキーポリシーステートメントを定義する必要があります。Route 53 が 
KSK を作成する際には、カスタマー管理キーへのアクセスが可能である必要があります。詳細について
は、「DNSSEC 署名に必要な Route 53 カスタマー管理キーアクセス許可 (p. 615)」を参照してくださ
い。

• Route 53 では、追加の AWS KMS のアクセス許可を必要とせずに、DNSSEC 署名で使用
するためのカスタマー管理キーを、AWS KMS 内に作成できます。ただし、作成後にキーを
編集する場合は、特定のアクセス許可が必要です。ユーザーに必須な特定のアクセス許可は
kms:UpdateKeyDescription、kms:UpdateAlias、および kms:PutKeyPolicy です。

• カスタマー管理キーをユーザーが作成したか、あるいは Route 53 により作成されたかにかかわらず、
カスタマー管理キーごとに個別の料金が適用されることにご注意ください。詳細については、AWS Key 
Management Service 料金表を参照してください。

キー署名キー (KSK) の使用
DNSSEC 署名を有効にすると、Route 53 によってキー署名キー (KSK) が作成されます。Route 53 ではホ
ストゾーンごとに最大 2 つの KSK を使用できます。DNSSEC 署名を有効にした後は、KSK の追加、削
除、または編集が行えます。

KSK を使用する場合は、次の点に注意してください。

• KSK を削除する際には、先に KSK を編集して、そのステータスを [非アクティブ] に設定する必要があ
ります。

• ホストゾーンで DNSSEC 署名を有効にすると、Route 53 は TTL を 1 週間に制限します。ホストゾーン
のレコードの TTL を 1 週間以上に設定した場合でもエラーは発生しませんが、Route 53 は TTL を 1 週
間に強制します。

• ゾーンの停止を防ぎ、ドメインが使用できなくなる問題を回避するには、DNSSEC エ
ラーにすばやく対処し解決する必要があります。DNSSECInternalFailure または
DNSSECKeySigningKeysNeedingAction エラーが検出されるたびにアラートを受け取ることが
できる、CloudWatch アラームをセットアップしておくことを強くお勧めします。詳細については、
「Amazon CloudWatch を使用したホストゾーンのモニタリング (p. 650)」を参照してください

• このセクションで説明する KSK 操作を使用すると、ゾーンの KSK をローテーションさせることが
できます。詳細およびステップごとの例については、ブログ記事 Configuring DNSSEC signing and 
validation with Amazon Route 53 の、「DNSSEC Key Rotation」を参照してください。

AWS Management Console で KSK を操作するには、以下のセクションのガイダンスに従います。
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キー署名キー (KSK) の追加
DNSSEC 署名を有効にすると、Route 53 によってキー署名キー (KSK) が作成されます。KSK は個別に追
加することもできます。Route 53 ではホストゾーンごとに最大 2 つの KSK を使用できます。

KSK の作成時には、KSK で使用するカスタマー管理キーを作成するための Route 53 を、指定またはリク
エストする必要があります。カスタマー管理キーの指定または作成には、いくつかの要件があります。詳
細については、「DNSSEC のためのカスタマー管理キーの使用 (p. 488)」を参照してください。

以下のステップに従って、AWS Management Console に KSK を追加します。

KSK を追加するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[ホストゾーン] をクリックした後で、ホストゾーンを選択します。
3. [DNSSEC signing] (DNSSEC 署名) タブを開き、[Key-signing keys (KSKs)] (キー署名キー (KSK)) で

[Switch to advanced view] (詳細表示に切り替える) を選択し、さらに [Actions] (アクション) で [Edit 
KSK] (KSK の編集) を選択します。

4. [KSK] で、Route 53 により作成される KSK のために名前を入力します。名前には、文字、数字、ア
ンダースコア (_) のみを含めることができます。また、名前は一意である必要があります。

5. DNSSEC 署名に適用するカスタマー管理キーのエイリアスを入力するか、Route 53 が作成する新し
いカスタマー管理キーのエイリアスを入力します。

Note

Route 53 にカスタマー管理キーを作成させる場合、個別のカスタマー管理キーごとに料金が
発生することにご注意ください。詳細については、AWS Key Management Service 料金表を
参照してください。

6. [KSK を作成] をクリックします。

キー署名キー (KSK) の編集
KSKのステータスを編集して [Active] (アクティブ) または [Inactive] (非アクティブ) とすることができま
す。KSK がアクティブな場合、Route 53 はその KSK を DNSSEC 署名に使用します。KSK を削除する際
には、先に KSK を編集して、そのステータスを [非アクティブ] に設定する必要があります。

以下のステップに従って、AWS Management Console で KSK を編集します。

KSK を編集するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[ホストゾーン] をクリックした後で、ホストゾーンを選択します。
3. [DNSSEC signing] (DNSSEC 署名) タブの [Key-signing keys (KSKs)] (キー署名キー (KSK) ) の下にあ

る [Switch to advanced view] (詳細表示に切替) を選択し、さらに [Actions] (アクション) の下にある 
[Edit KSK] (KSK の編集) を選択します。

4. KSK に対し必要な更新を行った上で、[Save] (保存) を選択します。

キー署名キー (KSK) の削除
KSK を削除する際には、先に KSK を編集して、そのステータスを [非アクティブ] に設定する必要があり
ます。
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KSK の削除が必要となる理由の 1 つに、定期的に行うキーのローテーション作業があります。暗号キー
については、定期的にローテーションすることがベストプラクティスです。組織によっては、キーをロー
テーションさせる頻度に関する標準的な取り決めをしている場合があります。

ここでのステップに従って、AWS Management Console の KSK を削除します。

KSK を削除するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[ホストゾーン] をクリックした後で、ホストゾーンを選択します。
3. [DNSSEC signing] (DNSSEC 署名) タブを開き、[Key-signing keys (KSKs)] (キー署名キー (KSK)) で

[Switch to advanced view] (詳細表示に切り替える) を選択し、さらに [Actions] (アクション) で [Edit 
KSK] (KSK の編集) を選択します。

4. ガイダンスに従って、KSK の削除を確認します。

Route 53 での KMS キーと ZSK 管理
このセクションでは、Route 53 が DNSSEC 署名対応ゾーンに使用する現在の手法について説明します。

Note

Route 53 は、変更される可能性がある次のルールを使用します。将来変更があっても、お客様の
ゾーンまたは Route 53 のセキュリティ体制が減少することはありません。

Route 53 が KSK に関連付けられている AWS KMS を使用する方法

DNSSEC では、KSK を使用して DNSKEY リソースレコードセットのリソースレコード署名 (RRSIG) 
を生成します。すべての ACTIVE KSK は RRSIG 世代で使用されます。Route 53 は関連付けられ
た KMS キーで Sign AWS KMS API を呼び出して RRSIG を生成します。詳細については、「AWS 
KMS API ガイド」の「署名」を参照してください。これらの RRSIG は、ゾーンのリソースレコード
セットの制限には数えられません。

RRSIG には有効期限があります。RRSIG の有効期限が切れるのを防ぐため、RRSIG は 1 ～ 7 日ごと
に再生成して定期的に更新されます。

RRSIG は、次のいずれかの API を呼び出すたびに更新されます。
• ActivateKeySigningKey
• CreateKeySigningKey
• DeactivateKeySigningKey
• DeleteKeySigningKey
• DisableHostedZoneDNSSEC
• EnableHostedZoneDNSSEC

Route 53 が更新を実行するたびに、関連付けられた KMS キーにアクセスできなくなった場合に備え
て、数日後まで使用できる 15 個 の RRSIG を生成します。KMS キーコストの見積もりについては、
定期的な更新が 1 日に 1 回行われると考えることができます。KMS キーポリシーを誤って変更する
と、KMS キーにアクセスできなくなる可能性があります。アクセスできない KMS キーは、関連付け
られた KSK のステータスを ACTION_NEEDED に設定します。最後の RRSIG の有効期限が切れた後、
リゾルバーの検証でルックアップが失敗し始めるため、DNSSECKeySigningKeysNeedingAction
エラーが検出されたときには CloudWatch アラームを設定して、この状態をモニタリングすることを
強くお勧めします。詳細については、「Amazon CloudWatch を使用したホストゾーンのモニタリン
グ (p. 650)」を参照してください。
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Route 53 がゾーンの ZSK を管理する方法

DNSSEC の署名が有効になっている新しいホストゾーンには、それぞれ 1 つの ACTIVE ゾーン署名
キー (ZSK) があります。ZSK はホストゾーンごとに別々に生成され、Route 53 が所有しています。
現在のキーアルゴリズムは ECDSAP256SHA256 です。

署名開始から 7～30 日以内に、ゾーンで通常の ZSK ローテーションの実行を開始します。現
在、Route 53 は事前公開キーロールオーバー方式を使用しています。詳細については、「Pre-Publish 
Zone Signing Key Rollover (事前公開ゾーン署名キーのロールオーバー)」を参照してください。この
方法では、ゾーンに別の ZSK を導入します。ローテーションは 7～30 日ごとに繰り返されます。

Route 53 はゾーンの ZSK の変更を考慮するために DNSKEY リソースレコードセットの RRSIG を再
生成できないため、ゾーンの KSK のいずれかが ACTION_NEEDED ステータスである場合、Route 53 
は ZSK のローテーションを一時停止します。ZSK ローテーションは、条件がクリアされた後に自動
的に再開されます。

Route 53 での DNSSEC の非存在証明
Note

Route 53 は、変更される可能性がある次のルールを使用します。将来変更があっても、お客様の
ゾーンまたは Route 53 のセキュリティ体制が減少することはありません。

DNSSEC には、次の 3 種類の非存在証明があります。

• クエリ名に一致するレコードが存在しないことの証明。
• クエリタイプに一致するタイプが存在しないことの証明。
• レスポンスにレコードを生成するために使用されるワイルドカードレコードが存在することの証明。

Route 53 は、BL メソッドを使用して、クエリ名と一致するレコードが存在しないことの証明を実装しま
す。詳細については「BL」を参照してください。これは、証明をコンパクトに表現し、ゾーンウォーキン
グを防ぐ方法です。

クエリ名と一致するレコードは存在するものの、クエリタイプが存在しない場合 (クエリの対象
は、web.example.com/AAAA であるのに、web.example.com/A しか存在しないなど)、サポートされてい
るすべてのリソースレコードタイプを含む最小の NSEC (次にセキュアな) レコードを返します。

Route 53 がワイルドカードレコードから結果を生成する場合、そのレスポンスには後に続くセキュアレ
コード、あるいはワイルドカードの NSEC レコードは付属しません。このような NSEC レコードは、レ
スポンスのリソースレコード署名 (RRSIG) が別のレスポンスを偽装するために再利用されないように、一
部の実装 (通常はオフライン署名を実行する実装) で使用されます。Route 53 では、別のレスポンスで再利
用できないレスポンスに固有の RRSIG を生成する非 DnsKey のレコードに、オンライン署名を使用して
います。

DNSSEC 署名のトラブルシューティング
このセクションの情報は、DNSSEC 署名の有効化、無効化、およびキー署名キー (KSK) の使用に関する
問題を解決するのに役立ちます。

DNSSEC の有効化

DNSSEC 署名を有効化する前に、「Amazon Route 53 での DNSSEC 署名の設定 (p. 477)」で前提
条件を確認してください。

DNSSEC の無効化

DNSSEC を安全に無効化するために、Route 53 は、ターゲットゾーンが信頼チェーン内にあるかど
うかを確認します。ターゲットゾーンの親に、そのターゲットゾーンの NS レコードと DS レコード
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があることも確認します。NS と DS のクエリ時に SERVFAIL 応答が返されるなど、ターゲットゾー
ンがパブリックに解決できない場合には、Route 53 は DNSSEC を安全に無効化できるかどうかを判
断できません。親ゾーンに接続し、これらの問題を修正した上で、DNSSEC の無効化を再試行しま
す。

KSK のステータスが [Action needed] (アクションが必要) になっています

Route 53 DNSSEC が対応する AWS KMS key にアクセスできなくなった場合 (許可の変更または 
AWS KMS key の削除によって)、KSK はステータスを [Action needed] (実行が必要) に変更する場合
があります (または KeySigningKey ステータスで ACTION_NEEDED)。

KSK のステータスが [Action needed] (実行が必要) の場合、最終的に DNSSEC 検証リゾルバーを使用
する顧客でゾーン停止が発生し、本番ゾーンが解決不能になることを防ぐため、迅速に対処しなけれ
ばなりません。

問題を解決する場合、KSK の基になっているカスタマーマネージドキーが有効であり、適切なアクセ
ス許可が付与されていることをご確認ください。必要な許可の詳細については、「DNSSEC 署名に必
要な Route 53 カスタマー管理キーアクセス許可 (p. 615)」を参照してください。

KSK を修正した後、コンソールまたは ステップ 2: DNSSEC 署名を有効にして KSK を作成 (p. 479)
で説明したように AWS CLI を使って、有効にしてください。

今後この問題を防止するため、Amazon Route 53 での DNSSEC 署名の設定 (p. 477) で勧めらてい
るように KSK の状態を追跡する Amazon CloudWatch メトリックスを追加することをご検討くださ
い。

KSK のステータスが [Internal failure] (内部エラー) になっています

KSK のステータスが [Internal failure] (内部障害) の場合 (または KeySigningKey ステータスで
INTERNAL_FAILURE)、この問題が解決されるまで他の DNSSEC エンティティを操作することはでき
ません。この KSK または他の KSK での作業を含め、DNSSEC 署名での操作を行う前に対策を取る必
要があります。

この問題を解決するには、KSK のアクティブ化または非アクティブ化を再試行します。

API を使う際にこの問題を解決する場合、署名 (EnableHostedZoneDNSSEC) の有効化、または署名
の無効化 (DisableHostedZoneDNSSEC) を試みます。

[Internal failure] (内部エラー) の問題には、迅速に対処することが重要です。この問題が解決されるま
で、[Internal failure] (内部エラー) を修正するためのオペレーションを除き、ホストゾーンに対して他
の変更を加えることはできません。

AWS Cloud Map によるレコードとヘルスチェック
の作成

インターネットトラフィックまたは Amazon VPC 内のトラフィックを、アプリケーションコンポーネント
やマイクロサービスにルーティングする場合は、AWS Cloud Map を使用してレコードを自動的に作成し
たり、(必要に応じて) ヘルスチェックを作成したりできます。詳細については、「AWS Cloud Map デベ
ロッパーガイド」を参照してください。

DNS の制約と動作
DNS メッセージングは、ホストゾーンおよびレコードの作成方法と使用方法に影響を与える要素に依存し
ます。このセクションでは、これらの要素について説明します。
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最大レスポンスサイズ
DNS 標準に準拠するために、UDP 経由で送信されるレスポンスのサイズはわずか 512 バイトです。512 
バイトを超えるレスポンスは切り捨てられ、リゾルバーは TCP 経由でリクエストを再発行する必要があ
ります。リゾルバーが EDNS0 (RFC 2671 で定義) をサポートし、EDNS0 オプションを Amazon Route 53 
にアドバタイズする場合、Route 53 では UDP 経由のレスポンスのサイズを 4096 バイトまで許可し切り
捨ては行われません。

Authority セクションの処理
クエリが正常に実行された場合、Route 53 は、関連するホストゾーンのネームサーバー (NS) レコード
を、DNS レスポンスの Authority セクションに追加します。名前が検出されなかった場合 (NXDOMAIN レ
スポンス)、Route 53 は、関連するホストゾーンの Start of Authority (SOA) レコード (RFC 1035 で定義) 
を、DNS レスポンスの Authority セクションに追加します。

Additional セクションの処理
Route 53 は、レコードを Additional セクションに追加します。レコードが既知のものであり、適切なレ
コードである場合は、サービスによって、Answer セクションにある MX、CNAME、NS、SRV の各レ
コードのターゲットに対応した A レコードまたは AAAA レコードが追加されます。これらの DNS レコー
ドタイプの詳細については、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してください。

API バージョン 2013-04-01
493

https://tools.ietf.org/html/rfc2671
https://tools.ietf.org/html/rfc1035


Amazon Route 53 デベロッパーガイド

Amazon Route 53 Resolver の概要
Amazon Route 53 Resolver は、パブリックレコード、Amazon VPC 固有の DNS 名、および Amazon 
Route 53 プライベートホストゾーンに関する AWS リソースからの DNS クエリに再帰的に応答し、デ
フォルトですべての VPC で利用可能です。　　　　 

Note

Amazon Route 53 Resolver は、以前は Amazon DNS サーバーと呼ばれていましたが、Resolver 
ルールと、インバウンドおよびアウトバウンドのエンドポイントを導入したときに名前が変更さ
れました。詳細については、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「Amazon DNS サー
バー」を参照してください。

Amazon VPC は VPC+2 IP アドレスで Route 53 Resolver に接続します。この VPC+2 アドレスはアベイ
ラビリティーゾーン内の Route 53 Resolver に接続します。

Route 53 Resolver は以下に関する DNS クエリに自動的に応答します。

• EC2 インスタンスのローカル VPC ドメイン名 (例えば、ec2-192-0-2-44.compute-1.amazonaws.com)

• プライベートホストゾーンのレコード (例えば、acme.example.com)。
• パブリックドメイン名については、Route 53 Resolver では、インターネット上の公開ネームサーバーに

対して再帰的検索が実行されます。

VPC とオンプレミスリソースの両方を利用するワークロードがある場合は、オンプレミスでホストされて
いる DNS レコードを解決する必要もあります。同様に、これらのオンプレミスリソースは、AWS で ホス
トされている名前を解決する必要がある場合があります。Resolver エンドポイントと条件付き転送ルール
により、オンプレミスリソースと VPC 間の DNS クエリを解決して、VPN または Direct Connect (DX) 経
由でハイブリッドクラウド環境を構築できます。具体的には次のとおりです。

• インバウンド Resolver エンドポイントを使用すると、VPC に、オンプレミスネットワークまたは別の 
VPC から DNS クエリが可能になります。

• アウトバウンド Resolver エンドポイントを使用すると、VPC から、オンプレミスネットワークまたは
別の VPC に DNS クエリが可能になります。

• Resolver ルールを使用すると、ドメイン名ごとに転送ルールを 1 つ作成し、VPC からオンプレミスの 
DNS リゾルバーへの DNS クエリ、およびオンプレミスから VPC への DNS クエリを転送するドメイン
名を指定できます。ルールは VPC に直接適用され、複数のアカウントで共有できます。

次の図は、Resolver エンドポイントを使用したハイブリッド DNS 解決を示しています。この図は、アベ
イラビリティーゾーンを 1 つだけ表示するように簡略化されていることに注意してください。

この図表は以下のステップを示しています。

アウトバウンド (実線矢印 1～5):

1. Amazon EC2 インスタンスは internal.example.com というドメインへの DNS クエリを解決する必要が
あります。権限のある DNS サーバーは、オンプレミスデータセンターで管理されています。この DNS 
クエリは、Route 53 Resolver に接続している VPC 内の VPC+2 に送信されます。
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2. Route 53 Resolver 転送ルールは、オンプレミスデータセンターの internal.example.com にクエリを転
送するように設定されています。

3. クエリはアウトバウンドエンドポイントに転送されます。
4. アウトバウンドエンドポイントは、AWS とデータセンター間のプライベート接続を介してオンプレミ

スの DNS リゾルバーにクエリを転送します。接続は、仮想プライベートゲートウェイとして表された 
AWS Direct Connect または AWS Site-to-Site VPN のいずれかになります。

5. オンプレミスの DNS リゾルバーは internal.example.com の DNS クエリを解決し、同じパスを逆向きに
経由して回答を Amazon EC2 インスタンスに返します。

インバウンド (破線矢印 a～e):

a. オンプレミスデータセンターのクライアントは、dev.example.com というドメインの AWS リソースに
対する DNS クエリを解決する必要があります。クエリをオンプレミスの DNS リゾルバーに送信しま
す。

b. オンプレミスの DNS リゾルバーには、dev.example.com へのクエリをインバウンドエンドポイントに
向ける転送ルールがあります。

c. クエリは、仮想ゲートウェイとして表される、AWS Direct Connect または AWS Site-to-Site VPN など
のプライベート接続を介して、インバウンドエンドポイントに到達します。

d. インバウンドエンドポイントから VPC +2 の Route 53 Resolver にクエリが送信されます。
e. Route 53 Resolver は、dev.example.com の DNS クエリを解決し、同じパスを逆向きに経由して回答を

クライアントに返します。

トピック
• VPC とネットワークの間における DNS クエリの解決 (p. 495)
• Route 53 Resolver の使用開始 (p. 504)
• VPC へのインバウンド DNS クエリの転送 (p. 505)
• ネットワークへのアウトバウンド DNS クエリの転送 (p. 507)
• インバウンドエンドポイントの管理 (p. 511)
• アウトバウンドエンドポイントの管理 (p. 513)
• 転送ルールの管理 (p. 515)
• Amazon Route 53 での DNSSEC 検証の有効化 (p. 520)

VPC とネットワークの間における DNS クエリの解
決

Resolver には、オンプレミス環境との間でやり取りされる DNS クエリに応答するように設定したエンド
ポイントが追加されています。

Note

プライベート DNS クエリでは、オンプレミスの DNS サーバーから任意の VPC CIDR + 2 ア
ドレスへの転送はサポートされていないため、結果が不安定になる可能性があります。代わり
に、Resolver のインバウンドエンドポイントの使用をお勧めします。

また、転送ルールを設定することで、ネットワークの Resolver と DNS リゾルバー間の DNS 解決を統合
することもできます。ネットワークには、VPC から到達可能なすべてのネットワークを含めることができ
ます。その例を次に示します。
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• VPC 自体
• 別のピア接続 VPC
• AWS Direct Connect、VPN、またはネットワークアドレス変換 (NAT) ゲートウェイを使用して AWS に

接続されるオンプレミスネットワーク

クエリの転送を開始する前に、Route 53 Resolver のインバウンドおよび (または) アウトバウンドエンド
ポイントを、接続された VPC 内に作成します。これらのエンドポイントは、インバウンドまたはアウトバ
ウンドクエリのパスを提供します。

インバウンドエンドポイント: このエンドポイントを経由することで、ネットワークの DNS リゾルバー
が、DNS クエリを Route 53 Resolver に転送できます。

これにより DNS リゾルバーは、EC2 インスタンスや 、Route 53 プライベートホストゾーン内にある
レコードなど AWS リソースのドメイン名を、簡単に解決できるようになります。詳細については、
「ネットワーク上にある DNS リゾルバーで Route 53 Resolver エンドポイントに対し DNS クエリを
転送する方法 (p. 497)」を参照してください

アウトバウンドエンドポイント: Resolver は、このエンドポイントを介して、条件付きでネットワークの
リゾルバーにクエリを転送します

クエリを選択して転送するには、Route 53 Resolver ルールを作成して、転送するDNS クエリのドメ
イン名 (example.com など)、および (クエリの転送先である) ネットワーク上の DNS リゾルバーの IP 
アドレスを指定します。クエリが (example.com と acme.example.com など) 複数のルールと一致す
る場合、Resolver では最も具体的なルール (acme.example.com) が選択され、そのルールで指定して
いる IP アドレスに対しクエリが転送されます。詳細については、「Route 53 Resolver エンドポイン
トで VPC からネットワークに DNS クエリを転送する方法 (p. 497)」を参照してください

Amazon VPC と同様に、Route 53 Resolver はリージョンに固有です。VPC があるリージョンごとに、ク
エリを VPC からネットワークに転送するか (アウトバウンドクエリ)、ネットワークから VPC に転送する
か (インバウンドクエリ)、または両方を行うかを選択できます。

Note

Resolver エンドポイントを作成する際、インスタンスのテナンシー属性が dedicated に設定さ
れている VPC を指定することはできません。詳細については、「Using Resolver in VPCs that 
are configured for dedicated instance tenancy」を参照してください

インバウンド転送またはアウトバウンド転送を使用するには、VPCに Resolver のエンドポイントを作成
します。エンドポイントの定義の一環として、インバウンド DNS クエリを転送する IP アドレス、または
アウトバウンドクエリの発信元となる IP アドレスを指定します。Resolver は、指定した IP アドレスごと
に、自動的に VPC Elastic Network Interface を作成します。

次の図は、ネットワーク上の DNS リゾルバーから Route 53 Resolver エンドポイントへの DNS クエリの
パスを示しています。

次の図は、いずれかの VPC の EC2 インスタンスからネットワーク上の DNS リゾルバーへの DNS クエリ
のパスを示しています。

VPC ネットワークインターフェイスの概要については、Amazon VPC ユーザーガイドの「Elastic Network 
Interface」を参照してください。

トピック

• ネットワーク上にある DNS リゾルバーで Route 53 Resolver エンドポイントに対し DNS クエリを転送
する方法 (p. 497)
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Resolver エンドポイントに対し DNS クエリを転送する方法

• Route 53 Resolver エンドポイントで VPC からネットワークに DNS クエリを転送する方法 (p. 497)
• インバウンドエンドポイントとアウトバウンドエンドポイントを作成する際の考慮事項 (p. 502)

ネットワーク上にある DNS リゾルバーで Route 53 
Resolver エンドポイントに対し DNS クエリを転送す
る方法
自分のネットワークから、AWS リージョン内の Route 53 Resolver に DNS クエリを転送するには、次の
手順を実行します。

1. VPC 内に、Route 53 Resolver のインバウンドエンドポイントを作成し、自分のネットワーク上のリゾ
ルバーが DNS クエリを転送する先となる IP アドレスを指定します。

Route 53 Resolver では、インバウンドエンドポイント用の IP アドレスごとに、それらのエンドポイン
トが作成されている VPC 内で VPC Elastic Network Interface を作成します。

2. 該当するドメイン名の DNS クエリを、インバウンドエンドポイントで指定した IP アドレスに転送する
ように、ネットワークのリゾルバーを設定します。詳細については、「インバウンドエンドポイントと
アウトバウンドエンドポイントを作成する際の考慮事項 (p. 502)」を参照してください

ネットワークから送信される DNS クエリは、Route 53 Resolver で次のように解決されます。

1. ネットワーク上にあるウェブブラウザやその他のアプリケーションが、リゾルバーに転送済みのドメイ
ンで DNS クエリを送信します。

2. ネットワークのリゾルバーは、このクエリをインバウンドエンドポイントの IP アドレスに転送しま
す。

3. インバウンドエンドポイントにより、このクエリが Resolver に転送されます。
4. Resolver は、DNS クエリのドメイン名に対応する値を内部的に取得するか、公開ネームサーバーに対

する再帰的ルックアップを実行することで、その値を取得します。
5. Resolver が、この値をインバウンドエンドポイントに返します。
6. インバウンドエンドポイントは、この値をお客様環境上のリゾルバーに返します。
7. お客様環境上のリゾルバーは、この値をアプリケーションに返します。
8. アプリケーションは、Resolver から返されたこの値を使用して、Amazon S3 バケット内のオブジェク

トに対するリクエストなどの、HTTP リクエストを送信します。

インバウンドエンドポイントの作成に伴って Resolver の動作が変更されることはありません。AWS ネッ
トワーク外にあるロケーションから Resolver へのパスが提供されるだけです。

Route 53 Resolver エンドポイントで VPC からネット
ワークに DNS クエリを転送する方法
AWS リージョンの VPC 内の EC2 インスタンスからネットワークに DNS クエリを転送する場合は、以下
の手順を実行します。

1. VPC 内に Route 53 Resolver アウトバウンドエンドポイントを作成し、いくつかの値を指定します。
• お客様環境上のリゾルバーに向かう途中で DNS クエリが通過する VPC。
• Resolver の DNS クエリの転送元となる VPC 内の IP アドレス。ネットワーク上のホストにとって、

これらは DNS クエリの送信元の IP アドレスです。
• VPC セキュリティグループ。
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アウトバウンドエンドポイント用に指定した IP アドレスごとに、Resolver が、対応する VPC 内の 
Elastic Network Interface を作成します。詳細については、「インバウンドエンドポイントとアウトバウ
ンドエンドポイントを作成する際の考慮事項 (p. 502)」を参照してください

2. 1 つまたは複数のルールを作成し、ネットワーク上のリゾルバーに Resolver から転送する DNS クエリ
のためのドメイン名を指定します。また、リゾルバーの IP アドレスも指定します。詳細については、
「ネットワークに転送するクエリをルールでコントロールする (p. 498)」を参照してください

3. 各ルールを、ネットワークに DNS クエリを転送する VPC に関連付けます。

トピック
• ネットワークに転送するクエリをルールでコントロールする (p. 498)
• Resolver がクエリ内のドメイン名とルールの一致を判断する際の動作 (p. 499)
• Resolver が DNS クエリの転送先を決定する方法 (p. 500)
• 複数のリージョンにおけるルールの使用 (p. 500)
• Resolver で自動定義ルール作成の対象となるドメイン名 (p. 501)

ネットワークに転送するクエリをルールでコントロールする
ルールにより、Route 53 Resolver エンドポイントがどの DNS クエリをネットワーク上の DNS リゾル
バーに転送するのか、あるいは、Resolver 自体がどのクエリに応答するのかをコントロールします。

ルールは 2 通りの方法で分類できます。1 つの方法では、ルールの作成元で分類します。

• 自動定義ルール – Resolver が自動的に定義済みルールを作成して VPC に関連付けます。通常、これら
のルールは、Resolver が応答するクエリのための、AWS 固有のドメイン名に適用されます。詳細につ
いては、「Resolver で自動定義ルール作成の対象となるドメイン名 (p. 501)」を参照してください

• カスタムルール – カスタムルールは、ユーザーが作成して VPC に関連付けます。現時点で作成で
きるタイプのカスタムルールは、条件付き転送ルールのみで、これが転送ルールと呼ばれていま
す。Resolver では転送ルールに従って、ネットワーク上の DNS リゾルバーの IP アドレスに対し、VPC 
から DNS クエリを転送します。

自動定義ルールと同じドメインで転送ルールを作成した場合は、Route 53 Resolver は転送ルールの設定
に基づき、このドメイン名のクエリをネットワーク上の DNS リゾルバーに転送します。

ルールを分類するもう 1 つの方法は、以下の機能に基づきます。

• 条件付き転送ルール – 指定されたドメイン名の DNS クエリをネットワーク上の DNS リゾルバーに転送
する場合は、条件付き転送ルール (転送ルール) を作成します。

• システムルール – Resolver はシステムルールに従い、転送ルールに定義された動作を選択的に上書きし
ます。システムルールを作成すると、Resolver はルールで指定されたサブドメインの DNS クエリを解
決します(システムルールを使わない場合は、ネットワークの DNS リゾルバーで解決されます)。

デフォルトでは、転送ルールはドメイン名とそのすべてのサブドメインに適用されます。ドメインのク
エリをネットワークのリゾルバーに転送する際に、一部のサブドメインのクエリを除外する場合は、こ
れらのサブドメインに対してシステムルールを作成します。例えば、example.com の転送ルールを作成
する際に acme.example.com のクエリを転送しない場合は、システムルールを作成し、ドメイン名とし
て acme.example.com を指定します。

• 再帰ルール – Resolver は、自動的に [Internet Resolver (インターネットリゾルバー)] という名前の再帰
ルールを作成します。このルールにより Route 53 Resolver は、ドメイン名にユーザーが作成したカス
タムルールがなく、Resolver が自動定義したルールも存在しない場合の、(そのドメイン名に対する) 再
帰リゾルバーとして機能します。この動作を上書きする方法については、このトピックで後ほど説明す
る「すべてのクエリをネットワークに転送する」を参照してください。
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カスタムルールを作成して、特定のドメイン名 (自分のドメイン名または大半の AWS ドメイン名)、パブ
リックの AWS ドメイン名、またはすべてのドメイン名に適用できます。

特定のドメイン名のクエリをネットワークに転送する

特定のドメイン名 (example.com など) のクエリをネットワークに転送するには、ルールを作成して
そのドメイン名を指定します。また、クエリを転送する先のネットワークの DNS リゾルバーの IP ア
ドレスも指定します。次に、各ルールを、ネットワークに DNS クエリを転送する VPC に関連付けま
す。例えば、example.com、example.org、example.net に個別のルールを作成できます。次に、これ
らのルールを任意の組み合わせで AWS リージョンの VPC に関連付けることができます。

amazonaws.com のクエリをネットワークに転送する

ドメイン名 amazonaws.com は、AWS リソース (EC2 インスタンスや S3 バケットなど) の公開
ドメイン名です。amazonaws.com のクエリをネットワークに転送する場合は、ドメイン名として 
amazonaws.com を指定し、ルールタイプとして [転送] を指定します。

Note

amazonaws.com のために転送ルールを作成した場合、Resolver は、そのサブドメインの一
部での DNS クエリについては自動的な転送を行いません。詳細については、「Resolver で
自動定義ルール作成の対象となるドメイン名 (p. 501)」を参照してください この動作を上
書きする方法については、次の「すべてのクエリをネットワークに転送する」を参照してく
ださい。

すべてのクエリをネットワークに転送する

すべてのクエリが自分のネットワークに転送されるようにするには、ドメイン名に「.」(ドット) を指
定しながらルールを作成し、このルールを、ネットワークへのすべての DNS クエリの転送先となる 
VPC に関連付けます。この場合でも、Resolver はすべての DNS クエリをネットワークに転送しませ
ん。これは、AWS の外部にある DNS リゾルバーを使用することで、一部の機能が破損する可能性が
あるためです。例えば、一部の内部 AWS ドメイン名には、AWS の外部からアクセスできない内部 IP 
アドレス範囲が含まれている場合があります。「.」のクエリを作成したときに、ネットワークに転送
されないクエリのドメイン名のリストについては、「Resolver で自動定義ルール作成の対象となるド
メイン名 (p. 501)」を参照してください。

ただし、逆引き DNS の自動定義されたシステムルールを無効にして、「.」ルールを許可し、すべて
の逆引き DNS クエリをネットワークに転送できます。自動定義されたルールをオフにする方法の詳
細については、Resolver での逆引き DNS クエリの転送ルール (p. 519) を参照してください。

デフォルトで転送から除外されるドメイン名も含めて、すべてのドメイン名の DNS クエリをネット
ワークに転送することを試す場合は、「.」ルールを作成して次のいずれかの操作を実行します。
• VPC の enableDnsHostnames フラグを false に設定します。
• 「Resolver で自動定義ルール作成の対象となるドメイン名 (p. 501)」に示されているドメイン名

に対してルールを作成します。

Important

「.」ルールを作成した場合に Resolver により除外されるドメイン名も含めて、すべてのド
メイン名をネットワークに転送することで、一部の機能が動作しなくなる可能性がありま
す。

Resolver がクエリ内のドメイン名とルールの一致を判断する際
の動作
Route 53 Resolver は、DNS クエリ内のドメイン名と、クエリの送信元の VPC に関連付けられたルール内
のドメイン名を比較します。Route 53 Resolver では、次の場合にこれらのドメイン名が一致していると見
なします。
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• 両方のドメイン名が完全に一致する
• クエリ内のドメイン名は、ルール内のドメイン名のサブドメインである

例えば、ルール内のドメイン名が acme.example.com である場合、Resolver は DNS クエリ内の以下のド
メイン名が一致するとみなします。

• acme.example.com
• zenith.acme.example.com

以下のドメイン名は一致しません。

• example.com
• nadir.example.com

クエリ内のドメイン名が複数のルール内のドメイン名 (example.com と www.example.com など) と一致し
た場合、Resolver は、最も具体的なドメイン名 (www.example.com) が含まれているルールを使用して、
アウトバウンド DNS クエリをルーティングします。

Resolver が DNS クエリの転送先を決定する方法
VPC の EC2 インスタンスで実行されているアプリケーションから DNS クエリが送信されると、Route 53 
Resolver は以下の手順を実行します。

1. リゾルバーがルール内のドメイン名を確認します。

クエリ内のドメイン名がルール内のドメイン名と一致すると、Resolver は、アウトバウンドエンドポイ
ントの作成時に指定した IP アドレスにクエリを転送します。アウトバウンドエンドポイントは、この
クエリを、ルールの作成時に指定したネットワークのリゾルバーの IP アドレスに転送します。

詳しくは、「Resolver がクエリ内のドメイン名とルールの一致を判断する際の動作 (p. 499)」を参照
してください。

2. Resolver エンドポイントは、「.」ルールの設定に基づいて DNS クエリを転送します。

クエリ内のドメイン名と一致するドメイン名が、すべてのルールの中で見つからない場合、Resolver 
は、自動定義された「.」(ドット) ルールの設定に基づいてクエリを転送します。ドットルールは、プラ
イベートホストゾーンの AWS 内部ドメイン名とレコード名を除いて、すべてのドメイン名に適用され
ます。クエリ内のドメイン名がカスタム転送ルール内のどのドメイン名とも一致しない場合には、この
ドットルールが Resolver に適用され、DNS クエリは公開ネームサーバーに転送されます。すべてのク
エリをネットワークの DNS リゾルバーに転送する場合は、カスタム転送ルールを作成し、ドメイン名
として「.」を指定し、[タイプ] として [転送] を指定します。さらに、これらのリゾルバーの IP アドレ
スを指定します。

3. Resolver が、クエリの送信元のアプリケーションに応答を返します。

複数のリージョンにおけるルールの使用
Route 53 Resolver はリージョンごとのサービスであるため、1 つの AWS リージョンで作成したそのオ
ブジェクトは、そのリージョンでのみ使用が可能です。同じルールを複数のリージョンで使用するには、
リージョンごとにルールを作成する必要があります。

ルールの作成元の AWS アカウントは、そのルールを他の AWS アカウントと共有できます。詳細につい
ては、「他の AWS アカウントとの転送ルールの共有と共有ルールの使用 (p. 517)」を参照してください
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Resolver で自動定義ルール作成の対象となるドメイン名
リゾルバーは、選択したドメインのクエリを解決する方法を定義する自動定義システムルールを自動的に
作成します。

• プライベートホストゾーン、および Amazon EC2 固有のドメイン名 (compute.amazonaws.com や 
compute.internal など) では、「.」(ドット) や「com」など、具体性のないドメイン名で条件付き転送
ルールが作成された場合、自動定義ルールによりプライベートホストゾーンと EC2 インスタンスの解決
が維持されます。

• パブリックに予約されたドメイン名 (localhost や 10.in-addr.arpa など) については、DNS のベストプラ
クティスに従って、クエリを公開ネームサーバーに転送しないで、ローカルで応答するようお勧めしま
す。「RFC 6303, Locally Served DNS Zones」を参照してください。

Note

「.」 (ドット) または「com」の条件付き転送ルールを作成する場合は、amazonaws.com のシ
ステムルールも作成することをお勧めします。(システムルールが適用された Resolver は、特定
のドメインとサブドメインの DNS クエリをローカルで解決します。) システムルールを作成す
ることで、ネットワークに転送されるクエリの数が減少しパフォーマンスも向上できます。ま
た、Resolver の利用料金も削減されます。

自動定義ルールを上書きする場合は、同じドメイン名に対して条件付き転送ルールを作成できます。

自動定義ルールを無効にすることもできます。詳しくは、「Resolver での逆引き DNS クエリの転送ルー
ル (p. 519)」を参照してください。

リゾルバーは、以下の自動定義ルールを作成します。

プライベートホストゾーンのルール

VPC に関連付けるプライベートホストゾーンごとに、Resolver はルールを作成して、その VPC に
関連付けます。プライベートホストゾーンを複数の VPC に関連付けている場合、Resolver はルール
を、それらと同じ複数の VPC に関連付けます。

ルールのタイプは [転送] です。
さまざまな AWS 内部ドメイン名のルール

このセクションに示す内部ドメイン名では、すべてのルールタイプが [転送] となっていま
す。Resolver は、これらのドメイン名の DNS クエリを VPC の権威ネームサーバーに転送します。

Note

VPC の enableDnsHostnames フラグを true に設定している場合、これらのルールのほ
とんどは Resolver により作成されます。Resolver エンドポイントを使用していない場合で
も、Resolver によってこのルールが作成されます。

VPC の enableDnsHostnames フラグが true に設定されていると、次の自動定義ルールが 
Resolver により作成され、VPC に関連付けられます。
• Region-name.compute.internal (例: eu-west-1.compute.internal)。us-east-1 リージョンでは、この

ドメイン名を使用しません。
• Region-name.compute.amazon-domain-name (例: eu-west-1.compute.amazonaws.com または 

cn-north-1.compute.amazonaws.com.cn)。us-east-1 リージョンでは、このドメイン名を使用しませ
ん。

• ec2.internal。us-east-1 リージョンでのみ、このドメイン名を使用します。
• compute-1.internal。us-east-1 リージョンでのみ、このドメイン名を使用します。
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• compute-1.amazonaws.com。us-east-1 リージョンでのみ、このドメイン名を使用します。

以下の自動定義ルールは、VPC の enableDnsHostnames フラグを true に設定した場合に 
Resolver で作成されるルールの逆引き DNS ルックアップ用です。
• 10.in-addr.arpa
• 16.172.in-addr.arpa から 31.172.in-addr.arpa
• 168.192.in-addr.arpa
• 254.169.254.169.in-addr.arpa
• VPC の各 CIDR 範囲のルール。例えば、VPC の CIDR 範囲が 10.0.0.0/23 である場合、Resolver に

よって以下のルールが作成されます。
• 0.0.10.in-addr.arpa
• 1.0.10.in-addr.arpa

以下の自動定義ルールは、localhost に関連するドメイン用であり、VPC の enableDnsHostnames
フラグを true に設定したときに作成されて VPC に関連付けられます。
• localhost
• localdomain
• 127.in-addr.arpa
• 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa
• 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa

DNS のサポートを有効化し、Transit Gateway または VPC ピアリングを介して、自分の VPC と別の 
VPC を接続する場合、Resolver は以下の自動定義ルールを作成して、それを自分の VPC に関連付け
ます。
• ピア VPC の IP アドレス範囲の逆引き DNS ルックアップ (例: 0.192.in-addr.arpa)。

VPC に IPv4 CIDR ブロックを追加すると、Resolver は新しい IP アドレス範囲のための自動定義
ルールを追加します。

• 他の VPC が別のリージョンにある場合、以下のドメイン名になります。
• Region-name.compute.internal。us-east-1 リージョンでは、このドメイン名を使用しません。
• Region-name.compute.amazon-domain-name。us-east-1 リージョンでは、このドメイン名を

使用しません。
• ec2.internal。us-east-1 リージョンでのみ、このドメイン名を使用します。
• compute-1.amazonaws.com。us-east-1 リージョンでのみ、このドメイン名を使用します。

他のすべてのドメイン用のルール

ここまでこのトピックで言及されていない、すべてのドメイン名については、Resolver が作成する
「.」(ドット) ルールが適用されます。「.」ルールのタイプはRecursive (再帰)なので、このルールが
適用された Resolver は、再帰リゾルバーとして機能します。

インバウンドエンドポイントとアウトバウンドエンド
ポイントを作成する際の考慮事項
AWS リージョンにインバウンドおよびアウトバウンドのリゾルバーエンドポイントを作成する前に、以下
の問題を考慮する必要があります。

トピック

• Number of inbound and outbound endpoints in each Region
• Using the same VPC for inbound and outbound endpoints
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ンドエンドポイントを作成する際の考慮事項

• Inbound endpoints and private hosted zones
• VPC peering
• IP addresses in shared subnets
• Connection between your network and the VPCs that you create endpoints in
• When you share rules, you also share outbound endpoints
• Using Resolver in VPCs that are configured for dedicated instance tenancy

各 AWS リージョンのインバウンドエンドポイントおよびアウトバウンドエンドポイントの  数

AWS リージョン内の VPC 用の DNS と、ネットワーク用の DNS とを統合する場合、通常は、1 つの 
Resolver インバウンドエンドポイント (自分の VPC に転送している DNS クエリ用) と、1 つのアウ
トバウンドエンドポイント (自分の VPC から自分のネットワークに転送しているクエリ用) が必要で
す。複数のインバウンドエンドポイントとアウトバウンドエンドポイントを作成できますが、それぞ
れの方向のDNS クエリを処理するために1つのインバウンドまたはアウトバウンドエンドポイントで
十分です。次の点に注意してください。
• 各 Resolver エンドポイントのために、それぞれ異なるアベイラビリティーゾーンで 2 つ以上の IP 

アドレスを指定します。エンドポイント内の各 IP アドレスは、1 秒間に多数の DNS クエリを処
理できます。(エンドポイントの IP アドレスあたりの 1 秒あたりのクエリの現在の最大数につい
ては、「Route 53 Resolver でのクォータ (p. 696)」を参照してください) より多くのクエリを 
Resolver で処理する場合、別のエンドポイントを追加するのではなく、既存のエンドポイントにさ
らに IP アドレスを追加することができます。

• Resolver の料金は、エンドポイント内の IP アドレスの数と、そのエンドポイントが処理する DNS 
クエリの数に基づきます。各エンドポイントに最低 2 つの IP アドレスが含まれています。Resolver 
の料金については、Amazon Route 53 料金表を参照してください。

• 各ルールは、DNS クエリの転送元の発信エンドポイントを指定します。AWS リージョンに複数の
アウトバウンドエンドポイントを作成し、一部またはすべての Resolver ルールをすべての VPC に
関連付ける場合は、それらのルールのコピーを複数作成する必要があります。

インバウンドエンドポイントとアウトバウンドエンドポイントに同じ VPC を使用する

インバウンドエンドポイントとアウトバウンドエンドポイントは、同じ VPC 内に作成することも、同
じリージョン内の異なる VPC 内に作成することもできます。

詳細については、「Amazon Route 53 のベストプラクティス (p. 690)」を参照してください
インバウンドエンドポイントとプライベートホストゾーン

プライベートホストゾーンのレコードを使用して、インバウンド DNS クエリを Resolver に解決させ
たい場合は、そのプライベートホストゾーンを (インバウンドエンドポイントを内部に作成した) VPC 
に関連付けます。プライベートホストゾーンと VPC の関連付けについては、「プライベートホスト
ゾーンの使用 (p. 364)」を参照してください。

VPC ピアリング接続

インバウンドエンドポイントまたはアウトバウンドエンドポイントとして AWS リージョン内の任
意の VPC を使用できます。この VPC が他の VPC とピアリング接続されているかどうかは問いませ
ん。詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud VPC Peering」を参照してください。

共有サブネット内の IP アドレス

インバウンドまたはアウトバウンドエンドポイントを作成する場合、現在のアカウントで VPC を
作成した場合のみ、共有サブネットに IP アドレスを指定できます。別のアカウントで VPC を作成
し、VPC のサブネットをアカウントと共有している場合、そのサブネットで IP アドレスを指定する
ことはできません。共有サブネットの詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「共有 VPC 
の使用」を参照してください。

ネットワークとエンドポイントを作成する VPC との間の接続

ネットワークとエンドポイントを作成する VPC との間には、次のいずれかの接続が必要です。
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• インバウンドエンドポイント - ネットワークと、インバウンドエンドポイントの作成先の各 VPC と
の間に AWS Direct Connect 接続または VPN 接続を設定する必要があります。

• アウトバウンドエンドポイント - ネットワークとアウトバウンドエンドポイントを作成する各 VPC 
の間に AWS Direct Connect 接続、VPN 接続、またはネットワークアドレス変換 (NAT) ゲートウェ
イを設定する必要があります。

ルールを共有すると、アウトバウンドエンドポイントも共有されます。

ルールを作成する際には、Resolver が DNS クエリをネットワークに転送するために使用する、アウ
トバウンドエンドポイントを指定します。他の AWS アカウントとルールを共有する場合は、ルール
で指定したアウトバウンドエンドポイントも間接的に共有します。1 つの AWS リージョンに複数の 
AWS アカウントを使用して VPC を作成した場合は、次の手順を実行できます。
• リージョンにアウトバウンドエンドポイントを 1 つ作成します。
• 1 つの AWS アカウントを使用してルールを作成してください。
• リージョン内に VPC を作成したすべての AWS アカウントとルールを共有します。

これにより、VPC が異なる AWS アカウントを使用して作成された場合でも、リージョン内の 1 つの
アウトバウンドエンドポイントを使用して複数の VPC からネットワークに DNS クエリを転送できま
す。

ハードウェア専有インスタンスのテナンシー用に設定された VPC での Resolver の使用

Resolver エンドポイントを作成する際、インスタンスのテナンシー属性が dedicated に設定されて
いる VPC を指定することはできません。Resolver は、シングルテナントのハードウェア上では実行
されません。

VPC で発生する DNS クエリを、Resolver を使用して解決することは可能です。テナント属性が
default に設定された VPC を少なくとも 1 つ作成し、インバウンドエンドポイントとアウトバウン
ドエンドポイントを作成するときに、その VPC を指定します。

移管ルールを作成するときは、インスタンステナント属性の設定に関わらず、任意の VPC に関連付け
ることができます。

Route 53 Resolver の使用開始
Route 53 Resolver コンソールでは、ウィザードにより、以下ような Resolver の開始方法がステップごと
にガイドされます。

• エンドポイントの作成: インバウンド、アウトバウンド、またはその両方。
• アウトバウンドエンドポイントの場合は、1 つ以上の転送ルールを作成します。このルールにより、

ネットワークにルーティングする DNS クエリのドメイン名を指定します。
• アウトバウンドエンドポイントを作成した場合は、ルールを関連付ける VPC を選択します。

ウィザードを使用して Route 53 Resolver を設定するには

1. AWS Management Console にサインインし、Resolver コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53resolver/) を開きます。

2. [Welcome to Route 53 Resolver (Route 53 Resolver にようこそ)] ページで、[Configure endpoints (エ
ンドポイントの設定)] を選択します。

3. ナビゲーションバーで、Resolver エンドポイントを作成するリージョンを選択します。
4. [Basic configuration (基本的な設定)] で、DNS クエリを転送する方向を選択します。

• [Inbound and outbound (インバウンドおよびアウトバウンド)]: ウィザードの手順に従い設定しま
す。DNS クエリをネットワークのリゾルバーから VPC 内の Resolver に転送すること、および、指
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定したクエリ (example.com や example.net など) を VPC からネットワークのリゾルバーに転送す
ることができます。

• Inbound only (インバウンドのみ): ウィザードにより、ネットワークのリゾルバーから VPC 内の 
Route 53 Resolver に DNS クエリを転送するための、設定手順が示されます。

• Outbound only (アウトバウンドのみ): ウィザードの設定手順に従って、指定したクエリを VPC から
ネットワークのリゾルバーに転送できます。

5. [Next (次へ)] を選択します。
6. [Inbound and outbound (インバウンドおよびアウトバウンド)] または [Inbound only (インバウンドの

み)] を選択した場合は、インバウンドエンドポイントを設定するための適切な値を入力します。次
に、ステップ 7 に進みます。詳細については、「インバウンドエンドポイントを作成または編集する
ときに指定する値 (p. 506)」を参照してください

[Outbound only (アウトバウンドのみ)] を選択した場合は、ステップ 7 に進みます。
7. アウトバウンドエンドポイントを設定するための適切な値を入力します。詳細については、「アウト

バウンドエンドポイントを作成または編集するときに指定する値 (p. 508)」を参照してください
8. [Inbound and outbound (インバウンドおよびアウトバウンド)] または [Outbound only (アウトバウンド

のみ)] を選択した場合は、ルールを作成するための適切な値を入力します。詳細については、「ルー
ルを作成または編集するときに指定する値 (p. 510)」を参照してください

9. [Review and create (確認および作成)] ページで、前のページで指定した設定を確認します。必要に応
じて、該当するセクションの [Edit (編集)] を選択し、設定を更新します。設定が適切であることを確
認したら、[Submit (送信)] を選択します。

Note

アウトバウンドエンドポイントを作成するには、1～2 分かかります。最初のアウトバウンド
エンドポイントの作成が完了するまでは、別のエンドポイントを作成できません。

10. 追加のルールを作成する場合は、「転送ルールの管理 (p. 515)」を参照してください。
11. インバウンドエンドポイントを作成した場合は、該当する DNS クエリをインバウンドエンドポイン

トの IP アドレスに転送するように、ネットワークの DNS リゾルバーを設定します。詳細について
は、DNS アプリケーションのドキュメントを参照してください。

VPC へのインバウンド DNS クエリの転送
ネットワークから Resolver に DNS クエリを転送するには、インバウンドエンドポイントを作成します。
インバウンドエンドポイントは、ネットワーク上の DNS リゾルバーが DNS クエリを転送する IP アドレ
スを (VPC で使用できる IP アドレスの範囲から) 指定します。これらの IP アドレスはパブリック IP アド
レスではないため、インバウンドエンドポイントごとに、AWS Direct Connect 接続または VPN 接続を使
用して VPC をネットワークに接続する必要があります。

トピック
• インバウンド転送の設定 (p. 505)
• インバウンドエンドポイントを作成または編集するときに指定する値 (p. 506)

インバウンド転送の設定
インバウンドエンドポイントを作成するには、次の手順を実行します。

インバウンドエンドポイントを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

API バージョン 2013-04-01
505

https://console.aws.amazon.com/route53/
https://console.aws.amazon.com/route53/


Amazon Route 53 デベロッパーガイド
インバウンドエンドポイントを作

成または編集するときに指定する値

2. ナビゲーションペインで、[Inbound endpoints (インバウンドエンドポイント)] を選択します。
3. ナビゲーションバーで、インバウンドエンドポイントを作成するリージョンを選択します。
4. [Create inbound endpoint (インバウンドエンドポイントの作成)] を選択します。
5. 適切な値を入力します。詳細については、「インバウンドエンドポイントを作成または編集するとき

に指定する値 (p. 506)」を参照してください
6. [Create (作成)] を選択します。
7. 該当する DNS クエリをインバウンドエンドポイントの IP アドレスに転送するように、ネットワーク

の DNS リゾルバーを設定します。詳細については、DNS アプリケーションのドキュメントを参照し
てください。

インバウンドエンドポイントを作成または編集すると
きに指定する値
インバウンドエンドポイントを作成または編集する場合、以下の値を指定します。

エンドポイント名

わかりやすい名前にすると、ダッシュボードでインバウンドエンドポイントを見つけやすくなりま
す。

region-name リージョンの VPC

すべてのインバウンド DNS クエリは、ネットワークからこの VPC を通過し Resolver に到達しま
す。

このエンドポイントのセキュリティグループ

この VPC へのアクセスを制御するために使用する 1 つ以上のセキュリティグループの ID です。指定
したセキュリティグループには、1 つ以上のインバウンドルールを含める必要があります。インバウ
ンドルールでは、ポート 53 での TCP および UDP アクセスを許可する必要があります。エンドポイ
ントの作成が完了した後は、この値を変更できません。

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC のセキュリティグループ」を参照してくださ
い。

[Endpoint type] (エンドポイントタイプ)

エンドポイントのタイプは、IPv4、IPv6、デュアルスタック IP アドレスのいずれかです。デュアルス
タックエンドポイントの場合、エンドポイントには、ネットワーク上の DNS リゾルバーが DNS クエ
リを転送できる IPv4 と IPv6 の両方のアドレスが割り当てられます。

IP アドレス

ネットワークの DNS リゾルバーから DNS クエリを転送する先の IP アドレスです。冗長性を確保す
るため、少なくとも 2 つの IP アドレスを指定する必要があります。次の点に注意してください。
複数アベイラビリティーゾーン

少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーンで IP アドレスを指定することをお勧めします。必要
に応じて、それらのアベイラビリティーゾーンまたは他のアベイラビリティーゾーンに追加の IP 
アドレスを指定できます。

IP アドレスと Amazon VPC Elastic Network Interface

ユーザーが指定したアベイラビリティーゾーン、サブネット、および IP アドレスの組み合わせ
ごとに、Resolver は Amazon VPC Elastic Network Interface を作成します。エンドポイントの 
IP アドレスあたりの 1 秒あたりの DNS クエリの現在の最大数については、「Route 53 Resolver 
でのクォータ (p. 696)」を参照してください。各 Elastic Network Interface の料金について
は、Amazon Route 53 料金ページの「Amazon Route 53」を参照してください。
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Note

リゾルバーエンドポイントはプライベート IP アドレスを持ちます。これらの IP アドレス
は、エンドポイントの存続期間中に変更されることはありません。

IP アドレスごとに、以下の値を指定します。各 IP アドレスは、[VPC in the region-name Region 
(region-name リージョンの VPC)] で指定した VPC のアベイラビリティーゾーンに存在する必要があ
ります。
アベイラビリティーゾーン

VPC に向かう途中で DNS クエリを通過させるアベイラビリティーゾーンです。指定したアベイ
ラビリティーゾーンには、サブネットが設定されている必要があります。

サブネット

DNS クエリの転送先となる IP アドレスを含むサブネット。サブネットには利用可能な IP アドレ
スが必要です。

サブネット IP アドレスはエンドポイントタイプと一致する必要があります。
IP アドレス

DNS クエリの転送先となる IP アドレス。

指定したサブネット内の利用可能な IP アドレスから、いずれかを Resolver に自動的に選択させ
るのか、ユーザー自身が IP アドレスを指定するのかを設定します。

IP アドレスを自分で指定することを選択した場合は、IPv4 か IPv6 のいずれかのアドレスを入力
します。

タグ

1 つ以上のキーと対応する値を指定します。例えば、[Key (キー)] に Cost center を、[Value (値)] には
456 を指定します。

ネットワークへのアウトバウンド DNS クエリの転
送

複数の VPC にある Amazon EC2 インスタンスから発信された DNS クエリを、自分のネットワークに転
送するには、アウトバウンドエンドポイントと 1 つ以上のルールを作成します。

アウトバウンドエンドポイント

DNS クエリを VPC からネットワークに転送するには、アウトバウンドエンドポイントを作成しま
す。アウトバウンドエンドポイントは、クエリの送信元の IP アドレスを指定します。VPC で使用で
きる IP アドレスの範囲から選択するこれらの IP アドレスは、パブリック IP アドレスではありませ
ん。つまり、アウトバウンドエンドポイントごとに、AWS Direct Connect 接続、VPN 接続、または
ネットワークアドレス変換 (NAT) ゲートウェイを使用して VPC をネットワークに接続する必要があ
ります。同じリージョン内の複数の VPC で、同一のアウトバウンドエンドポイントを使用すること
も、複数のアウトバウンドエンドポイントを作成することもできます。アウトバウンドエンドポイ
ントで DNS64 を使用する場合は、Amazon Virtual Private Cloud を使用して DNS64 を有効にできま
す。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの DNS64 および NAT64 を参照してください。

[Rules] (ルール)

ネットワークの DNS リゾルバーに転送するクエリのドメイン名を指定するには、1 つまたは複数の
ルールを作成します。各ルールは 1 つのドメイン名を指定します。次に、ネットワークにクエリを転
送する VPC にルールを関連付けます。
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詳細については、以下のトピックを参照してください。
• Private hosted zones that have overlapping namespaces
• Private hosted zones and Route 53 Resolver rules

アウトバウンド転送の設定
Resolver を設定し、自分の VPC を送信元とする DNS クエリを自分のネットワークに転送するには、次の
手順を実行します。

Important

アウトバウンドエンドポイントを作成したら、1 つ以上のルールを作成し、1 つ以上の VPC に関
連付ける必要があります。ルールは、ネットワークに転送する DNS クエリのドメイン名を指定し
ます。

アウトバウンドエンドポイントを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Outbound endpoints (アウトバウンドエンドポイント)] を選択します。
3. ナビゲーションバーで、アウトバウンドエンドポイントを作成するリージョンを選択します。
4. [Create outbound endpoint (アウトバウンドエンドポイントの作成)] を選択します。
5. 適切な値を入力します。詳細については、「アウトバウンドエンドポイントを作成または編集すると

きに指定する値 (p. 508)」を参照してください
6. [Create (作成)] を選択します。

Note

アウトバウンドエンドポイントを作成するには、1～2 分かかります。最初のアウトバウンド
エンドポイントの作成が完了するまでは、別のエンドポイントを作成できません。

7. ネットワークに転送する DNS クエリのドメイン名を指定するには、1 つまたは複数のルールを作成し
ます。詳細については、次の手順を参照してください。

1 つまたは複数の転送ルールを作成するには、次の手順を実行します。

転送ルールを作成して 1 つ以上の VPC に関連付けるには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [ルール] を選択します。
3. ナビゲーションバーで、転送ルールを作成するリージョンを選択します。
4. [Create rule] を選択します。
5. 適切な値を入力します。詳細については、「ルールを作成または編集するときに指定する

値 (p. 510)」を参照してください
6. [Save] を選択します。
7. さらにルールを追加するには、ステップ 4～6 を繰り返します。

アウトバウンドエンドポイントを作成または編集する
ときに指定する値
アウトバウンドエンドポイントを作成または編集する場合、以下の値を指定します。
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エンドポイント名

わかりやすい名前にすると、ダッシュボードでアウトバウンドエンドポイントを見つけやすくなりま
す。

region-name リージョンの VPC

すべてのアウトバウンド DNS クエリは、ネットワークに向かう途中で、この VPC を通過します。
このエンドポイントのセキュリティグループ

この VPC へのアクセスを制御するために使用する 1 つ以上のセキュリティグループの ID です。指定
したセキュリティグループには、1 つ以上のアウトバウンドルールを含める必要があります。アウト
バウンドルールでは、ネットワークで DNS クエリに使用するポートで TCP および UDP アクセスを
許可する必要があります。エンドポイントの作成が完了した後は、この値を変更できません。

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC のセキュリティグループ」を参照してくださ
い。

[Endpoint type] (エンドポイントタイプ)

エンドポイントのタイプは、IPv4、IPv6、デュアルスタック IP アドレスのいずれかです。デュアルス
タックエンドポイントの場合、エンドポイントには、ネットワーク上の DNS リゾルバーが DNS クエ
リを転送できる IPv4 と IPv6 の両方のアドレスが割り当てられます。

IP アドレス

ネットワークのリゾルバーに到達する過程で、Resolver が DNS クエリの転送先とする、VPC 内の 
IP アドレスです。これらは、ネットワークの DNS リゾルバーの IP アドレスではありません。リゾル
バーの IP アドレスは、1 つ以上の VPC に関連付けるルールを作成するときに指定します。冗長性を
確保するため、少なくとも 2 つの IP アドレスを指定する必要があります。

Note

リゾルバーエンドポイントはプライベート IP アドレスを持ちます。これらの IP アドレス
は、エンドポイントの存続期間中に変更されることはありません。

次の点に注意してください。
複数アベイラビリティーゾーン

少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーンで IP アドレスを指定することをお勧めします。必要
に応じて、それらのアベイラビリティーゾーンまたは他のアベイラビリティーゾーンに追加の IP 
アドレスを指定できます。

IP アドレスと Amazon VPC Elastic Network Interface

ユーザーが指定したアベイラビリティーゾーン、サブネット、および IP アドレスの組み合わせ
ごとに、Resolver は Amazon VPC Elastic Network Interface を作成します。エンドポイントの 
IP アドレスあたりの 1 秒あたりの DNS クエリの現在の最大数については、「Route 53 Resolver 
でのクォータ (p. 696)」を参照してください。各 Elastic Network Interface の料金について
は、Amazon Route 53 料金ページの「Amazon Route 53」を参照してください。

IP アドレスの順序

IP アドレスは任意の順序で指定できます。Resolver が DNS クエリを転送する際にも、IP アドレ
スはリストされている順序に合わせて選択されるわけではありません。

IP アドレスごとに、以下の値を指定します。各 IP アドレスは、[VPC in the region-name Region 
(region-name リージョンの VPC)] で指定した VPC のアベイラビリティーゾーンに存在する必要があ
ります。
アベイラビリティーゾーン

ネットワークに向かう途中で DNS クエリを通過させるアベイラビリティーゾーンです。指定した
アベイラビリティーゾーンには、サブネットが設定されている必要があります。
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サブネット

ネットワークに向かう途中で DNS クエリを通過させる IP アドレスが含まれているサブネットで
す。サブネットには利用可能な IP アドレスが必要です。

サブネット IP アドレスはエンドポイントタイプと一致する必要があります。
IP アドレス

ネットワークに向かう途中で DNS クエリを通過させる IP アドレスです。

指定したサブネット内の利用可能な IP アドレスから、いずれかを Resolver に自動的に選択させ
るのか、ユーザー自身が IP アドレスを指定するのかを設定します。

IP アドレスを自分で指定することを選択した場合は、IPv4 か PIv6 のいずれかのアドレスを入力
します。

タグ

1 つ以上のキーと対応する値を指定します。例えば、[Key (キー)] に Cost center を、[Value (値)] には
456 を指定します。

ルールを作成または編集するときに指定する値
転送ルールを作成または編集する場合、以下の転送値を指定します。

ルール名

わかりやすい名前にすると、ダッシュボードでルールを見つけやすくなります。
ルールタイプ

適用可能な値を選択します。
• Forward – 特定のドメイン名での DNS クエリをネットワークのリゾルバーに転送する場合は、この

オプションを選択します。
• System – 転送ルールで定義されている動作を、Resolver で選択的に上書きさせる場合は、このオプ

ションを選択します。システムルールを作成すると、Resolver はルールで指定されたサブドメイン
の DNS クエリを解決します (システムルールを使わない場合は、ネットワークの DNS リゾルバー
で解決されます)。

デフォルトでは、転送ルールはドメイン名とそのすべてのサブドメインに適用されます。ドメイン
のクエリをネットワークのリゾルバーに転送する際に、一部のサブドメインのクエリを除外する場合
は、これらのサブドメインに対してシステムルールを作成します。例えば、example.com の転送ルー
ルを作成する際に acme.example.com のクエリを転送しない場合は、システムルールを作成し、ドメ
イン名として acme.example.com を指定します。

このルールを使用する VPC

このルールを使用して、指定したドメイン名の DNS クエリを転送する VPC です。ルールは、必要に
応じていくつもの VPC に適用できます。

ドメイン名

このドメイン名の DNS クエリは、[Target IP addresses (ターゲット IP アドレス)] で指定した IP アド
レスに転送されます。詳細については、「Resolver がクエリ内のドメイン名とルールの一致を判断す
る際の動作 (p. 499)」を参照してください

アウトバウンドエンドポイント

Resolver は、ここで指定したアウトバウンドエンドポイントを通じて、[Target IP addresses (ター
ゲット IP アドレス)] で指定した IP アドレスに DNS クエリを転送します。
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ターゲット IP アドレス

DNS クエリが [Domain name (ドメイン名)] で指定した名前と一致すると、アウトバウンドエンドポ
イントはここで指定した IP アドレスにクエリを転送します。これらは、通常、お客様環境上の DNS 
リゾルバーの IP アドレスです。

[Target IP addresses (ターゲット IP アドレス)] は、[Rule type (ルールタイプ)] の値が [Forward (転
送)] である場合にのみ利用できます。

IPv4 または IPv6 のアドレスを指定します。
タグ

1 つ以上のキーと対応する値を指定します。例えば、[Key (キー)] に Cost center を、[Value (値)] には
456 を指定します。

これらは、AWS の請求書を整理するために AWS Billing and Cost Managementに用意されているタグ
です。タグを使ったコスト配分の詳細については、AWS Billingユーザーガイドのコスト配分タグの使
用を参照してください。

インバウンドエンドポイントの管理
インバウンドエンドポイントを管理するには、該当する手順を実行します。

トピック
• インバウンドエンドポイントの表示と編集 (p. 511)
• インバウンドエンドポイントのステータスの表示 (p. 511)
• インバウンドエンドポイントの削除 (p. 512)

インバウンドエンドポイントの表示と編集
インバウンドエンドポイントの設定を表示および編集するには、次の手順を実行します。

インバウンドエンドポイントの設定を表示および編集するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Inbound endpoints (インバウンドエンドポイント)] を選択します。
3. ナビゲーションバーで、インバウンドエンドポイントを作成したリージョンを選択します。
4. 設定を表示または編集するエンドポイントのオプションを選択します。
5. [View details (詳細の表示)] または [Edit (編集)] を選択します。

インバウンドエンドポイントの値の詳細については、「インバウンドエンドポイントを作成または編
集するときに指定する値 (p. 506)」を参照してください。

6. [Edit (編集)] を選択した場合は、該当する値を入力し、[Save (保存)] を選択します。

インバウンドエンドポイントのステータスの表示
インバウンドエンドポイントのステータスを表示するには、次の手順を実行します。

インバウンドエンドポイントのステータスを表示するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[Inbound endpoints (インバウンドエンドポイント)] を選択します。
3. ナビゲーションバーで、インバウンドエンドポイントを作成したリージョンを選択します。[Status] 

列には、次のいずれかの値が表示されます。

作成

Resolver が、このエンドポイント用に、1 つまたは複数の Amazon VPC ネットワークインター
フェイスを作成および設定中です。

運用中

このエンドポイントのために、Amazon VPC ネットワークインターフェイスが正しく設定されま
した。ネットワークと Resolver の間での、インバウンドまたはアウトバウンドの DNS クエリを
通過させることができます。

更新中

リゾルバーはこのエンドポイントと 1 つまたは複数のネットワークインターフェイスを関連付け
るか関連付けを解除しています。

自動復旧中

Resolver は、このエンドポイントに関連付けられている 1 つ以上のネットワークインターフェ
イスを、復旧しようとしています。復旧プロセス中は、IP アドレスごと (ネットワークインター
フェイスごと) の DNS クエリの数の制限により、エンドポイントは容量が制限された状態で機能
します。現在の制限については、「Route 53 Resolver でのクォータ (p. 696)」を参照してくだ
さい。

Action needed (アクションが必要)

このエンドポイントには障害が発生しており、Resolver による自動的な復旧ができません。この
問題を解決するには、エンドポイントに関連付けした各 IP アドレスを確認することをお勧めしま
す。使用できない IP アドレスごとに別の IP アドレスを追加して、使用できない IP アドレスを削
除します。(エンドポイントには常に少なくとも 2 つの IP アドレスが含まれている必要がありま
す。) [Action needed (必要なアクション)] のステータスにはさまざまな原因が考えられます。一
般的な 2 つの原因を以下に示します。
• エンドポイントに関連付けられている、1 つまたは複数のネットワークインターフェイス

が、Amazon VPC を使用して削除されました。
• Resolver のコントロール外にある何らかの理由により、ネットワークインターフェイスを作成

できませんでした。
削除

リゾルバーが、このエンドポイントおよび関連するネットワークインターフェイスを削除してい
ます。

インバウンドエンドポイントの削除
インバウンドエンドポイントを削除するには、次の手順を実行します。

Important

インバウンドエンドポイントを削除すると、そのエンドポイントで指定していた VPC 内の 
Resolver に対しては、ネットワークからの DNS クエリが転送されなくなります。

インバウンドエンドポイントを削除するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Inbound endpoints (インバウンドエンドポイント)] を選択します。
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3. ナビゲーションバーで、インバウンドエンドポイントを作成したリージョンを選択します。
4. 削除するエンドポイントのオプションを選択します。
5. [Delete (削除)] を選択します。
6. エンドポイントの削除を確定するには、エンドポイントの名前を入力し、[Submit (送信)] を選択しま

す。

アウトバウンドエンドポイントの管理
アウトバウンドエンドポイントを管理するには、該当する手順を実行します。

トピック
• アウトバウンドエンドポイントの表示と編集 (p. 513)
• アウトバウンドエンドポイントのステータスの表示 (p. 513)
• アウトバウンドエンドポイントの削除 (p. 514)

アウトバウンドエンドポイントの表示と編集
アウトバウンドエンドポイントの設定を表示および編集するには、次の手順を実行します。

アウトバウンドエンドポイントの設定を表示および編集するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Outbound endpoints (アウトバウンドエンドポイント)] を選択します。
3. ナビゲーションバーで、アウトバウンドエンドポイントを作成したリージョンを選択します。
4. 設定を表示または編集するエンドポイントのオプションを選択します。
5. [View details (詳細の表示)] または [Edit (編集)] を選択します。

アウトバウンドエンドポイントの値の詳細については、「アウトバウンドエンドポイントを作成また
は編集するときに指定する値 (p. 508)」を参照してください。

6. [Edit (編集)] を選択した場合は、該当する値を入力し、[Save (保存)] を選択します。

アウトバウンドエンドポイントのステータスの表示
アウトバウンドエンドポイントのステータスを表示するには、次の手順を実行します。

アウトバウンドエンドポイントのステータスを表示するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Outbound endpoints (アウトバウンドエンドポイント)] を選択します。
3. ナビゲーションバーで、アウトバウンドエンドポイントを作成したリージョンを選択します。[Status] 

列には、次のいずれかの値が表示されます。

作成

Resolver が、このエンドポイント用に、1 つまたは複数の Amazon VPC ネットワークインター
フェイスを作成および設定中です。
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運用中

このエンドポイントのために、Amazon VPC ネットワークインターフェイスが正しく設定されま
した。ネットワークと Resolver の間での、インバウンドまたはアウトバウンドの DNS クエリを
通過させることができます。

更新中

リゾルバーはこのエンドポイントと 1 つまたは複数のネットワークインターフェイスを関連付け
るか関連付けを解除しています。

自動復旧中

Resolver は、このエンドポイントに関連付けられている 1 つ以上のネットワークインターフェ
イスを、復旧しようとしています。復旧プロセス中は、IP アドレスごと (ネットワークインター
フェイスごと) の DNS クエリの数の制限により、エンドポイントは容量が制限された状態で機能
します。現在の制限については、「Route 53 Resolver でのクォータ (p. 696)」を参照してくだ
さい。

Action needed (アクションが必要)

このエンドポイントには障害が発生しており、Resolver による自動的な復旧ができません。この
問題を解決するには、エンドポイントに関連付けした各 IP アドレスを確認することをお勧めしま
す。使用できない IP アドレスごとに別の IP アドレスを追加して、使用できない IP アドレスを削
除します。(エンドポイントには常に少なくとも 2 つの IP アドレスが含まれている必要がありま
す。) [Action needed (必要なアクション)] のステータスにはさまざまな原因が考えられます。一
般的な 2 つの原因を以下に示します。
• エンドポイントに関連付けられている、1 つまたは複数のネットワークインターフェイス

が、Amazon VPC を使用して削除されました。
• Resolver のコントロール外にある何らかの理由により、ネットワークインターフェイスを作成

できませんでした。
削除

リゾルバーが、このエンドポイントおよび関連するネットワークインターフェイスを削除してい
ます。

アウトバウンドエンドポイントの削除
エンドポイントを削除する前に、VPC に関連付けられているルールをすべて削除する必要があります。

アウトバウンドエンドポイントを削除するには、次の手順を実行します。
Important

アウトバウンドエンドポイントを削除すると、Resolver は、削除されたアウトバウンドエンドポ
イントを指定するルールに基づいた、VPC からネットワークへの DNS クエリの転送を停止しま
す。

アウトバウンドエンドポイントを削除するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Outbound endpoints (アウトバウンドエンドポイント)] を選択します。
3. ナビゲーションバーで、アウトバウンドエンドポイントを作成したリージョンを選択します。
4. 削除するエンドポイントのオプションを選択します。
5. [Delete (削除)] を選択します。
6. エンドポイントの削除を確定するには、エンドポイントの名前を入力し、[Submit (送信)] を選択しま

す。
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転送ルールの管理
Resolver により、特定のドメイン名のクエリを自分のネットワークに転送させる場合は、ドメイン名ごと
に転送ルールを 1 つ作成し、さらに転送するクエリのドメイン名を指定します。

トピック
• 転送ルールの表示と編集 (p. 515)
• 転送ルールの作成 (p. 515)
• 逆引き参照のルールの追加 (p. 516)
• 転送ルールと VPC の関連付け (p. 516)
• 転送ルールと VPC の関連付けの解除 (p. 516)
• 他の AWS アカウントとの転送ルールの共有と共有ルールの使用 (p. 517)
• 転送ルールの削除 (p. 519)
• Resolver での逆引き DNS クエリの転送ルール (p. 519)

転送ルールの表示と編集
転送ルールの設定を表示および編集するには、次の手順を実行します。

転送ルールの設定を表示および編集するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [ルール] を選択します。
3. ナビゲーションバーで、転送ルールを作成したリージョンを選択します。
4. 設定を表示または編集する転送ルールのオプションを選択します。
5. [View details (詳細の表示)] または [Edit (編集)] を選択します。

転送ルールの値の詳細については、「ルールを作成または編集するときに指定する値 (p. 510)」を参
照してください。

6. [Edit (編集)] を選択した場合は、該当する値を入力し、[Save (保存)] を選択します。

転送ルールの作成
1 つまたは複数の転送ルールを作成するには、次の手順を実行します。

転送ルールを作成して 1 つ以上の VPC に関連付けるには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [ルール] を選択します。
3. ナビゲーションバーで、転送ルールを作成するリージョンを選択します。
4. [Create rule] を選択します。
5. 適切な値を入力します。詳細については、「ルールを作成または編集するときに指定する

値 (p. 510)」を参照してください
6. [Save] を選択します。
7. さらにルールを追加するには、ステップ 4～6 を繰り返します。
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逆引き参照のルールの追加
VPC での逆引き参照を制御する必要がある場合は、アウトバウンドリゾルバーのエンドポイントにルール
を追加します。

逆引き参照のルールを作成するには

1. 前出の手順で、ステップ 5 までを完了します。
2. ルールを定義する際に、IP アドレスの PTR レコード、もしくは逆引き参照の転送ルールを適用する

アドレスを入力します。

例えば、10.0.0.0/23 の範囲内のアドレスに対する参照を転送したい場合は、以下の 2 つのルールを入
力します。

• 0.0.10.in-addr.arpa
• 1.0.10.in-addr.arpa

これらのサブネット内のすべての IP アドレスは、これらの PTR レコードのサブドメインとして参照
されます。例えば、10.0.1.161 は逆引き参照アドレスとして 161.1.0.10.in-addr.apra を持ちます。こ
のアドレスは 1.0.10.in-addra.arpa のサブドメインです。

3. これらの参照を転送するサーバーを指定します。
4. アウトバウンドリゾルバーのエンドポイントに、作成したルールを追加します。

VPC の enableDNSHostNames をオンにすると、PTR レコードが自動的に追加されることに注意してく
ださい。「Amazon Route 53 Resolver の概要 (p. 494)」を参照してください。前述の手順は、特定の IP 
範囲に対してリゾルバーを明示的に指定する (例えばアクティブディレクトリサーバーにクエリを転送す
る) 場合にのみ必要です。

転送ルールと VPC の関連付け
転送ルールを作成したら、それを 1 つ以上の VPC に関連付ける必要があります。ルールを VPC に関連付
けると、Resolver は、そのルールで指定したドメイン名の DNS クエリを、そのルールで指定した DNS リ
ゾルバーに転送し始めます。クエリは、ルールの作成時に指定したアウトバウンドエンドポイントを通過
します。

転送ルールを 1 つ以上の VPC に関連付けるには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [ルール] を選択します。
3. ナビゲーションバーで、転送ルールを作成したリージョンを選択します。
4. 1 つまたは複数の VPC に関連付けるルールの名前を選択します。
5. [Associate VPC] を選択します。
6. [このルールを使用する VPC] で、ルールを関連付ける VPC を選択します。
7. [Add] を選択します。

転送ルールと VPC の関連付けの解除
以下の場合は、転送ルールと VPC の関連付けを解除します。

• この VPC から送信される DNS クエリについて、ルールで指定したドメイン名のクエリを自分のネット
ワークに転送しないように、Resolver に指示する場合。
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• 転送ルールを削除する場合。ルールが現在 1 つ以上の VPC に関連付けられている場合は、ルールを削
除する前に、すべての VPC からルールの関連付けを解除する必要があります。

1 つ以上の VPC からルールの関連付けを解除する場合は、次の手順を実行します。

転送ルールと VPC の関連付けを解除するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [ルール] を選択します。
3. ナビゲーションバーで、転送ルールを作成したリージョンを選択します。
4. 1 つ以上の VPC から関連付けを解除するルールの名前を選択します。
5. ルールの関連付けを解除する VPC のオプションを選択します。
6. [関連付け解除] を選択します。
7. 「disassociate」と入力して確定します。
8. [Submit] を選択します。

他の AWS アカウントとの転送ルールの共有と共有
ルールの使用
1 つの AWS アカウントで作成した転送ルールを他の AWS アカウントと共有できます。ルールを共有す
る際、Route 53 Resolver コンソールは、AWS Resource Access Manager と統合されます。Resource 
Access Manager の詳細については、Resource Access Manager ユーザーガイドを参照してください。

次の点に注意してください。

共有ルールと VPC の関連付け

別の AWS アカウントがご利用のアカウントと 1 つ以上のルールを共有している場合、これらのルー
ルと VPC を関連付ける方法は、自分で作成したルールと VPC を関連付ける方法で同じです。詳細に
ついては、「転送ルールと VPC の関連付け (p. 516)」を参照してください

ルールの削除または共有解除

他のアカウントと共有しているルールが、1 つ以上の VPC に関連付けられていて、さらにそのルール
を削除または共有解除した場合には、Route 53 Resolver では、これらの VPC の DNS クエリの処理
を、他の利用可能なルールに基づいて行うようになります。この動作は、ルールと VPC の関連付けを
解除する場合と同じです。

ルールが組織単位 (OU) と共有され、その OU 内のアカウントが別の OU に移動された場合、そのア
カウント内の VPC に対する共有ルールとの関連付けはすべて削除されます。

ルールと関連付けの最大数

アカウントでルールを作成して他の 1 つ以上のアカウントと共有する場合、AWS リージョンあたり
のルールの最大数が、ルールを作成したアカウントに適用されます。

ルールを共有しているアカウントが、このルールを 1 つ以上の VPC に関連付ける場合は、リージョ
ンあたりのルールと VPC の関連付けの最大数が、ルールを共有しているアカウントに適用されます。

Resolver の現在のクォータについては、「Route 53 Resolver でのクォータ (p. 696)」を参照してく
ださい。

アクセス許可

別の AWS アカウントとルールを共有するには、PutResolverRulePolicy アクションを使用するアクセ
ス許可が必要です。
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ルールを共有する AWS アカウントに対する制限

ルールを共有するアカウントは、ルールを変更または削除できません。
タグ付け

ルールを作成したアカウントのみが、ルールのタグを追加、削除、または表示できます。

ルールの現在の共有ステータス (アカウントを共有したアカウントやルールを共有しているアカウントを
含む) を確認し、別のアカウントとルールを共有するには、次の手順を実行します。

共有ステータスを確認して別の AWS アカウントとルールを共有するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [ルール] を選択します。
3. ナビゲーションバーで、転送ルールを作成したリージョンを選択します。

[Sharing status (共有ステータス)] 列に、現在のアカウントで作成されたルールまたは現在のアカウン
トと共有されているルールの現在の共有ステータスが表示されます。

• Not shared (未共有): 現在の AWS アカウントがルールを作成し、他のアカウントとは共有していま
せん。

• Shared by me (自分が共有): 現在のアカウントがルールを作成し、1 つ以上の他のアカウントと共有
しています。

• Shared with me (自分と共有): 別のアカウントがルールを作成し、現在のアカウントと共有していま
す。

4. 共有情報を表示するルールまたは別のアカウントと共有するルールの名前を選択します。

[Rule: rule name (ルール: rule name)] ページで、[Owner (所有者)] の値として、ルールを作成した
アカウントの ID が表示されます。これは現在のアカウントです。ただし、[Sharing status (共有ス
テータス)] の値が [Shared with me (自分と共有)] である場合を除きます。その場合の [Owner (所有者)] 
は、ルールを作成して現在のアカウントと共有しているアカウントです。

5. [Share (共有)] を選択し、追加情報を表示するか、別のアカウントとルールを共有します。[Sharing 
status (共有ステータス)] の値に応じたページが Resource Access Manager コンソールに表示されま
す。

• Not shared (未共有): [Create resource share (リソース共有の作成)] ページが表示されます。別のア
カウント、OU、または組織とルールを共有する方法については、ステップ 6 に進んでください。

• Shared by me (自分が共有): [Shared resources (共有リソース)] ページに、現在のアカウントが所有
し、他のアカウントと共有しているルールと他のリソースが表示されます。

• Shared with me (自分と共有): [Shared resources (共有リソース)] ページに、他のアカウントが所有
し、現在のアカウントと共有しているルールと他のリソースが表示されます。

6. 別の AWS アカウント、OU、または組織とルールを共有するには、以下の値を指定します。

Note

共有設定を更新することはできません。以下のいずれかの設定を変更する場合は、新しい設
定を使用してルールを共有し直し、古い共有設定を削除する必要があります。

説明

ルールを共有した理由を示す短い説明を入力します。
リソース

共有するルールのチェックボックスをオンにします。API バージョン 2013-04-01
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プリンシパル

AWS アカウント番号、OU 名、または組織名を入力します。
タグ

1 つ以上のキーと対応する値を指定します。例えば、[Key (キー)] に Cost center を、[Value (値)] 
には 456 を指定します。

これらは、AWS の請求書を整理するためにAWS Billing and Cost Management に用意されている
タグです。タグは、他の目的に使用することもできます。タグを使ったコスト配分の詳細につい
ては、AWS Billingユーザーガイドのコスト配分タグの使用を参照してください。

転送ルールの削除
転送ルールを削除するには、次の手順を実行します。

次の点に注意してください。

• 次のルールと関連付けられている VPC がある場合は、ルールを削除する前に、VPC からルールの関連
付けを解除する必要があります。詳細については、「転送ルールと VPC の関連付けの解除 (p. 516)」
を参照してください

• [Internet Resolver (インターネットリゾルバ)] では、デフォルトの ([Type (タイプ)] 値が [Recursive (再
帰的)] となっている) ルールは削除できません。このルールにより Route 53 Resolver は、ドメイン名に
ユーザーが作成したカスタムルールがなく、Resolver が自動定義したルールも存在しない場合の、(その
ドメイン名に対する) 再帰リゾルバーとして機能します。ルールが分類される方法の詳細については、
「ネットワークに転送するクエリをルールでコントロールする (p. 498)」を参照してください。

転送ルールを削除するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [ルール] を選択します。
3. ナビゲーションバーで、転送ルールを作成したリージョンを選択します。
4. 削除するルールのオプションを選択します。
5. [Delete (削除)] を選択します。
6. ルールの削除を確定するには、ルールの名前を入力し、[Submit (送信)] を選択します。

Resolver での逆引き DNS クエリの転送ルール
enableDnsHostnames および enableDnsSupport が Amazon VPC の仮想プライベートクラウド 
(VPC) 用に true に設定されている場合、Resolver は、逆引き DNS クエリ向けに自動定義されたシステ
ムルールを自動的に作成します。これらの設定の詳細については、Amazon VPC デベロッパーガイドの
VPC の DNS 属性を参照してください。

逆引き DNS クエリの転送ルールは、SSH やActive Directory などのサービスで特に役立ちます。これらの
サービスでは、お客様がリソースに接続しようとしている IP アドレスについて逆引き DNS ルックアップ
を実行してユーザーを認証するオプションが用意されています。自動定義されたシステムルールの詳細に
ついては、Resolver で自動定義ルール作成の対象となるドメイン名 (p. 501) を参照してください。

これらのルールをオフにし、すべての逆引き DNS クエリを変更して、例えば、解決のためにオンプレミ
スのネームサーバーにこれらが転送されるようにすることができます。

自動ルールをオフにした後、必要に応じてオンプレミスリソースにクエリを転送するルールを作成しま
す。転送ルールの管理方法の詳細については、「転送ルールの管理 (p. 515)」を参照してください。
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自動定義ルールをオフにするには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインの [Resolver] で [VPC] を選択し、次に VPC ID を選択します。
3. [Autodefined rules for reverse DNS resolution] (逆引き DNS 解決の自動定義ルール) で、チェックボッ

クスの選択を解除します。チェックボックスの選択が既に解除されている場合は、チェックボックス
を選択して、自動定義された逆引き DNS 解決をオンにすることができます。

関連する API については、Resolver 設定 API を参照してください。

Amazon Route 53 での DNSSEC 検証の有効化
Amazon Route 53 で Virtual Private Cloud (VPC) の DNSSEC 検証を有効にすると、DNSSEC 署名の暗号
化チェックが行われ、応答が改ざんされていないことを確認します。DNSSEC 検証の有効化は、VPC の
詳細ページから行います。

DNSSEC 検証は、Amazon Route 53 内で公開署名された名前にのみ適用され、転送ゾーンには適用され
ません。

Important

DNSSEC 検証を有効にすると、VPC 内の AWS リソースから送られるパブリック DNS レコード
の DNS 解決が影響を受け、この機能が停止する可能性があります。DNSSEC 検証の有効化およ
び無効化には、数分かかる場合があります。

Note

この際、VPC (別名AmazonProvidedDNS) 内の Amazon Route 53 Resolver は、DNS クエリの 
DO (DNSSEC OK) EDNS ヘッダービットと CD (チェック無効) ビットを無視します。DNSSEC 
を設定しているということは、Route 53 リゾルバが DNSSEC 検証を実行する際にも、応答に 
DNSSEC レコードを返したり、AD ビットをセットしたりしないことを意味します。したがっ
て、現在のところ、独自の DNSSEC 検証の実行は Route 53 リゾルバではサポートされていませ
ん。これを行う必要がある場合は、独自の再帰的な DNS 解決を実行する必要があります。

VPC のために DNSSEC 検証を有効にするには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインの [Resolver ] で、[VPC] を選択します。
3. [DNSSEC 検証] でチェックボックスをオンにします。チェックボックスが既にオンになっている場合

は、オフにすると、DNSSEC 検証を無効にすることができます。

DNSSEC 検証の有効化および無効化には、数分かかる場合があります。
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Amazon API Gateway API

AWS リソースへのインターネットト
ラフィックのルーティング

Amazon Route 53 を使用して、さまざまな AWS リソースにトラフィックをルーティングすることができ
ます。

• ドメイン名を使用してトラフィックを Amazon API Gateway の API にルーティングする (p. 521)
• ドメイン名を使用したトラフィックの Amazon CloudFront ディストリビューションへのルーティン

グ (p. 523)
• Amazon EC2 インスタンスへのトラフィックのルーティング (p. 526)
• AWS App Runner のサービスへのトラフィックのルーティング (p. 528)
• AWS Elastic Beanstalk 環境へのトラフィックルーティング (p. 529)
• ELB ロードバランサーへのトラフィックのルーティング (p. 532)
• Amazon S3 バケットでホストされているウェブサイトへのトラフィックのルーティング (p. 534)
• ドメイン名を使用してトラフィックを Amazon Virtual Private Cloud インターフェイスエンドポイントに

ルーティングする (p. 537)
• Amazon WorkMail へのトラフィックのルーティング (p. 539)
• 他の AWS リソースへのトラフィックのルーティング (p. 540)
• AWS CloudFormation を使用して Amazon Route 53 および Amazon Route 53 Resolver リソースの作

成 (p. 600)

ドメイン名を使用してトラフィックを Amazon API 
Gateway の API にルーティングする

API を作成、発行、管理、モニタリング、保護するために、Amazon API Gateway を使用できます。API 
を作成すると、AWS クラウドに保存されているデータだけでなく、AWS サービスまたは他のウェブサー
ビスにもアクセスできるようになります。

ドメイントラフィックを API Gateway API にルーティングするために使用する方法は、リージョン API 
Gateway エンドポイントを作成したか、エッジ最適化 API Gateway エンドポイントを作成したかにかかわ
らず同じです。

• リージョン API エンドポイント: リージョン API エンドポイントにトラフィックをルーティングする 
Route 53 エイリアスレコードを作成します。

• エッジ最適化 API エンドポイント: エッジ最適化 API にトラフィックをルーティングする Route 53 エイ
リアスレコードを作成します。これにより、エッジ最適化 API に関連付けられた CloudFront ディスト
リビューションにトラフィックがルーティングされます。

エイリアスレコードは、CNAME レコードに似た DNS の Route 53 拡張機能です。エイリアスレコードと 
CNAME レコードの比較については、「エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択 (p. 392)」を参
照してください。

Note

Route 53 では、API Gateway API または他の AWS リソースへのエイリアスクエリに料金はかか
りません。

トピック
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Amazon Route 53 デベロッパーガイド
前提条件

• 前提条件 (p. 522)
• トラフィックを API Gateway エンドポイントにルーティングするための Route 53 の設定 (p. 522)

前提条件
使用開始には、以下が必要です。

• 作成する Route 53 レコードの名前と一致するカスタムドメイン名 (api.example.com など) を含む API 
Gateway API。

詳細については、次のトピックを参照してください。
• Amazon API Gateway デベロッパーガイドの HTTP API のカスタムドメイン名の設定。
• Amazon API Gateway デベロッパーガイドの REST API のカスタムドメイン名の設定。
• Amazon API Gateway デベロッパーガイドの WebSocket API のカスタムドメイン名の設定。

• 登録済みドメイン名 ドメインレジストラとして、Amazon Route 53 を使用することも、あるいは別のレ
ジストラを使用することもできます。

• ドメインの DNS サービスとしての Route 53。Route 53 を使用してドメイン名を登録した場合、Route 
53 をドメインの DNS サービスとして自動的に設定します。

Route 53 をドメインの DNS サービスプロバイダとして使用する方法の詳細については、「Amazon 
Route 53 を既存ドメインの DNS サービスとして使用する (p. 332)」を参照してください。

トラフィックを API Gateway エンドポイントにルー
ティングするための Route 53 の設定
トラフィックを API Gateway エンドポイントにルーティングするように Route 53 を設定するには、以下
の手順を実行します。

API Gateway エンドポイントにトラフィックをルーティングするには

1. 同じアカウントを使用して Route 53 ホストゾーンとエンドポイントを作成した場合は、ステップ 2 
に進みます。

異なるアカウントを使用してホストゾーンとエンドポイントを作成した場合は、使用するカスタムド
メイン名のターゲットドメイン名を取得します。

a. AWS Management Console にサインインし、API Gateway コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/apigateway/) を開きます。

b. ナビゲーションペインで、[Custom domain names] を選択します。
c. 使用するカスタムドメイン名について、[API Gateway ドメイン名] の値を取得します。

2. Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。
3. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
4. API へのトラフィックのルーティングに使用するドメイン名があるホストゾーンの名前を選択しま

す。
5. [Create record (レコードを作成)] を選択します。
6. 次の値を指定します。

ルーティングポリシー

該当するルーティングポリシーを選択します。詳細については、「ルーティングポリシーの選
択 (p. 381)」を参照してください
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レコード名

API へのトラフィックのルーティングに使用するドメイン名を入力します。

トラフィックのルーティング先の API では、Route 53 レコードの名前と一致するカスタムドメイ
ン名 (api.example.com など) を指定する必要があります。

エイリアス

クイック作成レコード作成方法を使用している場合、[エイリアス] をオンにします。
値/トラフィックのルーティング先

[API Gateway API へのエイリアス]を選択し、さらにエンドポイントの元のリージョンを選択しま
す。

[Endpoint (エンドポイント)] の値の指定方法は、ホストゾーンと API の作成に、同じ AWS アカ
ウントを使用したか、異なるアカウントを使用したかによって違います。
• 同じアカウント – ターゲットドメイン名のリストには、[レコード名] に指定した値と一致する

カスタムドメイン名を含む API のみが示されます。該当する値を選択します。
• 異なるアカウント – この手順のステップ 1 で取得した値を入力します。

レコードタイプ

[A – IPv4 address (A – IPv4 address)] を選択します。
ターゲットの正常性の評価

DNS フェイルオーバーを制御するには、カスタムヘルスチェックを設定します。例については、
「API Gateway ユーザーガイド」の「Configure custom health checks for DNS failover」(DNS 
フェイルオーバーのカスタムヘルスチェックの設定) を参照してください。

7. [Create records] (レコードを作成) を選択します。

通常、変更は 60 秒以内にすべての Route 53 サーバーに伝播されます。伝達が完了すると、この手順
で作成したエイリアスレコードの名前を使用して、トラフィックを API にルーティングできるように
なります。

ドメイン名を使用したトラフィックの Amazon 
CloudFront ディストリビューションへのルーティ
ング

ウェブコンテンツの配信を高速化したい場合は、AWS コンテンツ配信ネットワーク (CDN) である 
Amazon CloudFront を使用できます。CloudFront は、エッジロケーションのグローバルネットワークを使
用して、動的、静的、ストリーミング、インタラクティブなコンテンツを含む、ウェブサイト全体を配信
できます。コンテンツのリクエストは、ユーザーから見て最もレイテンシーが小さいエッジロケーション
に自動的にルーティングされます。

Note

CloudFront ディストリビューションにトラフィックをルーティングできるのは、パブリックホス
トゾーンの場合のみです。

CloudFront を使用してコンテンツを配信するには、ディストリビューションを作成し、CloudFront がコン
テンツを取得する Amazon S3 バケットや HTTP サーバーの指定、選択したユーザーだけがコンテンツに
アクセスできるようにするかどうか、あるいはユーザーに HTTPS の使用を要求するかどうかの選択など
を行います。
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前提条件

ディストリビューションを作成すると、CloudFront が d111111abcdef8.cloudfront.net などのドメイン名を
ディストリビューションに割り当てます。このドメイン名は、コンテンツの URL で使用できます。次に例
を示します。

http://d111111abcdef8.cloudfront.net/logo.jpg

または、次の例のように、URL で独自のドメイン名を使用することもできます。

http://example.com/logo.jpg

独自のドメイン名を使用する場合、Amazon Route 53 を使用して、CloudFront ディストリビューショ
ンをポイントするエイリアスレコードを作成します。エイリアスレコードは、DNS への Route 53 
拡張です。CNAME レコードに似ていますが、ルートドメイン (example.com など) とサブドメイン 
(www.example.com など) の両方にエイリアスレコードを作成できます (サブドメインのみに対して 
CNAME レコードを作成できます)。エイリアスレコードの名前とタイプに一致する DNS クエリを Route 
53 が受け取ると、Route 53 はディストリビューションに関連付けられたドメイン名で応答します。

Note

Route 53 では、CloudFront ディストリビューションまたは他の AWS リソースへのエイリアスク
エリには料金が発生しません。

前提条件
使用開始には、以下が必要です。

1. 登録済みドメイン名 ドメインレジストラとして、Amazon Route 53 を使用することも、あるいは別の
レジストラを使用することもできます。

2. ドメインの DNS サービスとしての Route 53。Route 53 を使用してドメイン名を登録した場合、Route 
53 をドメインの DNS サービスとして自動的に設定します。

Route 53 をドメインの DNS サービスプロバイダとして使用する方法の詳細については、「Amazon 
Route 53 を既存ドメインの DNS サービスとして使用する (p. 332)」を参照してください。

3. Amazon CloudFront ディストリビューションで HTTPS が必要となるように、パブリック証明書をリ
クエストします。詳細については、「ステップ 2: パブリック証明書のリクエスト (p. 28)」、および
「AWS Certificate Manager ユーザーガイド」の「DNS での検証」を参照してください。

4. CloudFront ディストリビューション。ディストリビューションには、CloudFront がディストリビュー
ションに割り当てたドメイン名の代わりに URL に使用するドメイン名に一致する代替ドメイン名を含
める必要があります。

たとえば、コンテンツの URL にドメイン名 example.com を含める場合、ディストリビューションの 
[Alternate Domain Name] フィールドには example.com を含める必要があります。

詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの中の次のドキュメントを参照してくださ
い：
• ディストリビューションを作成するためのタスクリスト
• CloudFront コンソールを使用したディストリビューションの作成または更新

Amazon Route 53 を設定して、CloudFront ディスト
リビューションにトラフィックをルーティング
トラフィックが CloudFront ディストリビューションにルーティングされるように Amazon Route 53 を設
定するには、次の手順を実行します。
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Amazon Route 53 デベロッパーガイド
Amazon Route 53 を設定して、CloudFront ディス
トリビューションにトラフィックをルーティング

Note

通常、変更は 60 秒以内にすべての Route 53 サーバーに伝播されます。変更内容が伝播すると、
この手順で作成したエイリアスレコードの名前を使用して、CloudFront ディストリビューション
に対しトラフィックをルーティングできるようになります。

CloudFront ディストリビューションにトラフィックをルーティングするには

1. CloudFront によりディストリビューションに割り当てられたドメイン名を取得し、IPv6 が有効かどう
かを確認します。

a. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v3/ 
home で CloudFront コンソールを開きます。

b. ID 列で、トラフィックのルーティング先のディストリビューションのリンクされた名前を選択し
ます。

c. [General] (一般) タブで、[Distribution domain name] (ディストリビューションドメイン名) の値を
取得します。

d. [General] (一般) タブの [Settings] (設定) セクションで、[Edit] (編集) を選択し、スクロールし
て [IPv6] フィールドでディストリビューションに対し IPv6 が有効になっていることを確認しま
す。IPv6 が有効になっている場合は、ディストリビューションに対して 2 つのエイリアスレコー
ドを作成する必要があります。1 つでは IPv4 のトラフィックをディストリビューションにルー
ティングし、別の 1 つでは IPv6 のトラフィックをルーティングします。[キャンセル] を選択しま
す。

詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの トピック「ディストリビューション
を作成または更新する場合に指定する値」で「IPv6 を有効にする」を参照してください。

2. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

3. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
4. CloudFront ディストリビューションへのトラフィックのルーティングに使用するドメインのホスト

ゾーンのリンクされた名前を選択します。
5. [Create record (レコードを作成)] を選択します。

レコードはウィザードを使用して作成するか、[Switch to quick create] (クイック作成に切り替え) を選
択します。

6. 次の値を指定します。

ルーティングポリシー

該当するルーティングポリシーを選択します。詳細については、「ルーティングポリシーの選
択 (p. 381)」を参照してください

レコード名

CloudFront ディストリビューションへのトラフィックのルーティングに使用するドメイン名を入
力します。デフォルト値はホストゾーンの名前です。

たとえば、ホストゾーンの名前が example.com で、[acme.example.com] を使用してトラフィッ
クをディストリビューションにルーティングする場合、「acme」と入力します。

エイリアス

クイック作成レコード作成方法を使用している場合、[エイリアス] をオンにします。

Important

CloudFront ディストリビューションを機能させるには、エイリアスレコードを作成する
必要があります。

API バージョン 2013-04-01
525

https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v3/home
https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v3/home
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-values-specify.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-values-specify.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-values-specify.html#DownloadDistValuesEnableIPv6
https://console.aws.amazon.com/route53/
https://console.aws.amazon.com/route53/


Amazon Route 53 デベロッパーガイド
Amazon EC2 インスタンス

値/トラフィックのルーティング先

[CloudFront ディストリビューションへのエイリアス] を選択します。デフォルトでは us-east-1 
リージョンが選択されます。ディストリビューションの作成時に、CloudFront がそのディストリ
ビューションに割り当てた名前を選択します。これはステップ 1 で取得した値です。

レコードタイプ

[A – IPv4 address (A – IPv4 address)] を選択します。

ディストリビューションに対して IPv6 が有効になっていて、2 番目のレコードを作成する場合
は、[AAAA – IPv6 アドレス] を選択します。

ターゲットの正常性の評価

デフォルト値の [No] をそのまま使用します。
7. [Create records] (レコードを作成) を選択します。
8. ディストリビューションに対して IPv6 が有効になっている場合は、ステップ 6 〜 8 を繰り返しま

す。ステップ 7 で説明したように、[レコードタイプ] フィールドを除き、同じ設定を指定します。

Amazon EC2 インスタンスへのトラフィックの
ルーティング

Amazon EC2 は、AWS クラウド内でスケーラブルなコンピューティング性能を提供します。事前設定さ
れたテンプレート (Amazon Machine Image または AMI) を使用して、EC2 仮想コンピューティング環境 
(インスタンス) を起動できます。EC2 インスタンスを起動すると、EC2 によりオペレーティングシステム 
(Linux または Microsoft Windows) と、AMI に含まれる追加のソフトウェア (ウェブサーバーやデータベー
スソフトウェアなど) が自動的にインストールされます。

EC2 インスタンスでウェブサイトをホストしていたり、ウェブアプリケーションを実行していたりする場
合に、Amazon Route 53 を使用してドメイン (example.com など) のトラフィックをサーバーにルーティ
ングできます。

前提条件
使用開始には、以下が必要です。

• Amazon EC2 インスタンス。EC2 インスタンスの起動については、次のドキュメントを参照してくださ
い。
• Linux– Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 Linux インスタンスの

開始方法」を参照してください。
• Microsoft Windows – Windows インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 

Windows インスタンスの開始方法」を参照してください。
Important

Elastic IP アドレスを作成し、この IP アドレスを EC2 インスタンスに関連付けることもお勧め
します。Elastic IP アドレスによって、Amazon EC2 インスタンスの IP アドレスが固定されま
す。料金については、「Elastic IP アドレス料金表」を参照してください。

• 登録済みドメイン名 ドメインレジストラとして、Amazon Route 53 を使用することも、あるいは別のレ
ジストラを使用することもできます。

• ドメインの DNS サービスとしての Route 53。Route 53 を使用してドメイン名を登録した場合、Route 
53 をドメインの DNS サービスとして自動的に設定します。

Route 53 をドメインの DNS サービスプロバイダとして使用する方法の詳細については、「Amazon 
Route 53 を既存ドメインの DNS サービスとして使用する (p. 332)」を参照してください。
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トラフィックを Amazon EC2 インスタンス

にルーティングする Amazon Route 53 の設定

トラフィックを Amazon EC2 インスタンスにルー
ティングする Amazon Route 53 の設定
トラフィックが EC2 インスタンスにルーティングされるように Amazon Route 53 を設定するには、以下
の手順を実行します。

Amazon EC2 インスタンスにトラフィックをルーティングするには

1. Amazon EC2 インスタンスの IP アドレスを取得します。

a. AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

b. コンソールの右上隅にあるリージョンリストで、インスタンスを起動するリージョンを選択しま
す。

c. ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
d. 表で、トラフィックのルーティング先のインスタンスを選択します。
e. 下のペインの [Description] タブで [Elastic IPs] の値を取得します。

Elastic IP をインスタンスに関連付けなかった場合は、[IPv4 Public IP (IPv4 パブリック IP)] の値
を取得します。

2. Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。
3. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
4. トラフィックをルーティングするドメイン名と一致するホストゾーンの名前を選択します。
5. [Create record (レコードを作成)] を選択します。
6. 次の値を指定します。

ルーティングポリシー

該当するルーティングポリシーを選択します。詳細については、「ルーティングポリシーの選
択 (p. 381)」を参照してください

レコード名

EC2 インスタンスへのトラフィックのルーティングに使用するドメイン名を入力します。デフォ
ルト値はホストゾーンの名前です。

たとえば、ホストゾーンの名前が example.com で、acme.example.com を使用してトラフィック
を EC2 インスタンスにルーティングする場合、「acme」と入力します。

値/トラフィックのルーティング先

IP アドレス、またはレコードタイプに応じた別の値を選択します。ステップ 1 で取得した IP ア
ドレスを入力します。

レコードタイプ

[A – IPv4 address (A – IPv4 address)] を選択します。
TTL (秒)

デフォルト値の [300] をそのまま使用します。
7. [Create records] (レコードを作成) を選択します。

通常、変更は 60 秒以内にすべての Route 53 サーバーに伝播されます。伝達が完了すると、この手順
で作成したレコードの名前を使用して EC2 インスタンスにトラフィックをルーティングできるように
なります。 API バージョン 2013-04-01
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App Runner サービス

AWS App Runner のサービスへのトラフィックの
ルーティング

AWS App Runner はフルマネージド型サービスであり、これにより、インフラストラクチャの使用経験が
ないデベロッパーでも、コンテナ化されたウェブアプリケーションや API を大規模にデプロイできます。
ソースコードから開始するか、コンテナイメージを使用します。App Runner は、ウェブアプリケーショ
ンを自動的に構築およびデプロイします。また、暗号化されたトラフィックの負荷分散や、トラフィック
の規模に合わせたスケーリングを行い、さらに、Amazon VPC で実行される他の AWS サービスやアプリ
ケーションに対する通信を簡素化します。App Runner により、サーバーやスケーリングについて考察す
る時間を、アプリケーションのために向けられるようになります。詳細については、AWS App Runner開
発者ガイドの「AWS App Runner とは」を参照してください。

Important

現在、Amazon Route 53 では、2022 年 8 月 1 日以降に作成された AWS App Runner サービスの
エイリアスレコードがサポートされています

ドメイントラフィックを App Runner サービ。スにルーティングするには、Amazon Route 53 を使用し
て、その App Runner サービスをポイントするエイリアスレコード (p. 392)を作成します。エイリアスレ
コードは、DNS への Route 53 拡張です。これは、ルートドメイン (example.com など) とサブドメイン 
(www.example.com や http://www.example.com/ など) の両方にエイリアスレコードを作成できることを
除いて、CNAME レコードに似ています。CNAME レコードは、サブドメインに対してのみ作成が可能で
す。

Note

Route 53 では、App Runner サービスや他の AWS リソースへのエイリアスクエリには料金が発
生しません。

前提条件
使用開始には、以下が必要です。

• App Runner サービス。App Runner サービスの作成については、「Getting started with App Runner」
(App Runner の使用開始) を参照してください。

• 登録済みドメイン名 Amazon Route 53 をドメインレジストラとして使用することも、別のレジストラを
使用することもできます。

• ドメインの DNS サービスとしての Route 53。Route 53 を使用してドメイン名を登録した場合、Route 
53 をドメインの DNS サービスとして自動的に設定します。

Route 53 をドメインの DNS サービスプロバイダとして使用する方法の詳細については、「Amazon 
Route 53 を既存ドメインの DNS サービスとして使用する (p. 332)」を参照してください。

• カスタムドメインが App Runner サービスに関連付けられました。詳細については、「Managing 
custom domain names for App Runner」(App Runner サービスでのカスタムドメイン名の管理) を参照
してください。

• App Runner から Route 53 ホストゾーンに返される証明書の検証レコードを設定して、ドメインの検証
プロセスを開始します。詳細については、「AWS Certificate Manager ユーザーガイド」の「DNS での
検証」を参照してください。

Amazon Route 53 での App Runner サービスに対する
トラフィックのルーティングの設定
トラフィックが App Runner サービスにルーティングされるように Amazon Route 53 を設定するには、以
下の手順を実行します。
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App Runner サービスにトラフィックをルーティングするには

1. Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
3. トラフィックをルーティングするドメイン名と一致するホストゾーンの名前を選択します。
4. [Create record (レコードを作成)] を選択します。
5. 次の値を指定します。

ルーティングポリシー

該当するルーティングポリシーを選択します。詳細については、「ルーティングポリシーの選
択 (p. 381)」を参照してください

レコード名

App Runner サービスへのトラフィックのルーティングに使用するドメイン名を入力します。デ
フォルト値はホストゾーンの名前です。

例えば、ホストゾーンの名前が example.com であり、acme.example.com を使用してトラフィッ
クを App Runner サービスにルーティングする場合には、「acme」と入力します。

値/トラフィックのルーティング先

[Alias to App Runner Service] (App Runner サービスのエイリアス) を選択し、次に AWS リー
ジョン を選択します。トラフィックをルーティングする環境のドメイン名を選択します。

レコードタイプ

デフォルト値の [A – IPv4 address] を使用します。
ターゲットの正常性の評価

デフォルト値の [Yes] をそのまま使用します。
6. [Create records] (レコードを作成) を選択します。

通常、変更は 60 秒以内にすべての Route 53 サーバーに伝播されます。伝達が完了すると、この手順
で作成したエイリアスレコードの名前を使用して、トラフィックを App Runner サービスにルーティ
ングできるようになります。

AWS Elastic Beanstalk 環境へのトラフィックルー
ティング

AWS Elastic Beanstalk を使用して AWS クラウドでアプリケーションをデプロイおよび管理している場
合、Amazon Route 53 を使用してドメイン (example.com など) の DNS トラフィックを新規または既存の 
Elastic Beanstalk 環境にルーティングできます。

DNS トラフィックを Elastic Beanstalk 環境にルーティングするには、以下の各トピックの手順を参照して
ください。

Note

これらの手順は、既に Route 53 をドメインの DNS サービスとして使用していることを前提とし
ています。別の DNS サービスを使用している場合は、ドメインの DNS サービスプロバイダとし
ての Route 53 の使用について「Amazon Route 53 を既存ドメインの DNS サービスとして使用す
る (p. 332)」を参照してください。

トピック
• Elastic Beanstalk 環境へのアプリケーションのデプロイ (p. 530)
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Elastic Beanstalk 環境へのアプリケーションのデプロイ

• Elastic Beanstalk 環境のドメイン名の取得 (p. 530)
• Elastic Beanstalk 環境にトラフィックをルーティングする Amazon Route 53 レコードの作

成 (p. 530)

Elastic Beanstalk 環境へのアプリケーションのデプロ
イ
トラフィックのルーティング先の Elastic Beanstalk 環境が既にある場合、「Elastic Beanstalk 環境のドメ
イン名の取得 (p. 530)」にスキップしてください。

アプリケーションを作成し、Elastic Beanstalk 環境にデプロイするには

• アプリケーションを作成し、Elastic Beanstalk 環境にデプロイする方法については、AWS Elastic 
Beanstalk デベロッパーガイドの Elastic Beanstalk を使用して開始するを参照してください。

Elastic Beanstalk 環境のドメイン名の取得
Elastic Beanstalk 環境のドメイン名を既に知っている場合、「Elastic Beanstalk 環境にトラフィックを
ルーティングする Amazon Route 53 レコードの作成 (p. 530)」にスキップしてください。

Elastic Beanstalk 環境のドメイン名を取得するには

1. AWS Management Console にサインインし、Elastic Beanstalk コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/) を開きます。

2. アプリケーションのリストで、トラフィックをルーティングするアプリケーションを見つけ、[URL] 
の値を取得します。アプリケーションのリストが表示されない場合は、ナビゲーションペインで 
[Applications] を選択します。

URL の詳細については、「Elastic Beanstalk デベロッパーガイド」の「Elastic Beanstalk 環境のドメ
イン名」を参照してください。

Elastic Beanstalk 環境にトラフィックをルーティング
する Amazon Route 53 レコードの作成
Amazon Route 53 レコードには、トラフィックを Elastic Beanstalk 環境にルーティングする方法をコント
ロールする設定が含まれています。環境をデプロイしたリージョン (us-east-2 など) が環境のドメイン名
に含まれているかどうかに応じて、CNAME レコードまたはエイリアスレコードを作成します。新しい環
境では、ドメイン名にリージョンが含まれています。2016 年初期より前に作成された環境では含まれてい
ません。CNAME とエイリアスレコードの比較については、「エイリアスレコードと非エイリアスレコー
ドの選択 (p. 392)」を参照してください。

ドメイン名にリージョンが含まれていない場合

CNAME レコードを作成する必要があります。ただし、DNS による制限のため、CNAME レコードは
サブドメインに対してのみ作成でき、ルートドメイン名に対しては作成できません。例えば、ドメイ
ン名が example.com の場合、acme.example.com のトラフィックを Elastic Beanstalk 環境にルーティ
ングするレコードは作成できますが、example.com のトラフィックを Elastic Beanstalk 環境にルー
ティングするレコードは作成できません。

「CNAME レコードを作成してトラフィックを Elastic Beanstalk 環境にルーティングするに
は (p. 531)」の手順を参照してください。
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Route 53 レコードの作成

ドメイン名にリージョンが含まれている場合

エイリアスレコードを作成できます。エイリアスレコードは Route 53 に固有であり、CNAME レコー
ドに比べて、大きな利点が 2 つあります。
• エイリアスレコードは、ルートドメイン名またはサブドメインに作成できます。例えば、ドメイ

ン名が example.com の場合、example.com または acme.example.com のリクエストを Elastic 
Beanstalk 環境にルーティングするレコードを作成できます。

• Route 53 では、トラフィックをルーティングするためにエイリアスレコードを使用するリクエスト
に料金は発生しません。

「Elastic Beanstalk 環境にトラフィックをルーティングするための Amazon Route 53 エイリアスレ
コードを作成するには (p. 532)」の手順を参照してください。

CNAME レコードを作成してトラフィックを Elastic Beanstalk 環境にルーティングするには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
3. Elastic Beanstalk 環境へのトラフィックのルーティングに使用するホストゾーンの名前を選択しま

す。
4. [Create record (レコードを作成)] を選択します。
5. 次の値を指定します。

ルーティングポリシー

該当するルーティングポリシーを選択します。詳細については、「ルーティングポリシーの選
択 (p. 381)」を参照してください

レコード名

Elastic Beanstalk 環境へのトラフィックのルーティングに使用するドメイン名を入力します。デ
フォルト値はホストゾーンの名前です。

たとえば、ホストゾーンの名前が example.com で、acme.example.com を使用してトラフィック
を環境にルーティングする場合、「acme」と入力します。

Important

ホストゾーンと同じ名前を持つ CNAME レコードを作成することはできません。
エイリアス

クイック作成レコード作成方法を使用している場合、[エイリアス] をオンにします。
値/トラフィックのルーティング先

IP アドレス、またはレコードタイプに応じた別の値を選択して、トピック「Elastic Beanstalk 
環境のドメイン名の取得 (p. 530)」の手順を実行したときに取得する値を入力します。さまざ
まなアカウントを使用して Route 53 ホストゾーンおよび Elastic Beanstalk 環境を作成した場合
は、Elastic Beanstalk 環境の CNAME 属性を入力します。

レコードタイプ

［CNAME] を選択します。
TTL (秒)

デフォルト値の [300] をそのまま使用します。
6. [Create records] (レコードを作成) を選択します。

通常、変更は 60 秒以内にすべての Route 53 サーバーに伝播されます。
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ELB ロードバランサー

Elastic Beanstalk 環境にトラフィックをルーティングするための Amazon Route 53 エイリアスレ
コードを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
3. Elastic Beanstalk 環境へのトラフィックのルーティングに使用するホストゾーンの名前を選択しま

す。
4. [Create record (レコードを作成)] を選択します。
5. 次の値を指定します。

ルーティングポリシー

該当するルーティングポリシーを選択します。詳細については、「ルーティングポリシーの選
択 (p. 381)」を参照してください

レコード名

Elastic Beanstalk 環境へのトラフィックのルーティングに使用するドメイン名を入力します。デ
フォルト値はホストゾーンの名前です。

たとえば、ホストゾーンの名前が example.com で、acme.example.com を使用してトラフィック
を環境にルーティングする場合、「acme」と入力します。

値/トラフィックのルーティング先

［Elastic Beanstalk 環境へのエイリアス] を選択し、エンドポイントの元のリージョンを選択
します。トラフィックをルーティングする環境のドメイン名を選択します。これは、トピック
「Elastic Beanstalk 環境のドメイン名の取得 (p. 530)」の手順を実行したときに取得する値で
す。

さまざまなアカウントを使用して Route 53 ホストゾーンおよび Elastic Beanstalk 環境を作成し
た場合は、Elastic Beanstalk 環境の CNAME 属性を入力します。

レコードタイプ

デフォルトの [A – IPv4 アドレス] を使用します。
ターゲットの正常性の評価

デフォルト値の [Yes] をそのまま使用します。
6. [Create records] (レコードを作成) を選択します。

通常、変更は 60 秒以内にすべての Route 53 サーバーに伝播されます。伝播が完了すると、この手順
で作成したエイリアスレコードの名前を使用して、トラフィックを Elastic Beanstalk 環境にルーティ
ングできるようになります。

ELB ロードバランサーへのトラフィックのルー
ティング

複数の Amazon EC2 インスタンスでウェブサイトをホストしている場合、Elastic Load Balancing (ELB) 
ロードバランサーを使用して、ウェブサイトへのトラフィックを、インスタンスをまたがって分散できま
す。ELB サービスは、ウェブサイトへのトラフィックが時間の経過とともに変化するにつれてロードバラ
ンサーを自動的にスケーリングします。また、ロードバランサーは登録されているインスタンスの状態を
監視して、トラフィックを正常なインスタンスにのみルーティングすることができます。

ドメイントラフィックを ELB ロードバランサーにルーティングするには、Amazon Route 53 を使用し
て、ロードバランサーをポイントするエイリアスレコードを作成します。エイリアスレコードは、DNS へ
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前提条件

の Route 53 拡張です。CNAME レコードに似ていますが、ルートドメイン (example.com など) とサブド
メイン (www.example.com など) の両方にエイリアスレコードを作成できます (サブドメインのみに対して 
CNAME レコードを作成できます)。

Note

Route 53 では、ELB ロードバランサーまたは他の AWS リソースへのエイリアスクエリには料金
が発生しません。

前提条件
使用開始には、以下が必要です。

• ELB ロードバランサー。ELB Classic、Application、または Network Load Balancer を使用できます。
ロードバランサーの作成の詳細については、Elastic Load Balancing ユーザーガイドの「Elastic Load 
Balancing の使用開始」を参照してください。

ロードバランサーには、覚えやすい意味を持った名前を設定してください。ロードバランサーの作成時
に指定した名前は、Route 53 コンソールでエイリアスレコードを作成するときに選択する名前になりま
す。

• 登録済みドメイン名 Route 53 をドメインレジストラとして使用することも、別のレジストラを使用す
ることもできます。

• ドメインの DNS サービスとしての Route 53。Route 53 を使用してドメイン名を登録した場合、Route 
53 をドメインの DNS サービスとして自動的に設定します。

Route 53 をドメインの DNS サービスプロバイダとして使用する方法の詳細については、「Amazon 
Route 53 を既存ドメインの DNS サービスとして使用する (p. 332)」を参照してください。

トラフィックが ELB ロードバランサーにルーティン
グされるように Amazon Route 53 を設定
トラフィックが ELB ロードバランサーにルーティングされるように Amazon Route 53 を設定するには、
以下の手順を実行します。

ELB ロードバランサーにトラフィックをルーティングするには

1. Route 53 ホストゾーンと ELB ロードバランサーの作成時に同じアカウントを使用した場合は、ス
テップ 2 に進みます。

ホストゾーンと ELB ロードバランサーの作成時に異なるアカウントを使用した場合は、「ELB ロー
ドバランサーの DNS 名の取得 (p. 405)」の手順を実行して、ロードバランサーの DNS 名を取得しま
す。

2. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

3. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
4. ロードバランサーへのトラフィックのルーティングに使用するドメイン名があるホストゾーンの名前

を選択します。
5. [Create record (レコードを作成)] を選択します。
6. 次の値を指定します。

ルーティングポリシー

該当するルーティングポリシーを選択します。詳細については、「ルーティングポリシーの選
択 (p. 381)」を参照してください
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レコード名

ELB ロードバランサーへのトラフィックのルーティングに使用するドメイン名またはサブドメイ
ンを入力します。デフォルト値はホストゾーンの名前です。

たとえば、ホストゾーンの名前が example.com で、acme.example.com を使用してトラフィック
をロードバランサーにルーティングする場合、「acme」と入力します。

エイリアス

クイック作成レコード作成方法を使用している場合、[エイリアス] をオンにします。
値/トラフィックのルーティング先

[アプリケーションおよびClassic Load Balancer エイリアス] または [Network Load Balancer エイ
リアス] を選択し、エンドポイントの元のリージョンを選択します。

同じ AWS アカウントを使用してホストゾーンと ELB ロードバランサーを作成した場合は、ロー
ドバランサーの作成時に割り当てた名前を選択します。

異なるアカウントでホストゾーンと ELB ロードバランサーを作成している場合には、この手順の
ステップ 1 で取得した値を入力します。

Note

コンソールでは、同じ AWS アカウントからの場合のみ、アプリケーションとClassic 
Load Balancer の DNS 名の前に「dualstack.」を付加します。ウェブブラウザなどのク
ライアントが、ドメイン名 (example.com) またはサブドメイン名 (www.example.com) 
の IP アドレスをリクエストする場合、そのクライアントは IPv4 アドレス (A レコー
ド)、IPv6 アドレス (AAAA レコード)、または IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方を 
(IPv4 を先にして個別に) リクエストできます。[dualstack.] の指定により、Route 53 
は、クライアントがリクエストした IP アドレス形式に基づいて、ロードバランサーに
対する適切な IP アドレスで応答することができます。別のアカウントからのアプリケー
ションとClassic Load Balancer には、「dualstack.」を前に付加する必要があります。

レコードタイプ

[A – IPv4 address (A – IPv4 address)] を選択します。
ターゲットの正常性の評価

Route 53 で、リソースの状態に基づいてトラフィックをルーティングする場合は、[Yes] を選択
します。リソースのヘルスチェックの詳細については、「Amazon Route 53 ヘルスチェックの作
成と DNS フェイルオーバーの設定 (p. 542)」を参照してください。

7. [Create records] (レコードを作成) を選択します。

通常、変更は 60 秒以内にすべての Route 53 サーバーに伝播されます。伝達が完了すると、この手順
で作成したエイリアスレコードの名前を使用してロードバランサーにトラフィックをルーティングで
きるようになります。

Amazon S3 バケットでホストされているウェブサ
イトへのトラフィックのルーティング

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) では、安全で耐久性があり、拡張性の高いクラウドスト
レージを提供します。静的ウェブサイトをホストするように S3 バケットを設定し、ウェブページとクラ
イアント側スクリプトを配置できます。(S3 ではサーバー側スクリプトがサポートされていません)。

ドメイントラフィックを S3 バケットにルーティングするには、Amazon Route 53 を使用して、バケッ
トをポイントするエイリアスレコードを作成します。エイリアスレコードは、DNS への Route 53 拡張で
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前提条件

す。ルートドメイン (example.com など) とサブドメイン (www.example.com など) の両方にエイリアスレ
コードを作成できることを除いて、CNAME レコードに似ています。サブドメインのみに対して CNAME 
レコードを作成できます。

Note

Route 53 では、S3 バケットや他の AWS リソースへのエイリアスクエリには料金が発生しませ
ん。

前提条件
使用開始には、以下が必要です。Amazon Route 53 または S3 を初めて使用する場合は、「Amazon 
Route 53 の開始方法 (p. 16)」を参照してください。ここでは、ドメイン名の登録、S3 バケットの作成と
設定を含めて、プロセス全体について説明されています。

• 静的ウェブサイトをホストするように設定された S3 バケット。

詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドのウェブサイトホスティング用にバ
ケットを設定するを参照してください。

Important

バケットは、ドメインまたはサブドメインと同じ名前にする必要があります。例えば、サブド
メイン acme.example.com を使用している場合、バケットの名前は acme.example.com にする
必要があります。

ドメインとそのサブドメイン (example.com と www.example.com など) のトラフィックは、単一のバ
ケットにルーティングすることができます。ドメインと各サブドメインのバケットを作成してすべて設
定します。ただし、1 つのバケットについては、残りのバケットにトラフィックをリダイレクトするよ
うに設定します。詳しくは、Amazon Route 53 の開始方法 (p. 16) を参照してください。

Note

ウェブサイトエンドポイントとして設定されている S3 バケットは SSL/TLS をサポートしない
ため、トラフィックを CloudFront ディストリビューションにルーティングして、S3 バケット
をディストリビューションのオリジンとして使用する必要があります。
CloudFront ディストリビューションを作成する手順については、「CloudFront ユーザーガイ
ド」の「ステップ 2: CloudFront ディストリビューションを作成する」および「代替ドメイン名
と HTTPS の設定」、ならびに ドメイン名を使用したトラフィックの Amazon CloudFront ディ
ストリビューションへのルーティング (p. 523) を参照してください。

• 登録済みドメイン名 Route 53 をドメインレジストラとして使用することも、別のレジストラを使用す
ることもできます。

• ドメインの DNS サービスとしての Route 53。Route 53 を使用してドメイン名を登録した場合、Route 
53 をドメインの DNS サービスとして自動的に設定します。

Route 53 をドメインの DNS サービスプロバイダとして使用する方法の詳細については、「Amazon 
Route 53 を既存ドメインの DNS サービスとして使用する (p. 332)」を参照してください。

トラフィックが S3 バケットにルーティングされるよ
うに Amazon Route 53 を設定
静的ウェブサイトをホストするよう設定されている S3 バケットにトラフィックがルーティングされるよ
うに Amazon Route 53 を設定するには、以下の手順を実行します。
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トラフィックが S3 バケットにルーティン
グされるように Amazon Route 53 を設定

S3 バケットにトラフィックをルーティングするには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
3. S3 バケットへのトラフィックのルーティングに使用するドメイン名があるホストゾーンの名前を選択

します。
4. [Create record (レコードを作成)] を選択します。
5. 次の値を指定します。

ルーティングポリシー

該当するルーティングポリシーを選択します。詳細については、「ルーティングポリシーの選
択 (p. 381)」を参照してください

レコード名

S3 バケットへのトラフィックのルーティングに使用するドメイン名を入力します。デフォルト値
はホストゾーンの名前です。

たとえば、ホストゾーンの名前が example.com で、acme.example.com を使用してトラフィック
をバケットにルーティングする場合、「acme」と入力します。

エイリアス

クイック作成レコード作成方法を使用している場合、[エイリアス] をオンにします。
値/トラフィックのルーティング先

[S3 ウェブサイトエンドポイントへのエイリアス]を選択し、エンドポイントの元のリージョンを
選択します。

[レコード名] に指定したのと同じ名前のバケットを選択します。

リストには、次の要件を満たすバケットのみが含まれます。
• バケットの名前は作成しているレコードの名前と同じである
• バケットはウェブサイトエンドポイントとして構成されている。
• バケットは現在の AWS アカウントによって作成されている

別の AWS アカウントを使用してバケットを作成した場合は、S3 バケットを作成したリージョ
ンの名前を入力します。リージョン名の正しい形式については、「Amazon Web Services 全
般のリファレンス」の「Amazon S3 ウェブサイトのエンドポイント」にアクセスし、表にあ
るウェブサイトのエンドポイント列を参照してください。

レコードタイプ

[A – IPv4 address (A – IPv4 address)] を選択します。
ターゲットの正常性の評価

デフォルト値の [Yes] をそのまま使用します。
6. [Create records] (レコードを作成) を選択します。

通常、変更は 60 秒以内にすべての Route 53 サーバーに伝播されます。伝達が完了すると、この手順
で作成したエイリアスレコードの名前を使用して、トラフィックを S3 バケットにルーティングでき
るようになります。
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Amazon Virtual Private Cloud イ
ンターフェイスエンドポイント

ドメイン名を使用してトラフィックを Amazon 
Virtual Private Cloud インターフェイスエンドポイ
ントにルーティングする

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) インターフェイスエンドポイントを介して AWS PrivateLink 
を使用して、選択したサービスにアクセスできます。これらのサービスには、AWS の一部のサービス、
他のAWS のお客様およびパートナーがそれぞれの VPC でホストしているサービス、サポートされている 
AWS Marketplace パートナーサービスが含まれます。

ドメイントラフィックをインターフェイスエンドポイントにルーティングするには、Amazon Route 
53 を使用してエイリアスレコードを作成します。エイリアスレコードは、DNS への Route 53 拡
張です。CNAME レコードに似ていますが、ルートドメイン (example.com など) とサブドメイン 
(www.example.com など) の両方にエイリアスレコードを作成できます サブドメインのみに対して 
CNAME レコードを作成できます。

Note

Route 53 では、インターフェイスエンドポイントまたは他の AWS リソースへのエイリアスクエ
リに料金はかかりません。

トピック
• 前提条件 (p. 537)
• トラフィックを Amazon VPC インターフェイスエンドポイントにルーティングする Amazon Route 

53 の設定 (p. 537)

前提条件
使用開始には、以下が必要です。

• Amazon VPC インターフェイスエンドポイント。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドのイン
ターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) をご参照ください。

• 登録済みドメイン名 Amazon Route 53 をドメインレジストラとして使用することも、別のレジストラを
使用することもできます。

• ドメインの DNS サービスとしての Route 53。Route 53 を使用してドメイン名を登録した場合、Route 
53 をドメインの DNS サービスとして自動的に設定します。

Route 53 をドメインの DNS サービスプロバイダとして使用する方法の詳細については、「Amazon 
Route 53 を既存ドメインの DNS サービスとして使用する (p. 332)」を参照してください。

トラフィックを Amazon VPC インターフェイスエン
ドポイントにルーティングする Amazon Route 53 の
設定
トラフィックを Amazon VPC インターフェイスエンドポイントにルーティングするように Amazon Route 
53 を設定するには、以下の手順を実行します。

トラフィックを Amazon VPC インターフェイスエンドポイントにルーティングするには

1. 同じアカウントを使用して Route 53 ホストゾーンと Amazon VPC インターフェイスエンドポイント
を作成した場合は、ステップ 2 に進みます。
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Amazon VPC インターフェイスのエンドポイント

異なるアカウントを使用してホストゾーンとインターフェイスエンドポイントを作成した場合は、イ
ンターフェイスエンドポイントのサービス名を取得します。

a. AWS Management Console にサインインし、Amazon VPC コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

b. ナビゲーションペインで、[エンドポイント] を選択します。
c. 右側のペインで、インターネットトラフィックのルーティング先となるエンドポイントを選択し

ます。
d. 下部のペインで、DNS 名の値 (vpce-0fd00dd593example-dexample.cloudtrail.us-

west-2.vpce.amazonaws.com など) を取得します。
2. Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。
3. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
4. インターフェイスエンドポイントへのトラフィックのルーティングに使用するドメイン名があるホス

トゾーンの名前を選択します。
5. [Create record (レコードを作成)] を選択します。
6. 次の値を指定します。

ルーティングポリシー

該当するルーティングポリシーを選択します。詳細については、「ルーティングポリシーの選
択 (p. 381)」を参照してください

レコード名

Amazon VPC インターフェイスエンドポイントへのトラフィックのルーティングに使用するドメ
イン名を入力します。

エイリアス

クイック作成レコード作成方法を使用している場合、[エイリアス] をオンにします。
値/トラフィックのルーティング先

[VPC エンドポイントへのエイリアス] を選択し、エンドポイントの元のリージョンを選択しま
す。

[エンドポイント] の値の指定方法は、ホストゾーンとインターフェイスエンドポイントの作成
に、同じ AWS アカウントを使用したか、異なるアカウントを使用したかによって違います。
• 同じアカウント – リストを選択し、[Amazon VPC エンドポイント] というカテゴリを見つけま

す。次に、インターネットトラフィックのルーティング先となるインターフェイスエンドポイ
ントの DNS 名を選択します。

• 異なるアカウント – この手順のステップ 1 で取得した値を入力します。
レコードタイプ

[A – IPv4 address (A – IPv4 address)] を選択します。
ターゲットの正常性の評価

デフォルト値の [Yes] をそのまま使用します。
7. [Create records] (レコードを作成) を選択します。

通常、変更は 60 秒以内にすべての Route 53 サーバーに伝播されます。伝達が完了すると、この手順
で作成したエイリアスレコードの名前を使用してトラフィックをインターフェイスエンドポイントに
ルーティングできるようになります。
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Amazon WorkMail

Amazon WorkMail へのトラフィックのルーティン
グ

Route 53 を使用すると、Amazon WorkMail の E メールドメインにトラフィックをルーティングできま
す。Route 53 ホストゾーンの名前 (example.com など) は、Amazon WorkMailドメインの名前と一致する
必要があります。

Note

Amazon WorkMailドメインにトラフィックをルーティングできるのは、パブリックホストゾーン
の場合のみです。

Amazon WorkMail にトラフィックをルーティングするには、次の 4 つの手順を実行します。

Amazon Route 53 を DNS サービスとして設定し、Amazon WorkMail 組織およびメールドメイン
を追加するには

1. メールアドレス (john@example.com など) に使用するドメイン名を登録していない場合、ドメインが
利用可能であることはわかっているため、ドメインを今すぐ登録します。詳細については、「新しい
ドメインの登録 (p. 42)」を参照してください

Amazon Route 53 が Amazon WorkMail に追加したメールドメインの DNS サービスでない場合は、該
当するドメインの DNS サービスを Route 53 に移行します。詳細については、「Amazon Route 53 を
既存ドメインの DNS サービスとして使用する (p. 332)」を参照してください

2. Amazon WorkMail 組織およびメールドメインを追加します。詳細については、Amazon WorkMail 管
理者ガイドの「新規ユーザーの利用開始」を参照してください。

Amazon WorkMail の Route 53 TXT レコードを作成するには

1. Amazon WorkMail コンソールのナビゲーションペインで、[ドメイン] を選択します。
2. Amazon WorkMail へのトラフィックのルーティングに使用するメールドメインの名前 (example.com 

など) を選択します。
3. 別のブラウザタブで、[Route 53 コンソール] を開きます。
4. Route 53 コンソールで次の操作を行います。

a. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
b. Amazon WorkMail メールドメインに使用するホストゾーンの名前を選択します。

5. Amazon WorkMail コンソールの [ステップ 1: ドメイン所有者の確認］ セクションで、［ホスト名] 列
に移動し、値のメールドメイン名より前の部分をコピーします。

例えば、Amazon WorkMail メールドメインが example.com で、[ホスト名] の値が
_amazonses.example.com である場合は、_amazonses をコピーします。

6. Route 53 コンソールで次の操作を行います。

a. レコードを作成を選択し、シンプルルーティングを選択します。
b. ［レコード名] に、ステップ 5 でコピーした値を貼り付けます。
c. [レコードタイプ] で、[TXT – テキスト] を選択します。

7. Amazon WorkMail コンソールで、該当する TXT レコードの [値] 列の値 (引用符を含む) をコピーしま
す。

8. Route 53 コンソールで次の操作を行います。

a. [値/トラフィックのルーティング先] で、IP アドレス、またはレコードタイプに応じた別の値を選
択し、ステップ 7 でコピーした値を貼り付けます。
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その他の AWS リソース

その他の設定は変更しないでください。
b. [作成] を選択します。

Amazon WorkMail の Route 53 MX レコードを作成するには

1. Amazon WorkMail コンソールで、[Step 2: Finalize domain setup] (ステップ 2: ドメインセットアッ
プの完了) のセクションで、[MX] の [Record type] (レコードタイプ) が表示されている行に移動して 
[Value] (値) 列の値をコピーします。

2. Route 53 コンソールで次の操作を行います。

a. [Create record (レコードを作成)] を選択します。
b. [値/トラフィックのルーティング先] で、IP アドレス、またはレコードタイプに応じた別の値を選

択し、ステップ 1 でコピーした値を貼り付けます。
c. ［レコードタイプ] で、[MX – Mail Exchange] を選択します。

その他の設定は変更しないでください。
d. [Create records] (レコードを作成) を選択します。

Amazon WorkMail 用に 4 つの Route 53 CNAME レコードを作成するには

1. Amazon WorkMail コンソールの [ステップ 2: ドメインセットアップのファイナライズ] セクション
で、[レコードタイプ] の値が [CNAME] である最初の行に移動します。[Hostname] 列で、値のメール
ドメイン名より前の部分をコピーします。

例えば、Amazon WorkMail メール ドメインが example.com で、[Hostname] の値が
autodiscover.example.com である場合は、autodiscoveｒ をコピーします。

2. Route 53 コンソールで次の操作を行います。

a. [Create record (レコードを作成)] を選択します。
b. ［レコード名] に、ステップ 1 でコピーした値を貼り付けます。
c. ［レコードタイプ] で、[CNAME - 正規化名] を選択します。

3. Amazon WorkMail コンソールの [レコードタイプ] が [CNAME ］である最初の行で、[値］ 列の値をコ
ピーします。

4. Route 53 コンソールで次の操作を行います。

a. [値/トラフィックのルーティング先] で、IP アドレス、またはレコードタイプに応じた別の値を選
択し、ステップ 3 でコピーした値を貼り付けます。

その他の設定は変更しないでください。
b. [Create records] (レコードを作成) を選択します。

5. Amazon WorkMail コンソールにリストされている残りの CNAME レコードに対して、ステップ 1 か
ら 4 を繰り返します。

他の AWS リソースへのトラフィックのルーティン
グ

以下は、他のサービスにおいて、Route 53 を使用してトラフィックをルーティングする方法を記載した各
ガイダンスの一覧です。

• 「AWS Cloud Map ユーザーガイド」の「AWS Cloud Map の使用」。
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• 「AWS App Runner デベロッパーガイド」の 「Manage custom domains」(カスタムドメインを管理す
る)。

• 「AWS Transfer Family ユーザーガイド」の「Using Route 53 as a DNS provider」(Amazon Route 53 
を DNS プロバイダーとして使用します。)。

• Route 53 を使用してドメインを Amazon Lightsail インスタンスへポイント。
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Amazon Route 53 ヘルスチェックの
作成と DNS フェイルオーバーの設定

Amazon Route 53 ヘルスチェックでは、ウェブアプリケーション、ウェブサーバー、その他のリソースの
正常性とパフォーマンスを監視します。作成した各ヘルスチェックは、次の方法のいずれかでモニタリン
グできます。

• ウェブサーバーなどの指定されたリソースのヘルスチェック
• そのほかのヘルスチェックのステータス
• Amazon CloudWatch アラームの状態
• さらに、Amazon Route 53 Application Recovery Controller を使用すると、DNS フェイルオーバーレ

コードを使用してルーティングコントロールのヘルスチェックをセットアップして、アプリケーショ
ンのトラフィックフェイルオーバーを管理できます。詳細については、Amazon Route 53 Application 
Recovery Controller デベロッパーガイドを参照してください。

ヘルスチェックの種類に関する概要については、「Amazon Route 53 ヘルスチェックの種類 (p. 543)」
を参照してください。ヘルスチェックの作成の詳細については、「ヘルスチェックの作成と更
新 (p. 546)」を参照してください。

ヘルスチェックの作成後、ヘルスチェックのステータスを確認する、ステータスが変更したときに通知を
受け取る、そして DNS フェイルオーバーを設定できます。

ヘルスチェックのステータスと通知を表示する

ヘルスチェックの現在と最近のステータスをRoute 53 コンソールで表示できます。 AWSSDK、AWS 
Command Line Interface、AWS Tools for Windows PowerShellもしくはRoute 53 API のいずれかを使
用してプログラムでヘルスチェックを行うこともできます。

ヘルスチェックのステータスが変更されたときに通知を受け取るには、各ヘルスチェックに Amazon 
CloudWatch アラームを設定できます。

ヘルスチェックのステータス表示と通知の受信の詳細については、「ヘルスチェックのステータス監
視と通知の受信 (p. 558)」を参照してください。

DNS フェイルオーバーの設定

同じ機能を実行する複数のリソースがある場合、DNS フェイルオーバーを設定して Route 53 がト
ラフィックを異常なリソースから正常なリソースへとルーティングできます。例えば、2 つのウェブ
サーバーがあり、そのうち 1 つのウェブサーバーが異常になった場合、Route 53 はもう 1 つのウェ
ブサーバーにトラフィックをルーティングできます。詳細については、「DNS フェイルオーバーの設
定 (p. 565)」を参照してください。

トピック
• Amazon Route 53 ヘルスチェックの種類 (p. 543)
• Amazon Route 53 でヘルスチェックの正常性を判断する方法 (p. 544)
• ヘルスチェックの作成、更新、削除 (p. 546)
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• ヘルスチェックのステータス監視と通知の受信 (p. 558)
• DNS フェイルオーバーの設定 (p. 565)
• ヘルスチェックの名前付けとタグ付け (p. 577)
• Amazon Route 53 API バージョン 2012-12-12 未満でのヘルスチェックの使用 (p. 579)

Amazon Route 53 ヘルスチェックの種類
種類の Amazon Route 53 ヘルスチェックを作成できます。

エンドポイントをモニタリングするヘルスチェック

IP アドレスあるいはドメイン名で特定するエンドポイントをモニタリングするヘルスチェックを設
定できます。指定された一定の間隔で、Route 53 は、自動リクエストをインターネット経由でアプ
リケーションやサーバーなどのリソースに送信して、そのリソースが到達可能、使用可能、機能中で
あることを確認します。オプションで、ユーザーが行ったものと同様のリクエスト (特定の URL への
ウェブページのリクエストなど) を行うように、ヘルスチェックを設定できます。

他のヘルスチェック (算出したヘルスチェック) を監視するヘルスチェック

他のヘルスチェックの正常または異常の判断を、Route 53 が行うべきかどうかをモニタリングする、
ヘルスチェックを作成できます。この方法が便利な状況のひとつが、複数のウェブサーバーなどの同
じ機能を実行する複数のリソースがあるときに、最低限のリソースが正常であるかどうかに重点を置
く場合です。ヘルスチェックの通知設定をせずに、各リソースにヘルスチェックを作成できます。続
いて、そのほかのヘルスチェックのステータスをモニタリングするヘルスチェックを作成し、利用で
きるウェブリソース数が指定するしきい値を下回る場合に通知を行うように設定できます。

CloudWatch アラームをモニタリングするヘルスチェック

Amazon DynamoDB データベースへのスロットル読み込みイベント数や正常に機能していると推測さ
れる Elastic Load Balancing ホストの数などの CloudWatch メトリクスのステータスをモニタリング
する CloudWatch アラームを作成できます。アラームを作成したら、そのアラームをモニタリングす
る CloudWatch と同じデータストリームをモニタリングするヘルスチェックを作成できます。

耐障害性と可用性を向上させるため、Route 53 は CloudWatch アラーム が ALARM 状態になるまで待
ちません。ヘルスチェックのステータスの正常から異常への変更は、CloudWatch アラームのデータ
ストリームと基準に基づいて発生します。

Route 53 は、以下の機能で CloudWatch アラームをサポートしています。
• 標準解像度メトリクス。高解像度のメトリクスはサポートされていません。詳細について

は、Amazon CloudWatch ユーザーガイド の「高解像度メトリクス」を参照してください。
• 統計: 平均値、最小値、最大値、合計値、およびサンプル数。拡張統計はサポートされていません。

Amazon Route 53 Application Recovery Controller

Amazon Route 53 Application Recovery Controller では、アプリケーションとリソースのリカバリ準備
が整っているかどうかに関するインサイトを得ることができるため、フェイルオーバーの管理や調整
に役立ちます。Route 53 ARC のヘルスチェックは、ルーティングコントロールに関連付けられ、オ
ンまたはオフの単純切り替えになっています。フェールオーバー DNS レコードでルーティングコン
トロールのヘルスチェックをそれぞれ設定します。次に、Route 53 ARC のルーティングコントロー
ルを更新するだけで、(例えば、アベイラビリティーゾーンやAWS リージョン間で) トラフィックの
ルーティングやアプリケーションのフェイルオーバーが可能になります。詳細については、Amazon 
Route 53 Application Recovery Controller デベロッパーガイドを参照してください。

準備状況チェックの詳細については、「Readiness check in Route 53 ARC」を参照してください。
ルーティングコントロールの詳細については、「Route 53 ARC デベロッパーガイド」の「Routing 
control in Route 53 ARC」を参照してください。
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Amazon Route 53 でヘルスチェックの正常性を判
断する方法

ヘルスチェックが正常かどうかを判断するために Amazon Route 53 が使用する方法は、ヘルスチェックの
タイプによって異なります。

トピック
• Route 53 がエンドポイントをモニタリングするヘルスチェックのステータスを決定する方

法 (p. 544)
• Route 53 が他のヘルスチェックをモニタリングするヘルスチェックのステータスを決定する方

法 (p. 545)
• Route 53 が CloudWatch アラームをモニタリングするヘルスチェックのステータスを決定する方

法 (p. 545)

Route 53 がエンドポイントをモニタリングするヘルス
チェックのステータスを決定する方法
Route 53 は、世界各地にヘルスチェッカーを持っています。エンドポイントをモニタリングするヘルス
チェックを作成すると、ヘルスチェッカーは、エンドポイントが正常であるかどうかを判断するために
ユーザーが指定するエンドポイントにリクエストの送信を開始します Route 53 で使用するロケーション
を選択することや、チェックの間隔 (10 秒ごとまたは 30 秒ごと) を指定することができます。異なるデー
タセンターの Route 53 ヘルスチェッカーは互いに調整しないため、選択した間隔に関係なく、1 秒あたり
複数のリクエストを受け取った後、数秒間はヘルスチェックを受け取らないということが生じる場合があ
ります。

各ヘルスチェッカーは、次の 2 つの値に基づいてエンドポイントの正常性を評価します。

• 応答時間。さまざまな理由から、ヘルスチェックリクエストに対するリソースの応答が遅くなったり、
応答に失敗したりすることがあります。例えば、リソースがメンテナンスのためにシャットダウンし
ている、分散サービス妨害 (DDoS) 攻撃にあっている、ネットワークがダウンしている、などの理由で
す。

• エンドポイントが、指定した連続する回数のヘルスチェックに応答するかどうか (失敗のしきい値)

Route 53 はヘルスチェッカーからデータを集計し、エンドポイントが正常であるかどうかを判断します。

• 18% を超えるヘルスチェッカーがエンドポイントを正常であるとレポートした場合、Route 53 はその
エンドポイントを正常と見なします。

• 18% 以下のヘルスチェッカーがエンドポイントを正常であるとレポートした場合、Route 53 はそのエ
ンドポイントを異常と見なします。

18% という値が選ばれたのは、複数のリージョンのヘルスチェッカーが確実にエンドポイントを正常であ
ると見なすようにするためです。これにより、ネットワークの状態によって一部のヘルスチェックの場所
からエンドポイントが分離されたというだけで、エンドポイントを異常と見なすことを回避できます。こ
の値は、将来のリリースで変更される可能性があります。

個々のヘルスチェッカーが、エンドポイントが正常であるかどうかを判断するために使用する応答時間
は、ヘルスチェックのタイプによって異なります。

• HTTP/HTTPS ヘルスチェック – Route 53 が、エンドポイントとの TCP 接続を 4 秒以内に確立できるこ
とが必要です。加えて、接続後 2 秒以内に、HTTP ステータスコード 2xx または 3xx でエンドポイント
が応答する必要があります。
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するヘルスチェックのステータスを決定する方法

Note

HTTPS ヘルスチェックでは SSL/TLS 証明書が検証されないため、証明書が無効または期限切
れの場合でもチェックが不合格になることはありません。

• TCP ヘルスチェック: Route 53 が、エンドポイントとの TCP 接続を 10 秒以内に確立できることが必要
です。

• HTTP/HTTPS ヘルスチェックと文字列一致: HTTP/HTTPS ヘルスチェックと同様に、Route 53 はエン
ドポイントとの TCP 接続を 4 秒以内に確立し、そのエンドポイントは接続後 2 秒以内に 2xx または 
3xx の HTTP ステータスコードで応答する必要があります。

Route 53 ヘルスチェッカーは、HTTP ステータスコードを受信後、続けて 2 秒以内にエンドポイントか
らレスポンス本文を受信する必要があります。Route 53 は、指定された文字列をレスポンス本文から検
索します。その際、検索文字列全体が、レスポンス本文の最初の 5,120 バイト内に出現している必要が
あります。それ以外の場合、エンドポイントはヘルスチェックで不合格となります。Route 53 コンソー
ルを使用している場合は、文字列の検索 フィールドに文字列を指定します。Route 53 API を使用してい
る場合は、ヘルスチェックの作成時に、SearchString 要素で文字列を指定します。

エンドポイントを監視するヘルスチェック (TCP ヘルスチェックを除く) で、エンドポイントからの応答に
ヘッダーが含まれている場合、ヘッダーは RFC7230、Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): メッセージ
構文とルーティング、セクション 3.2、「ヘッダーフィールド」で定義されている形式でなければなりま
せん。

Route 53 は、実際のステータス (正常または非正常) を決定するための十分なデータを得るまでは、新し
いヘルスチェックを正常と見なします。ヘルスチェックのステータスを反転するオプションを選択した場
合、Route 53 は、十分なデータを得るまでは、新しいヘルスチェックを非正常と見なします。

Route 53 が他のヘルスチェックをモニタリングするヘ
ルスチェックのステータスを決定する方法
ヘルスチェックは、他のヘルスチェックのステータスをモニタリングできます。このタイプのヘルス
チェックは、算出したヘルスチェックとして知られています。監視を行うヘルスチェックが親ヘルス
チェックで、監視されるヘルスチェックが子ヘルスチェックです。1 つの親ヘルスチェックは、最大 255 
の子ヘルスチェックの状態を監視できます。以下に、監視活動の仕組みを示します。

• Route 53 は、正常であると考えられる子のヘルスチェックの数を合計します。
• Route 53 はその後、正常と見なされる親のヘルスチェックのステータスについて正常でなければならな

い子ヘルスチェック数と、その数を比較します。

詳細については、「」の 他のヘルスチェック (算出したヘルスチェック) の監視 (p. 550) を参照してくだ
さい。

Route 53 は、実際のステータス (正常または非正常) を決定するための十分なデータを得るまでは、新し
いヘルスチェックを正常と見なします。ヘルスチェックのステータスを反転するオプションを選択した場
合、Route 53 は、十分なデータを得るまでは、新しいヘルスチェックを非正常と見なします。

Route 53 が CloudWatch アラームをモニタリングする
ヘルスチェックのステータスを決定する方法
CloudWatch アラームに基づくヘルスチェックを作成した場合、Route 53 は該当するアラームの状態で
はなくそのアラームのデータストリームをモニタリングします。データストリームがアラームの状態を 
[OK] と示している場合、ヘルスチェックは正常と見なされます。データストリームが状態を [アラーム] 
と示している場合、ヘルスチェックは異常と見なされます。アラームの状態を判断するための十分な情
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報がデータストリームから提供されない場合、ヘルスチェックのステータスは [ヘルスチェックステータ
ス] の設定 (正常、異常、または最後の既知の状態) によって決まります (Route 53 API では、この設定は
InsufficientDataHealthStatus です)。

Route 53 では、クロスアカウント CloudWatch アラームをサポートしていません。

Note

Route 53 のヘルスチェックでは、CloudWatch アラームの状態ではなく CloudWatch のデータス
トリームがモニタリングされるため、 CloudWatch の SetAlarmState API オペレーションを使用
してヘルスチェックのステータスを強制的に変更することはできません。

Route 53 は、実際のステータス (正常または非正常) を決定するための十分なデータを得るまでは、新し
いヘルスチェックを正常と見なします。ヘルスチェックのステータスを反転するオプションを選択した場
合、Route 53 は、十分なデータを得るまでは、新しいヘルスチェックを非正常と見なします。

ヘルスチェックの作成、更新、削除
以下のトピックの手順では、Route 53 のヘルスチェックを作成、更新、削除する方法について説明しま
す。

Important

これらの手順に進む前に、レコードに関連付けられているヘルスチェックを更新または削除す
る場合は、「DNS フェイルオーバーが設定されている場合のヘルスチェックの更新または削
除 (p. 557)」のタスクを確認してください。

トピック
• ヘルスチェックの作成と更新 (p. 546)
• ヘルスチェックを作成または更新するときに指定する値 (p. 547)
• ヘルスチェックを作成すると Amazon Route 53 が表示する値 (p. 555)
• CloudWatch アラーム設定を変更する場合のヘルスチェックの更新 (CloudWatch アラームのみをモニ

タリングするヘルスチェック) (p. 556)
• ヘルスチェックの削除 (p. 556)
• DNS フェイルオーバーが設定されている場合のヘルスチェックの更新または削除 (p. 557)
• Amazon Route 53 のヘルスチェックができるようにルーターとファイアウォールのルールを設定す

る (p. 557)

ヘルスチェックの作成と更新
以下の手順では、Route 53 コンソールを使用してヘルスチェックを作成したり更新したりする方法につい
て説明します。

使用してヘルスチェックを作成または更新するには (コンソール)

1. 既にレコードに関連付けられているヘルスチェックを更新する場合は、「DNS フェイルオーバーが設
定されている場合のヘルスチェックの更新または削除 (p. 557)」で推奨されているタスクを実行しま
す。

2. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

3. ナビゲーションペインで [ヘルスチェック] を選択します。
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4. 既存のヘルスチェックを更新する場合は、目的のヘルスチェックを選択してから、[Edit Health Check] 
を選択します。

ヘルスチェックを作成する場合は、[Create Health Check] を選択します。各設定の詳細については、
ラベルの上にマウスポインタを移動してツールヒントを表示してください。

5. 適切な値を入力します。一部の値はヘルスチェックの作成後に変更できないのでご注意ください。詳
細については、ヘルスチェックを作成または更新するときに指定する値 (p. 547)を参照してくださ
い。

6. ヘルスチェックの作成 を選択します。

Note

Route 53 は、実際のステータス (正常または非正常) を決定するための十分なデータを得るま
では、新しいヘルスチェックを正常と見なします。ヘルスチェックのステータスを反転する
オプションを選択した場合、Route 53 は、十分なデータを得るまでは、新しいヘルスチェッ
クを非正常と見なします。

7. 1 つまたは複数の Route 53 レコードにヘルスチェックを関連付けます。レコードの作成と更新につい
ては、「レコードを使用する (p. 380)」を参照してください。

ヘルスチェックを作成または更新するときに指定する
値
ヘルスチェックを作成または更新する際は、該当する値を指定します。一部の値はヘルスチェックの作成
後に変更できないのでご注意ください。

トピック
• エンドポイントの監視 (p. 548)
• 他のヘルスチェック (算出したヘルスチェック) の監視 (p. 550)
• CloudWatch アラームのモニタリング (p. 551)
• 高度な設定 (「エンドポイントを監視」する場合のみ) (p. 552)
• ヘルスチェックが失敗した場合の通知を取得する (p. 555)

名前

オプション（ただし推奨）: ヘルスチェックに割り当てる名前。[名前] に値が指定された場
合、Route 53 は、ヘルスチェックにタグを追加し、そのタグのキーに Name という値を割り当てたう
えで、指定された値をタグの値に割り当てます。Route 53 コンソールに表示されるヘルスチェックの
リストには、[名前] タグの値が表示されるため、個々のヘルスチェックが識別しやすくなります。

タグ付けとヘルスチェックの詳細については、「ヘルスチェックの名前付けとタグ付け (p. 577)」を
参照してください。

モニタリングの対象

このヘルスチェックで、エンドポイントを監視するか、または他のヘルスチェックのステータスを監
視するか。
• エンドポイント: Route 53 は指定したエンドポイントの状態を監視します。ドメイン名または IP ア

ドレスとポートを指定して、エンドポイントを指定できます。

Note

AWS エンドポイント以外を指定すると、追加料金が適用されます。AWS エンドポイント
の定義などの詳細については、Route 53 料金表の「ヘルスチェック」を参照してくださ
い。
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• 他のヘルスチェック (計算されたヘルスチェック) のステータス: Route 53 は、指定した他のヘル
スチェックの状態に基づいてこの状態チェックが正常であるかどうかを決定します。このヘルス
チェックが正常であると判断されるために必要なヘルスチェック数も指定します。

• CloudWatch アラームのデータストリームの状態 - Route 53 は、CloudWatch アラームのデータス
トリームをモニタリングして、このヘルスチェックが正常かどうかを判断します。

エンドポイントの監視
このヘルスチェックでエンドポイントを監視する場合、以下の値を指定します。

• Specify endpoint by
• Protocol
• IP address
• Host name
• Port
• Domain name
• Path

エンドポイントの指定

IP アドレスまたはドメイン名を使用してエンドポイントを指定するかどうか。

ヘルスチェックの作成後は、[Specify endpoint by] の値を変更できません。
プロトコル

エンドポイントの正常性をチェックする際に Route 53 が使用する方法。
• HTTP: Route 53 は TCP 接続を確立しようとします。成功した場合、 Route 53 は HTTP リクエス

トを送信し、2xx または 3xx の HTTP ステータスコードを待機します。
• HTTPS: Route 53 は TCP 接続を確立しようとします。成功した場合、Route 53 は HTTPS リクエ

ストを送信し、2xx または 3xx の HTTP ステータスコードを待機します。
Important

[HTTPS] を選択する場合は、エンドポイントが TLS v1.0 以降をサポートする必要がありま
す。

プロトコルの値に HTTPS を選択すると、追加料金が適用されます。詳細については、「Route 53 
料金表」を参照してください。

• TCP: Route 53 は TCP 接続を確立しようとします。

詳細については、「Amazon Route 53 でヘルスチェックの正常性を判断する方法 (p. 544)」を参照
してください。

ヘルスチェックの作成後は、[Protocol] の値を変更できません。
IP アドレス ([IP アドレスでエンドポイントを指定する] を選択した場合のみ)

Route 53 でヘルスチェックを実行するエンドポイントの IPv4 または IPv6 アドレス ([IP アドレスでエ
ンドポイントを指定する] を選択した場合のみ)。

エンドポイントの IP アドレスの範囲がローカル、プライベート、ルーティング範囲外、マルチキャス
トのいずれかに該当する場合、Route 53 は、エンドポイントの正常性をチェックできません。ヘルス
チェックを作成できない IP アドレスの詳細については、以下のドキュメントを参照してください。
• RFC 5735, Special Use IPv4 Addresses (RFC 5735、特殊用途のIPv4アドレス)
• RFC 6598, IANA-Reserved IPv4 Prefix for Shared Address Space (RFC 6598、IANA-共有アドレス

空間用に予約されたIPv4プレフィックス)。
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• RFC 5156, Special-Use IPv6 Addresses (RFC 5156、特殊用途のIPv6アドレス)

エンドポイントが Amazon EC2 インスタンスである場合は、Elastic IP アドレス を作成して EC2 イ
ンスタンスに関連付け、Elastic IP アドレスを指定するようお勧めします。これによってインスタンス
の IP アドレスが固定されます。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ドの「Elastic IP アドレス」を参照してください。

Amazon EC2 インスタンスを削除する場合、EIP に関連付けられているヘルスチェックも削除してく
ださい。詳細については、「ヘルスチェック用 Elastic IP アドレスのベストプラクティス (p. 693)」
を参照してください。

Note

AWS エンドポイント以外を指定すると、追加料金が適用されます。AWS エンドポイントの
定義などの詳細については、Route 53 料金表の「ヘルスチェック」を参照してください。

ホスト名 ([IP アドレスでエンドポイントを指定する] を選択した場合で、HTTP および HTTPSの場合のみ)

HTTP/HTTPS ヘルスチェックで Route 53 から Host ヘッダーに渡す値。通常は、Route 53 でヘルス
チェックを実行するウェブサイトの完全修飾 DNS 名を指定します。Route 53 がエンドポイントの正
常性をチェックするときに、Host ヘッダーがどのように構築されるかを以下に示します。
• [Protocol] の [Port] と [HTTP] に 80 の値を指定すると、Route 53 は ホスト名の値を含んだ Host

ヘッダーをエンドポイントに渡します。
• [Protocol] の [Port] と [HTTP] に 443 の値を指定すると、Route 53 は ホスト名の値を含んだ Host

ヘッダーをエンドポイントに渡します。
• [Protocol] の [Port] と [HTTP] または [HTTPS] に 別の値を指定すると、Route 53 は ####:Portの値

を含んだ Host ヘッダーをエンドポイントに渡します。

エンドポイントを IP アドレスで指定することを選択し、ホスト名に値を指定しない場合、Route 53 
は Host ヘッダーの IP アドレスの値を、以前の値に置き換えます。

ポート

Route 53 でヘルスチェックを実行するエンドポイント上のポート。
ドメイン名 (すべてのプロコルで、[エンドポイントをドメイン名で指定する] を選択した場合のみ)

[エンドポイントをドメイン名で指定する] を選択した場合の、Route 53 でヘルスチェックを実行する
エンドポイントのドメイン名 (example.com) またはサブドメイン名 (backend.example.com)。

エンドポイントをドメイン名で指定するように選択した場合、Route 53 は [ドメイン名] に指定したド
メイン名を解決するための DNS クエリを、[リクエスト間隔] に指定した間隔で送信します。DNS が
返す IP アドレスを使用して、Route 53 はエンドポイントの正常性を確認します。

Note

ドメイン名で エンドポイントを指定した場合、Route 53 は、IPv4 のみを使用して、ヘルス
チェックをエンドポイントに送信します。[Domain name] に指定した名前のタイプ A のレ
コードがない場合、ヘルスチェックは「DNS 解決策失敗」エラーで失敗します。

フェイルオーバー、位置情報、地理的近接性、レイテンシー、複数値、または加重のいずれかのレ
コードについて正常性をチェックする場合で、かつエンドポイントをドメイン名で指定した場合は、
エンドポイントごとにヘルスチェックを作成することをお勧めします。例えば、www.example.com 
のコンテンツを配信する各 HTTP サーバーについて、ヘルスチェックを作成します。[Domain 
name] の値には、レコードの名前 (www.example.com) ではなく、サーバーのドメイン名 (us-east-2-
www.example.com など) を指定します。

Important

この構成で、[ドメイン名] の値がレコードの名前と一致するヘルスチェックを作成し、それ
らのレコードにヘルスチェックを関連付けた場合、ヘルスチェックで予想できない結果が生
じます。
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さらに、[Protocol] の値が [HTTP] または [HTTPS] である場合、前述の [Host name] (ホスト名) で説
明したように、Host ヘッダーの [Domain name] (ドメイン名) の値が Route 53 から渡されます。
[Protocol] の値が [TCP] である場合、Route 53 は Host ヘッダーを渡しません。

Note

AWS エンドポイント以外を指定すると、追加料金が適用されます。AWS エンドポイントの
定義などの詳細については、Route 53 料金表の「ヘルスチェック」を参照してください。

パス (HTTP および HTTPS プロトコルの場合のみ)

ヘルスチェックの実行時に Route 53 でリクエストするパス。エンドポイントが正常であるとき
に、2xx または 3xx の HTTP ステータスコードが返されるパスを指定してください (ファイル
/docs/route53-health-check.html など)。クエリ文字列パラメータ (/welcome.html?
language=jp&login=y など) を含めることもできます。先頭がスラッシュ文字 (/) でない場
合、Route 53 はスラッシュ文字を自動的に追加します。

他のヘルスチェック (算出したヘルスチェック) の監視
このヘルスチェックで他のヘルスチェックのステータスを監視する場合、以下の値を指定します。

• Health checks to monitor
• Report healthy when
• Invert health check status
• Disabled

監視対象のヘルスチェック

Route 53 で監視するヘルスチェック。監視によりヘルスチェックの状態を判断します。

[Health checks to monitor] に最大 256 個のヘルスチェックを追加できます。リストからヘルスチェッ
クを削除するには、対象のヘルスチェックの強調表示部分の右にある [x] を選択します。

Note

算出したヘルスチェックを、算出したその他のヘルスチェックの状態を監視するように設定
することはできません。

算出したヘルスチェックの監視対象であるヘルスチェックを無効にすると、Route 53 は無効にしたヘ
ルスチェックを正常であるとみなした上で、算出したヘルスチェックが正常かどうかを計算します。
無効にしたヘルスチェックが異常とみなされるようにするには、[Invert health check status (ヘルス
チェックのステータスの反転)] チェックボックスをオンにします。

次の場合に正常であると報告します。

このヘルスチェックが正常かどうかを判断するために、Route 53 で実行する計算
• [選択したヘルスチェック y 個のうち少なくとも x 個が正常な場合に正常と報告する]: Route 53 は、

[モニターするヘルスチェック] に追加したヘルスチェックのうち指定数のヘルスチェックが正常で
ある場合に、そのヘルスチェックが正常であると見なします。次の点に注意してください。
• [モニターするヘルスチェック] に指定したヘルスチェックの数より大きい数値を指定した場

合、Route 53 は必ずこのヘルスチェックに不具合があると見なします。
• 0 を指定した場合、Route 53 は常にこのヘルスチェックが正常であると見なします。

• [すべてのヘルスチェックが正常である場合に正常であると報告する (AND)]: Route 53 は、[モニ
ターするヘルスチェック] に追加したヘルスチェックがすべて正常である場合にのみ、このヘルス
チェックを正常であると見なします。

• [1 つ以上のヘルスチェックが正常な場合に正常と報告する (OR)]: Route 53 は、[モニターするヘ
ルスチェック] に追加したヘルスチェックのうち少なくとも 1 つが正常である場合に、このヘルス
チェックが正常であると見なします。
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ヘルスチェックのステータスを反転させる

Route 53 でヘルスチェックのステータスを反転させるかどうかを選択します。このオプションを選択
した場合、Route 53 はステータスが正常であればヘルスチェックに不具合があると見なします。逆も
同様です。

無効

Route 53 によるヘルスチェックの実行を停止させます。ヘルスチェックを無効にすると、Route 53 
は、参照するヘルスチェックのステータスの集計を停止します。

ヘルスチェックを無効にすると、Route 53 は、そのヘルスチェックのステータスを常に正常とみなす
ようになります。DNS フェイルオーバーを設定した場合、Route 53 はトラフィックを引き続き該当
するリソースにルーティングします。リソースへのトラックのルーティングを停止させるには、Invert 
health check status の値を変更します。

Note

ヘルスチェックを無効にしても、ヘルスチェックの料金は適用されます。

CloudWatch アラームのモニタリング
このヘルスチェックで CloudWatch アラームのアラーム状態を監視する場合は、以下の値を指定します。

• CloudWatch alarm
• Health check status
• Invert health check status
• Disabled

CloudWatch アラーム

このヘルスチェックが正常かどうかを判断するために Route 53 が使用する CloudWatch アラームを選
択します。

Note

Route 53 は、以下の機能で CloudWatch アラームをサポートしています。
• 標準解像度メトリクス。高解像度のメトリクスはサポートされていません。詳細につい

ては、Amazon CloudWatch ユーザーガイド の「高解像度メトリクス」を参照してくださ
い。

• 統計: Average、Minimum、Maximum、Sum、および SampleCount。拡張統計はサポー
トされていません。

• Route 53 では、「N 個中 M 個」のアラームはサポートされていません。詳細について
は、Amazon CloudWatch ユーザーガイド の「アラームの評価」を参照してください。

Route 53 は、Metric Math を使用して複数の CloudWatch メトリクスをクエリするアラーム
をサポートしていません。

アラームを作成する場合は、次の手順を実行します。

1. [作成] を選択します。ブラウザの新しいタブに CloudWatch コンソールが表示されます。
2. 適切な値を入力します。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイド の「CloudWatch 

アラームの作成または編集」を参照してください。
3. Route 53 コンソールが表示されているブラウザタブに戻ります。
4. [CloudWatch alarm] の横にある更新ボタンを選択します。
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5. リストから新しいアラームを選択します。

Important

ヘルスチェックを作成したあとで CloudWatch アラームの設定を変更する場合、ヘルス
チェックを更新する必要があります。詳細については、「CloudWatch アラーム設定を変更す
る場合のヘルスチェックの更新 (CloudWatch アラームのみをモニタリングするヘルスチェッ
ク) (p. 556)」を参照してください。

ヘルスチェックステータス

CloudWatch アラームで選択したアラーム状態を判断するための、十分なデータが CloudWatch にな
い場合に、ヘルスチェックのステータス (正常、異常、または最後の既知の状態) を選択します。既知
の最新ステータスを使用することを選択した場合、Route 53 は、アラームの状態を判断するための十
分なデータが CloudWatch にあった最新のヘルスチェックのステータスを使用します。既知の最新ス
テータスがない新しいヘルスチェックの場合、ヘルスチェックのデフォルトステータスは "正常" にな
ります。

ヘルスチェックステータスの値は、一時的に CloudWatch メトリクスのデータストリームを用でき
なかった場合の、一時的なステータスを提供します。(Route 53 は、対応するアラームの状態ではな
く、CloudWatch メトリックスのデータストリームを監視します。) メトリクスが頻繁に、または長時
間 (数時間以上) 使用できなくなる場合は、既知の最新ステータスを使用しないことをお勧めします。

ヘルスチェックのステータスを反転させる

Route 53 でヘルスチェックのステータスを反転させるかどうかを選択します。このオプションを選択
した場合、Route 53 はステータスが正常であればヘルスチェックに不具合があると見なします。逆も
同様です。

無効

Route 53 によるヘルスチェックの実行を停止させます。ヘルスチェックを無効にすると、Route 53 
は該当する CloudWatch メトリクスのモニタリングを停止します。

ヘルスチェックを無効にすると、Route 53 は、そのヘルスチェックのステータスを常に正常とみなす
ようになります。DNS フェイルオーバーを設定した場合、Route 53 はトラフィックを引き続き該当
するリソースにルーティングします。リソースへのトラックのルーティングを停止させるには、Invert 
health check status の値を変更します。

Note

ヘルスチェックを無効にしても、ヘルスチェックの料金は適用されます。

高度な設定 (「エンドポイントを監視」する場合のみ)
エンドポイントを監視するオプションを選択した場合、以下の設定も指定できます。

• Request interval
• Failure threshold
• String matching
• Search string
• Latency graphs
• Enable SNI
• Health checker regions
• Invert health check status
• Disabled
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リクエストの間隔

各 Route 53 ヘルスチェッカーがエンドポイントから応答を受け取ってから、次のヘルスチェックリク
エストを送信するまでの秒数。30 秒の間隔を選択した場合、世界各地のデータセンターにあるそれぞ
れの Route 53 ヘルスチェッカーは、30 秒あたりに 1 つのヘルスチェックリクエストをエンドポイン
トに送信します。平均して、エンドポイントは約 2 秒ごとにヘルスチェックリクエストを受け取るこ
とになります。10 秒の間隔を選択した場合、エンドポイントは 1 秒にあたりに複数のヘルスチェック
リクエストを受け取ることになります。

異なるデータセンターの Route 53 ヘルスチェッカーは互いに調整しないため、選択した間隔に関係な
く、1 秒あたり複数のリクエストを受け取った後、数秒間はヘルスチェックを受け取らないというこ
とが生じる場合があります。

ヘルスチェックの作成後は、[リクエストの間隔] の値を変更できません。
Note

リクエストの間隔の値 で [高速（10秒）] を選択すると、追加料金が適用されます。詳細につ
いては、「Route 53 料金表」を参照してください。

失敗しきい値

Route 53 がエンドポイントの最新ステータスを異常から正常または正常から異常に変更するまでに必
要な、エンドポイントが連続してヘルスチェックに合格または不合格になる回数。詳細については、
「Amazon Route 53 でヘルスチェックの正常性を判断する方法 (p. 544)」を参照してください。

文字列マッチング (HTTP または HTTPS の場合のみ)

Route 53 で、HTTP または HTTPS リクエストをエンドポイントに送信、または指定文字列でレスポ
ンス本文を検索することにより、エンドポイントの状態を判断するかどうか。[文字列の検索] で指定
した値がレスポンス本文に含まれる場合、Route 53 は、そのエンドポイントが正常であると見なしま
す。レスポンス本文に含まれない場合、またはエンドポイントが応答しない場合、Route 53 は、その
エンドポイントを異常と見なします。検索文字列全体が、レスポンス本文の最初の 5,120 バイト内に
出現している必要があります。

ヘルスチェックの作成後は、[String Matching] の値を変更できません。
Note

[文字列マッチング] の値で [はい] を選択すると、追加料金が適用されます。詳細について
は、「Route 53 料金表」を参照してください。

ヘルスチェッカーが圧縮されたレスポンスを処理する方法

エンドポイントが圧縮されたレスポンスを返す Web サーバーである場合、Route 53 ヘルスチェッ
カーは、ヘルスチェッカーがサポートする圧縮アルゴリズムを使用して Web サーバーがレスポンスを
圧縮した場合にのみ、指定された検索文字列をチェックする前に、レスポンスを解凍します。Health 
チェッカーは、次の圧縮アルゴリズムをサポートしています。
• Gzip
• Deflate

別のアルゴリズムを使用してレスポンスが圧縮されている場合、ヘルスチェッカーは文字列を検索す
る前にレスポンスを解凍できません。この場合、検索はたいていいつも失敗し、Route 53 はエンドポ
イントを異常と見なします。

文字列の検索 ([文字列マッチング] が有効の場合のみ)

エンドポイントからのレスポンス本文内で Route 53 が検索する文字列 。最大長は 255 文字です。

Route 53 は、[文字列の検索] でレスポンス本文内を検索する場合、大文字小文字を識別します。
レイテンシーグラフ

Route 53 が複数の AWS リージョン内のヘルスチェッカーとエンドポイント間のレイテンシーを測定
するかどうかを選択します。このオプションを選択した場合、CloudWatch のレイテンシーのグラフ
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は、Route 53 コンソールの [ヘルスチェック] ページの [レイテンシー] タブに表示されます。Route 53 
ヘルスチェッカーがエンドポイントに接続できない場合、Route 53 はそのエンドポイントのレイテン
シーグラフを表示できません。

ヘルスチェックの作成後は、[Latency Measurements] の値を変更できません。

Note

ヘルスチェッカーとエンドポイント間のレイテンシーを計測するように Route 53 を設定す
る場合、追加料金が適用されます。詳細については、「Route 53 料金表」を参照してくださ
い。

SNI の有効化 (HTTPS のみ)

TLS ネゴシエーション中に、Route 53 が client_hello メッセージでエンドポイントにホスト名を
送信するかどうかを指定します。これにより、エンドポイントは該当する SSL/TLS 証明書で HTTPS 
リクエストに応答することができます。

一部のエンドポイントでは、HTTPS リクエストで client_hello メッセージにホスト名を含
める必要があります。SNI を有効にしない場合、ヘルスチェックのステータスは SSL alert 
handshake_failure になります。ヘルスチェックは、他の理由でもこのステータスになる場合があ
ります。SNI が有効であるのにこのエラーが表示される場合は、エンドポイントの SSL/TLS 設定を調
べて証明書が有効であることを確認します。

次の要件に注意してください。
• エンドポイントは SNI をサポートする必要があります。
• エンドポイントの SSL/TLS 証明書には、Common Name フィールドにドメイン名が 1 つ含まれてお

り、Subject Alternative Names フィールドにいくつか含まれている場合もあります。証明書
内のドメイン名のいずれかが　 [ホスト名] で指定している値と一致する必要があります。

ヘルスチェックリージョン

Route 53 でエンドポイントの正常性をチェックする場合には、推奨リージョンでヘルスチェッカーを
使用するか、お客様が指定したリージョンでヘルスチェッカーを使用するかを指定してください。

ヘルスチェックを更新して、ヘルスチェックを実行してきたリージョンを削除する場合、Route 53 
は最長 1 時間そのリージョンからのチェックを実行します。こうすることで、エンドポイント (例え
ば、3 つのリージョンを 4 つの異なるリージョンに置き換える場合) において何らかのヘルスチェッ
カーが常にチェックを実行するようにできます

[Customize] を選択した場合は、削除するリージョンの [x] を選択します。リージョンをリストに戻す
には、リスト末尾のスペースをクリックします。3 つ以上のリージョンを指定する必要があります。

ヘルスチェックのステータスを反転させる

Route 53 でヘルスチェックのステータスを反転させるかどうかを選択します。このオプションを選
択した場合、Route 53 はステータスが正常であればヘルスチェックに不具合があると見なします。
逆も同様です。例えば、文字列マッチングを設定していて、指定した値をエンドポイントが返した場
合に、Route 53 がヘルスチェックを [異常] と見なすようにできます。文字列一致を実行するヘルス
チェックの詳細については、「String matching」を参照してください。

無効

Route 53 によるヘルスチェックの実行を停止させます。ヘルスチェックを無効にすると、Route 53 
は、エンドポイントとの TCP 接続確立を中断しようとします。

ヘルスチェックを無効にすると、Route 53 は、そのヘルスチェックのステータスを常に正常とみなす
ようになります。DNS フェイルオーバーを設定した場合、Route 53 はトラフィックを引き続き該当
するリソースにルーティングします。リソースへのトラックのルーティングを停止させるには、Invert 
health check status の値を変更します。
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Note

ヘルスチェックを無効にしても、ヘルスチェックの料金は適用されます。

ヘルスチェックが失敗した場合の通知を取得する
ヘルスチェックが不合格の場合、次のオプションを使用してメールでの通知を設定します。

• Create alarm
• Send notification to
• Topic name
• Recipient email addresses

アラームの作成 (ヘルスチェックの作成時のみ)

デフォルトの CloudWatch アラームを作成するかどうかを指定します。[はい] を選択すると、このエ
ンドポイントのステータスが異常に変わって、そのエンドポイントの異常状態が 1 分間続いていると 
Route 53 が判断した場合に、CloudWatch が Amazon SNS 通知を送信します。

Note

ステータスが正常に戻ったときに CloudWatch が別の Amazon SNS 通知を送信するよう
にするには、ヘルスチェックの作成後にアラームをもう 1 つ作成します。詳細について
は、Amazon CloudWatchユーザーガイドの「Amazon CloudWatchアラームの作成］を参照
してください。

既存のヘルスチェックにアラームを作成する場合、または、エンドポイントが 1 分 (デフォルト値) と
は異なる時間、Route 53 に異常な状態とみなされると通知を受け取る場合は、[いいえ] を選択し、ヘ
ルスチェックの作成後にアラームを追加します。詳細については、「CloudWatch を使用したヘルス
チェックのモニタリング (p. 560)」を参照してください。

通知の送信先 (アラームの作成時のみ)

CloudWatch が既存または新規の Amazon SNS トピックに通知を送信するかどうかを指定します。
• [既存の SNS トピック]－リストからトピック名を選択します。トピックは、米国東部 (バージニア

北部) リージョンにある必要があります。
• 新規 SNS トピック　[Topic Name (トピック名)] にトピック名を入力し、[受信者］に通知を送信

したい［ E メールアドレス] を入力します。複数のアドレスがある場合は、カンマ (,)、セミコロン 
(;)、または空白で区切ります。

Route 53 は、米国東部 (バージニア北部) リージョンにトピックを作成します。
Topic Name (新しい SNS トピックの作成時のみ)

[ New SNS Topic] を指定した場合、新しいトピック名を入力します。
Recipient email addresses (新しい SNS トピックを作成する場合のみ)

[New SNS Topic] を指定した場合、通知の送信先となるメールアドレスを入力します。複数ある場合
は、カンマ (,)、セミコロン (;)、または空白で区切ります。

ヘルスチェックを作成すると Amazon Route 53 が表
示する値
[Create Health Check (ヘルスチェックの作成)] ページには、入力した値に応じて以下の値が表示されま
す。

API バージョン 2013-04-01
555

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/AlarmThatSendsEmail.html


Amazon Route 53 デベロッパーガイド
CloudWatch アラーム設定を変更
する場合のヘルスチェックの更新

URL

ヘルスチェックを実行する際に Route 53 がリクエストを送信する完全な URL (HTTP/HTTPS ヘルス
チェックの場合) または IP アドレスとポート (TCP ヘルスチェックの場合)。

ヘルスチェックタイプ

[Basic] または [Basic + additional options] (このヘルスチェックに対して指定した設定による)。追加オ
プションの料金については、「Route 53 料金表」を参照してください。

CloudWatch アラーム設定を変更する場合のヘルス
チェックの更新 (CloudWatch アラームのみをモニタリ
ングするヘルスチェック)
CloudWatch アラームへのデータストリームをモニタリングする Route 53 ヘルスチェックを作成した後に 
CloudWatch アラームの設定を更新すると、Route 53 ではヘルスチェックのアラーム設定は自動的に更新
されません。新しいアラーム設定を使用してヘルスチェックを開始するためには、ヘルスチェックを更新
する必要があります。

Note

ヘルスチェックの更新をプログラムするには、UpdateHealthCheck API を使用できま
す。AlarmIdentifier と Region の現在の値を指定するだけで、Route 53 が CloudWatch 
から最新の設定を取得します。詳細については、Amazon Route 53 API リファレンスの
「UpdateHealthCheck」を参照してください。

新しい CloudWatch アラーム設定があるヘルスチェックを更新するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Health Checks (ヘルスチェック)] を選択します。
3. 更新するヘルスチェックのチェックボックスを選択します。
4. [Edit health check] を選択します。

ヘルスチェックの CloudWatch アラームが変更されたことのお知らせが表示されます。[Details] 
フィールドには、新しいアラーム設定が表示されます。

5. [Save] を選択します。

ヘルスチェックの削除
ヘルスチェックを削除するには、次の手順を実行します。

Note

AWS Cloud Mapを使用していて、インスタンスの登録時に Route 53 ヘルスチェックを作成する
ように AWS Cloud Mapを設定している場合、Route 53 コンソールを使用してヘルスチェックを
削除することはできません。インスタンスの登録を解除すると、ヘルスチェックが自動的に削除
されます。ヘルスチェックが Route 53 コンソールに表示されなくなるまでに数時間かかる場合が
あります。

ヘルスチェックを削除するには (コンソール)

1. レコードに関連付けられているヘルスチェックを削除する場合は、「DNS フェイルオーバーが設定さ
れている場合のヘルスチェックの更新または削除 (p. 557)」で推奨されているタスクを実行します。
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2. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

3. ナビゲーションペインで [Health Checks (ヘルスチェック)] を選択します。
4. 右側のペインで、削除するヘルスチェックを選択します。
5. [Delete Health Check] を選択します。
6. [Yes, Delete] を選択して確定します。

DNS フェイルオーバーが設定されている場合のヘル
スチェックの更新または削除
レコードに関連付けられているヘルスチェックを更新または削除するとき、あるいは、ヘルスチェックが
関連付けられているレコードに変更を加えるときは、そうした変更が DNS クエリのルーティングや DNS 
フェイルオーバーの構成に及ぼす影響を考慮する必要があります。

Important

Route 53 に、ヘルスチェックの削除を防止する機構はありません。ヘルスチェックがレコードに
関連付けられていたとしても同様です。ヘルスチェックを削除したにもかかわらず、そこに関連
付けられていたレコードを更新しなかった場合、以後そのヘルスチェックのステータスが予測不
能となり、ステータスが変化する可能性もあります。この場合、DNS フェイルオーバー設定の 
DNS クエリのルーティングが影響を受けます。

既にレコードに関連付けられているヘルスチェックを更新または削除するには、次のタスクを実行するよ
うお勧めします。

1. ヘルスチェックに関連付けられているレコードを特定します。ヘルスチェックに関連付けられている
レコードを特定するには、次のいずれかを実行する必要があります。

• Route 53 コンソールを使用して各ホストゾーンのレコードを確認します。詳細については、「レ
コードの一覧表示 (p. 462)」を参照してください。

• 各ホストゾーンで ListResourceRecordSets API アクションを実行し、そのレスポンスを確認
します。詳細については、Amazon Route 53 API リファレンスの「ListResourceRecordSets」を参
照してください。

2. ヘルスチェックの更新や削除、レコードの更新によって生じる動作の変化を推定します。この評価に
基づいて、実際に行う変更を決めます。

詳細については、「ヘルスチェックを省略するとどうなるか (p. 570)」を参照してください。
3. ヘルスチェックおよびレコードに適宜変更を加えます。詳細については、以下のトピックを参照して

ください。

• ヘルスチェックの作成と更新 (p. 546)
• レコードの編集 (p. 461)

4. 今後使用しないヘルスチェックがあれば削除します。詳細については、「ヘルスチェックの削
除 (p. 556)」を参照してください。

Amazon Route 53 のヘルスチェックができるように
ルーターとファイアウォールのルールを設定する
Route 53 は、エンドポイントの正常性をチェックする際、ヘルスチェックの作成時に指定された IP アド
レスおよびポートに対し、HTTP、HTTPS、TCP のいずれかのリクエストを送信します。ヘルスチェック
が成功するためには、Route 53 ヘルスチェッカーが使用する IP アドレスからのインバウンドトラフィッ

API バージョン 2013-04-01
557

https://console.aws.amazon.com/route53/
https://console.aws.amazon.com/route53/
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_ListResourceRecordSets.html


Amazon Route 53 デベロッパーガイド
ヘルスチェックのステータス監視と通知の受信

クを、ルーターとファイアウォールのルールで許可する必要があります。(Amazon EC2 では、セキュリ
ティグループはファイアウォールとして動作します。詳細については、Linux インスタンス用の Amazon 
EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 セキュリティグループ」を参照してください。

Route 53 ヘルスチェッカー、Route 53 ネームサーバー、他の AWSサービスに使用する現在の IP アドレ
スの一覧については、Amazon Route 53 サーバーの IP アドレス範囲 (p. 677) を参照してください。

Important

許可された IP アドレスのリストに IP アドレスを追加する場合は、ヘルスチェックの作成時に指
定した各 AWS リージョンの CIDR 範囲内の IP アドレスをすべて追加します。Global CIDR 範囲
についても同様にします。リージョン内の 1 つの IP アドレスから送信されたヘルスチェックリク
エストが表示される場合があります。ただし、この IP アドレスを、そのリージョンの別の IP ア
ドレスにいつでも変更することができます。
現在のヘルスチェッカー IP アドレスと、古いヘルスチェッカー IP アドレスの両方が含まれてい
ることを確認する場合は、/26 および /18 の IP アドレス範囲を、すべて許可リストに追加しま
す。完全なリストについては、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS IP アドレス範囲」を参照
してください。

ヘルスチェックのステータス監視と通知の受信
Amazon Route 53 コンソールで、ヘルスチェックのステータスを監視できます。ヘルスチェックのステー
タスが変更されたら自動通知を受け取るように、CloudWatch アラームを設定することもできます。

トピック
• ヘルスチェックのステータスと失敗理由を表示する (p. 558)
• ヘルスチェッカーとエンドポイント間のレイテンシーのモニタリング (p. 559)
• CloudWatch を使用したヘルスチェックのモニタリング (p. 560)

ヘルスチェックのステータスと失敗理由を表示する
Route 53 コンソールでは、ヘルスチェックのステータス (正常または異常) を、 Route 53 ヘルスチェッ
カーのレポートにより表示できます。計算されたヘルスチェックグラフを除くすべてのヘルスチェックで
は、最後のヘルスチェックが失敗した理由を確認できます (例: ヘルスチェッカーがエンドポイントとの接
続を確立できなかった)。

ヘルスチェックのステータスと最後の失敗の理由を表示するには (コンソール使用)

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Health Checks (ヘルスチェック)] を選択します。
3. 全ヘルスチェックのステータスの概要 (正常または異常) を確認するには、[Status] (ステータス) 

列を参照します。詳細については、「Amazon Route 53 でヘルスチェックの正常性を判断する方
法 (p. 544)」を参照してください。

4. 計算されたヘルスチェックグラフを除くすべてのヘルスチェックについて、指定されたエンドポイン
トの状態をチェックする Route 53 ヘルスチェッカーのステータスを確認できます。ヘルスチェック
を選択します。

5. 下部のペインで、[Health Checkers] タブを選択します。
Note

ヘルスチェックのステータスと最後の失敗理由が [Status] 列に表示されるには、新しいヘル
スチェックが Route 53 の各ヘルスチェッカーに伝達される必要があります。伝達が完了する
まで、その列にはステータスが利用できない旨を示すメッセージが表示されます。
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6. ヘルスチェックの現在のステータスを表示するか、最後の失敗の日時と理由を表示するかを選択しま
す。[Status] タブの表には次の値が表示されます。

Health checker IP

ヘルスチェックを実行した Route 53 ヘルスチェッカーの IP アドレス。
Last checked

[Status] タブの上部で選択したオプションに応じて、ヘルスチェックの日時または最後の失敗の
日時。

ステータス

[Status] タブの上部で選択したオプションに応じて、ヘルスチェックの現在のステータスまたは
最後にヘルスチェックが失敗した理由。

ヘルスチェッカーとエンドポイント間のレイテンシー
のモニタリング
ヘルスチェックの作成時に、 (他のヘルスチェックのステータスではない) エンドポイントのステータスの
監視を選択して [Latency graphs (レイテンシーグラフ)] オプションを選択した場合、Route 53 コンソール
の CloudWatch グラフに次の値を表示することができます。

• Route 53 ヘルスチェッカーがエンドポイントとの TCP 接続を確立するのにかかる平均時間 (ミリ秒)
• Route 53 ヘルスチェッカーが HTTP または HTTPS リクエストへの応答の先頭バイトを受け取るまでに

かかった平均時間 (ミリ秒)
• Route 53 ヘルスチェッカーが SSL/TLS ハンドシェイクを完了するまでにかかった平均時間 (ミリ秒)

Note

既存のヘルスチェックではレイテンシーのモニタリングを有効にできません。

Important

ヘルスチェッカーは 16 個の冗長アベイラビリティーゾーンで実行されます。デプロイ、更新、
メンテナンスなどの理由で、アベイラビリティーゾーンを使用できないことがあります。ヘルス
チェックシステムは、お客様に影響を及ぼすことがないように、これを考慮して設計されていま
す。

Route 53 ヘルスチェッカーとエンドポイント間のレイテンシーを確認するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Health Checks (ヘルスチェック)] を選択します。
3. 目的のヘルスチェックの行を選択します。エンドポイントの状態を監視し、[Latency graphs] オプ

ションが有効になっているヘルスチェックについてのみ、レイテンシーデータを表示できます。
4. 下部のペインで、[Latency] タブを選択します。
5. レイテンシーグラフを表示する時間範囲と地理的リージョンを選択します。

グラフは、指定された時間範囲のステータスを表示します。

TCP 接続時間 (HTTP および TCP のみ)

選択した地理的リージョンのRoute 53 ヘルスチェッカーが、エンドポイントとの TCP 接続を確
立するのにかかった平均時間 (ミリ秒)。
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先頭バイトまでの時間 (HTTP および HTTPS のみ)

選択した地理的リージョンの Route 53 ヘルスチェッカーが、HTTP または HTTPS リクエストへ
の応答の先頭バイトを受け取るまでにかかった平均時間 (ミリ秒)。

SSL ハンドシェイク (HTTPS のみ) を完了するまでの時間

選択した地理的リージョンの Route 53 ヘルスチェッカーが、SSL/TLS ハンドシェイクを完了す
るまでにかかった平均時間 (ミリ秒)。

Note

複数のヘルスチェックを選択した場合、グラフには、各ヘルスチェックに対応する行が色分
けして表示されます。

6. グラフを拡大表示したり、異なる設定を指定するには、グラフをクリックします。以下の設定を指定
することができます。

Statistic

CloudWatch がデータに対して実行する計算内容を変更します。
時間範囲

夜間、過去 1 週間など、期間ごとのヘルスチェックのステータスを表示します。
Period

グラフのデータポイントの間隔を変更します。

次の点に注意してください。

• ヘルスチェックを作成した直後は、グラフにデータが表示されたり、利用可能なメトリクスのリス
トにヘルスチェックのメトリクスが表示されたりするまでに数分かかる場合があります。

• グラフは自動的には更新されません。表示を更新するには、更新 () アイコンを選択します。
• ヘルスチェックが接続タイムアウトなどの何らかの理由で失敗した場合、Route 53 はレイテンシー

を測定できず、レイテンシーデータは、障害が起きた期間のグラフには表示されなくなります。

CloudWatch を使用したヘルスチェックのモニタリン
グ
Route 53 ヘルスチェックは CloudWatch メトリクスと統合されており、次のことを実行できます。

• ヘルスチェックが適切に設定されているかどうかを確認できます。
• 指定した期間のヘルスチェックのステータスを確認できます。
• ヘルスチェックのステータスに不具合がある場合に Amazon SNS アラートを送信するように 

CloudWatch を設定できます。ただし、ヘルスチェックで不合格となってから、関連する SNS 通知が届
くまでには、数分かかる場合があります。

詳細については、「」を参照してくださいAmazon Route 53 でヘルスチェックの正常性を判断する方
法 (p. 544)

• ヘルスチェックのステータスを表示するには (コンソール) (p. 561)
• ヘルスチェックのステータスに不具合がある場合に Amazon SNS 通知を受け取るには (コンソー
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• CloudWatch アラームのステータスを表示したり Amazon Route 53 のアラームを編集したりするには 
(コンソール) (p. 564)

• CloudWatch コンソールで Route 53 メトリクスを表示するには (p. 564)

ヘルスチェックのステータスを表示するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Health Checks (ヘルスチェック)] を選択します。
3. 目的のヘルスチェックの行を選択します。
4. 下部のペインで、[Monitoring] タブを選択します。

2 つのグラフに、1 分間隔で過去 1 時間のステータスが表示されます。i

ヘルスチェックステータス

グラフには、エンドポイントの正常性に対する Route 53 の診断結果が (1は正常、0は異常とし
て) 表示されます

エンドポイントが正常であるとレポートするヘルスチェッカー (パーセント)

エンドポイントのみをモニタリングするヘルスチェックについて、グラフには、選択されたエン
ドポイントを正常であると見なしている Route 53 ヘルスチェッカーの割合が示されます。

ヘルスチェックが無効になっている場合、このメトリクスは使用できません。
正常な子ヘルスチェックの数

計算されたヘルスチェックについてのみ、グラフに正常である子ヘルスチェックの数が表示され
ます。

Note

複数のヘルスチェックを選択した場合、グラフには、各ヘルスチェックに対応する行が色分
けして表示されます。

5. グラフを拡大表示したり、異なる設定を指定するには、グラフをクリックします。以下の設定を指定
することができます。

Statistic

CloudWatch がデータに対して実行する計算内容を変更します。
時間範囲

夜間、過去 1 週間など、期間ごとのヘルスチェックのステータスを表示します。
Period

グラフのデータポイントの間隔を変更します。

次の点に注意してください。

• ヘルスチェックを作成した直後は、グラフにデータが表示されたり、利用可能なメトリクスのリス
トにヘルスチェックのメトリクスが表示されたりするまでに数分かかる場合があります。

• グラフは自動的には更新されません。表示を更新するには、更新 () アイコンを選択します。
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ヘルスチェックのステータスに不具合がある場合に Amazon SNS 通知を受け取るには (コンソー
ル)

1. Route 53 コンソールのナビゲーションペインで、[Health Checks (ヘルスチェック)] を選択します。
2. 該当するヘルスチェックの行を選択します。
3. 下部のペインで、[Alarms] タブを選択します。

テーブルには、このヘルスチェック用に作成したアラームが表示されます。
4. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
5. 次の値を指定します。

アラーム名

[Alarms (アラーム)] タブの [Name (名前)] 列に、Route 53 が表示する名前を入力します。
Alarm Description

(オプション) アラームの説明を入力します。この値は、CloudWatch コンソールに表示されま
す。

Send Notification

このヘルスチェックのステータスがアラームをトリガーした場合に、Route 53 から通知を送信す
るかどうかを選択します。

Notification Target ([Send notification] が [Yes] の場合のみ)

既存の SNS トピックに CloudWatch から通知を送信する場合は、リストからトピックを選択しま
す。

既存の SNS トピック以外に CloudWatch から通知を送信する場合は、次のいずれかを実行しま
す。
• CloudWatch からメール通知を送信する場合 – [New SNS topic] (新しい SNS トピック) を選択

し、この手順を続行します。
• 他の手段で CloudWatch から通知を送信する場合 – 新しいブラウザタブを開いて Amazon SNS 

コンソールに移動し、新しいトピックを作成します。その後 Route 53 コンソールに戻り、
[Notification target (通知ターゲット)] のリストから新しいトピックの名前を選択し、この手順を
続行します。

トピック名 (新しい Amazon SNS トピックを作成する場合のみ)

新しい Amazon SNS トピックの名前を入力します。
受信者の E メールアドレス (新しい Amazon SNS トピックを作成する場合のみ)

ヘルスチェックがアラームをトリガーした場合に、Route 53 から SNS 通知を送信する宛先の E 
メールアドレスを入力します。

Alarm Target

このヘルスチェックについて Route 53 に評価させる値を次から選択します。
• [Health check status (ヘルスチェックのステータス)] – Route 53 ヘルスチェッカーは、ヘルス

チェック結果が正常か異常かをレポートします
• [Health checkers that report the endpoint healthy (%) (エンドポイントが正常であるとレポー

トするヘルスチェッカー)] (エンドポイントのみをモニタリングするヘルスチェック) – ヘルス
チェックのステータスが正常であるとレポートする Route 53 ヘルスチェッカーの割合

• [Number of healthy child health checks] (正常な子ヘルスチェックの数) (計算されたヘルス
チェックのみ) – ヘルスチェックのステータスが正常であることを報告する、計算されたヘルス
チェックの子ヘルスチェックの数

• [TCP connection time (TCP 接続時間) (HTTP および TCP ヘルスチェックのみ)] – Route 53 ヘ
ルスチェッカーがエンドポイントとの TCP 接続を確立するのにかかった時間 (ミリ秒)
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• [Time to complete SSL handshake (SSL ハンドシェイクが完了する時間) (HTTPS ヘルスチェッ
クのみ)] – Route 53 ヘルスチェッカーが SSL/TLS ハンドシェイクを完了するのにかかった時間 
(ミリ秒)

• [Time to first byte (先頭バイトまでの時間) (HTTP および HTTPS ヘルスチェックのみ)] – 
Route 53 ヘルスチェッカーが HTTP および HTTPS リクエストの応答の先頭バイトを受信する
のにかかった時間 (ミリ秒)

Alarm Target

レイテンシー (TCP 接続時間、SSL ハンドシェイクが完了する時間、先頭バイトまでの時間) に
基づくアラームターゲットでは、CloudWatch がレイテンシーを計算する対象を、特定のリー
ジョンの Route 53 ヘルスチェッカーにするか、すべてのリージョンのヘルスチェッカーにするか
を選択します (グローバル)。

1 つのリージョンを選択した場合、Route 53 は 1 分につきレイテンシーを 2 回測定するだけで、
すべてのリージョンを選択した場合に比べるとサンプル数は少なくなります。結果的に、極端な
値になっている可能性があります。誤ったアラーム通知を防ぐには、CloudWatch が通知を送信
する前にヘルスチェックの失敗を検知できるように、より多くの期間が連続する設定にすること
をお勧めします。

Fulfill Condition

次の設定を使用して、CloudWatch によってアラームがトリガーされるタイミングを指定しま
す。

Alarm Target 推奨状態 説明

ヘルスチェックス
テータス

最小 < 1 Route 53 ヘルスチェッカーは、いつエンド
ポイントに不具合が生じたかをレポートしま
す。

エンドポイントが正
常であるとレポー
トするヘルスチェッ
カー (パーセント)

平均 < 必要なパーセ
ント

エンドポイントのみをモニタリングするヘル
スチェック – ヘルスチェッカーの 18% 未満
が、ステータスが正常であるとレポートして
いる場合には、Route 53 はヘルスチェック
のステータスを異常と見なします。このメト
リクスでは、[Sample Count (サンプル数)] を
選択しないでください。Route 53 がさらに多
くのヘルスチェックリージョンを追加する際
に、サンプル数の範囲が変わる可能性がある
ためです。[平均] は、ヘルスチェックのステー
タスをレポートしているチェッカーの割合を
常に正確に表します。

正常な子ヘルス
チェックの数

最小 < 必要な正常な
子ヘルスチェック数

最小の統計は、控えめな値を返し、最悪なシ
ナリオ値を表します。

TCP 接続時間 平均 > 必要な時間 (ミ
リ秒)

平均は、他の統計よりも一貫性のある値で
す。

SSL ハンドシェイク
が完了する時間

平均 > 必要な時間 (ミ
リ秒)

平均は、他の統計よりも一貫性のある値で
す。

先頭バイトまでの時
間

平均 > 必要な時間 (ミ
リ秒)

平均は、他の統計よりも一貫性のある値で
す。
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少なくとも x 回連続する y 分/時間/日の期間

指定した値が基準を満たした状態の期間が、連続して何回続いた場合に Route 53 から通知を送信
するかを指定します。次に、期間の長さを指定します。

6. [Create] (作成) を選択した場合、新しい SNS トピックに関する情報を記載した E メールが Amazon 
SNS から送信されます。

7. E メールに記載されている [Confirm subscription] を選択します。ユーザーが CloudWatch 通知の受信
を開始するには、サブスクリプションを完了する必要があります。

CloudWatch アラームのステータスを表示したり Amazon Route 53 のアラームを編集したりする
には (コンソール)

1. Route 53 コンソールのナビゲーションペインで、[Health Checks (ヘルスチェック)] を選択します。
2. ヘルスチェックの行を選択します。
3. 詳細ペイン ([x Health Checks Selected (x 個のヘルスチェックを選択)] の後) の右向きキャレット () ア

イコンを選択します。

[CloudWatch Alarms (CloudWatch アラーム)] リストには、現在の AWS アカウントを使用して作成し
たすべての Route 53 アラームが表示されます。

[State] 列には、各アラームの最新のステータスが表示されます。

OK

Route 53 ヘルスチェックから、エンドポイントがアラームのしきい値を満たしていないと判断で
きるだけの統計が CloudWatch によって収集されました。

データ不足

エンドポイントがアラームのしきい値を満たしているかどうかを判断できるだけの統計が、まだ 
CloudWatch によって収集されていません。新しいアラームの初期状態はこれに該当します。ま
た、CloudWatch メトリクスが使用できなくなった場合、あるいは関連付けられたアラームを削
除せずにヘルスチェックを削除した場合は、アラームの状態が [INSUFFICIENT DATA] (データ不
足) に変わります。

アラーム

Route 53 ヘルスチェックから CloudWatch によって、エンドポイントがアラームのしきい値を満
たしていると判断でき、かつ指定された E メールアドレスに通知を送信できるだけの統計が収集
されました。

4. アラームの設定を表示したり編集したりするには、目的のアラームの名前を選択します。
5. CloudWatch コンソールでアラームを表示し、アラームに関するさらに詳しい情報 (アラームに対する

アップデートの履歴、ステータスの変化など) を取得するには、アラームの [More Options (その他の
オプション)] 列の [View (表示)] を選択します。

6. 他の AWS サービスのアラームを含め、現在の AWS アカウントを使用して作成したすべての 
CloudWatch アラームを表示するには、[View All CloudWatch Alarms (すべての CloudWatch アラーム
を表示)] を選択します。

7. 現在の AWS アカウントで使用されていないメトリクスも含め、利用可能なすべての CloudWatch メ
トリクスを表示するには、[View All CloudWatch Metrics (すべての CloudWatch メトリクスを表示)] を
選択します。

CloudWatch コンソールで Route 53 メトリクスを表示するには

1. AWS Management Console にサインインして、CloudWatch コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
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2. 現在のリージョンを米国東部 (バージニア北部) に変更します。それ以外のリージョンを現在のリー
ジョンとして選択した場合、Route 53 のメトリクスは利用できません。

3. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
4. [All metrics] タブで、[Route 53] を選択します。
5. [Health Check Metrics] を選択します。

DNS フェイルオーバーの設定
複数の HTTP サーバー、あるいは複数のメールサーバーなど、同じ機能を実行するリソースが重複して存
在する場合、それらのリソースの正常性をチェックし正常なリソースのみを使用して DNS クエリに応答
するように、Amazon Route 53 を設定することができます。例えば、ウェブサイト (example.com) が、
世界各地の 3 拠点のデータセンターにそれぞれ 2 台ずつ、合計 6 台のサーバーでホストされているとしま
す。それらのサーバーの正常性をチェックし、その時点で正常なサーバーのみを使用して example.com の 
DNS クエリに応答するように Route 53 を設定することができます。

Route 53 では、構成が単純な場合と複雑な場合の両方で、リソースの正常性をチェックすることができま
す。

• シンプルな構成では、example.com のタイプ A の加重レコードのグループなど、すべてが同じ名前と
タイプのレコードグループを作成します。その上で、対応するリソースの正常性をチェックするように 
Route 53 を設定します。Route 53 は、リソースの正常性に基づいて DNS クエリへの応答を実行しま
す。詳細については、「Amazon Route 53 のシンプルな構成でのヘルスチェックの動作 (p. 567)」を
参照してください

• より複雑な構成では、複数の基準に基づいてトラフィックをルーティングするレコードのツリーを作成
します。例えば、ユーザーの待ち時間が最も重要な基準である場合、レイテンシーエイリアスレコー
ドを使用して、ベストのレイテンシーを提供するリージョンにトラフィックをルーティングすることが
できます。レイテンシーエイリアスレコードは、エイリアスターゲットとして各リージョンのレコード
に加重されている場合があります。加重レコードは、インスタンスタイプに基づいてトラフィックを 
EC2 インスタンスにルーティングします。シンプルな構成の場合と同様に、Route 53 は、リソースの
正常性に基づいてトラフィックをルーティングするように設定することができます。詳細については、
「Amazon Route 53 の複雑な構成でのヘルスチェックの動作 (p. 569)」を参照してください

トピック
• DNS フェイルオーバーを設定するためのタスクリスト (p. 565)
• Amazon Route 53 のシンプルな構成でのヘルスチェックの動作 (p. 567)
• Amazon Route 53 の複雑な構成でのヘルスチェックの動作 (p. 569)
• ヘルスチェックが設定されている場合に Amazon Route 53 がレコードを選択する方法 (p. 571)
• フェイルオーバー (アクティブ/アクティブとアクティブ/パッシブ) の設定 (p. 573)
• プライベートホストゾーンのフェイルオーバーの設定 (p. 576)
• Amazon Route 53 でフェイルオーバーの問題を回避する方法 (p. 576)

DNS フェイルオーバーを設定するためのタスクリス
ト
Route 53 を使用して DNS のフェイルオーバーを設定するには、以下のタスクを実行します。

1. 全体的な設定の概略図を作成し、作成するレコードのタイプ (加重エイリアス、フェイルオーバー、
レイテンシーなど) をノードごとに指定します。ツリーの上部には、ユーザーがウェブサイトやウェ
ブアプリケーションにアクセスするために使用する example.com などのドメイン名のレコードを入れ
ます。
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概略図に表示されるレコードの種類は、設定の複雑さによって異なります。

• シンプルな構成では、概略図にエイリアスレコードは含まれません。エイリアスレコードは、別
の Route 53 レコードではなく、ELB ロードバランサーなどのリソースにトラフィックを直接ルー
ティングします。詳細については、「Amazon Route 53 のシンプルな構成でのヘルスチェックの動
作 (p. 567)」を参照してください

• 複雑な構成の場合は、エイリアスレコード (加重エイリアスやフェイルオーバーエイリアスなど) と
非エイリアスレコードを複数レベルのツリーで組み合わせます (「Amazon Route 53 の複雑な構成
でのヘルスチェックの動作 (p. 569)」トピックの例を参照)。

Note

複雑なルーティング設定のレコードをすばやく簡単に作成して、レコードをヘルスチェッ
クに関連付けるには、トラフィックフロービジュアルエディターを使用して、設定をト
ラフィックポリシーとして保存することができます。その後、トラフィックポリシーを、
同じホストゾーンまたは複数のホストゾーンで 1 つ以上のドメイン名 (example.com な
ど) またはサブドメイン名 (www.example.com など) に関連付けることができます。さ
らに、新しい設定が期待どおりに機能していない場合は、更新を元に戻すことができま
す。詳細については、「DNS トラフィックのルーティングにトラフィックフローを使用す
る (p. 463)」を参照してください

詳細については、次のドキュメントを参照してください。

• ルーティングポリシーの選択 (p. 381)
• エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択 (p. 392)

2. データセンターで実行されている Amazon EC2 サーバーや E メールサーバーなど、エイリアスレ
コードを作成できないリソースのヘルスチェックを作成します。これらのヘルスチェックは、非エイ
リアスレコードに関連付けます。

詳細については、「ヘルスチェックの作成、更新、削除 (p. 546)」を参照してください
3. 必要に応じて、ヘルスチェックで指定したエンドポイントに対し、 Route 53 が定期的なリクエス

トを送信できるように、ルーターとファイアウォールのルールを設定します。詳細については、
「Amazon Route 53 のヘルスチェックができるようにルーターとファイアウォールのルールを設定す
る (p. 557)」を参照してください

4. 概略図の中の非エイリアスレコードをすべて作成し、ステップ 2 で作成したヘルスチェックを該当す
るレコードに関連付けます。

エイリアスレコードを含まない設定で DNS フェイルオーバーを設定する場合、以降の作業は不要で
す。

5. エイリアスレコードを作成して、トラフィックを AWS リソース (ELB ロードバランサーや 
CloudFront ディストリビューションなど) にルーティングします。リソースが異常な場合に、Route 
53 がツリーの別のブランチを試すようにするには、各エイリアスレコードの [ターゲットの正常性の
評価] の値を [Yes (あり)] に設定してください。([Evaluate Target Health (ターゲットの正常性の評価)] 
は、一部の AWS リソースではサポートされていません)。

6. ステップ 1 で作成した概略図の一番下から、ステップ 4 と 5 で作成したレコードにトラフィックを
ルーティングするエイリアスレコードを作成します。ツリーの 1 つのブランチの中で、非エイリアス
レコードがすべて異常なときに別のブランチを試すように Route 53 を設定する場合は、各エイリア
スレコードの [ターゲットの正常性の評価] の値を [Yes (あり)] に設定します。

別のレコードを作成するまで、トラフィックを別のレコードにルーティングするエイリアスレコード
を作成することはできません。
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Amazon Route 53 のシンプルな構成でのヘルスチェッ
クの動作
example.com を対象とした 2 つ以上のウェブサーバーなど、同じ機能を実行する 2 つ以上のリソースがあ
る場合、次のヘルスチェック機能を使用して、正常なリソースにのみトラフィックをルーティングできま
す。

EC2 インスタンスおよびその他のリソース (非エイリアスレコード) の正常性をチェックする

エイリアスレコードを作成できないリソース (EC2 インスタンスなど) にトラフィックをルーティン
グする場合は、各リソースのレコードとヘルスチェックを作成します。次に、各ヘルスチェックを該
当するレコードに関連付けます。ヘルスチェックは、対応するリソースの正常性を定期的にチェック
し、Route 53 は、ヘルスチェックが正常とレポートするリソースにのみトラフィックをルーティング
します。

AWS リソース (エイリアスレコード) の正常性を評価する

[alias records] (エイリアスレコード) を使用して、選択した AWS リソース (ELB ロードバランサー
など) にトラフィックをルーティングしている場合は、Route 53 を設定してリソースの正常性を評価
し、トラフィックを正常なリソースにのみルーティングすることができます。エイリアスレコードを
設定してリソースの正常性を評価する場合、リソースのヘルスチェックを作成する必要はありませ
ん。

シンプルな構成でリソースの正常性をチェックするように、Route 53 を設定する方法の概要を以下に示し
ます。

1. どのリソースの正常性を Route 53 で監視するかを明確にします。例えば、example.com のリクエス
トに応答するすべての HTTP サーバーを監視対象にするとします。

2. データセンターで実行されている EC2 インスタンスやサーバーなど、エイリアスレコードを作成で
きないリソースのヘルスチェックを作成します。リソースにヘルスチェックリクエストを送信する方
法を指定します。具体的には、使用するプロトコル (HTTP、HTTPS、TCP)、使用する IP アドレスと
ポート、さらに、HTTP/HTTPS ヘルスチェックの場合はドメインの名前とパスが伝えられます。

Note

ELB ロードバランサーなどのエイリアスレコードを作成できるリソースを使用している場合
は、それらのリソースのヘルスチェックを作成しないでください。

リソースごとにヘルスチェックを 1 つ作成し、ヘルスチェックのエンドポイントには、リソースと同
じ IP アドレスを使用するのが一般的な構成です。ヘルスチェックは、指定された IP アドレスに要求
を送信します。

Note

Route 53 では、リソースの IP アドレスがローカル、プライベート、ルーティング範囲
外、またはマルチキャストのいずれかに該当する場合、正常性をチェックすることはで
きません。ヘルスチェックを作成できない IP アドレスの詳細については、「RFC 5735, 
Special Use IPv4 Addresses」と「RFC 6598, IANA-Reserved IPv4 Prefix for Shared Address 
Space」を参照してください。

ヘルスチェック作成の詳細については、「ヘルスチェックの作成、更新、削除 (p. 546)」を参照して
ください。

3. ヘルスチェックで指定したエンドポイントに対し、Route 53 が定期的なリクエストを送信でき
るように、ルーターとファイアウォールのルールを設定する必要があります。詳細については、
「Amazon Route 53 のヘルスチェックができるようにルーターとファイアウォールのルールを設定す
る (p. 557)」を参照してください。
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4. 例えば、加重レコードのグループなど、リソースのレコードのグループを作成します。エイリアスと
非エイリアスレコードを混在させることができますが、[名前]、[タイプ]、および [ルーティングポリ
シー] のすべての値が同じである必要があります。

リソースの正常性をチェックするために Route 53 を設定する方法は、エイリアスレコードを作成す
るか非エイリアスレコードを作成するかによって異なります。

• エイリアスレコード – ［Evaluate Target Health (ターゲットの正常性の評価)] で [Yes (あり)] を指定
します。

• 非エイリアスレコード– ステップ 2 で作成したヘルスチェックを、対応するレコードと関連付けま
す。

設定が完了したら、次の図のような設定になります。この図には、非エイリアスレコードのみが含ま
れています。

Route 53 コンソールを使用したレコード作成の詳細については、「Amazon Route 53 コンソールを
使用したレコードの作成 (p. 404)」を参照してください。

5. ヘルスチェックを作成した場合、Route 53 はヘルスチェックごとに定期的にエンドポイントにリクエ
ストを送信します。つまり、DNS クエリを受信したときにヘルスチェックが実行されるわけではあり
ません。Route 53 は、その応答に応じてエンドポイントが正常であるかどうかを判断し、その情報を
もとにクエリへの応答方法を決定します。詳細については、「Amazon Route 53 でヘルスチェックの
正常性を判断する方法 (p. 544)」を参照してください。

Route 53 によって正常性がチェックされるのは、レコードで指定されたリソース (example.com の A 
レコードで指定された IP アドレスなど) ではありません。レコードにヘルスチェックが関連付けられ
た場合、Route 53 では、ヘルスチェックで指定されたエンドポイントの正常性のチェックを開始し
ます。また、他のヘルスチェックの正常性をモニタリングしたり、CloudWatch アラームのデータス
トリームをモニタリングしたりするように Route 53 を設定することもできます。詳細については、
「Amazon Route 53 ヘルスチェックの種類 (p. 543)」を参照してください。

Route 53 が example.com のクエリを受信した場合の動作を以下に示します。

1. Route 53 が、ルーティングポリシーに基づいてレコードを選択します。このケースでは、重みに基づ
いてレコードが選択されます。

2. そのレコードのヘルスチェックのステータスをチェックして、選択されたレコードの現在の正常性を
調べます。

3. 選択したレコードに異常がある場合、Route 53 は別のレコードを選択します。このとき、異常のある
レコードは候補から外されます。

詳細については、「ヘルスチェックが設定されている場合に Amazon Route 53 がレコードを選択する
方法 (p. 571)」を参照してください。

4. 正常なレコードを検出した Route 53 は、A レコードの IP アドレスなどの適切な値でクエリに応答し
ます。

次の例は、加重レコードのグループを示しています。3 つ目のレコードに異常がみられます。まず、Route 
53 は、3 つすべてのレコードの重みに基づいてレコードを選択します。最初に選択したレコードに異常が
見つかると、Route 53 は別のレコードを選択します。このとき、3 つ目のレコードの重みは計算から除外
されます。

• 初めに Route 53 が 3 つすべてのレコードからの選択を行った際に、1 つ目のレコードがリクエストへの
応答に使用される時間は全体の 20% (= 10/(10 + 20 + 20)) となります。

• Route 53 により、3 つ目のレコードに異常が発見された場合、1 つ目のレコードがリクエストへの応答
に使用される時間は、全体の 33% (=10/(10 + 20)) となります。
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レコードグループ内の 1 つ以上のレコードからヘルスチェックを省略すると、Route 53 には対応するリ
ソースの正常性を判断する方法がなくなります。Route 53 は、それらのレコードを正常と見なします。

Amazon Route 53 の複雑な構成でのヘルスチェックの
動作
複雑な構成であっても、リソースの正常性をチェックする方法は同じです。ただし、複雑な構成では、エ
イリアスレコード (加重エイリアスやフェイルオーバーエイリアスなど) と非エイリアスレコードを組み合
わせてデシジョンツリーを構築し、リクエストに対する Route 53 の応答を柔軟に制御することができま
す。

例えば、レイテンシーエイリアスレコードを使用して、ユーザーに近いリージョンを選択することが考え
られます。また、各リージョン内の複数のリソースに加重レコードを使用して、単一エンドポイントや
アベイラビリティーゾーンの障害への対策を講じることも可能です。この設定は以下の図のようになりま
す。

Amazon EC2 と Route 53 の設定方法は次のとおりです。ツリーの一番下から始めましょう。これはレ
コードを作成する順序です。

• us-east-1 と ap-southeast-2 という 2 つのリージョンのそれぞれに、2 つの EC2; インスタンスが存在し
ます。EC2 インスタンスが正常であるかどうかを判断して、Route 53 がトラフィックをルーティングす
るように、各インスタンスのヘルスチェックを作成します。各ヘルスチェックを設定して、インスタン
スの Elastic IP アドレスで対応するインスタンスにヘルスチェックリクエストを送信します。

Route 53 はグローバルサービスであるため、ヘルスチェックを作成するリージョンは指定しないでくだ
さい。

• インスタンスタイプに基づいて各リージョンの 2 つのインスタンスにトラフィックをルーティングする
ため、各インスタンスに加重レコードを作成し、各レコードに重みを付与します。(後で加重を変更し
て、より多くのトラフィックを、またはより少ないトラフィックをインスタンスにルーティングできま
す。) また、該当するヘルスチェックを各インスタンスに関連付けます。

レコードを作成するとき、us-east-1-www.example.com. や ap-southeast-2-www.example.com. などの
名前を使用します。ツリーの一番上に到達するまで待って、ユーザーがウェブサイトやウェブアプリ
ケーションにアクセスするために使用する名前 (example.com など) をレコードに渡します。

• ユーザーのレイテンシーが最も短いリージョンにトラフィックをルーティングする場合は、ツリー上部
のレコードのレイテンシーのルーティングポリシーを選択します。

トラフィックを各リージョンのリソースに直接ルーティングするのではなく、各リージョンのレコー
ドにルーティンしたいとします（加重レコードはすでにしています）。その結果、レイテンシーのエイ
リアスレコードを作成することになります。

エイリアスレコードを作成するときに、ユーザーがウェブサイトやウェブアプリケーションにアクセス
するために使用する名前 (example.com など) を指定します。エイリアスレコードは、example.com の
トラフィックを us-east-1-www.example.com と ap-southeast-2-www.example.com のレコードにルー
ティングします。

レイテンシーエイリアスレコードの [Evaluate Target Health] の値は、どちらも [Yes] に設定します。こ
れにより Route 53 は、リージョンにトラフィックをルーティングしようとする前に、そこに正常なリ
ソースがあるかどうかを判断します。正常なリソースがない場合、Route 53 は、他のリージョンから正
常なリソースを選択します。
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前の図は、以下の一連のイベントを示したものです。

1. Route 53 が example.com のクエリを受信します。要求元のユーザーに対するレイテンシーに基づい
て、Route 53 は us-east-1 リージョンのレイテンシーエイリアスレコードを選択します。

2. Route 53 は、重みに基づいて加重レコードを選択します。レイテンシーエイリアスレコードの 
[Evaluate Target Health (ターゲットの正常性の評価)] が [Yes (あり)] であるため、Route 53 は、選択
された加重レコードの正常性をチェックします。

3. ヘルスチェックで不合格と判明した場合、Route 53 は、別の加重レコードを重みに基づいて選択し、
その正常性をチェックします。そのレコードも異常であると判明します。

4. Route 53 は、ブランチの出発点に戻り、次善のレイテンシーを持つレイテンシーエイリアスレコード
を検索して、ap-southeast-2 のレコードを選択します。

5. Route 53 は再度、重みに基づいてリソースを選択し、その正常性をチェックします。リソースは正常
なので、Route 53 はクエリに対応した適切な値を返します。

トピック
• エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けるとどうなるか (p. 570)
• ヘルスチェックを省略するとどうなるか (p. 570)
• [Evaluate Target Health] を [No] に設定するとどうなるか (p. 571)

エイリアスレコードにヘルスチェックを関連付けるとどうなるか
[Evaluate Target Health] の値を [Yes] に設定する代わりに (または設定したうえで)、エイリアスレコード
にヘルスチェックを関連付けることができます。ただし、実用性の面からいうと、基盤になるリソース 
(HTTP サーバー、データベースサーバーなど、エイリアスレコードの参照先となるリソース) の正常性に
基づいて Route 53 がクエリに応答する、という構成の方が一般的です。例えば、次の構成を考えてみま
す。

• 一連の加重レコードをエイリアスターゲットとするレイテンシーエイリアスレコードにヘルスチェック
を割り当てます。

• レイテンシーエイリアスレコードの [Evaluate Target Health] の値は、[Yes] に設定します。

この設定で、加重レコードに応じた値を Route 53 が返すためには、次の 2 点が満たされなければなりま
せん。

• レイテンシーエイリアスレコードに関連付けられているヘルスチェックが合格すること。
• 少なくとも 1 つの加重レコードが、合格したヘルスチェックに関連付けられているか、またはヘ

ルスチェックそのものに関連付けられていないことから、正常と見なされること。後者のケースで
は、Route 53 は常に加重レコードを正常と見なします。

次の図では、左上のレイテンシーエイリアスレコードのヘルスチェックに失敗しています。結果とし
て、Route 53 は、加重レコードのすべてが正常であっても、レイテンシーエイリアスレコードが参照する
加重レコードのいずれかを使用したクエリの応答を停止します。Route 53 は、レイテンシーエイリアスレ
コードのヘルスチェックが再び正常となった場合にのみ、これらの加重レコードの再チェックを開始しま
す。(例外については、「ヘルスチェックが設定されている場合に Amazon Route 53 がレコードを選択す
る方法 (p. 571)」を参照してください。)

ヘルスチェックを省略するとどうなるか
複雑な構成では、エイリアス以外のすべてのレコードにヘルスチェックを関連付けることが大切です。次
の例では、us-east-1 リージョンのいずれかの加重レコードでヘルスチェックが欠落しています。
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以下に、この構成の非エイリアスレコードでヘルスチェックを省略した場合の動作を説明します。

1. Route 53 が example.com のクエリを受信します。要求元のユーザーに対するレイテンシーに基づい
て、Route 53 は us-east-1 リージョンのレイテンシーエイリアスレコードを選択します。

2. Route 53 は、レイテンシーエイリアスレコードのエイリアスターゲットを探し、対応するヘルス
チェックのステータスをチェックします。一方の加重レコードのヘルスチェックが不合格となり、そ
のレコードは考慮の対象から除外されます。

3. us-east-1 リージョンのエイリアスターゲット内のもう一方の加重レコードにはヘルスチェックが関
連付けられていません。ヘルスチェックを行わない限り、対応するリソースが正常であるかどうかを 
Route 53 が認識する方法はありません。リソースは正常なので、Route 53 はクエリに応じて適切な
値を返します。

[Evaluate Target Health] を [No] に設定するとどうなるか
一般に、ツリー内のすべてのエイリアスレコードについて、[ターゲットの正常性の評価] を [Yes (あり)] に
設定する必要があります。[Evaluate Target Health (ターゲットの正常性の評価)] を [No (なし)] に設定した
場合、Route 53 は、レコードのヘルスチェックが失敗した場合でも、エイリアスレコードが参照するレ
コードにトラフィックをルーティングし続けます。

次の例では、すべての加重レコードに関連付けられたヘルスチェックがありますが、us-east-1 リージョン
のレイテンシーエイリアスレコードの [ターゲットの正常性の評価] は [No (なし)] に設定されています。

この構成でエイリアスレコードの [Evaluate Target Health] を [No] に設定した場合の動作を以下に説明し
ます。

1. Route 53 が example.com のクエリを受信します。要求元のユーザーに対するレイテンシーに基づい
て、Route 53 は us-east-1 リージョンのレイテンシーエイリアスレコードを選択します。

2. Route 53 は、レイテンシーエイリアスレコードのエイリアスターゲットを特定し、対応するヘルス
チェックを調べます。どちらも不合格です。

3. us-east-1 リージョンでは、レイテンシーエイリアスレコードの [Evaluate Target Health] の値が [No] 
であるため、Route 53 は、このブランチの中からいずれかのレコードを選ぶ必要があります。ブラン
チの出発点に戻って ap-southeast-2 リージョンから正常なレコードを探すことはありません。

ヘルスチェックが設定されている場合に Amazon 
Route 53 がレコードを選択する方法
同じ名前、同じタイプ (A または AAAA など)、および同じルーティングポリシー (加重またはフェイル
オーバーなど) を持つレコードグループ内のすべてのレコードのヘルスチェックを設定すると、Route 53 
は正常なレコードを選択し、そのレコードから該当する値を返すことによって、DNS クエリに応答しま
す。

例えば、3 つの加重された A レコードを作成し、そのすべてにヘルスチェックを割り当てたとします。1 
つのレコードでヘルスチェックが正常でない場合、Route 53 は他の 2 つのレコードのいずれかの IP アド
レスで DNS クエリに応答します。

正常なレコードを Route 53 が選択する際の動作を以下に示します。

1. 最初に Route 53 は、ルーティングポリシーと各レコードに指定した値に基づいてレコードを選択しま
す。例えば、加重レコードの場合、Route 53 は各レコードに指定した重みに基づいてレコードを選択し
ます。

2. Route 53 は、レコードが正常であるかどうかを判断します。
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• 関連付けられたヘルスチェックを持つ非エイリアスレコード – ヘルスチェックを非エイリアスレコー
ドに関連付けた場合、Route 53 はヘルスチェックの現在のステータスをチェックします。

Route 53 は、ヘルスチェックで指定されたエンドポイントの正常性を定期的にチェックしま
す。DNS クエリが到着した時点でヘルスチェックを実行するわけではありません。

ヘルスチェックはエイリアスレコードに関連付けることができますが、ヘルスチェックはエイリアス
以外のレコードにのみ関連付けることをお勧めします。詳細については、「エイリアスレコードにヘ
ルスチェックを関連付けるとどうなるか (p. 570)」を参照してください。

• [Evaluate Target Health (ターゲットの正常性の評価)] が [Yes (あり)] に設定されたエイリアスレコー
ド – Route 53 は、エイリアスレコードが参照するリソース (例えば、ELB ロードバランサーまたは同
じホストゾーン内の別のレコード) のヘルスステータスをチェックします。

3. レコードが正常であれば、Route 53 は、適切な値 (IP アドレスなど) でクエリに応答します。

レコードが異常である場合、Route 53 は同じ基準で別のレコードを選択し、正常なレコードが見つかる
までそのプロセスを繰り返します。

レコードを選択する際、Route 53 は以下の基準を使用します。

ヘルスチェックのないレコードは常に正常

同じ名前とタイプを持つレコードのグループ内で、レコードに関連付けられているヘルスチェックが
ない場合、Route 53 はそのレコードを常に正常と見なします。クエリへの応答の候補には、そのレ
コードが常に含まれます。

レコードが正常でない場合は、すべてのレコードが正常

レコードのグループ内に正常なレコードが 1 つも存在しなかった場合でも、Route 53 は DNS クエリ
への応答として何かを返す必要がありますが、レコードの優劣を選択するための判断材料がありませ
ん。この状況では、グループに含まれるすべてのレコードが正常と見なされ、Route 53 はルーティン
グポリシーと各レコードに指定した値に基づいて 1 つを選択します。

重みが 0 である加重レコード

加重レコードのグループ内のすべてのレコードにヘルスチェックを追加する一方で、一部のレコード
にゼロ以外の重みを付け、他のレコードの重みをゼロにした場合、ヘルスチェックは、次の例外を除
いて、すべてのレコードの重みがゼロ以外の場合と同様に動作します。
• 最初に Route 53 は、ゼロ以外の加重レコード (存在する場合) のみを対象とします。
• 重みが 0 より大きいレコードがいずれも異常であった場合、Route 53 は、重みがゼロである加重レ

コードを対象にします。

加重レコードの詳細については、「加重ルーティング (p. 391)」を参照してください。
エイリアスレコード

各エイリアスレコードに対して [ターゲットの正常性の評価] を [Yes (あり)] に設定することで、エイ
リアスレコードのヘルスチェックを設定することもできます。これにより Route 53 は、レコードがト
ラフィックをルーティングする先のリソース (例えば、ELB ロードバランサーまたは同じホストされ
たゾーン内の別のレコード) で、その正常性を評価します。

例えば、エイリアスレコードのエイリアスターゲットが、一連の加重レコードから成るグループであ
り、そのグループの加重レコードの重みがいずれもゼロ以外であるとします。
• 正常な加重レコードが 1 つでもあれば、Route 53 は、そのエイリアスレコードを正常と見なしま

す。
• 正常な加重レコードが存在しない場合、Route 53 は、そのエイリアスレコードを異常と見なしま

す。
• 少なくとも 1 つの加重レコードが正常に戻るまで、Route 53 は、そのツリーのブランチのレコード

を候補から除外します。
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詳細については、「Amazon Route 53 の複雑な構成でのヘルスチェックの動作 (p. 569)」を参照し
てください。

フェイルオーバーレコード

フェイルオーバーレコードは、通常、他のルーティングタイプと同じように動作します。ヘルス
チェックを作成し、それらを非エイリアスレコードに関連付けて、エイリアスレコードの [ターゲット
の正常性の評価] を [Yes (あり)] に設定します。次の点に注意してください。
• プライマリレコードとセカンダリレコードは、どちらも非エイリアスレコードまたはエイリアスレ

コードです。
• プライマリフェイルオーバーレコードとセカンダリフェイルオーバーレコードの両方にヘルス

チェックが関連付けられている場合、Route 53 は、リクエストに対して次のように応答します。
• プライマリレコードが正常 (ヘルスチェックのエンドポイントが正常) であると判断した Route 53 

は、 DNS クエリへの応答としてプライマリレコードのみを返します。
• プライマリレコードが異常でありセカンダリレコードが正常であると Route 53 が判断した場合

は、セカンダリレコードが返されます。
• プライマリレコードとセカンダリレコードの両方が異常であると Route 53 が判断した場合は、プ

ライマリレコードが返されます。
• セカンダリレコードを設定する際、ヘルスチェックを追加するかどうかは任意です。セカンダリの

ヘルスチェックが省略されていて、プライマリレコードのヘルスチェックエンドポイントが異常
だった場合、Route 53 は常にセカンダリレコードで DNS クエリに応答します。セカンダリレコー
ドが異常であったとしても同様です。

詳細については、以下のトピックを参照してください。
• 1 つのプライマリリソースおよび 1 つのセカンダリリソースを使用したフェイルオーバー (アクティ

ブ/パッシブ) の設定 (p. 574)
• 複数のプライマリリソースおよびセカンダリリソースを使用したフェイルオーバー (アクティブ/

パッシブ) の設定 (p. 574)

フェイルオーバー (アクティブ/アクティブとアクティ
ブ/パッシブ) の設定
Route 53 のヘルスチェックを使用して、フェイルオーバー (アクティブ/アクティブとアクティブ/パッシ
ブ) を設定できます。フェイルオーバー以外のいずれかのルーティングポリシー (またはルーティングポリ
シーの組み合わせ) を使用して、フェイルオーバー (アクティブ/アクティブ) を設定し、フェイルオーバー
ルーティングポリシーを使用してフェイルオーバー (アクティブ/パッシブ) を設定します。

トピック
• フェイルオーバー (アクティブ/アクティブ) (p. 573)
• アクティブ/パッシブ (フェイルオーバー)。 (p. 574)

フェイルオーバー (アクティブ/アクティブ)
すべてのリソースをほとんどの時間で利用できるようにするには、このフェイルオーバー設定を使用しま
す。利用不可能になったリソースについては、Route 53 は異常として検出できるので、以後、クエリへの
応答に使用しなくなります。

アクティブ/アクティブのフェイルオーバーでは、Route 53 がそれらを異常と見なさない限り、同じ名
前、同じタイプ (A または AAAAなど)、および同じルーティングポリシー (加重またはレイテンシーなど) 
を持つすべてのレコードがアクティブとなります。Route 53 は、正常な任意のレコードを使用して DNS 
クエリに応答できます。
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アクティブ/パッシブ (フェイルオーバー)。
プライマリリソースまたはリソースグループをほとんどの時間で利用可能にして、すべてのプライマリリ
ソースが使用できなくなった場合に備えて、セカンダリリソースまたはリソースグループをスタンバイ状
態にする場合は、フェイルオーバー (アクティブ/パッシブ) 設定を使用します。クエリへの応答で Route 
53 が返すのは、正常なプライマリリソースのみです。すべてのプライマリリソースで異常が発生した場
合、Route 53 は、DNS クエリへの応答として正常なセカンダリリソースのみを返します。

トピック
• 1 つのプライマリリソースおよび 1 つのセカンダリリソースを使用したフェイルオーバー (アクティ

ブ/パッシブ) の設定 (p. 574)
• 複数のプライマリリソースおよびセカンダリリソースを使用したフェイルオーバー (アクティブ/パッ

シブ) の設定 (p. 574)
• 加重レコードを使用してフェイルオーバー (アクティブ/パッシブ) を構成する (p. 575)

1 つのプライマリリソースおよび 1 つのセカンダリリソースを使用したフェイル
オーバー (アクティブ/パッシブ) の設定

1 つのプライマリレコードと 1 つのセカンダリレコードでフェイルオーバー (アクティブ/パッシブ) 設定を
作成するには、レコードを作成し、ルーティングポリシーとして [フェイルオーバー] を指定します。プラ
イマリリソースが正常な場合、Route 53 はプライマリレコードを使用して DNS クエリに応答します。プ
ライマリリソースが異常な場合、Route 53 はセカンダリレコードを使用して DNS クエリに応答します。

複数のプライマリリソースおよびセカンダリリソースを使用したフェイルオー
バー (アクティブ/パッシブ) の設定

プライマリレコード、セカンダリレコード、またはその両方に複数のリソースを関連付けることもできま
す。この構成では、 関連付けられたリソースの少なくとも 1 つが正常である限り、Route 53 はプライマ
リフェイルオーバーレコードが正常であると見なします。詳細については、「ヘルスチェックが設定され
ている場合に Amazon Route 53 がレコードを選択する方法 (p. 571)」を参照してください。

プライマリまたはセカンダリレコードの複数のリソースでフェイルオーバー (アクティブ/パッシブ) を設定
するには、次のタスクを実行します。

1. トラフィックをルーティングするリソース (EC2 インスタンスやデータセンター内のウェブサーバーな
ど) ごとに、ヘルスチェックを作成します。

Note

トラフィックをエイリアスレコードを作成できる任意の AWS リソースにルーティングする場
合は、それらのリソースのヘルスチェックを作成しないでください。エイリアスレコードを作
成する場合は、[ターゲットの正常性の評価] を [Yes (あり)] に設定します。

詳細については、「ヘルスチェックの作成と更新 (p. 546)」を参照してください。
2. プライマリリソースのレコードを作成し、次の値を指定します。

• 各レコードに同じ名前、タイプ、ルーティングポリシーを割り当てます。例えば、すべてが failover-
primary.example.com という名前の 3 つの加重 A レコードを作成することができます。

• エイリアスレコードの作成が可能な AWS リソースを使用している場合は、[Evaluate Target Health 
(ターゲットの正常性の評価)] を [Yes (あり)] に指定します。

エイリアスレコードを作成できないリソースを使用している場合は、ステップ 1 の該当するヘルス
チェックを各レコードに関連付けます。

詳細については、「Amazon Route 53 コンソールを使用したレコードの作成 (p. 404)」を参照してくだ
さい。
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3. 該当する場合、セカンダリリソースのレコードを作成し、次の値を指定します。
• 各レコードに同じ名前、タイプ、ルーティングポリシーを割り当てます。例えば、すべてが failover-

secondary.example.com という名前の 3 つの加重 A レコードを作成することができます。
• エイリアスレコードの作成が可能な AWS リソースを使用している場合は、[Evaluate Target Health 

(ターゲットの正常性の評価)] を [Yes (あり)] に指定します。

エイリアスレコードを作成できないリソースを使用している場合は、ステップ 1 の該当するヘルス
チェックを各レコードに関連付けます。

Note

一部のお客様は、プライマリリソースとしてウェブサーバーを使用し、ウェブサイトエンド
ポイントとして構成された Amazon S3 バケットをセカンダリリソースとして使用されていま
す。S3 バケットには、「一時的に使用できません」という簡単なメッセージが含まれていま
す。その構成を使用している場合は、この手順をスキップして、ステップ 4 でセカンダリリ
ソースのフェイルオーバーエイリアスレコードを作成します。

4. プライマリとセカンダリの 2 つのフェイルオーバーエイリアスレコードを作成し、次の値を指定しま
す。
プライマリレコード

• Name (名前) – Route 53 でトラフィックをルーティングさせるドメイン名 (example.com)、また
はサブドメイン名 (www.example.com) を指定します。

• エイリアス – あり を指定します。
• エイリアス先 ‐ ステップ 2 で作成したレコードの名前を指定します。
• ルーティングポリシー – フェイルオーバーを指定します。
• フェイルオーバーレコードのタイプ – プライマリを指定します。
• ターゲットの正常性の評価 – あり を指定します。
• ヘルスチェックとの関連付け – なし を指定します。

セカンダリレコード
• 名前－プライマリレコードに指定したものと同じ名前を指定します。
• エイリアス – ありを指定します。
• エイリアス先 – ステップ 3 でセカンダリリソースのレコードを作成している場合は、レコードの

名前を指定します。セカンダリリソースに Amazon S3 バケットを使用している場合は、ウェブ
サイトエンドポイントの DNS 名を指定します。

• ルーティングポリシー－ フェイルオーバーを指定します。
• フェイルオーバーレコードのタイプ – セカンダリ を指定します。
• ターゲットの正常性の評価  －あり を指定します。
• ヘルスチェックとの関連付け －なしを指定します。

加重レコードを使用してフェイルオーバー (アクティブ/パッシブ) を構成する

また、警告付きのフェイルオーバー (アクティブ/パッシブ) のために加重されたレコードを使用することも
できます。一部のレコードに対してゼロ以外の重みを指定し、他のレコードに対してゼロの重みを指定し
た場合、Route 53 は重みがゼロ以外の健全なレコードのみを使用して DNS クエリに応答します。重みが
ゼロより大きいレコードがいずれも異常であった場合、Route 53 は重みがゼロであるレコードを使用して
クエリに応答します。

Note

Route 53 がゼロの重みを持つレコードを使用して DNS クエリに応答するためには、ゼロ以外の
重みを持つすべてのレコードが異常とみなされる必要があります。これにより、ウェブサーバー
などの最後の正常なリソースが、他のリソースが利用できないときにすべてのトラフィックを処
理できない場合、ウェブアプリケーションまたはウェブサイトが信頼できなくなる可能性があり
ます。
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プライベートホストゾーンのフェイルオーバーの設定
プライベートホストゾーンにフェイルオーバーレコードを作成する方法は、次の点に注意してください。

• Route 53 ヘルスチェッカーは VPC の外にあります。IP アドレスを使用して VPC 内のエンドポイント
の正常性をチェックするには、VPC 内のインスタンスにパブリック IP アドレスを割り当てる必要があ
ります。

• また、CloudWatch メトリクスを作成し、アラームをメトリクスに関連付けて、アラームのデータスト
リームに基づくヘルスチェックを作成することもできます。例えば、EC2 の StatusCheckFailed メ
トリクスのステータスをチェックする CloudWatch メトリクスを作成、このメトリクスにアラームを追
加、さらにアラームのデータストリームに基づいたヘルスチェックを作成することが可能であり、バー
チャルプライベートクラウド (VPC) 内にプライベート IP アドレスのみがあるインスタンスをチェック
します。CloudWatch コンソールを使用して CloudWatch メトリクスおよびアラームを作成する方法に
ついて詳細は、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。

詳細については、プライベートホストゾーンの使用 (p. 364) および CloudWatch を使用したヘルスチェッ
クのモニタリング (p. 560) を参照してください。

Amazon Route 53 でフェイルオーバーの問題を回避す
る方法
Route 53 に実装されたフェイルオーバーアルゴリズムは、正常なエンドポイントにトラフィックをルー
ティングするだけでなく、ヘルスチェックやアプリケーションの設定ミス、エンドポイントの過負荷、
パーティションの障害などに起因する最悪のシナリオを回避するように設計されています。

トピック
• Amazon Route 53 でカスケードの失敗を回避する方法 (p. 576)
• Amazon Route 53 でのインターネットの分断への対処方法 (p. 576)

Amazon Route 53 でカスケードの失敗を回避する方法
カスケードの失敗に対する第一の備えとして、すべてのリクエストルーティングアルゴリズム (加重や
フェイルオーバーなど) には、最後の手段となるモードが用意されています。この特殊なモードでは、レ
コードがすべて異常と判断された場合に、Route 53 アルゴリズムは、再びすべてのレコードを正常と見な
すようになります。

例えば、いくつかのホスト上で、アプリケーションの全インスタンスがヘルスチェックリクエストを拒否
している場合、Route 53 の DNS サーバーは、DNS 応答を拒否したり NXDOMAIN (存在しないドメイン) 
応答を返したりするのではなく、何等かの応答を返します。アプリケーションがユーザーに応答しても、
ヘルスチェックには不合格になることがあるため、設定ミスから生じる問題をある程度防ぐことができま
す。

同様に、アプリケーションに過剰な負荷がかかっていて、3 つのエンドポイントのうち 1 つがヘルス
チェックで不合格と判断され、Route 53 の DNS 応答から除外された場合、Route 53 は残りの 2 つのエン
ドポイントを使って応答を返します。残りのエンドポイントがそれ以上の負荷に耐えきれず障害が発生し
た場合、Route 53 は再度、3 つすべてのエンドポイントにリクエストを分配するようになります。

Amazon Route 53 でのインターネットの分断への対処方法
一般的ではありませんが、インターネットに重大な分断が生じる場合があります。つまり、大規模な地理
的リージョン間でインターネット経由の相互通信ができなくなることがあります。インターネットに分
断が生じている間、エンドポイントの正常性ステータスに関して導き出される結論が Route 53 の拠点に
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よって違ったり、CloudWatch に報告されるステータスと異なることがあります。各 AWS リージョンの 
Route 53 ヘルスチェッカーは、すべての Route 53 拠点に対し、絶えずヘルスチェックステータスを送信
しています。インターネットの分断が生じている間は、Route 53 の各拠点は、そうしたステータスの一部 
(通常は最も近いリージョンのステータス) にしかアクセスできなくなります。

例えば、インターネットの分断で南米との接続に影響が生じているとします。その間、 南米 (サンパウロ) 
にある Route 53 DNS サーバーは、AWS リージョンの南米 (サンパウロ) にあるヘルスチェックエンドポ
イントには問題なくアクセスできますが、その他のエンドポイントには正常にアクセスできない可能性が
あります。同時に、米国東部 (オハイオ) の Route 53 は、南米 (サンパウロ) リージョンのヘルスチェック
エンドポイントへのアクセスに支障があるとして、対応するレコードを異常と判断することが考えられま
す。

こうした分断によって、Route 53 の各拠点が、それぞれ域内のエンドポイントの可視性によってエンドポ
イントの正常性ステータスを判断するようになり、最終的に拠点ごとにその結論が異なる、という状況に
発展する可能性があります。そのため、Route 53 の各拠点は、到達可能なごく一部のヘルスチェッカーが
エンドポイントを正常と判断していれば、そのエンドポイントを正常と見なします。

ヘルスチェックの名前付けとタグ付け
Amazon Route 53 ヘルスチェックにはタグを追加することができます。タグを追加することによって、
ヘルスチェック ID よりもわかりやすい名前を個々のヘルスチェックに付けることができます。これらは 
AWS 請求書の整理に AWS Billing and Cost Management が提供するものと同じタグです。コスト配分で
タグがどのように使用されているかについては、AWS Billingユーザーガイドの コスト配分タグを使用した
カスタム請求レポートを参照してください。

それぞれのタグは、キー（タグの名前）と値で構成されます。キーと値は、どちらもお客様が定義しま
す。ヘルスチェックにタグを追加するときは、キーと値に次の値を持つタグを 1 つ追加することをお勧め
します。

• キー- 名前
• 値: ヘルスチェックに割り当てる名前。

Route 53 コンソールのヘルスチェックのリストには、[名前] タグの値が表示されるため、個々のヘルス
チェックが識別しやすくなります。ヘルスチェックのタグを表示するには、ヘルスチェックを選択し、[タ
グ] タブをクリックします。

タグの詳細については、次のトピックを参照してください。

• Route 53 コンソールでヘルスチェックを追加または編集するときに、名前タグを追加、編集、または削
除する場合は、ヘルスチェックの作成、更新、削除 (p. 546) をご覧ください。

• Route 53 リソースにタグを付ける方法の概要については、「Amazon Route 53 リソースのタグ付
け (p. 678)」を参照してください。

タグの制限
タグには以下のような基本制限があります。

• リソースあたりのタグの最大数 – 50
• キーの最大長 - 128 文字 (Unicode)
• 値の最大長 - 256 文字 (Unicode)
• キーと値に使用できる文字: アルファベットの大文字と小文字 (UTF-8 文字セット)、数字、スペース、お

よび以下の記号文字 (_ . : / = + - @) です。
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• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• キーと値のどちらにも aws: プレフィックスは使用しないでください。このプレフィックスは AWS で

使用するために予約されています。

ヘルスチェックに対するタグの追加、編集、削除
次の手順は、ヘルスチェックのタグを Route 53 コンソールで使用する方法を示しています。

トピック

• ヘルスチェックにタグを追加するには (コンソール) (p. 578)
• ヘルスチェックのタグを編集するには (コンソール) (p. 578)
• ヘルスチェックのタグを削除するには (コンソール) (p. 578)

ヘルスチェックにタグを追加するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Health Checks (ヘルスチェック)] を選択します。
3. ヘルスチェックを選択します。同じタグを複数のヘルスチェックに追加する場合は、複数のヘルス

チェックを選択してください。
4. 下部のペインで [Tags] タブ、[Add/Edit Tags] の順に選択します。
5. [Add/Edit Tags] ダイアログボックスの [Key] フィールドにタグの名前を入力し、[Value] フィールドに

値を入力します。
6. [Apply changes (変更の適用)] を選択します。

ヘルスチェックのタグを編集するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Health Checks (ヘルスチェック)] を選択します。
3. ヘルスチェックを選択します。

同じタグを共有する複数のヘルスチェックを選択した場合に、すべてのタグの値を一度に編集するこ
とはできません。ただし、指定したタグを含むヘルスチェックと共に含まないヘルスチェックを 1 つ
以上選択した場合、複数のヘルスチェックに表示されるタグの値を編集できます。

たとえば、Cost Center タグが含まれている複数のヘルスチェックと、含まれていない 1 つのヘル
スチェックを選択したとします。このとき、タグを追加するオプションを選択して、キーに「Cost 
Center」、値に「777」を指定します。選択されたヘルスチェックのうち、既に Cost Center タグが設
定されているヘルスチェックに対して、Route 53 はその値を 777 に変更します。Cost Center タグを
持たないヘルスチェックに対しては、 Route 53 がそのタグを追加し、値を 777 に設定します。

4. 下部のペインで [Tags] タブ、[Add/Edit Tags] の順に選択します。
5. [Add/Edit Tags] ダイアログボックスで値を編集します。
6. [Save] を選択します。

ヘルスチェックのタグを削除するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Health Checks (ヘルスチェック)] を選択します。
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3. ヘルスチェックを選択します。同じタグを複数のヘルスチェックから削除する場合は、複数のヘルス
チェックを選択してください。

4. 下部のペインで [Tags] タブ、[Add/Edit Tags] の順に選択します。
5. [Add/Edit Tags] ダイアログボックスで、削除するタグの横にある赤色の X を選択します。
6. [Save] を選択します。

Amazon Route 53 API バージョン 2012-12-12 未満
でのヘルスチェックの使用

ヘルスチェックは、Amazon Route 53 API 2012-12-12 以降のバージョンでサポートされます。ヘルス
チェックが設定されているレコードがホストゾーンに存在する場合は、2012-12-12 API 以降のみを使用
するようお勧めします。それより前の API バージョンでのヘルスチェックの使用には、次の制限がありま
す。

• EvaluateTargetHealth、Failover、HealthCheckId のいずれかの要素を含んだレコードを
ChangeResourceRecordSets アクションで作成したり削除したりすることができません。

• それらの要素を含んだレコードを ListResourceRecordSets アクションでリストすることはできま
すが、出力結果にはそれらの要素が含まれません。サポート外の属性がレコードに含まれていることを
示すメッセージが、レスポンスの Value 要素に格納されます。
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Route 53 Resolver DNS Firewall
Route 53 Resolver DNS Firewall を使用すると、仮想プライベートクラウド (VPC) のアウトバウンド DNS 
トラフィックをフィルタリングおよび規制できます。これを行うには、DNS Firewall のルールグループ
で再利用可能なフィルタリングルールのコレクションを作成し、そのルールグループを VPC に関連付け
て、DNS Firewall のログとメトリクスのアクティビティを監視します。アクティビティに基づいて、DNS 
Firewall の動作を適宜調整できます。

DNS Firewall では、VPC からのアウトバウンド DNS リクエストを保護できます。これらのリクエスト
は、ドメイン名の解決用に Resolver を介してルーティングされます。DNS Firewall による保護の主な用途
は、データの DNS 漏洩を防ぐことです。DNS 漏洩は、不正なアクターが VPC 内のアプリケーションイ
ンスタンスに侵入し、DNS ルックアップを使用して、VPC のデータを彼らが管理するドメインに送信す
る際に発生します。DNS Firewall を使用すると、アプリケーションでクエリできるドメインを監視および
管理できます。不正であるとわかっているドメインへのアクセスを拒否し、他のすべてのクエリを許可で
きます。また、確実に信頼できるドメインを除くすべてのドメインへのアクセスを拒否することもできま
す。

DNS ファイアウォールは、VPC エンドポイント名など、プライベートのホストゾーン (共有またはローカ
ル) 内のリソースに対する解決リクエストをブロックする場合にも使用できます。また、パブリックまた
はプライベートの Amazon EC2 インスタンス名のリクエストをブロックすることもできます。

DNS Firewall は Route 53 Resolver の機能であり、使用のために追加で Resolver を設定する必要はありま
せん。

AWS Firewall Manager は DNS ファイアウォールをサポートしています

Firewall Manager を使用すると、AWS Organizations のアカウント全体で VPC 向けの DNS Firewall ルー
ルグループの関連付けを一元的に設定および管理できます。Firewall Manager では、Firewall Manager 
DNS Firewall ポリシーの対象となる VPC の関連付けが自動的に追加されます。詳細については、AWS 
WAF、AWS Firewall Manager、AWS Shield Advanced デベロッパーガイド の AWS Firewall Manager を
参照してください。

DNS ファイアウォールはどのように AWS Network Firewall と連携するのか

DNS Firewall とNetwork Firewall は、どちらもドメイン名のフィルタリングを行いますが、トラフィック
の種類は異なります。DNS Firewall とNetwork Firewall を組み合わせることで、2 つの異なるネットワーク
パス上のアプリケーション層トラフィックに対してドメインベースのフィルタリングを設定できます。

• DNS Firewall は、VPC 内のアプリケーションから Route 53 Resolver を通過するアウトバウンド DNS 
クエリのフィルタリングを行います。また、ブロックしたドメイン名にクエリのカスタムレスポンスを
送信するように DNS Firewall を設定できます。

• Network Firewall は、ネットワーク層とアプリケーション層の両方のトラフィックに対してフィルタリ
ングを行いますが、Route 53 Resolver によって実行されるクエリに対する可視性はありません。

Network Firewall の詳細については、Network Firewall デベロッパーガイドを参照してください。

Route 53 Resolver DNS Firewall の仕組み
Route 53 Resolver DNS Firewall を使用すると、サイトへのアクセスを制御し、Route 53 Resolver を介し
て VPC から送信される DNS クエリに対する DNS レベルの脅威を防ぐことができます。DNS Firewall で
は、VPC に関連付けるルールグループにドメイン名のフィルタリングルールを定義します。許可またはブ
ロックするドメイン名のリストを指定できます。また、ブロックする DNS クエリのレスポンスをカスタ
マイズできます。
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DNS Firewall は、ドメイン名のみをフィルタリングします。このドメイン名から、ブロックされる IP アド
レスを調べることはできません。また、DNS Firewall では DNS/UDP トラフィックをフィルタリングでき
ますが、HTTPS、SSH、TLS、FTP などの他のアプリケーション層プロトコルはフィルタリングできませ
ん。

Route 53 Resolver DNS Firewall のコンポーネントと
設定
DNS Firewall は、次の中央にあるコンポーネントと設定で管理します。

DNS Firewall ルールグループ

DNS クエリをフィルタリングするために DNS Firewall ルールの再利用可能な名前付きコレクション
を定義します。ルールグループにフィルタリングルールを設定し、ルールグループを 1 つ以上の VPC 
に関連付けます。ルールグループを VPC に関連付けると、VPC の DNS Firewall フィルタリングが有
効になります。その後、関連付けられているルールグループを持つ VPC の DNS クエリを Resolver 
が受信すると、そのクエリは DNS Firewall に送信され、フィルタリングが行われます。

複数のルールグループを 1 つの VPC に関連付ける場合は、各関連付けの優先度設定で処理する順序
を指定します。DNS Firewall は、優先度が最も低い設定から VPC のルールグループを処理します。

詳細については、「DNS Firewall のルールグループとルール (p. 586)」を参照してください。
DNS Firewall ルール

DNS Firewall ルールグループ内の DNS クエリに対するフィルタリングルールを定義します。各ルー
ルでは、それぞれドメインリストを 1 つ指定します。また、リスト内のドメイン仕様に一致するドメ
インを持つ DNS クエリに対して実行するアクションを指定します。一致するクエリについて許可、
ブロック、アラートを行うことができます。ブロックしたクエリのカスタムレスポンスも定義できま
す。

ルールグループの各ルールには、ルールグループ内で一意の優先度設定があります。DNS Firewall 
は、優先度が最も低い設定からルールグループ内のルールを処理します。

DNS Firewall ルールは、定義されているルールグループのコンテキストにのみ存在します。ルールを
再利用したり、ルールグループから独立したルールを参照することはできません。

詳細については、「DNS Firewall のルールグループとルール (p. 586)」を参照してください
ドメインリスト

DNS フィルタリングで使用するドメイン仕様の再利用可能な名前付きコレクションを定義します。
ルールグループの各ルールには、それぞれに 1 つのドメインリストが必要です。アクセスを許可する
ドメイン、アクセスを拒否するドメイン、またはその両方の組み合わせを指定できます。独自のドメ
インリストを作成したり、AWS が管理するドメインリストを使用できます。

詳細については、「Route 53 Resolver DNS Firewall のドメインリスト (p. 590)」を参照してくださ
い。

DNS Firewall ルールグループと VPC 間の関連付け

DNS Firewall ルールグループを使用して VPC に対する保護を定義し、その VPC の Resolver DNS 
Firewall 設定を有効にします。

複数のルールグループを 1 つの VPC に関連付ける場合は、関連付けの優先度設定で、それらを処理
する順序を指定します。DNS Firewall は、優先度が最も低い設定から VPC のルールグループを処理
します。

詳細については、「VPC 向けの Route 53 Resolver DNS Firewall による保護の有効化 (p. 597)」を
参照してください
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VPC のResolver DNS Firewall 設定

Resolver が VPC レベルで DNS Firewall による保護をどのように行うかを指定します。この設定
は、VPC に関連付けられた DNS Firewall ルールグループが少なくとも 1 つある場合に有効です。

この設定では、DNS Firewall がクエリをフィルタリングできなかった場合に Route 53 Resolver がク
エリを処理する方法を指定します。デフォルトでは、Resolver が DNS Firewall からクエリに対するレ
スポンスを受信しない場合、DNS Firewall はフェールクローズし、クエリをブロックします。

詳細については、「DNS Firewall での VPC の設定 (p. 598)」を参照してください

Route 53 Resolver DNS Firewall で DNS クエリをフィ
ルタリングする方法
DNS ファイアウォールルールグループが VPC の Route 53 Resolver に関連付けられている場合、次のト
ラフィックはファイアウォールによってフィルタリングされます。

• VPC 内で発信される DNS クエリ。
• オンプレミスのリソースから、リゾルバーエンドポイントを通過して、リゾルバーに関連付けられた 

DNS ファイアウォールを持つ同じ VPC に渡される DNS クエリ。

DNS Firewall は DNS クエリを受信すると、設定したルールグループ、ルール、その他の設定を使用して
クエリをフィルタリングし、Resolver に結果を返します。

• DNS Firewall は、一致するものが見つかるまで、またはすべてのルールグループを使い果たすま
で、VPC に関連付けられたルールグループを使用して DNS クエリの評価を行います。DNS Firewall 
は、関連付けで設定した優先度の順に、優先順位が最も低い設定からルールグループを評価します。詳
細については、「DNS Firewall のルールグループとルール (p. 586)」および「VPC 向けの Route 53 
Resolver DNS Firewall による保護の有効化 (p. 597)」を参照してください。

• 各ルールグループ内で DNS Firewall は、一致するものが見つかるまで、またはすべてのルールを使い果
たすまで、各ルールのドメインリストに対する DNS クエリの評価を行います。DNS Firewall は、優先
順位の順に、優先度が最も低い設定からルールを評価します。詳細については、「DNS Firewall のルー
ルグループとルール (p. 586)」を参照してください

• DNS Firewall は、ルールのドメインリストと一致するものを見つけると、クエリの評価を終了し
て、Resolver に結果を返します。アクションがalert である場合、DNS Firewall は、設定した 
Resolver ログにもアラートを送信します。詳細については、DNS Firewall でのルールアクショ
ン (p. 587) および Route 53 Resolver DNS Firewall のドメインリスト (p. 590) を参照してください。

• DNS Firewall が一致するものを見つけられずにすべてのルールグループを評価し終えた場合、通常どお
りクエリに対して応答します。

Resolver は、DNS Firewall からのレスポンスに従ってクエリをルーティングします。万が一 DNS Firewall 
が応答しなかった場合、Resolver は VPC に設定されている DNS Firewall の障害モードを適用します。詳
細については、「DNS Firewall での VPC の設定 (p. 598)」を参照してください

Route 53 Resolver DNS Firewall を使用するための手
順の概要
Amazon Virtual Private Cloud VPC で Route 53 Resolver DNS Firewall のフィルタリングを実装するには、
次の手順を実行します。

• 　フィルタリングのアプローチとドメインリストの定義 — クエリをフィルタリングする方法を決定し、
必要なドメイン仕様を特定して、クエリの評価に使用するロジックを定義します。例えば、既知の不正
なドメインのリストにあるクエリを除くすべてのクエリを許可できます。または反対に、承認したリス
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トのドメインを除くすべてのドメインをブロックすることもできます。これは、ウォールドガーデンア
プローチとして知られています。承認またはブロックしたドメイン仕様に関する、独自のリストを作成
および管理できます。また、AWS が管理するドメインリストを利用することも可能です。ドメインリス
トの詳細については、「Route 53 Resolver DNS Firewall のドメインリスト (p. 590)」を参照してくだ
さい。

• ファイアウォールルールグループの作成 — DNS Firewall で、VPC 向けの DNS クエリをフィルタリン
グするルールグループを作成します。ルールグループは、使用するリージョンごとに作成する必要があ
ります。また、異なる VPC の複数のフィルタリングシナリオで再利用できるように、フィルタリング
動作を複数のルールグループに分けることもできます。ルールグループについては、「DNS Firewall の
ルールグループとルール (p. 586)」を参照してください。

• ルールの追加と設定 — ルールグループで提供するドメインリストおよびフィルタリング動作ごとに、
ルールグループにルールを追加します。ルールグループ内でルールが正しい順序で処理されるように、
ルールの優先度を設定します。最初に評価するルールの優先順位が最も低くなるようにします。ルール
については、「DNS Firewall のルールグループとルール (p. 586)」を参照してください。

• 　ルールグループを VPC に関連付ける — DNS Firewall ルールグループの使用を開始するには、VPC に
関連付けます。VPC で複数のルールグループを使用している場合は、ルールグループが正しい順序で処
理されるように、各関連付けの優先度を設定します。最初に評価するルールグループの優先順位が最も
低くなるようにします。詳細については、「VPC と Route 53 Resolver DNS Firewall ルールグループ間
の関連付けの管理 (p. 598)」を参照してください

• (オプション) VPC の DNS Firewall 設定を変更する— DNS Firewall がレスポンスの送信に失敗した場
合、 Route 53 Resolver がクエリをブロックするようにするには、Resolver で VPC の DNS Firewall 設
定を変更します。詳細については、「DNS Firewall での VPC の設定 (p. 598)」を参照してください

複数のリージョンで Route 53 Resolver の DNS 
Firewall ルールグループを使用する
Route 53 Resolver DNS Firewall はリージョンごとのサービスであるため、1 つの AWS リージョンで作成
したオブジェクトは、そのリージョンでのみ使用できます。同じルールグループを複数のリージョンで使
用するには、リージョンごとにルールグループを作成する必要があります。

ルールグループを作成した AWS アカウントは、ルールグループを他の AWS アカウントと共有できま
す。詳細については、「AWS アカウント間で Route 53 Resolver DNS Firewall ルールグループを共有す
る (p. 595)」を参照してください。

Route 53 Resolver DNS Firewall の使用を開始する
DNS Firewall コンソールには、DNS Firewall の開始方法を次の手順で説明するウィザードが含まれていま
す。

• 使用するルールセットごとにルールグループを作成します。
• ルールごとに、調査するドメインリストを設定します。独自のドメインリストを作成したり、AWS が管

理するドメインリストをできます。
• 使用する VPC にルールグループを関連付けます。

Route 53 Resolver DNS ファイアウォールのウォール
ドガーデンの例 (walled garden)
このチュートリアルでは、信頼できるドメインのうち選択されたグループを除くすべてのドメインをブ
ロックするルールグループを作成します。これは、クローズドプラットフォーム、またはウォールドガー
デンアプローチと呼ばれます。
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コンソールウィザードを使用して DNS Firewall ルールグループを設定するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

- または -

AWS Management Console にサインインして、

https://console.aws.amazon.com/vpc/ から、Amazon VPC コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Rule groups] (ルールグループ) を選択します。
3. ナビゲーションバーで、ルールグループのリージョンを選択します。
4. 　[ルールグループ] ページで、[ルールグループの追加] を選択します。
5. ルールグループ名に「WalledGardenExample」と入力します。必要な場合、追加の説明も入力しま

す。
6. [Next] (次へ) をクリックします。
7. 　Add rule (ルールの追加) ページで、[Add rule (ルールの追加)] を選択します。

a. [Rule details (ルールの詳細) ] ペインで、ルール名に「BlockAll」と入力します。
b. [Domain list (ドメインリスト)] ペインで、[Add my own domain list (独自のドメインリストを追

加) ] を選択します。
c. 　[Choose or create a new domain list (新しいドメインリストを選択または作成) )]で [Create new 

domain list (新しいドメインリストの作成)]を選択します。
d. ドメインリスト名に「AllDomains」と入力し、テキストボックスにアスタリスク () を入力しま

す：*。
e. アクションについては、BLOCK を選択し、送信するレスポンスをデフォルト設定の NODATAの

ままにしておきます。
f. [ルールの追加] を選択します。ウィザードには、ルールグループの [Add rules (ルールの追加) ]

ページで BlockAll ルールが表示されます。
8. [Add rules (ルールの追加)] を再度クリックして、ルールグループに 2 番目のルールを追加します。

a. [Rule details (ルールの詳細)] ペインで、ルール名に「AllowSelectDomains」と入力します。
説明は空欄にしておきます。

b. [Domain list (ドメインリスト)] ペインで、［Add my own domain list (独自のドメインリストを追
加) ] を選択します。

c. [Choose or create a new domain list (新しいドメインリストの選択または作成)]で、[Create new 
domain list (新しいドメインリストの作成)]を選択します。

d. ドメインリスト名に「ExampleDomains」と入力します。
e. テキストボックスの最初の行に「example.com」、2 行目に「example.org」と入力します。

Note

ルールをサブドメインにも適用する場合は、それらのドメインもリストに追加す
る必要があります。例えば、example.com のすべてのサブドメインを追加するに
は、*.example.com をリストに追加します。

f. アクションについては、[ALLOW] を選択します。
g. [ルールの追加] を選択します。ウィザードに [ルールの追加] ページが表示され、2 つのルールが

表示されます。
9. [Next] (次へ) をクリックします。
10. [Set rule priority] ページで、ルールグループのルールの評価順序を調整できます。DNS Firewall は、

優先度の低い設定から順にルールを評価するため、リストの先頭にあるルールが最初に評価されま
す。この例では、最初に DNS Firewall でドメインの選択リストの DNS クエリを特定して許可し、残
りのクエリをすべてブロックします。
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ルールの順序を選択および調整して、[AllowSelectDomains] が最初に表示されるようにします。
11. [Next] (次へ) をクリックします。
12. Add tags ページで、[Next] を選択します。タグは、AWS リソースの整理と管理に役立ちます。詳細

については、「Amazon Route 53 リソースのタグ付け (p. 678)」を参照してください。
13. Review and create (確認および作成) ページで、前のページで指定した設定が正しいことを確認しま

す。必要に応じて、該当するセクションの [Edit (編集)] を選択し、設定を更新します。設定が適切で
あることを確認したら、[Create rule group (ルールグループの作成) ] をクリックします。ウィザード
では、[Rule groups (ルールグループ) ] ページに戻り、新しいルールグループが表示されます。

これで、特定のドメインクエリのみを許可するルールグループができました。使用を開始するには、フィ
ルタリング動作を使用する VPC にルールグループを関連付けます。詳細については、「VPC と Route 53 
Resolver DNS Firewall ルールグループ間の関連付けの管理 (p. 598)」を参照してください。

Route 53 Resolver DNS ファイアウォールブロックリ
ストの例
このチュートリアルでは、悪意があることが判明しているドメインをブロックするルールグループを作成
します。このルールグループは、これ以外のアウトバウンド DNS リクエストはすべて許可します (Route 
53 Resolver 経由)。

コンソールウィザードを使用して DNS ファイアウォールブロックリストを設定するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

- または -

AWS Management Console にサインインして、Amazon VPC コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Rule groups] (ルールグループ) を選択します。
3. ナビゲーションバーで、ルールグループのリージョンを選択します。
4. 　[ルールグループ] ページで、[ルールグループの追加] を選択します。
5. ルールグループ名に「BlockListExample」と入力します。必要な場合、追加の説明も入力します。
6. [Next] (次へ) をクリックします。
7. 　Add rule (ルールの追加) ページで、[Add rule (ルールの追加)] を選択します。

a. [Rule details (ルールの詳細) ] ペインで、ルール名に「BlockList」と入力します。
b. [Domain list (ドメインリスト)] ペインで、[Add my own domain list (独自のドメインリストを追

加) ] を選択します。
c. [Choose or create a new domain list (新しいドメインリストの選択または作成)]で、[Create new 

domain list (新しいドメインリストの作成)] を選択します。
d. ドメインリスト名 MaliciousDomains を入力し、次にテキストボックスにブロックするドメイ

ンを入力します。例えば、example.org です。1 行に 1 つドメインを入力します。

Note

ルールをサブドメインにも適用する場合は、それらのドメインもリストに追加す
る必要があります。例えば、example.org のすべてのサブドメインを追加するに
は、*.example.org をリストに追加します。

e. アクションについては、BLOCK を選択し、送信するレスポンスをデフォルト設定の NODATAの
ままにしておきます。
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f. [ルールの追加] を選択します。ウィザードには、ルールグループの [Add rules (ルールの追加) ] 
ページで BlockList ルールが表示されます。

8. [Next] (次へ) をクリックします。
9. [Set rule priority] ページで、ルールグループのルールの評価順序を調整できます。DNS Firewall は、

優先度の低い設定から順にルールを評価するため、リストの先頭にあるルールが最初に評価されま
す。

ルールを選択して、ブロックリストの他のルールの前または後に評価されるようルールの順序を調整
します。ほとんどの場合、既知の悪意のあるドメインを最初にブロックしてください。つまり、これ
らに関連付けられているルールは、最も小さい優先順位番号にする必要があります。

10. [Add tags (タグを追加)] ページでは、オプションで AWS リソースの検索とフィルタリングに使用でき
るタグを追加できます。

11. [Next] (次) 、[Create Group] (ルールグループの作成) の順に選択します。

これで、特定の悪意のあるドメインクエリをブロックするルールグループができました。使用を開始する
には、フィルタリング動作を使用する VPC にルールグループを関連付けます。詳細については、「VPC 
と Route 53 Resolver DNS Firewall ルールグループ間の関連付けの管理 (p. 598)」を参照してください。

DNS Firewall のルールグループとルール
このセクションでは、VPC 向けの DNS Firewall の動作を定義するために DNS Firewall のルールグループ
およびルールに対して行える設定について説明します。また、ルールおよびルールグループを設定する方
法についても説明します。

ルールグループを希望どおりに設定したら、それらをそのまま使用して、アカウント間やAWS 
Organizations 内の組織全体で共有および管理することができます。

• ルールグループを複数の VPC に関連付けて、組織全体で一貫した動作を行えます。詳細について
は、VPC と Route 53 Resolver DNS Firewall ルールグループ間の関連付けの管理 (p. 598)を参照して
ください。

• アカウント間でルールグループを共有し、組織全体で一貫して DNS クエリを管理できます。詳細につ
いては、AWS アカウント間で Route 53 Resolver DNS Firewall ルールグループを共有する (p. 595)を
参照してください。

• ルールグループを AWS Firewall Manager ポリシーで管理することで、それらを AWS Organizations 
内の組織全体で使用できます。Firewall Manager の詳細については、AWS WAF、AWS Firewall 
Manager、AWS Shield Advanced デベロッパーガイド  の AWS Firewall Manager を参照してください。

DNS Firewall のルールグループ設定
DNS Firewall ルールグループを作成または編集する場合、次の値を指定します。

名前

わかりやすい名前にすると、ダッシュボードでルールグループを見つけやすくなります。
(オプション) 説明

ルールグループのコンテキストについての簡単な説明。
リージョン

ルールグループを作成する際に選択する AWS リージョンです。1 つのリージョンで作成したルール
グループは、そのリージョンでのみ使用できます。同じルールグループを複数のリージョンで使用す
るには、リージョンごとにルールグループを作成する必要があります。
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ルール

ルールグループのフィルタリング動作は、そのルールに含まれています。詳細については、次のセク
ションを参照してください。

タグ

1 つ以上のキーと対応する値を指定します。例えば、[Key (キー)] に Cost center を、[Value (値)] には
456 を指定します。

これらは、AWS の請求書を整理するために AWS Billing and Cost Managementに用意されているタグ
です。タグを使ったコスト配分の詳細については、AWS Billing ユーザーガイドのコスト配分タグの使
用を参照してください。

DNS Firewall のルール設定
DNS Firewall ルールグループを作成または編集する場合、次の値を指定します。

名前

ルールグループ内のルールの一意の識別子。
(オプション) 説明

ルールの詳細についての簡単な説明。
ドメインリスト

ルールが調査するドメインのリスト。独自のドメインリストを作成して管理したり、AWSが管理する
ドメインリストをサブスクライブできます。詳細については、「Route 53 Resolver DNS Firewall の
ドメインリスト (p. 590)」を参照してください

アクション

DNS Firewall で、ルールのドメインリストの仕様と一致するドメイン名を持つ DNS クエリを処理す
る方法 詳細については、「DNS Firewall でのルールアクション (p. 587)」を参照してください

優先度

ルールグループ内のルールの一意の自然数の設定。これにより、処理順序が決定されます。DNS 
Firewall は、ルールグループのルールに対する DNS クエリを調査します。優先度が最も低い設定で始
まり、上がっていきます。ルールの優先度はいつでも変更できます。例えば、処理の順序を変更した
り、他のルールのためのスペースを確保できます。

DNS Firewall でのルールアクション
DNS Firewallでは、DNS クエリとルールのドメイン仕様の間で一致が検出されると、ルールで指定された
アクションがクエリに適用されます。

作成する各ルールで、次のオプションのいずれかを指定する必要があります：

• Allow — クエリの調査を停止し、通過を許可します。
• Alert— クエリの調査を停止し、通過を許可して、Route 53 Resolver ログにクエリのアラートを記録し

ます。
• Block　— クエリの調査を中断し、目的の送信先への送信をブロックして、Route 53 Resolver ログにそ

のクエリのブロックアクションを記録します。

次のように、設定されたブロックレスポンスで応答します。
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• NODATA - クエリが成功したことを示す応答がありますが、それに対して利用可能になったという応
答はありません。

• NXDOMAIN— クエリのドメイン名が存在しないことを示す応答。
• OVERRIDE — レスポンスにカスタムオーバーライドを指定します。このオプションには、次の設定

が必要です。
• Record value — クエリにレスポンスを返送するカスタム DNS レコード。
• —Record type DNS レコードのタイプ。これによりレコード値の形式が決定します。これ

は、CNAME である必要があります。
• —Time to live in seconds DNS Resolver またはウェブブラウザが上書きレコードをキャッシュし、

クエリへのレスポンスに使用するまでの推奨時間 (再受信された場合)。デフォルトではこの値はゼ
ロであり、レコードはキャッシュされません。

クエリログの設定と内容の詳細については、「リゾルバーでのクエリのログ記録 (p. 640)」および
「Resolver クエリログに表示される値 (p. 643)」を参照してください。

Alert を使用してブロックルールをテストする

ブロックルールを初めて作成する際は、アクションを Alert に設定して、ブロックルールをテストします。
次に、ルールが警告するクエリの数を調べて、アクションを Block に設定した場合にブロックされるクエ
リの数を確認します。

DNS Firewall でのルールグループおよびルールの管理
コンソールでルールグループとルールを管理するには、このトピックのガイダンスに従います。

ルールやドメインリストなどの DNS Firewall エンティティに変更を加えると、DNS Firewall はエンティ
ティが格納および使用されるすべての場所に変更を伝播します。変更は数秒以内に適用されますが、変更
がある場所に到着し、他の場所には到着していない場合、一時的な不一致が生じる可能性があります。そ
のため、例えばブロックルールによって参照されるドメインリストにドメインを追加すると、新しいドメ
インは VPC のあるエリアで一時的にブロックされ、別のエリアでは許可されます。この一時的な不一致
は、ルールグループと VPC の関連付けを初めて行う際、既存の設定を変更する際に発生する可能性があり
ます。ほとんどの場合、このタイプの不一致は数秒で解決します。

ルールグループおよびルールの作成
ルールグループとそのルールを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

- または -

AWS Management Consoleにサインインして、

https://console.aws.amazon.com/vpc/ から、Amazon VPC コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Rule groups] (ルールグループ) を選択します。
3. ナビゲーションバーで、ルールグループのリージョンを選択します。
4. [Add rule group (ルールグループの追加)] を選択し、ウィザードのガイダンスに従ってルールグループ

とルール設定を指定します。

ルールグループの値の詳細については、「DNS Firewall のルールグループ設定 (p. 586)」を参照し
てください。

ルールの値の詳細については、「DNS Firewall のルール設定 (p. 587)」を参照してください。
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ルールグループおよびルールの表示と更新
ルールとグループを表示および更新するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

- または -

AWS Management Console にサインインして、

https://console.aws.amazon.com/vpc/ から、Amazon VPC コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Rule groups] (ルールグループ) を選択します。
3. ナビゲーションバーで、ルールグループのリージョンを選択します。
4. 表示または編集するルールグループを選択し、[View details (詳細を表示) ] を選択します。
5. ルールグループのページで、設定を表示および編集できます。

ルールグループの値の詳細については、「DNS Firewall のルールグループ設定 (p. 586)」を参照し
てください。

ルールの値の詳細については、「DNS Firewall のルール設定 (p. 587)」を参照してください。

ルールグループの削除
ルールグループの削除は、次の手順を実行します。

Important

VPC に関連付けられているルールグループを削除すると、DNS Firewall は関連付けを削除し、
ルールグループが VPC に行っていた保護を停止します。

DNS Firewall エンティティの削除

DNS Firewall で使用できるエンティティ (ルールグループで使用中のドメインリストや VPC に関連付けら
れている可能性があるルールグループなど) を削除すると、DNS Firewall ではそのエンティティが現在使
用されているかどうかの確認が行われます。使用中であることが判明した場合、DNS Firewall からアラー
トが表示されます。DNS Firewall では、ほとんどの場合エンティティが使用中かどうかを判別できます。
ただし、まれに判別できないことがあります。エンティティが現在使用中でないことを確認する必要があ
るときは、DNS Firewall 設定で確認してください。エンティティが参照されているドメインリストであ
る場合は、ルールグループでエンティティが使用されていないことを確認してください。エンティティが
ルールグループである場合は、どの VPC にも関連付けられていないことを確認してください。

ルールグループを削除するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

- または -

AWS Management Console にサインインして、

https://console.aws.amazon.com/vpc/ から、Amazon VPC コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Rule groups] (ルールグループ) を選択します。
3. ナビゲーションバーで、ルールグループのリージョンを選択します。
4. 削除するルールグループを選択し、[削除] をクリックして、削除されたことを確認します。
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Route 53 Resolver DNS Firewall のドメインリスト
ドメインリストは、ルールグループ内の DNS Firewall ルールで使用する、再利用可能なドメイン仕様の
セットです。ルールグループを VPC に関連付けると、DNS Firewall はルールで使用されているドメイ
ンリストとDNS クエリを比較します。一致が見つかった場合は、一致したルールのアクションに従って 
DNS クエリを処理します。ルールグループおよびルールに関する詳細は、「DNS Firewall のルールグルー
プとルール (p. 586)」を参照してください。

ドメインリストを使用すると、明示的なドメイン仕様とそれらに対して実行するアクションを分けること
ができます。複数のルールで 1 つのドメインリストを使用できます。ドメインリストに対して行った更新
は、ドメインリストを使用するすべてのルールに自動的に反映されます。

ドメインリストは、次の 2 つの主要なカテゴリに分類できます。

• AWS が作成し維持するマネージドドメインリスト。
• お客様が作成し管理を行う独自のドメインリスト。

このセクションでは、使用できるマネージドドメインリストの種類について説明し、独自のドメインリス
トを作成および管理するためのガイダンスを提供します (ご希望の場合)。

マネージドドメインリスト
マネージドドメインリストには、悪意のある活動やその他の潜在的脅威に関連するドメイン名が含まれて
います。AWS では、Route 53 Resolver を使用するお客様が、DNS Firewall を使用する際のアウトバウン
ド DNS クエリのチェックに無料で利用できるように、これらのリストを維持しています。

絶えず変化する脅威の状況に遅れずについていくには、時間とコストがかかることがあります。マネージ
ドドメインリストを使用すると、DNS Firewall を実装して使用する際に時間を節約できます。AWS は、
新しい脆弱性と脅威が出現すると、リストを自動的に更新します。AWS には一般に公開される前に新しい
脆弱性が通知されることが多いので、DNS Firewall では、多くの場合、新しい脅威が広く知られる前でも
緩和策をデプロイできます。

マネージドドメインリストは、一般的なウェブの脅威からユーザーを保護するためのサポートを提供する
ように設計されており、アプリケーションに別のセキュリティレイヤーを追加します。AWS マネージドド
メインリストは、内部 AWS ソースと RecordedFuture の両方からデータを取得し、継続的に更新されて
います。ただし、AWS マネージドドメインリストは、選択した AWS リソースに伴うセキュリティコント
ロール (Amazon GuardDuty など) に代わるものではありません。

ベストプラクティスとして、本番稼働環境でマネージドドメインリストを使用する前に、ルールアクショ
ンを Alert に設定して、非本稼働環境でテストを行います。Route 53 Resolver DNS Firewall のサンプル
リクエストまたは DNS Firewall ログと組み合わせた Amazon CloudWatch メトリクスを使用して、ルール
を評価します。ルールが希望通りであることを確認したら、必要に応じてアクション設定を変更します。

AWS マネージドドメインリストを利用できますか?

このセクションでは、現在利用可能な マネージドドメインリストについて説明します。これらのリストが
サポートされているリージョンにいる場合、ドメインリストの管理やルールのドメインリストの指定を行
う際、コンソールに表示されます。ログでは、ドメインリストは firewall_domain_list_id field
にログインします。

AWS では、Route 53 Resolver DNS Firewall のすべてのユーザーに対して、利用可能なリージョンで次の
マネージドドメインリストを提供しています。

• AWSManagedDomainsMalwareDomainList — — マルウェアの送信、ホスティング、配布に関連する
ドメイン。
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• AWSManagedDomainsBotnetCommandandControl — スパムマルウェアに感染したコンピュータの
ネットワーク制御に関連するドメイン。

• AWSManagedAggregateThreatList – マルウェア、ランサムウェア、ボットネット、スパイウェ
ア、DNS トンネリングなど、複数の DNS 脅威のカテゴリに関連するドメイン。複数の種類の脅威をブ
ロックするのに役立ちます。

AWS マネージドドメインリストは、ダウンロードや閲覧はできません。知的財産権を守るために、AWS 
マネージドドメインリスト内の個々のドメイン仕様を表示または編集することはできません。この制限は
また、悪意のあるユーザーが具体的に公開されているリストを避けて脅威を作り出すことを防ぐのにも役
立ちます。

マネージドドメインリストをテストするには

マネージドドメインリストのテスト用に、以下のドメインセットが用意されています。

AWSManagedDomainsBotnetCommandandControl
• controldomain1.botnetlist.firewall.route53resolver.us-east-1.amazonaws.com
• controldomain2.botnetlist.firewall.route53resolver.us-east-1.amazonaws.com
• controldomain3.botnetlist.firewall.route53resolver.us-east-1.amazonaws.com

AWSManagedDomainsMalwareDomainList
• controldomain1.malwarelist.firewall.route53resolver.us-east-1.amazonaws.com
• controldomain2.malwarelist.firewall.route53resolver.us-east-1.amazonaws.com
• controldomain3.malwarelist.firewall.route53resolver.us-east-1.amazonaws.com

AWSManagedDomainsAggregateThreatList
• controldomain1.aggregatelist.firewall.route53resolver.us-east-1.amazonaws.com
• controldomain2.aggregatelist.firewall.route53resolver.us-east-1.amazonaws.com
• controldomain3.aggregatelist.firewall.route53resolver.us-east-1.amazonaws.com

これらのドメインは、ブロックされなければ 1.2.3.4 に解決されます。マネージドドメインリストを VPC 
で使用すると、これらのドメインをクエリしたとき、(例えば NODATA で) ルール内のブロックアクショ
ンが設定されているレスポンスが返されます。

マネージドドメインリストの詳細については、AWS Support センターにお問い合わせください。

次の表に、AWS マネージドドメインリストが利用可能なリージョンのリストを示します。

利用可能なマネージドドメインリストのリージョン

リージョン マネージドドメインリストを利用できますか?

アジアパシフィック (ムンバイ) はい

アジアパシフィック (ソウル) あり

アジアパシフィック (シンガポール) あり

アジアパシフィック (シドニー) あり

アジアパシフィック (東京) はい

アジアパシフィック（大阪）リージョン はい

Canada (Central) Region はい

Europe (Frankfurt) Region はい
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リージョン マネージドドメインリストを利用できますか?

欧州 (アイルランド) リージョン はい

Europe (London) Region はい

欧州 (ミラノ) はい

欧州 (パリ) リージョン はい

欧州 (ストックホルム) はい

南米 (サンパウロ) はい

米国東部（バージニア北部） あり

米国東部 (オハイオ) あり

米国西部 (北カリフォルニア) あり

米国西部 (オレゴン) はい

アジアパシフィック (ジャカルタ) はい

アフリカ (ケープタウン) はい

中国 (北京) はい

中国 (寧夏) はい

AWS GovCloud (US) はい

アジアパシフィック (香港) はい

中東 (バーレーン) はい

セキュリティに関するその他の考慮事項

AWS マネージドドメインリストは、一般的なウェブの脅威からお客様を保護するように設計されていま
す。ドキュメントに従って使用した場合、これらのリストはアプリケーションに別のセキュリティレイ
ヤーを追加します。ただし、マネージドドメインリストは、選択した AWS リソースに伴うセキュリティ
コントロールに代わるものではありません。AWS のリソースが適切に保護されるようにするには、責任共
有モデルのガイダンスを参照してください。

誤検出シナリオの軽減

マネージドドメインリストを使用してクエリをブロックするルールで誤検出のシナリオが発生した場合
は、次の手順を実行します。

1. Resolver ログで、誤検出の原因となっているルールグループとマネージドドメインリストを特定しま
す。これを行うには、DNS Firewall がブロックしているが、通過を許可するクエリのログを見つけま
す。ログレコードには、ルールグループ、ルールアクション、マネージドリストが一覧表示されます。
ログの詳細については、「Resolver クエリログに表示される値 (p. 643)」を参照してください。

2. ブロックしたクエリを明示的に許可するルールグループに新しいルールを作成します。ルールを作成す
るときに、許可するドメイン仕様のみを使用して、独自のドメインリストを定義できます。ルールグ
ループおよびルールの作成 (p. 588) のルールグループおよびルールの管理に関するガイダンスに従っ
てください。

3. ルールグループ内で新しいルールの優先度を設定して、そのルールをマネージドリストを使用している
ルールの前に実行できるようにします。これを行うには、新しいルールの優先順位の数値を小さく設定
します。
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ルールグループを更新すると、ブロックルールが実行される前に、許可するドメイン名が新しいルールに
よって明示的に示されます。

独自のドメインリストの管理
独自のドメインリストを作成すると、マネージドドメインリストのサービスに見つからないドメインカテ
ゴリや、自分で処理したいドメインカテゴリを指定できます。

このセクションで説明する手順に加えて、ルールを作成または更新する際は、コンソールを使用すると 
Route 53 Resolver DNS Firewall によるルール管理のコンテキストでドメインリストを作成できます。

ドメインリストの各ドメイン仕様は、次の要件を満たす必要があります。

• オプションで * (アスタリスク) から始めます。
• ラベル間の区切り文字として、オプションで先頭に付加するアスタリスクとピリオドを除き、使用でき

るのは A-Z、a-z、0-9、- (ハイフン) の各文字だけです。
• 長さは 1～255 文字にする必要があります。

ルールやドメインリストなどの DNS Firewall エンティティに変更を加えると、DNS Firewall はエンティ
ティが格納および使用されるすべての場所に変更を伝播します。変更は数秒以内に適用されますが、変更
がある場所に到着し、他の場所には到着していない場合、一時的な不一致が生じる可能性があります。そ
のため、例えばブロックルールによって参照されるドメインリストにドメインを追加すると、新しいドメ
インは VPC のあるエリアで一時的にブロックされ、別のエリアでは許可されます。この一時的な不一致
は、ルールグループと VPC の関連付けを初めて行う際、既存の設定を変更する際に発生する可能性があり
ます。ほとんどの場合、このタイプの不一致は数秒で解決します。

本番稼働環境で使用する前にドメインリストをテストする

ベストプラクティスとして、本番稼働環境でドメインリストを使用する前に、ルールアクションを Alert
に設定して、非本稼働環境でテストを行います。Amazon CloudWatch メトリクスと Resolver ログを
使用してルールを評価します。ログには、すべてのアラートとブロックアクションのドメインリスト名
が表示されます。ドメインリストが DNS クエリに希望どおりに一致していることを確認したら、必要
に応じてルールのアクション設定を変更します。CloudWatch メトリクスとクエリログの詳細について
は、「Amazon CloudWatch を使用した Route 53 Resolver DNS Firewall のルールグループのモニタリン
グ (p. 655)」、「Resolver クエリログに表示される値 (p. 643)」および「Resolver のクエリーログ記録
の設定の管理 (p. 642)」を参照してください。

ドメインリストを追加するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

- または -

AWS Management Console にサインインして、

https://console.aws.amazon.com/vpc/ から、Amazon VPC コンソールを開きます。
2. 「ドメインリスト」を選択します。[ドメインリスト] ページで、既存のドメインリストを選択および

編集したり、独自のドメインリストを追加することができます。
3. ドメインリストを追加するには、[ドメインリストの追加] を選択します。
4. ドメインリスト名を入力し、テキストボックスにドメイン指定を 1 行に 1 つずつ入力します。

[Switch to bulk upload (一括アップロードに切り替える)] をオンにスライドして、ドメインリストを作
成した Amazon S3 バケットの URI を入力します。このドメインリストには、1 行につき 1 つのドメ
イン名が必要です。

5. [ドメインリストの追加] を選択します。[ドメインリスト] ページには、新しいドメインリストが一覧
表示されます。
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ドメインリストを作成したら、DNS Firewall ルールから名前を指定して参照できます。

DNS Firewall エンティティの削除

DNS Firewall で使用できるエンティティ (ルールグループで使用中のドメインリストや VPC に関連付けら
れている可能性があるルールグループなど) を削除すると、DNS Firewall ではそのエンティティが現在使
用されているかどうかの確認が行われます。使用中であることが判明した場合、DNS Firewall からアラー
トが表示されます。DNS Firewall では、ほとんどの場合エンティティが使用中かどうかを判別できます。
ただし、まれに判別できないことがあります。エンティティが現在使用中でないことを確認する必要があ
るときは、DNS Firewall 設定で確認してください。エンティティが参照されているドメインリストであ
る場合は、ルールグループでエンティティが使用されていないことを確認してください。エンティティが
ルールグループである場合は、どの VPC にも関連付けられていないことを確認してください。

ドメインリストを削除するには

1. ナビゲーションペインで、[ドメインリスト] を選択します。
2. ナビゲーションバーで、ドメインリストのリージョンを選択します。
3. 削除するドメインリストを選択し、[削除]をクリックして、削除されたことを確認します。

DNS Firewall でのログ記録の設定
Amazon CloudWatch メトリクスと Resolver のクエリログを使用して、DNS Firewall のルールを評価でき
ます。ログには、すべてのアラートとブロックアクションのドメインリスト名が表示されます。Amazon 
CloudWatch の詳細については、「Amazon CloudWatch を使用した Route 53 Resolver DNS Firewall の
ルールグループのモニタリング (p. 655)」を参照してください。

DNS Firewall を有効にして、VPC に関連付けログ記録を有効にした場
合、firewall_rule_group_id、firewall_rule_action、firewall_domain_list_id は、ログ
内に提供される DNS Firewall 特有のフィールドです。

Note

クエリログには、DNS Firewall ルールによってブロックされたクエリのみが表示されます。

VPC から発信される DNS Firewall のルールによってフィルタリングされた DNS クエリのログ記録を開始
するには、Amazon Route 53 コンソールで次のタスクを実行します。

DNS Firewall で Resolver のクエリログ記録を設定するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. Route 53 コンソールのメニューを展開します。コンソールの左上隅にある 3 本の水平バー () アイコ
ンを選択します。

3. Resolver メニューから、[Query logging (クエリログ記録)] を選択します。
4. リージョンのセレクターから、クエリログ記録の設定を作成する AWS リージョンを選択します。

これは、クエリをログに記録する DNS Firewall に関連付けた VPC を作成したリージョンと同じリー
ジョンである必要があります。VPC が複数のリージョンに存在する場合は、リージョンごとにクエリ
ログ記録の設定を少なくとも 1 つ作成する必要があります。

5. [クエリログ記録の設定] を選択します。
6. 次の値を指定します。

クエリログ記録設定の名前

クエリログ記録の設定に使用する名前を入力します。この名前は、コンソールのクエリログ記録
の設定リストに表示されます。この設定では、後で検索する際に便利な名前を入力します。
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クエリログの保存先

Resolver が クエリログを送信する先の、 AWSリソースのタイプを選択します。各オプショ
ン (CloudWatch Logs ロググループ、S3 バケット、および Kinesis Data Firehose 配信スト
リーム) から選択する方法については、「Resolver のクエリログの送信先となる AWS リソー
ス (p. 641)」を参照してください。

リソースのタイプを選択した後は、そのタイプの別のリソースを作成するか、現在の AWS アカ
ウントで作成された既存のリソースを選択することができます。

Note

ステップ 4 で選択した AWS リージョン (クエリログ記録の設定を作成するリージョン) 
で作成されたリソースのみを選択できます。新しいリソースを作成することを選択した
場合、そのリソースは同じリージョンに作成されます。

クエリをログに記録する VPC

このクエリログ記録の設定では、選択した VPC で発生した DNS クエリがログに記録されま
す。Resolver にクエリをログ記録させたい (現在のリージョンに置かれている) 各 VPC のチェッ
クボックスをオンにし、[Choose (選択)] をクリックします。

Note

VPC ログの配信は、特定の送信先タイプに対して 1 回だけ有効にすることができます。
ログは、同じタイプの複数の送信先に配信することはできません。例えば、VPC ログを 
2 つの Amazon S3 の送信先に配信することはできません。

7. [クエリログ記録の設定] を選択します。

Note

クエリログ記録の設定が正常に作成されてから数分以内に、VPC 内のリソースによって作成され
た DNS クエリがログ内に表示されるようになります。

AWS アカウント間で Route 53 Resolver DNS 
Firewall ルールグループを共有する

AWS アカウント間で DNS Firewall ルールグループを共有できます。ルールグループを共有するに
は、AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用します。DNS Firewall コンソールは、AWS RAM 
コンソールと統合されています。AWS RAM の詳細については、 Resource Access Manager ユーザーガイ
ドを参照してください。

次の点に注意してください。

VPC と共有ルールグループの関連付け

お客様のアカウントと別の AWS アカウント間で 1 つ以上のルールを共有している場合、これら
のルールと VPC を関連付ける方法は、自分で作成したルールと VPC を関連付ける方法で同じで
す。詳細については、「VPC と Route 53 Resolver DNS Firewall ルールグループ間の関連付けの管
理 (p. 598)」を参照してください

ルールグループの削除または共有解除

他のアカウントと共有しているルールグループまたはその共有を解除すると、DNS Firewall では他の
アカウントがルールグループと VPC の間に作成したすべての関連付けが削除されます。
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ルールグループおよび関連付けの最大設定

共有ルールグループと VPC との関連付けの数は、ルールグループを共有するアカウントの総数に含ま
れます。

現在の DNS Firewall のクォータについては「Route 53 Resolver DNS ファイアウォールでのクォー
タ (p. 697)」を参照してください。

アクセス許可

別の AWS アカウントとルールグループを共有するには、PutFirewallRuleGroupPolicy アクションを使
用するアクセス許可が必要です。

ルールグループが共有されているAWS アカウントに対する制限

ルールグループが共有されているアカウントが、ルールグループを変更または削除することはできま
せん。

タグ付け

ルールグループを作成したアカウントだけが、ルールグループのタグを追加、削除、または表示でき
ます。

ルールグループの現在の共有ステータス (ルールグループを共有したアカウントやルールグループが共有
されているアカウントを含む) を確認し、別のアカウントとルールグループを共有するには、次の手順を
実行します。

共有ステータスを確認して別の AWS アカウントとルールグループを共有するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Rule groups] (ルールグループ) を選択します。
3. ナビゲーションバーで、ルールグループを作成したリージョンを選択します。

[Sharing status (共有ステータス)] 列に、現在のアカウントで作成されたルールグループまたは現在の
アカウントと共有されているルールグループの現在の共有ステータスが表示されます。

• Not shared (未共有): 現在の AWS アカウントがルールグループを作成し、他のアカウントとは共有
していません。

• Shared by me (自分が共有): 現在のアカウントがルールグループを作成し、1 つ以上の他のアカウン
トと共有しています。

• Shared with me (自分と共有): 別のアカウントがルールグループを作成し、現在のアカウントと共有
しています。

4. 共有情報を表示するルールグループまたは別のアカウントと共有するルールグループの名前を選択し
ます。

Rule group: rule group name ページで、[Owner (所有者)] の値として、ルールグループを作成し
たアカウントの ID が表示されます。これは現在のアカウントです。ただし、[Sharing status (共有
ステータス)] の値が [Shared with me (自分と共有)] である場合を除きます。その場合 ［Owner (所有
者）] は、ルールグループを作成し、現在のアカウントと共有しているアカウントです。

5. [Share (共有)] を選択し、追加情報を表示するか、別のアカウントとルールグループを共有します。共
有ステータスの値に応じたページが AWS RAM コンソールに表示されます。

• Not shared (未共有): [Create resource share (リソース共有の作成)] ページが表示されます。別のア
カウントと、あるいは組織単位 (OU) や組織でルールグループを共有する方法については、この後
の手順を参照してください。

• Shared by me (自分が共有): [Shared resources (共有リソース)] ページに、現在のアカウントが所有
し、他のアカウントと共有しているルールグループと他のリソースが表示されます。
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• Shared with me (自分と共有): Shared resources (共有リソース) ページに、他のアカウントが所有
し、現在のアカウントと共有しているルールグループと他のリソースが表示されます。

6. 別の AWS アカウント、OU、または組織とルールグループを共有するには、次の値を指定します。

Note

共有設定を更新することはできません。次のいずれかの設定を変更する場合は、新しい設定
を使用してルールグループを共有し直し、古い共有設定を削除する必要があります。

説明

ルールグループを共有した理由についての簡単な説明を入力します。
リソース

共有するルールグループのチェックボックスをオンにします。
プリンシパル

AWS アカウント番号、OU 名、または組織名を入力します。
タグ

1 つ以上のキーと対応する値を指定します。例えば、[Key (キー)] に Cost center を、[Value (値)] 
には 456 を指定します。

これらは、AWS の請求書を整理するためにAWS Billing and Cost Management に用意されている
タグです。タグは、他の目的に使用することもできます。タグを使ったコスト配分の詳細につい
ては、AWS Billing ユーザーガイドのコスト配分タグの使用を参照してください。

VPC 向けの Route 53 Resolver DNS Firewall によ
る保護の有効化

VPC 向けの DNS Firewall による保護を有効にするには、1 つ以上のルールグループを VPC に関連付けま
す。VPC が DNS Firewall ルールグループに関連付けられている場合、Route 53 Resolver は、次のような 
DNS Firewall による保護を提供します。

• Resolver が VPC のアウトバウンド DNS クエリを DNS Firewall 経由でルーティングし、DNS Firewall 
は関連付けられたルールグループを使用してクエリをフィルタリングします。

• Resolver では、VPC の DNS Firewall 設定での設定が適用されます。

DNS Firewall による保護を VPC に提供するには、次の操作を行います。

• DNS Firewall ルールグループと VPC 間の関連付けを作成および管理します。ルールグループについて
は、「DNS Firewall のルールグループとルール (p. 586)」を参照してください。

• 障害発生時に、Resolver が VPC の DNS クエリを処理する方法を設定します。例えば、DNS Firewall が 
DNS クエリに対するレスポンスをしない場合などに行います。
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VPC と Route 53 Resolver DNS Firewall ルールグルー
プ間の関連付けの管理
ルールグループでの VPC の関連付けを表示するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

- または -

AWS Management Console にサインインして、

https://console.aws.amazon.com/vpc/ から、Amazon VPC コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Rule groups] (ルールグループ) を選択します。
3. ナビゲーションバーで、ルールグループのリージョンを選択します。
4. 関連付けるルールグループを選択します。
5. [View details] (詳細を表示する) を選択します。ルールグループのページが表示されます。
6. 下部には、ルールと関連する VPC を含むタブ付きの詳細エリアが表示されます。[関連付けられた 

VPC] タブを選択します。

ルールグループを VPC に関連付けるには

1. ルールグループでの VPC の関連付けを確認するには、前述の手順 (p. 595)「ルールグループの VPC 
の関連付けを表示するには」を実行します。

2. [関連付けられた VPC] タブで、[VPC を関連付け] を選択します。
3. ドロップダウンで、ルールグループに関連付ける VPC を見つけます。それを選択し、［Associate (関

連付け)] をクリックします。

ルールグループのページでは、[関連付けられた VPC ］タブに VPC が表示されます。最初は、関連付け
のステータスに更新中と表示されます。関連付けが完了すると、ステータスは 完了に変わります。

ルールグループと VPC 間の関連付けを削除するには

1. ルールグループでの VPC の関連付けを確認するには、前述の手順 (p. 595)「ルールグループの VPC 
の関連付けを表示するには」を実行します。

2. リストから削除する VPC を選択し、[関連付け解除］を選択します。検証し、アクションを確認しま
す。

ルールグループのページでは、[関連付けを解除中］のステータスで [関連付けられた VPC] タブに VPC が
表示されます。操作が完了すると、DNS Firewall がリストを更新して VPC が削除されます。

DNS Firewall での VPC の設定
VPC の DNS ファイアウォール設定は、(例えば、DNS ファイアウォールが機能していない、応答がな
い、またはゾーンで使用できない場合などの) 障害時に、Route 53 Resolver がクエリを許可するかブロッ
クするかを決定します。Resolver は、VPC に関連付けられた 1 つ以上の DNS Firewall ルールグループが
ある場合、その VPC のファイアウォール設定を強制します。

フェールオープンまたはフェールクローズするように VPC を設定できます。
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• デフォルトでは、障害モードは閉じられています。つまり、Resolver は DNS ファイアウォールからの
応答を受信しないクエリをすべてブロックし、SERVFAIL DNS 応答を送信します。このアプローチで
は、可用性よりもセキュリティが優先されます。

• フェールオープンを有効にすると、Resolver が DNS Firewall からの応答を受信しない場合にクエリを許
可します。このアプローチでは、セキュリティよりも可用性が優先されます。

VPC の DNS Firewall 設定を変更するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインし、Resolver コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53resolver/) を開きます。

2. ナビゲーションペインの [Resolver] で、[VPC] を選択します。
3. [VPC] ページで VPC を特定し、編集します。必要に応じて、DNS Firewall 設定をフェールオープンま

たはフェールクローズに変更します。

VPC (API) 向けの DNS Firewall の動作を変更するには

• VPC 向けのファイアウォールの設定を更新するには、UpdateFirewallConfig を呼び出
し、FirewallFailOpenを有効または無効にします。

ListFirewallConfigs を呼び出すことで API を使用して、VPC 向けのファイアーウォール設定のリストを取
得できます。
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AWS CloudFormation を使用して 
Amazon Route 53 および Amazon 
Route 53 Resolver リソースの作成

Amazon Route 53 と Amazon Route 53 Resolver は、リソースとインフラストラクチャの作成と管理
の所要時間を短縮できるように AWS リソースをモデル化して設定するためのサービスである AWS 
CloudFormation と統合されています。必要なすべての AWS リソースを記述したテンプレートを作成すれ
ば、AWS CloudFormation が自動的にこれらのリソースのプロビジョニングや設定を処理します。

AWS CloudFormation を使用すると、テンプレートを再利用して Route 53 および Route 53 Resolver リ
ソースを同じように繰り返してセットアップできます。リソースを一度記述するだけで、同じリソースを
複数の AWS アカウント とリージョンで何度でもプロビジョニングできます。

Route 53、Route 53 Resolver、および AWS 
CloudFormation テンプレート

Route 53、Route 53 Resolver、および関連サービスのリソースをプロビジョニングして設定するには、
「AWS CloudFormation templates」を理解する必要があります。テンプレートは、JSONまたはYAMLで
フォーマットされたテキストファイルです。これらのテンプレートには、AWS CloudFormation スタック
にプロビジョニングしたいリソースを記述します。JSONやYAMLに不慣れな方は、AWS CloudFormation 
Designerを使えば、 AWS CloudFormation テンプレートを使いこなすことができます。詳細については、
「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation Designer とは」を参照してくださ
い。

Route 53 は、AWS CloudFormation で次のリソースタイプの作成をサポートします。

• AWS::Route53::DNSSEC
• AWS::Route53::HealthCheck
• AWS::Route53::HostedZone
• AWS::Route53::KeySigningKey
• AWS::Route53::RecordSet
• AWS::Route53::RecordSetGroup

Route 53 リソースの JSON テンプレートと YAML テンプレートの例を含む詳細については、AWS 
CloudFormation ユーザーガイドの「Amazon Route 53 resource type reference」を参照してください。

Route 53 Resolver は、AWS CloudFormation で次のリソースタイプの作成をサポートします。

• AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList
• AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList
• AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation
• AWS::Route53Resolver::ResolverDNSSECConfig
• AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint
• AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig
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• AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation
• AWS::Route53Resolver::ResolverRule
• AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation

Route 53 Resolver リソースの JSON テンプレートと YAML テンプレートの例を含む詳細について
は、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「Amazon Route 53 Resolver resource type reference」を参
照してください。

AWS CloudFormation の詳細はこちら
AWS CloudFormation の詳細については、以下のリソースを参照してください。

• AWS CloudFormation
• AWS CloudFormation ユーザーガイド
• AWS CloudFormation API リファレンス
• AWS CloudFormation コマンドラインインターフェイスユーザーガイド
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データ保護

Amazon Route 53 でのセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS の顧客は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS と顧客の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリティ
およびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。Amazon Route 53 に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細について
は、コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービスを参照してください。

• クラウド内のセキュリティ – お客様の責任は使用する AWS のサービスによって決まります。また、お
客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因につ
いても責任を担います。

このドキュメントは、Route 53 を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ちま
す。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために Route 53 を設
定する方法を示します。また、Route 53 リソースのモニタリングや保護に役立つ他の AWS のサービスの
使用方法についても説明します。

トピック
• Route 53 でのデータ保護 (p. 602)
• Amazon Route 53 での Identity and Access Management (p. 603)
• Amazon Route 53 でのログ記録とモニタリング (p. 632)
• Amazon Route 53 のコンプライアンス検証 (p. 633)
• Amazon Route 53 での耐障害性 (p. 634)
• Amazon Route 53 でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 635)

Route 53 でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、Amazon Route 53 のデータ保護に適用されます。このモデルで説明されているよ
うに、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任を負
います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する責任
があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスクが含ま
れます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照してくだ
さい。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任共有モ
デルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されます。
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ダングリング委任レコードからの保護

• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィール
ドに格納しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDL を
使用して、Route 53 または他の AWS のサービス サービスで作業する場合も含まれます。名前に使用す
る自由記述のテキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合がありま
す。外部サーバーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を 
URL に含めないことを強くお勧めします。

Route 53 でのダングリング委任レコードからの保護
Route 53 では、ネームサーバー (NS) レコードを使用してサブドメインの管理を別のパブリックホスト
ゾーンに委任する場合、委任を削除せずにサブドメインホストゾーンを削除しようとすると、問題が発生
する可能性があります。これは、別のユーザーがサブドメインホストゾーンを再作成し、最初の顧客に属
する依然アクティブな委任を介して制御を得る可能性があるためです。ただし、Route 53 は、委任が最初
に削除されたことを確認する前に、それらのネームサーバーを使用して、重複するドメイン名を持つ新し
いホストゾーンを作成できないようにすることで、このような「ダングリング」委任から保護します。

Amazon Route 53 での Identity and Access 
Management

Amazon Route 53 リソースでオペレーション (ドメインの登録やレコードの更新など) を実行するには、承
認された AWS ユーザーであることの認証が AWS Identity and Access Management (IAM) により求められ
ます。Route 53 コンソールを使用している場合は、AWS ユーザー名およびパスワードを指定して、自分
の ID を認証します。

アイデンティティが認証されると、AWS へのアクセスをコントロールするために、オペレーションを実行
するアクセス許可、リソースを操作するアクセス許可があることが IAM によって確認されます。アカウン
ト管理者である場合、IAM を使用して、アカウントに関連付けられたリソースへの他のユーザーのアクセ
スをコントロールできます。

この章では、IAM および Route 53 を使ってリソースを保護する方法について説明します。

トピック
• アイデンティティを使用した認証 (p. 604)
• アクセスコントロール (p. 606)
• Amazon Route 53 リソースに対するアクセス許可の管理の概要 (p. 606)
• Amazon Route 53 での ID ベースのポリシー (IAM ポリシー) の使用 (p. 611)
• Amazon Route 53 Resolver のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 619)
• Amazon Route 53 の AWS 管理ポリシー (p. 622)
• きめ細かなアクセスコントロールのための IAM ポリシー条件を使用してリソースレコードセットを管

理する (p. 627)
• Amazon Route 53 API のアクセス許可: アクション、リソース、条件のリファレンス (p. 632)
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アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。
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IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。アク
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ションにポリシー内の追加の依存関係アクションが必要かどうかを確認するには、「Amazon Route 
53 で定義されるアクション」「Amazon Route 53 Domains によって定義されるアクション」、また
は「サービス認証リファレンス」の「Amazon Route 53 Resolver で定義されるリソース」を参照して
ください。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

アクセスコントロール
Amazon Route 53 リソースを作成、更新、削除、またはリストするには、オペレーションを実行するアク
セス許可と、対応するリソースにアクセスするアクセス許可が必要です。

以下のセクションでは、Route 53 のアクセス許可を管理する方法について説明します。最初に概要のセク
ションを読むことをお勧めします。

Amazon Route 53 リソースに対するアクセス許可の管
理の概要
すべての AWS リソースは AWS アカウントによって所有され、リソースの作成またはアクセスは、アク
セス権限のポリシーによって管理されます。

Note

アカウント管理者 (または管理者ユーザー) は、管理者権限を持つユーザーです。管理者の詳細に
ついては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ベストプラクティス」を参照してください。

アクセス許可を付与するときは、アクセス許可を取得するユーザー、アクセス許可を取得する対象のリ
ソース、およびアクセス許可を取得して実行するアクションを決定します。

AWS Management Console の外部で AWS を操作するには、ユーザーはプログラムによるアクセスが必要
です。プログラムによるアクセスを許可する方法は、AWS にアクセスしているユーザーのタイプによって
異なります。

ユーザーにプログラムによるアクセス権を付与するには、以下のいずれかのオプションを選択します。
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どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

ワークフォース ID

(IAM Identity Center で管理され
ているユーザー)

一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) を使用す
るための AWS CLI の設定」を
参照してください。

• AWS SDK、ツール、および 
AWS API については、「AWS 
SDK とツールリファレンスガ
イド」の「IAM Identity Center 
認証」を参照してください。

IAM 一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

「IAM ユーザーガイド」の
「AWS リソースでの一時的な認
証情報の使用」の指示に従って
ください。

IAM (非推奨)
長期的な認証情報を使用
して、AWS CLI、AWS 
SDK、AWS API へのプログラ
ムによるリクエストに署名しま
す。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「IAM ユー
ザー認証情報を使用した認
証」を参照してください。

• AWS SDK とツールについて
は、「AWS SDK とツールリ
ファレンスガイド」の「長
期認証情報を使用して認証す
る」を参照してください。

• AWS API については、「IAM 
ユーザーガイド」の「IAM 
ユーザーのアクセスキーの管
理」を参照してください。

トピック
• Amazon Route 53 リソースの ARN (p. 608)
• リソース所有権について (p. 608)
• リソースへのアクセスの管理 (p. 608)
• ポリシー要素の指定: リソース、アクション、効果、プリンシパル (p. 610)
• ポリシーでの条件を指定する (p. 611)
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Amazon Route 53 リソースの ARN
Amazon Route 53 は、DNS、ヘルスチェック、ドメイン登録用にさまざまなリソースタイプをサポートし
ています。ポリシーでは、ARN の * を使用して、以下のリソースへのアクセスを許可したり、拒否するこ
とができます。

• ヘルスチェック
• ホストゾーン
• 再利用可能な委託セット
• リソースレコードセット変更バッチのステータス (API のみ)
• トラフィックポリシー (トラフィックフロー)
• トラフィックポリシーのインスタンス (トラフィックフロー)

すべての Route 53 リソースでアクセス許可がサポートされているわけではありません。次のリソースへ
のアクセスを許可したり拒否したりすることはできません。

• ドメイン
• 個々のレコード
• ドメインのタグ
• ヘルスチェックのタグ
• ホストゾーンのタグ

Route 53 には、これらの各タイプのリソースで使用できる API アクションが用意されています。詳細につ
いては、「Amazon Route 53 API リファレンス」を参照してください。各アクションを使用するアクセス
許可を付与または拒否するために指定するアクションおよび ARN のリストについては、「Amazon Route 
53 API のアクセス許可: アクション、リソース、条件のリファレンス (p. 632)」を参照してください。

リソース所有権について
AWS アカウントは、誰がリソースを作成したかにかかわらず、アカウントで作成されたリソースを所有し
ます。具体的に言うと、リソース所有者とは、リソース作成リクエストを認証するプリンシパルエンティ
ティ (つまり、ルートアカウントまたは IAM ロール) の AWS アカウントです。

次の例は、この仕組みを示しています。

• AWS アカウントの root アカウントの認証情報を使用してホストゾーンを作成する場合、AWS アカウン
トはリソースの所有者です。

• AWS アカウントでユーザーを作成し、ホストゾーンを作成する許可をそのユーザーに付与する場合、そ
のユーザーはホストゾーンを作成できます。ただし、ユーザーが属する AWS アカウントはホストゾー
ンリソースを所有しています。

• AWS アカウントに、ホストゾーンを作成するためのアクセス許可を持つ IAM ロールを作成する場合
は、ロールを引き受けることのできるいずれのユーザーもホストゾーンを作成できます。ロールが属す
る AWS アカウントはホストゾーンリソースを所有しています。

リソースへのアクセスの管理
アクセス許可のポリシーでは、誰が何にアクセスできるかを指定します。このセクションでは、Amazon 
Route 53 のアクセス許可ポリシーを作成するために使用可能なオプションについて説明します。IAM ポ
リシー構文の概説については、IAM ユーザーガイドの AWS IAM ポリシーリファレンスを参照してくださ
い。
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IAM ID にアタッチされたポリシーは ID ベースのポリシー (IAM ポリシー) と呼ばれ、リソースにアタッチ
されたポリシーはリソースベースのポリシーと呼ばれます。Route 53 では、ID ベースのポリシー (IAM ポ
リシー) のみサポートされます。

トピック
• アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) (p. 609)
• リソースベースのポリシー (p. 610)

アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー)

ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。例えば、次の操作を実行できます。

• アカウントのユーザーまたはグループにアクセス許可ポリシーをアタッチする – アカウント管理者は、
特定のユーザーに関連付けられるアクセス許可ポリシーを使用して、そのユーザーに Amazon Route 53 
リソースの作成を許可するアクセス許可を付与することができます。

• ロールにアクセス許可ポリシーをアタッチする (クロスアカウントアクセス許可を付与する) – 別の AWS 
アカウントで作成されたユーザーに、Route 53 アクションを実行するアクセス許可を付与できます。そ
のためには、IAM ロールにアクセス許可ポリシーをアタッチし、他のアカウントのユーザーがそのロー
ルを引き受けられるようにします。次の例では、これがアカウント A とアカウント B の 2 つの AWS ア
カウントでどのように機能するかを説明します。
1. アカウント A の管理者は、IAM ロールを作成して、アカウント A が所有するリソースの作成や操作

をするアクセス許可を付与するアクセス許可ポリシーをロールにアタッチします。
2. アカウント A の管理者は、ロールに信頼ポリシーをアタッチします。信頼ポリシーは、ロールを引き

受けることのできるプリンシパルとしてアカウント B を識別します。
3. 次に、アカウント B の管理者は、ロールを引き受けるアクセス許可をアカウント B のユーザーまた

はグループに委任できます。これにより、アカウント B のユーザーはアカウント A でリソースを作
成したり、リソースにアクセスしたりできます。

別の AWS アカウントのユーザーにアクセス許可を委任する方法については、IAM ユーザーガイドのア
クセス管理を参照してください。

次のポリシー例では、ユーザーが CreateHostedZone アクションを実行し、AWS アカウントのパブ
リックホストゾーンを作成できるようにします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "route53:CreateHostedZone" 
            ], 
            "Resource":"*" 
        } 
    ]
}

プライベートホストゾーンにもポリシーを適用する場合、次の例に示すように、Route 53
AssociateVPCWithHostedZone アクションと 2 つの Amazon EC2 アクション (DescribeVpcs と
DescribeRegion) を使用するためのアクセス許可を付与する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "route53:CreateHostedZone", 
                "route53:AssociateVPCWithHostedZone" 
            ], 
            "Resource":"*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeRegion" 
            ], 
            "Resource":"*" 
        }, 
    ]
}

Route 53 の ID へのポリシーのアタッチの詳細については、「Amazon Route 53 での ID ベースのポリ
シー (IAM ポリシー) の使用 (p. 611)」を参照してください。ユーザー、グループ、ロール、アクセス許
可の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ID (ユーザー、グループ、ロール)」を参照してくださ
い。

リソースベースのポリシー

Amazon S3 などの他のサービスでは、リソースへのアクセス許可ポリシーのアタッチもサポートされてい
ます。例えば、ポリシーを S3 バケットにアタッチして、そのバケットに対するアクセス許可を管理でき
ます。Amazon Route 53 では、リソースへのポリシーのアタッチはサポートされません。 

ポリシー要素の指定: リソース、アクション、効果、プリンシパ
ル
Amazon Route 53 には、各 Route 53 リソース (Amazon Route 53 リソースの ARN (p. 608) 参照) で使
用できる API アクション (「Amazon Route 53 API リファレンス」参照) が含まれています。これらのアク
ションの一部またはすべてを実行するアクセス許可を、ユーザーまたはフェデレーティッドユーザーに付
与できます。ドメインの登録など、一部の API アクションでは複数のアクションを実行する権限が必要な
点に注意してください。

以下は、基本的なポリシーの要素です。

• リソース - Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、ポリシーを適用するリソースを識別します。詳
細については、「Amazon Route 53 リソースの ARN (p. 608)」を参照してください。

• アクション - アクションのキーワードを使用して、許可または拒否するリソースオペレーションを識別
します。例えば、指定された Effect に応じて、route53:CreateHostedZone アクセス許可によっ
て Route 53 CreateHostedZone アクションの実行がユーザーに許可または拒否されます。

• 効果 - ユーザーが指定されたリソースでアクションの実行を試みた場合の、許可または拒否の効果を指
定します。アクションへのアクセスを明示的に許可していない場合、アクセスは暗黙的に拒否されま
す。また、明示的にリソースへのアクセスを拒否すると、別のポリシーによってアクセスが許可されて
いる場合でも、ユーザーはそのリソースにアクセスできなくなります。

• プリンシパル - ID ベースのポリシー (IAM ポリシー) で、ポリシーがアタッチされているユーザーが黙
示的なプリンシパルとなります。リソースベースのポリシーでは、権限 (リソースベースのポリシーに
のみ適用) を受け取りたいユーザー、アカウント、サービス、またはその他のエンティティを指定しま
す。Route 53 では、リソースベースのポリシー はサポートされていません。

IAM ポリシー構文の詳細と説明については、IAM ユーザーガイドのAWS IAM ポリシーリファレンスを参
照してください。
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適用する Route 53 API オペレーションやリソースがすべて表示されているのリストについては、
「Amazon Route 53 API のアクセス許可: アクション、リソース、条件のリファレンス (p. 632)」を参照
してください。

ポリシーでの条件を指定する
アクセス許可を付与するとき、IAM ポリシー言語を使用して、いつポリシーが有効になるかを指定できま
す。例えば、特定の日付の後にのみ適用されるポリシーが必要になる場合があります。ポリシー言語での
条件の指定の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシー要素: Condition」を参照
してください。

条件を表すには、あらかじめ定義された条件キーを使用します。Route 53 に固有の条件キーはありませ
ん。ただし、AWS 全体の条件キーがあり、必要に応じて使用できます。AWS 全体を対象とするすべての
キーのリストについては、IAM ユーザーガイドの条件に利用可能なキーを参照してください。

Amazon Route 53 での ID ベースのポリシー (IAM ポ
リシー) の使用
このトピックでは、アカウント管理者が IAM アイデンティティに許可ポリシーをアタッチし、そうするこ
とによって Amazon Route 53 リソースで操作を実行する許可を付与する方法を示す、アイデンティティ
ベースのポリシーの例を提供します。

Important

初めに、Route 53 リソースへのアクセスを管理するための基本概念とオプションについて説明
する概要トピックをお読みになることをお勧めします。詳細については、「Amazon Route 53 リ
ソースに対するアクセス許可の管理の概要 (p. 606)」を参照してください。
Note

アクセスを許可する場合、ホストゾーンと Amazon VPC は同じパーティションに属している必要
があります。パーティションは AWS リージョン のグループです。それぞれの AWS アカウント 
は 1 つのパーティションです。
サポートされているパーティションは以下のとおりです。

• aws - AWS リージョン
• aws-cn - 中国リージョン
• aws-us-gov - AWS GovCloud (US) Region

詳細については、「AWS 一般参照」の「アクセス管理」と「Amazon Route 53 エンドポイント
とクォータ」を参照してください。

トピック
• Amazon Route 53 コンソールを使用するために必要なアクセス許可 (p. 612)
• ドメインレコード所有者のアクセス許可の例 (p. 615)
• DNSSEC 署名に必要な Route 53 カスタマー管理キーアクセス許可 (p. 615)
• カスタマーマネージドポリシーの例 (p. 617)

以下の例に示しているのは、アクセス許可ポリシーです。Sid (ステートメント ID) はオプションです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid" : "AllowPublicHostedZonePermissions", 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "route53:CreateHostedZone", 
                "route53:UpdateHostedZoneComment", 
                "route53:GetHostedZone", 
                "route53:ListHostedZones", 
                "route53:DeleteHostedZone", 
                "route53:ChangeResourceRecordSets", 
                "route53:ListResourceRecordSets", 
                "route53:GetHostedZoneCount", 
                "route53:ListHostedZonesByName" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
         "Sid" : "AllowHealthCheckPermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "route53:CreateHealthCheck", 
                "route53:UpdateHealthCheck", 
                "route53:GetHealthCheck", 
                "route53:ListHealthChecks", 
                "route53:DeleteHealthCheck", 
                "route53:GetCheckerIpRanges", 
                "route53:GetHealthCheckCount", 
                "route53:GetHealthCheckStatus", 
                "route53:GetHealthCheckLastFailureReason" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ポリシーには、2 つのステートメントが含まれています。

• 最初のステートメントでは、パブリックホストゾーンとそのレコードの作成と管理に必要なアクション
に対する権限が付与されます。Amazon リソースネーム (ARN) にワイルドカード文字 (*) が使用されて
いると、現在の AWS アカウントにより所有されているすべてのホストゾーンへのアクセスが許可され
ます。

• 2 番目のステートメントでは、ヘルスチェックの作成と管理に必要なすべてのアクションに対する権限
が付与されます。

各アクションを使用するアクセス許可を付与または拒否するために指定するアクションおよび ARN のリ
ストについては、「Amazon Route 53 API のアクセス許可: アクション、リソース、条件のリファレン
ス (p. 632)」を参照してください。

Amazon Route 53 コンソールを使用するために必要なアクセス
許可
Amazon Route 53 コンソールへのフルアクセスを許可するには、次のアクセス許可ポリシーでアクセス許
可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement":[ 
        { 
            "Effect":"Allow", 
            "Action":[ 
                "route53:*",  
                "route53domains:*", 
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                "cloudfront:ListDistributions", 
                "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers", 
                "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetBucketWebsite", 
                "ec2:DescribeRegions", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", 
                "sns:ListTopics", 
                "sns:ListSubscriptionsByTopic", 
                "sns:CreateTopic", 
                "kms:ListAliases", 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:CreateKey", 
                "kms:CreateAlias", 
                "kms:Sign", 
                "cloudwatch:DescribeAlarms", 
                "cloudwatch:PutMetricAlarm", 
                "cloudwatch:DeleteAlarms", 
                "cloudwatch:GetMetricStatistics" 
            ], 
            "Resource":"*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "apigateway:GET", 
            "Resource": "arn:aws:apigateway:*::/domainnames" 
        } 
    ]
}

アクセス許可が必要な理由は次のとおりです。

route53:*

以下を除くすべての Route 53 アクションを実行できます。
• [エイリアス先］ の値が CloudFront ディストリビューション、Elastic Load Balancing ロードバラン

サー、Elastic Beanstalk 環境、または Amazon S3 バケットであるエイリアスレコードを作成および
更新する。(これらの権限があると、[Alias Target] (エイリアス先) の値が同じホストゾーン内の別の
レコードであるエイリアスレコードを作成できます)

• プライベートホストゾーンを操作する。
• ドメインを操作する。
• CloudWatch アラームを作成、削除、および表示する。
• Route 53 コンソールで CloudWatch メトリクスをレンダリングします。

route53domains:*

ドメインの操作を許可します。
Important

route53 のアクションを個別にリストする場合は、route53:CreateHostedZone を含め
てドメインを操作する必要があります。ドメインを登録すると同時にホストゾーンも作成さ
れるため、ドメインを登録する権限を含むポリシーにはホストゾーンを作成する権限も必要
です
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(ドメイン登録について、Route 53 は個別のリソースへのアクセス許可の付与または拒否をサポート
していません)。

route53resolver:*

Route 53 Resolverを操作できます。
cloudfront:ListDistributions

[Alias Target] (エイリアス先) の値が CloudFront ディストリビューションとなるエイリアスレコードを
作成および更新できます。

Route 53 コンソールを使用していない場合、これらのアクセス許可は必要ありません。Route 53 
は、ディストリビューションのリストを取得してコンソールに表示する場合のみ、これを使用しま
す。

elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers

[Alias Target(エイリアス先)] の値が ELB ロードバランサーとなるエイリアスレコードを作成および更
新できます。

Route 53 コンソールを使用していない場合、これらのアクセス許可は必要ありません。Route 53 
は、ロードバランサーのリストを取得してコンソールに表示する場合のみ、これを使用します。

elasticbeanstalk:DescribeEnvironments

[Alias Target] (エイリアス先) の値が Elastic Beanstalk 環境となるエイリアスレコードを作成および更
新できます。

Route 53 コンソールを使用していない場合、これらのアクセス許可は必要ありません。Route 53 
は、環境のリストを取得してコンソールに表示する場合のみ、これを使用します。

s3:ListAllMyBuckets、s3:GetBucketLocation、および s3:GetBucketWebsite

[Alias Target] (エイリアス先) の値が Amazon S3 バケットとなるエイリアスレコードを作成および更
新できます。(Amazon S3 バケットのエイリアスは、バケットがウェブサイトエンドポイントとして
設定されている場合のみ作成できます。s3:GetBucketWebsite は必要な設定情報を取得します)。

Route 53 コンソールを使用していない場合、これらのアクセス許可は必要ありません。Route 53 
は、バケットのリストを取得してコンソールに表示する場合のみ、これを使用します。

ec2:DescribeVpcs: 、および ec2:DescribeRegions

プライベートホストゾーンの操作を許可します。
すべてのリストされている ec2 アクセス許可

Route 53 Resolverを操作できます。
sns:ListTopics, sns:ListSubscriptionsByTopic, sns:CreateTopic,
cloudwatch:DescribeAlarms, cloudwatch:PutMetricAlarm, cloudwatch:DeleteAlarms

CloudWatch アラームを作成、削除、および表示できます。
cloudwatch:GetMetricStatistics

CloudWatch メトリクスヘルスチェックを作成することができます。

Route 53 コンソールを使用していない場合、これらのアクセス許可は必要ありません。Route 53 
は、統計を取得してコンソールに表示する場合のみ、これを使用します。

apigateway:GET

[エイリアス先] の値が Amazon API Gateway の API であるエイリアスレコードを作成および更新でき
ます。

Route 53 コンソールを使用していない場合、このアクセス許可は必要ありません。Route 53 は、API 
のリストを取得してコンソールに表示する場合のみ、これを使用します。
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kms:*

AWS KMS を使用して DNSSEC 署名を有効にできます。

ドメインレコード所有者のアクセス許可の例
リソースレコードセットのアクセス許可を使用すると、AWS ユーザーが更新または変更できる範囲を限定
するきめ細かなアクセス許可を設定できます。詳細については、「きめ細かなアクセスコントロールのた
めの IAM ポリシー条件を使用してリソースレコードセットを管理する (p. 627)」を参照してください。

場合によっては、ホストゾーンの所有者がホストゾーンの全体的な管理を担当し、組織内の別のユーザー
がそれらのタスクのサブセットを担当することがあります。例えば、DNSSEC 署名を有効にしたホスト
ゾーンの所有者は、他のユーザーがホストゾーンの Resource Set Records (RR) を追加および削除するた
めのアクセス許可などを含む IAM ポリシーを作成したい場合があります。ホストゾーン所有者がレコード
所有者または他のユーザーに対して有効にする特定のアクセス許可は、組織のポリシーによって異なりま
す。

以下は、レコード所有者に RR、トラフィックポリシー、ヘルスチェックの変更を許可する IAM ポリシー
の例です。このポリシーを持つレコード所有者は、ゾーンの作成と削除、クエリログの有効化または無効
化、再利用可能な委任セットの作成と削除、DNSSEC 設定の変更など、ゾーンレベルの操作を実行できま
せん。

{ 
      "Sid": "Do not allow zone-level modification ", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "route53:ChangeResourceRecordSets", 
        "route53:CreateTrafficPolicy", 
        "route53:DeleteTrafficPolicy", 
        "route53:CreateTrafficPolicyInstance", 
        "route53:CreateTrafficPolicyVersion", 
        "route53:UpdateTrafficPolicyInstance", 
        "route53:UpdateTrafficPolicyComment", 
        "route53:DeleteTrafficPolicyInstance", 
        "route53:CreateHealthCheck", 
        "route53:UpdateHealthCheck", 
        "route53:DeleteHealthCheck", 
        "route53:List*", 
        "route53:Get*" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ]
}

DNSSEC 署名に必要な Route 53 カスタマー管理キーアクセス許
可
Route 53 の DNSSEC 署名を有効にすると、Route 53 によって、AWS Key Management Service (AWS 
KMS) で、カスタマー管理キー (CMK) に基づいてキー署名キー (KSK) が作成されます。DNSSEC 署名を
サポートしている既存のカスタマー管理キーを使用することも、新しいカスタマー管理キーを作成するこ
ともできます。Route 53 は、KSK を作成できるようにカスタマー管理キーにアクセスするアクセス許可を
持っている必要があります。

Route 53 がカスタマー管理キーにアクセスできるようにするには、カスタマー管理キーポリシーに次のス
テートメントが含まれていることを確認します。

{ 
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            "Sid": "Allow Route 53 DNSSEC Service", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "dnssec-route53.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": ["kms:DescribeKey", 
                       "kms:GetPublicKey", 
                       "kms:Sign"], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow Route 53 DNSSEC to CreateGrant", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "dnssec-route53.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": ["kms:CreateGrant"], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true 
                } 
            } 
        }

混乱した使節の問題は、アクションを実行するためのアクセス許可を持たないエンティティが、自分より
特権があるエンティティにアクションの実行を強制できてしまう状況が発生するセキュリティ上の問題で
す。お客様の AWS KMS を保護するには、aws:SourceAccount および aws:SourceArn の条件 (両方
または一つ) を提供することにより、リソースベースのポリシー内のリソースに対するサービスのアクセ
ス許可を制限することができます。aws:SourceAccount はホストゾーン所有者の AWS アカウント ID 
です。aws:SourceArn はホストゾーンの ARN です。

以下の内容は追加できる許可の例を 2 つ示したものです:

{ 
    "Sid": "Allow Route 53 DNSSEC Service", 
    … 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "aws:SourceAccount": "111122223333" 
        }, 
        "ArnEquals": { 
            "aws:SourceArn": "arn:aws:route53:::hostedzone/HOSTED_ZONE_ID" 
        } 
    }
},

- または -

{ 
    "Sid": "Allow Route 53 DNSSEC Service", 
    … 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "aws:SourceAccount": ["1111-2222-3333","4444-5555-6666"] 
        }, 
        "ArnLike": { 
            "aws:SourceArn": "arn:aws:route53:::hostedzone/*" 
        } 
    }
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},

詳細については、IAM ユーザーガイド の 混乱した代理問題 を参照してください。

カスタマーマネージドポリシーの例
独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、Route 53 アクションにアクセス許可を付与することもできま
す。これらのカスタムポリシーは、指定された許可を必要とする IAM グループにアタッチできます。こ
れらのポリシーは、Route 53 API、AWS SDK、または AWS CLI を使用しているときに機能します。次の
例では、いくつかの一般的ユースケースのアクセス許可を示します。Route 53 へのフルアクセスをユー
ザーに許可するポリシーについては、「Amazon Route 53 コンソールを使用するために必要なアクセス許
可 (p. 612)」を参照してください。

例
• 例 1: すべてのホストゾーンへの読み取りアクセスを許可する (p. 617)
• 例 2: ホストゾーンの作成と削除を許可する (p. 617)
• 例 3: すべてのドメインに対するフルアクセスを許可する (パブリックホストゾーンのみ) (p. 618)
• 例 4: インバウンドおよびアウトバウンド Route 53 エンドポイントの作成を許可する (p. 618)

例 1: すべてのホストゾーンへの読み取りアクセスを許可する
以下の権限ポリシーは、すべてのホストゾーンをリストし、ホストゾーン内のすべてのレコードを表示す
るユーザー権限を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement":[ 
        { 
            "Effect":"Allow", 
            "Action":[ 
                "route53:GetHostedZone",  
                "route53:ListResourceRecordSets" 
            ], 
            "Resource":"*" 
        }, 
        { 
            "Effect":"Allow", 
            "Action":["route53:ListHostedZones"], 
            "Resource":"*" 
        } 
    ]
}

例 2: ホストゾーンの作成と削除を許可する
次の権限ポリシーは、ホストゾーンの作成と削除、および変更の進行状況の追跡をユーザーに許可しま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement":[ 
        { 
            "Effect":"Allow", 
            "Action":["route53:CreateHostedZone"], 
            "Resource":"*" 
        }, 
        { 
            "Effect":"Allow", 
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            "Action":["route53:DeleteHostedZone"], 
            "Resource":"*" 
        }, 
        { 
            "Effect":"Allow", 
            "Action":["route53:GetChange"], 
            "Resource":"*" 
        } 
    ]
}

例 3: すべてのドメインに対するフルアクセスを許可する (パブリックホストゾー
ンのみ)
次の権限ポリシーは、ドメインの登録権限やホストゾーンの作成権限など、ドメイン登録に関するすべて
のアクションの実行をユーザーに許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement":[ 
        { 
            "Effect":"Allow", 
            "Action":[ 
                "route53domains:*", 
                "route53:CreateHostedZone" 
            ], 
            "Resource":"*" 
        } 
    ]
}

ドメインを登録すると同時にホストゾーンも作成されるため、ドメインを登録する権限を含むポリシーに
はホストゾーンを作成する権限も必要です (ドメイン登録について、Route 53 は個別のリソースへのアク
セス許可の付与をサポートしていません)。

プライベートホストゾーンを操作するために必要なアクセス許可については、「Amazon Route 53 コン
ソールを使用するために必要なアクセス許可 (p. 612)」を参照してください。

例 4: インバウンドおよびアウトバウンド Route 53 エンドポイントの作成を許可
する
次のアクセス許可ポリシーは、ユーザーが Route 53 コンソールを使用して Resolver のインバウンドおよ
びアウトバウンドエンドポイントを作成することを許可します。

これらのアクセス許可の一部は、コンソールでエンドポイントを作成するためにのみ必要です。インバウ
ンドおよびアウトバウンドエンドポイントのみをプログラムで作成するアクセス許可を付与する場合は、
これらのアクセス許可を省略できます。

• route53resolver:ListResolverEndpoints では、インバウンドまたはアウトバウンドエンドポイ
ントのリストが表示されるため、ユーザーはエンドポイントが作成されたことを確認できます。

• DescribeAvailabilityZones は、アベイラビリティーゾーンのリストを表示するために必要です。
• DescribeVpcs は VPC のリストを表示するために必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "route53resolver:CreateResolverEndpoint", 
                "route53resolver:ListResolverEndpoints", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeVpcs" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon Route 53 Resolver のサービスにリンクされ
たロールの使用
Route 53 ResolverAWS Identity and Access Management(IAM)のサービスにリンクされたロールを使用し
ます。サービスにリンクされたロールは、Resolver に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです 
サービスにリンクされたロールは、Resolver によって事前定義されており、お客様の代わりにサービスか
ら他の AWS のサービスを呼び出す必要のある許可がすべて含まれています。

サービスにリンクされたロールを使用することで、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなる
ため、Resolver の設定が簡単になります。リゾルバーは、サービスにリンクされたロールのアクセス許
可を定義します。特に定義されている場合を除き、Resolver のみがそのロールを引き受けることができま
す。定義される許可は、信頼ポリシーと許可ポリシーに含まれており、その許可ポリシーを他の IAM エン
ティティにアタッチすることはできません。

サービスにリンクされたロールを削除するには、まずその関連リソースを削除します。これにより、リ
ソースへの意図しないアクセスによるアクセス許可の削除が防止され、Resolver リソースが保護されま
す。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、IAM と連携する AWS のサービ
スを参照して、[Service-Linked Role] (サービスにリンクされたロール) の列が [Yes] (はい) になっている
サービスを探してください。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示する
には、[Yes] (はい) リンクを選択します。

トピック
• Resolver のサービスにリンクされたロールのアクセス許可 (p. 619)
• Resolver のサービスにリンクされたロールの作成 (p. 620)
• Resolver のサービスにリンクされたロールの編集 (p. 620)
• Resolver のサービスにリンクされたロールの削除 (p. 620)
• Resolver のサービスにリンクされたロールをサポートするリージョン (p. 621)

Resolver のサービスにリンクされたロールのアクセス許可
Resolver は AWSServiceRoleForRoute53Resolver というサービスにリンクされたロールを使用し
て、ユーザーに代わりクエリログを配信します。

ロールのアクセス許可ポリシーは、すべてのリソースに対して以下のアクションを実行することを 
Resolver に許可します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "logs:CreateLogDelivery", 
        "logs:GetLogDelivery", 
        "logs:UpdateLogDelivery", 
        "logs:DeleteLogDelivery", 
        "logs:ListLogDeliveries", 
        "logs:DescribeResourcePolicies", 
        "logs:DescribeLogGroups", 
        "s3:GetBucketPolicy" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール
など) に許可するには、アクセス許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「サービスにリンクされたロールの許可」を参照してください。

Resolver のサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。Amazon Route 53 コンソール、AWS 
CLI、または AWS API で Resolver クエリログ設定の関連付けを作成すると、Resolver がサービスにリン
クされたロールを作成します。

Important

このサービスにリンクされたロールがアカウントに表示されるのは、このロールでサポートされ
ている機能を使用する別のサービスでアクションが完了した場合です。2020 年 8 月 12 日より前
に Resolver サービスを使用していて、その時点でサービスにリンクされたロールのサポートが開
始していた場合、Resolver が AWSServiceRoleForRoute53Resolver ロールをアカウントに
作成済みです。詳細については、「IAM アカウントに表示される新しいロール」を参照してくだ
さい。

このサービスリンクロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ手順でア
カウントにロールを再作成できます。新しい Resolver クエリログ設定の関連付けを作成する
と、AWSServiceRoleForRoute53Resolver というサービスにリンクされたロールが再度作成されま
す。

Resolver のサービスにリンクされたロールの編集
Resolver では、AWSServiceRoleForRoute53Resolver サービスにリンクされたロールを編集するこ
とはできません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参
照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説
明の編集はできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの編集」
を参照してください。

Resolver のサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールを必要とする機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを
削除することをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用の
エンティティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンクされたロールのリソース
をクリーンアップする必要があります。

Note

リソースを削除する際に、Resolver サービスでロールが使用されている場合、削除は失敗するこ
とがあります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してください。
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AWSServiceRoleForRoute53Resolver で使用されている Resolver リソースを削除するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. Route 53 コンソールのメニューを展開します。コンソールの左上隅にある 3 本の水平バー () アイコ
ンを選択します。

3. Resolver メニューから、[Query logging (クエリログ記録)] を選択します。
4. クエリログ設定の名前の横にあるチェックボックスをオンにし、[Delete (削除) ]を選択します。
5. [Delete query logging configuration (クエリログ記録設定を削除) ] テキストボックスで [Stop logging 

queries (クエリログ記録を停止) ] を選択します。

これにより、VPC から設定の関連付けが解除されます。また、クエリログ設定の関連付けをプログラ
ムで解除することもできます。詳細については、「disassociate-resolver-query-log-config」を参照し
てください。

6. クエリのログ記録が停止した後、オプションでフィールドに delete を入力し、[Delete (削除) ] を選
択してクエリログ設定を削除できます。ただし、AWSServiceRoleForRoute53Resolver で使用さ
れるリソースを削除する場合、これは必要ありません。

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、AWSServiceRoleForRoute53Resolver
サービスリンクロールを削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスリンクロー
ルの削除」を参照してください。

Resolver のサービスにリンクされたロールをサポートするリー
ジョン
Resolver は、サービスを利用できるすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの使用をサ
ポートしているわけではありません。以下のリージョンでは、AWSServiceRoleForRoute53Resolver
ロールを使用できます。

リージョン名 リージョン識別子 Resolver でのサポート

米国東部（バージニア北部） us-east-1 はい

米国東部 (オハイオ) us-east-2 はい

米国西部 (北カリフォルニア) us-west-1 はい

米国西部 (オレゴン) us-west-2 はい

アジアパシフィック (ムンバイ) ap-south-1 はい

アジアパシフィック (大阪) ap-northeast-3 はい

アジアパシフィック (ソウル) ap-northeast-2 はい

アジアパシフィック (シンガポール) ap-southeast-1 はい

アジアパシフィック (シドニー) ap-southeast-2 はい

アジアパシフィック (東京) ap-northeast-1 はい

カナダ (中部) ca-central-1 はい

欧州 (フランクフルト) eu-central-1 はい
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リージョン名 リージョン識別子 Resolver でのサポート

欧州 (アイルランド) eu-west-1 はい

欧州 (ロンドン) eu-west-2 はい

欧州 (パリ) eu-west-3 はい

南米 (サンパウロ) sa-east-1 はい

中国 (北京) cn-north-1 はい

中国 (寧夏) cn-northwest-1 はい

AWS GovCloud (US) us-gov-east-1 はい

AWS GovCloud (US) us-gov-west-1 はい

Amazon Route 53 の AWS 管理ポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS 
アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS 
マネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの AWS のサービス およびリソー
スへの読み込み専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追
加された演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明
については、IAM ユーザーガイドの「AWSジョブ関数のマネージドポリシー」を参照してください。

AWS 管理ポリシー: AmazonRoute53FullAccess
AmazonRoute53FullAccess ポリシーは IAM アイデンティティにアタッチできます。

ドメイン登録やヘルスチェックを含む Route 53 リソースへのフルアクセスを許可しますが、Resolver は
除きます

許可の詳細

このポリシーには以下のアクセス許可が含まれています。

• route53:* - 以下を除くすべての Route 53 アクションを実行できます。
• [エイリアス先］ の値が CloudFront ディストリビューション、Elastic Load Balancing ロードバラン

サー、Elastic Beanstalk 環境、または Amazon S3 バケットであるエイリアスレコードを作成および
更新する。(これらの権限があると、[Alias Target] (エイリアス先) の値が同じホストゾーン内の別のレ
コードであるエイリアスレコードを作成できます)

• プライベートホストゾーンを操作する。
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• ドメインを操作する。
• CloudWatch アラームを作成、削除、および表示する。
• Route 53 コンソールで CloudWatch メトリクスをレンダリングします。

• route53domains:* - ドメインの操作を行うことができます。
• cloudfront:ListDistributions - [Alias Target (エイリアス先)] の値が CloudFront ディストリ

ビューションであるエイリアスレコードを作成および更新できます。

Route 53 コンソールを使用していない場合、このアクセス許可は必要ありません。Route 53 は、ディ
ストリビューションのリストを取得してコンソールに表示する場合のみ、これを使用します。

• elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers - [Alias Target(エイリアス先)] の値が Elastic 
Load Balancing となるエイリアスレコードを作成および更新できます。

Route 53 コンソールを使用していない場合、これらのアクセス許可は必要ありません。Route 53 は、
ロードバランサーのリストを取得してコンソールに表示する場合のみ、これを使用します。

• elasticbeanstalk:DescribeEnvironments - [Alias Target (エイリアス先)] の値が Elastic 
Beanstalk 環境となるエイリアスレコードを作成および更新できます。

Route 53 コンソールを使用していない場合、これらのアクセス許可は必要ありません。Route 53 は、
環境のリストを取得してコンソールに表示する場合のみ、これを使用します。

• s3:ListBucket、s3:GetBucketLocation、s3:GetBucketWebsite - [Alias Target] (エイリア
スのターゲット) の値が Amazon S3 バケットとなるエイリアスレコードを作成および更新できます。
(Amazon S3 バケットのエイリアスは、バケットがウェブサイトエンドポイントとして設定されている
場合のみ作成できます。s3:GetBucketWebsite は必要な設定情報を取得します)。

Route 53 コンソールを使用していない場合、これらのアクセス許可は必要ありません。Route 53 は、
バケットのリストを取得してコンソールに表示する場合のみ、これを使用します。

• ec2:DescribeVpcs — VPC のリストを表示できます。
• ec2:DescribeVpcEndpoints — VPC エンドポイントのリストを表示できます。
• ec2:DescribeRegions — アベイラビリティーゾーンのリストを表示できます。
• sns:ListTopics、sns:ListSubscriptionsByTopic、cloudwatch:DescribeAlarms - 

CloudWatch アラームを作成、削除、および表示できます。
• cloudwatch:GetMetricStatistics - CloudWatch メトリクスヘルスチェックを作成することができ

ます。

Route 53 コンソールを使用していない場合、これらのアクセス許可は必要ありません。Route 53 は、
統計を取得してコンソールに表示する場合のみ、これを使用します。

• apigateway:GET - [Alias Target(エイリアス先)] の値が Amazon API Gateway のAPI であるエイリアス
レコードを作成および更新できます。

Route 53 コンソールを使用していない場合、このアクセス許可は必要ありません。Route 53 は、API の
リストを取得してコンソールに表示する場合のみ、これを使用します。

アクセス許可の詳細については、「Amazon Route 53 API のアクセス許可: アクション、リソース、条件
のリファレンス (p. 632)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "route53:*", 
                "route53domains:*", 
                "cloudfront:ListDistributions", 
                "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers", 
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                "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetBucketWebsite", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
                "ec2:DescribeRegions", 
                "sns:ListTopics", 
                "sns:ListSubscriptionsByTopic", 
                "cloudwatch:DescribeAlarms", 
                "cloudwatch:GetMetricStatistics" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "apigateway:GET", 
            "Resource": "arn:aws:apigateway:*::/domainnames" 
        } 
    ]
}

AWS 管理ポリシー: AmazonRoute53ReadOnlyAccess
AmazonRoute53ReadOnlyAccess ポリシーは IAM アイデンティティにアタッチできます。

ドメイン登録やヘルスチェックを含む Route 53 リソースへの読み取り専用アクセスを許可します
が、Resolver は除きます

許可の詳細

このポリシーには以下のアクセス許可が含まれています。

• route53:Get* — Route 53 リソースを取得します。
• route53:List* - Route 53 リソースを一覧表示します。
• route53:TestDNSAnswer — DNS リクエストに応答して Route 53 が返す値を取得します。

アクセス許可の詳細については、「Amazon Route 53 API のアクセス許可: アクション、リソース、条件
のリファレンス (p. 632)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "route53:Get*", 
                "route53:List*", 
                "route53:TestDNSAnswer" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWS 管理ポリシー: AmazonRoute53DomainsFullAccess
AmazonRoute53DomainsFullAccess ポリシーは IAM アイデンティティにアタッチできます。
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このポリシーは、Route 53 ドメイン登録リソースへのフルアクセスを付与します。

許可の詳細

このポリシーには以下のアクセス許可が含まれています。

• route53:CreateHostedZone — Route 53 ホストゾーンを作成できます。
• route53domains:* — ドメイン名を登録し、関連する操作を実行できます。

アクセス許可の詳細については、「Amazon Route 53 API のアクセス許可: アクション、リソース、条件
のリファレンス (p. 632)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "route53:CreateHostedZone", 
                "route53domains:*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWS 管理ポリシー: AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess
AmazonRoute53DomainsReadOnlyAccess ポリシーは IAM アイデンティティにアタッチできます。

このポリシーは、Route 53 ドメイン登録リソースへの読み取り専用アクセスを付与します。

許可の詳細

このポリシーには以下のアクセス許可が含まれています。

• route53domains:Get* — Route 53 からドメインのリストを取得できます。
• route53domains:List* — Route 53 ドメインのリストを表示できます。

アクセス許可の詳細については、「Amazon Route 53 API のアクセス許可: アクション、リソース、条件
のリファレンス (p. 632)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "route53domains:Get*", 
                "route53domains:List*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}
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AWS 管理ポリシー: AmazonRoute53ResolverFullAccess
AmazonRoute53ResolverFullAccess ポリシーは IAM アイデンティティにアタッチできます。

このポリシーは、Route 53 Resolver リソースへのフルアクセスを付与します。

許可の詳細

このポリシーには以下のアクセス許可が含まれています。

• route53resolver:* — Route 53 コンソールで Resolver リソースを作成および管理できます。
• ec2:DescribeSubnets — Amazon VPC サブネットを一覧表示できVます。
• ec2:CreateNetworkInterface、ec2:DeleteNetworkInterface、ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute

— ネットワークインターフェイスを作成、変更、削除できます。
• ec2:DescribeNetworkInterfaces — ネットワークインターフェイスのリストを表示します。
• ec2:DescribeSecurityGroups — すべてのセキュリティグループのリストを表示できます。
• ec2:DescribeVpcs — VPC のリストを表示できます。
• ec2:DescribeAvailabilityZones— 使用可能なゾーンを一覧表示します。

アクセス許可の詳細については、「Amazon Route 53 API のアクセス許可: アクション、リソース、条件
のリファレンス (p. 632)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "route53resolver:*", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface", 
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWS 管理ポリシー: AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess
AmazonRoute53ResolverReadOnlyAccess ポリシーは IAM アイデンティティにアタッチできます。

このポリシーは、Route 53 Resolver リソースへの読み取り専用アクセスを付与します。

許可の詳細

このポリシーには以下のアクセス許可が含まれています。

• route53resolver:Get* — Resolver リソースのリストを取得できます。
• route53resolver:List* — Resolver リソースのリストを表示できます。
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• ec2:DescribeNetworkInterfaces — ネットワークインターフェイスのリストを表示します。
• ec2:DescribeSecurityGroups — すべてのセキュリティグループのリストを表示できます。

アクセス許可の詳細については、「Amazon Route 53 API のアクセス許可: アクション、リソース、条件
のリファレンス (p. 632)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "route53resolver:Get*", 
                "route53resolver:List*", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeSubnets" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWS 管理ポリシー: Route53ResolverServiceRolePolicy
IAM エンティティに Route53ResolverServiceRolePolicy をアタッチすることはできません。こ
のポリシーはサービスにリンクされたロールにアタッチします。Route 53 Resolver による AWS のサー
ビスおよびリソース ( Resolver が使用または管理する) へのアクセスを許可します。詳細については、
「Amazon Route 53 Resolver のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 619)」を参照してください。

AWS 管理ポリシーに対する Route 53 の更新
Route 53 の AWS 管理ポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の追跡を開始した以
降の分について表示します。このページの変更に関する自動通知については、Route 53 の [ドキュメント
の履歴]  (p. 704)ページの RSS フィードを購読してください。

変更 説明 日付

Route 53 で、変更追跡のサポー
ト開始

Route 53 で AWS 管理ポリシー
の変更の追跡のサポートを開始
しました。

2021 年 7 月 14 日

きめ細かなアクセスコントロールのための IAM ポリ
シー条件を使用してリソースレコードセットを管理す
る
Route 53 でリソースレコードセットにアクセス許可を付与する際には、アクセス許可ポリシーを有効にす
る方法を決める条件を指定できます。

Route 53 では、IAM ポリシーを使用してアクセス許可を付与するときに条件を指定できます (「アクセス
コントロール (p. 606)」参照)。例えば、以下のことが可能です。
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• 単一のリソースレコードセットへのアクセスを許可する。
• ホストゾーン内の特定の DNS レコードタイプ (A レコードや AAAA レコードなど) のすべてのリソース

レコードセットへのアクセスを許可する。
• 名前に特定の文字列が含まれるリソースレコードセットへのアクセスをユーザーに許可する。
• Route 53 コンソール上で、あるいは ChangeResourceRecordSets API 使用時に、CREATE | UPSERT 
| DELETE アクションの一部のみの実行をユーザーに許可する。

また、任意のきめ細かなアクセス許可を組み合わせたアクセス許可を作成することもできます。

IAM の Condition 要素を使用して、きめ細かなアクセスコントロールポリシーを実装できま
す。Condition 要素をアクセス許可ポリシーに加えると、ビジネス要件に基づいて Route 53 リソースレ
コードセットのレコードへのアクセスを許可または拒否できます。例えば、IAM ポリシーで、ホストゾー
ンの個々の DNS レコードへのアクセスを制限できます。その後、ユーザー、グループ、またはロールに
ポリシーを適用します。

コンディションキー値の正規化
ポリシー条件に入力する値は、次のようにフォーマット (正規化) する必要があります。

route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames の場合

• すべての文字を小文字にする必要があります。
• DNS 名は末尾のドットなしにする必要があります。
• a～z、0～9、- (ハイフン)、_ (アンダースコア)、. (ラベル間の区切り文字としてのピリオド) 以外の文字

は、\ に 3 桁の 8 進コードを続けた形式のエスケープコードを使用する必要があります。例えば、\052
は文字 * の 8 進コードです。

route53:ChangeResourceRecordSetsActions では、値には次のいずれかを指定でき、大文字にす
る必要があります。

• CREATE
• UPSERT
• DELETE

route53:ChangeResourceRecordSetsRecordTypes の場合

• 値は大文字である必要があり、Route 53 がサポートするどの DNS レコードタイプでもかまいません。
詳細については、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してください。

Important

アクセス許可で意図したとおりにアクションを許可または制限するには、次の規則に従う必要が
あります。

「IAM ユーザーガイド」の「Access Analyzer」または「Policy Simulator」を使用して、ポリシーで想定ど
おりにアクセス許可が付与または制限されていることを検証できます。IAM ポリシーをテストユーザーま
たはロールに適用して Route 53 オペレーションを実行することで、アクセス許可を検証することもでき
ます。

条件の指定: 条件キーの使用
AWS には、アクセス制御のために IAM をサポートするすべての AWS サービスに合わせて事前定義され
た一連の条件キー (AWS 全体に対する条件キー) が用意されています。たとえば、aws:SourceIp 条件
キーを使用して、リクエスタの IP アドレスを確認してから、アクションの実行を許可できます。詳細に
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ついて、および AWS 全体を対象とするキーのリストについては、「IAM ユーザーガイド」の「Available 
Keys for Conditions」(条件に使用可能なキー) を参照してください。

Note

Route 53 では、タグベースの条件キーはサポートされていません。

次の表では、リソースレコードセットに適用される Route 53 サービス固有の条件キーを示しています。

Route 53 条件
キー

API 操作 [Value type] (値
の型)

説明

route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNamesChangeResourceRecordSets複数値 ChangeResourceRecordSets のリクエストに含ま
れる DNS レコード名のリストを表します。想定ど
おりの動作を実現するには、IAM ポリシーの DNS 
名を次のように正規化する必要があります。

• すべての文字を小文字にする必要があります。
• DNS 名は末尾のドットなしにする必要がありま

す。
• a～z、0～9、- (ハイフン)、_ (アンダースコ

ア)、. (ラベル間の区切り文字としてのピリオド) 
以外の文字は、\ に 3 桁の 8 進コードを続けた形
式のエスケープコードを使用する必要がありま
す。

route53:ChangeResourceRecordSetsRecordTypesChangeResourceRecordSets複数値 ChangeResourceRecordSets のリクエストに含
まれる DNS レコードタイプのリストを表します。

ChangeResourceRecordSetsRecordTypes
は、Route 53 でサポートされている DNS レ
コードタイプのどれでもかまいません。詳細に
ついては、「サポートされる DNS レコードタイ
プ (p. 394)」を参照してください。ポリシーではす
べて大文字で入力する必要があります。

route53:ChangeResourceRecordSetsActionsChangeResourceRecordSets複数値 ChangeResourceRecordSets のリクエストに含
まれるアクションのリストを表します。

ChangeResourceRecordSetsActions は、次の
値のどれでもかまいません (大文字である必要があ
ります)。

• CREATE
• UPSERT
• DELETE

ポリシー例: きめ細かなアクセスのための条件の使用
このセクションのそれぞれの例では、Effect 句を Allow に設定し、許可されるアクション、リソース、お
よびパラメータのみを指定します。IAM ポリシーで明示的に指定されたものへのアクセスだけが許可され
ます。

場合によっては、拒否ベースとなるようにこのポリシーを書き直すことができます。つまり、Effect 句を 
Deny に設定して、ポリシーのすべてのロジックを逆にします。ただし、拒否ベースのポリシーを使用し
ないことをお勧めします。このようなポリシーは、許可ベースのポリシーと比べて、正しく記述すること
が難しいためです。テキストの正規化が必要なため、これは特に Route 53 に当てはまります。
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特定の名前の DNS レコードへのアクセスを制限するアクセス許可を付与する

次のアクセス許可ポリシーでは、example.com のホストゾーン Z12345 で
の ChangeResourceRecordSets アクションを許可する。このポリシーでは
route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames 条件キーを使用して、指定した名
前に一致するレコードに対してのみにユーザーアクションを制限します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "route53:ChangeResourceRecordSets", 
            "Resource": "arn:aws:route53:::hostedzone/Z11111112222222333333", 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringEquals":{ 
                    "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames": 
 ["example.com", "marketing.example.com"] 
                } 
            } 
          } 
        ]
}

ForAllValues:StringEquals は、複数値のキーに適用される IAM 条件演算子です。上記のポリシーの
条件では、ChangeResourceRecordSets のすべての変更が example.com の DNS 名を持つ場合にのみ
オペレーションが許可されます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM condition operators」
(IAM 条件演算子) と「IAM condition with multiple keys or values」(複数のキーまたは値を含む IAM 条件) 
参照してください。

特定のサフィックスを含む名前に一致するアクセス許可を実装するには、条件演算子 StringLike
または StringNotLike を含むポリシーで IAM ワイルドカード (*) を使用します。次のポリシーで
は、ChangeResourceRecordSets オペレーションのすべての変更の DNS 名が「-beta.example.com」
で終わる場合、オペレーションが許可されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "route53:ChangeResourceRecordSets", 
            "Resource": "arn:aws:route53:::hostedzone/Z11111112222222333333", 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringLike":{ 
                     "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames": ["*-
beta.example.com"] 
                } 
            } 
          } 
        ]
}

Note

IAM ワイルドカードはドメイン名ワイルドカードとは異なります。ドメイン名でワイルドカード
を使用する方法については、次の例を参照してください。

ワイルドカードを含むドメイン名と一致する DNS レコードへのアクセスを制限するアクセス許可を付与
する

次のアクセス許可ポリシーでは、example.com のホストゾーン Z12345 で
の ChangeResourceRecordSets アクションを許可する。このポリシーでは
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route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames を使用してユーザーアクションを 
*.example.com と一致するレコードのみに制限します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "route53:ChangeResourceRecordSets", 
            "Resource": "arn:aws:route53:::hostedzone/Z11111112222222333333", 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringEquals":{ 
                     "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames": ["\
\052.example.com"] 
                } 
            } 
          } 
        ]
}

\052  は DNS 名の文字 * の 8 進コードで、\ に含まれる \052 は JSON 構文に従ってエスケープされて
\\ になります。

特定の DNS レコードへのアクセスを制限するアクセス許可を付与する

次のアクセス許可ポリシーでは、example.com のホストゾーン Z12345 での
ChangeResourceRecordSets アクションを許可する。3 つの条件キーの組み合わせを使用してユーザー
アクションを制限し、特定の DNS 名とタイプの DNS レコードの作成または編集のみを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "route53:ChangeResourceRecordSets", 
            "Resource": "arn:aws:route53:::hostedzone/Z11111112222222333333", 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringEquals":{ 
                     "route53:ChangeResourceRecordSetsNormalizedRecordNames": 
 ["example.com"], 
                     "route53:ChangeResourceRecordSetsRecordTypes": ["MX"], 
                     "route53:ChangeResourceRecordSetsActions": ["CREATE", "UPSERT"] 
                } 
            } 
          } 
        ]
}

指定されたタイプの DNS レコードのみの作成と編集にアクセスを制限するアクセス許可を付与する

次のアクセス許可ポリシーでは、example.com のホストゾーン Z12345 で
の ChangeResourceRecordSets アクションを許可する。このポリシーでは
route53:ChangeResourceRecordSetsRecordTypes 条件キーを使用して、指定したタイプ (A およ
び AAAA) に一致するレコードに対してのみにユーザーアクションを制限します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "route53:ChangeResourceRecordSets", 
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            "Resource": "arn:aws:route53:::hostedzone/Z11111112222222333333", 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringEquals":{ 
                     "route53:ChangeResourceRecordSetsRecordTypes": ["A", "AAAA"] 
                } 
            } 
          } 
        ]
}

Amazon Route 53 API のアクセス許可: アクション、
リソース、条件のリファレンス
アクセスコントロール (p. 606) をセットアップして IAM ID (ID ベースのポリシー) にアタッチできる
アクセス許可ポリシーを記述する際には、「Service Authorization Reference」(サービス認証リファレ
ンス) の「Actions, resources, and condition keys for Route 53」(Route 53 のアクション、リソース、条
件キー)、「Actions, resources, and condition keys for Route 53 Domains」(Route 53 Domains のアク
ション、リソース、条件キー)、および「Actions, resources, and condition keys for Route 53 Resolver」
(Route 53 Resolver のアクション、リソース、条件キー) のリストを使用できます。これらのページには、
各 Amazon Route 53 API アクション、アクセス許可を付与する必要のあるアクション、およびアクセス
を許可する必要のある AWS リソースが含まれます。ポリシーの Action フィールドでアクションを指定
し、ポリシーの Resource フィールドでリソースの値を指定します。

Route 53 ポリシーで AWS 全体の条件キーを使用して、条件を表すことができます。AWS 全体を対象と
するすべてのキーのリストについては、IAM ユーザーガイドの利用可能なキーを参照してください。

Note

アクセスを許可する場合、ホストゾーンと Amazon VPC は同じパーティションに属している必要
があります。パーティションは AWS リージョン のグループです。それぞれの AWS アカウント 
は 1 つのパーティションです。
サポートされているパーティションは以下のとおりです。

• aws - AWS リージョン
• aws-cn - 中国リージョン
• aws-us-gov - AWS GovCloud (US) Region

詳細については、AWS 全般のリファレンスの「アクセス管理」を参照してください。

Note

アクションを指定するには、次のように、該当するプレフィックス 
(route53、route53domains、route53resolver など) に続けて API オペレーション名を使
用します。

• route53:CreateHostedZone
• route53domains:RegisterDomain
• route53resolver:CreateResolverEndpoint

Amazon Route 53 でのログ記録とモニタリング
Amazon Route 53 は、DNS クエリログ記録と、ヘルスチェックを使用してリソースをモニタリングする
機能を提供しています。さらに、Route 53 は他の AWS のサービスと統合されて、追加のログ記録とモニ
タリングを提供します。
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DNS クエリのログ記録

Route 53 が受信するクエリに関する情報を記録するように Route 53 を設定できます。情報とは、
リクエストされたドメインまたはサブドメイン、リクエストの日時、DNS レコードタイプ (例: 
A、AAAA) などです。

詳細については、「パブリック DNS クエリのログ記録 (p. 636)」を参照してください。
AWS CloudTrail を使用したコンソールおよびプログラムによるアクションのログ記録

CloudTrail は、ユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行された Route 53 アクション
の記録を提供します。CloudTrail によって収集された情報を使用して、発行されたリクエスト、リク
エスト発行元の IP アドレス、リクエストの発行者、発行日時、その他の詳細を追跡できます。詳細に
ついては、「AWS CloudTrail を使用した Amazon Route 53 API コールのログ記録 (p. 657)」を参照
してください。

ドメイン登録のモニタリング

この Route 53 ダッシュボードでは、ドメイン移管のステータスや、有効期限が近づいているドメイン
など、ドメイン登録の状態に関する詳細情報が提供されます。

詳細については、「ドメイン登録のモニタリング (p. 648)」を参照してください。
Route 53 ヘルスチェックおよび Amazon CloudWatch を使用したリソースのモニタリング

Route 53 のヘルスチェックを作成してリソースをモニタリングできます。ヘルスチェックで
は、CloudWatch を使用して生データを収集し、読み取り可能なほぼリアルタイムのメトリクスに加
工します。

詳細については、「Amazon Route 53 のヘルスチェックと Amazon CloudWatch を使用したリソース
のモニタリング (p. 648)」を参照してください。

Amazon CloudWatch を使用した Route 53 Resolverのエンドポイントのモニタリング

CloudWatch を使用して、 エンドポイントによって転送される DNS クエリの数をモニタリングでき
ます。

詳細については、「Amazon CloudWatch を使用した Route 53 Resolver エンドポイントのモニタリン
グ (p. 652)」を参照してください。

AWS Trusted Advisor を使用する

Trusted Advisor は、AWS のお客様にサービスを提供することにより得られた、運用実績から学んだ
ベストプラクティスを活用しています。Trusted Advisor はお客様の AWS 環境を検査し、システムの
可用性とパフォーマンスを向上させたりセキュリティギャップを埋める機会がある場合には、推奨事
項を作成します。すべての AWS のお客様は、Trusted Advisor の 5 つのチェックにアクセスできま
す。ビジネスまたはエンタープライズサポートプランをご利用のお客様は、すべての Trusted Advisor 
チェックを表示できます。

詳細については、「Trusted Advisor」を参照してください。

Amazon Route 53 のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、さまざまな AWS コンプライアンスプログラムの一環とし
て Amazon Route 53 のセキュリティとコンプライアンスを評価します。このプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などがあります。

特定のコンプライアンスプログラムの範囲内の AWS サービスのリストについては、「コンプライアンス
プログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。一般的な情報については、「AWS 
コンプライアンスプログラム」を参照してください。
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AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細について
は、AWS Artifact のレポートのダウンロードを参照してください。

Route 53 を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や貴社のコンプライ
アンス目的、適用可能な法律および規制によって決定されます。Route 53 の使用が HIPAA、PCI、または 
FedRAMP などの規格に準拠していなければならない場合、AWS は以下を支援するリソースを提供しま
す。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに焦点を当てたベースライン環
境を AWS にデプロイするための手順を示します。

• Architecting for HIPAA Security and Compliance Whitepaper (HIPAA のセキュリティとコンプライアンス
のためのアーキテクチャの設計に関するホワイトペーパー) - このホワイトペーパーは、企業が AWS を
使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。

• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や所在
地に適用される場合があります。

• AWS Config - この AWS のサービスでは、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対する
リソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub - この AWS サービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示しており、セ
キュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

Amazon Route 53 での耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心として
構築されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワー
クで接続されている複数の物理的に独立し隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビ
リティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするアプリ
ケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の
単一または複数のデータセンターインフラストラクチャに比べて、可用性、耐障害性、および拡張性に優
れています。

Route 53 の機能は、コントロールとデータプレーンに分割されています。Route 53 のサービスは、多く
の AWS と同様、リソースの作成、更新、削除などの管理操作を実行するためのコントロールプレーン
と、サービスの中核的な機能を提供するためのデータプレーンで構成されています。Route 53 でのコン
トロールプレーンとデータプレーンの詳細については、「コントロールプレーンとデータプレーンの概
念 (p. 10)」を参照してください。

Route 53 は主にグローバルサービスですが、AWS リージョンでは次の機能がサポートされいます。

• Route 53 Resolver を使用してハイブリッド設定をセットアップしている場合は、選択する AWS リー
ジョンでエンドポイントを作成し、複数のアベイラビリティーゾーンで IP アドレスを指定します。アウ
トバウンドエンドポイントについては、エンドポイントを作成したのと同じリージョン内でルールを作
成します。詳細については、「Amazon Route 53 Resolver の概要 (p. 494)」を参照してください。

• Amazon EC2 インスタンスや Elastic Load Balancing ロードバランサーなど、特定のリージョンで作成
するリソースのヘルスを確認するよう Route 53 ヘルスチェックを設定できます。

• エンドポイントをモニタリングするヘルスチェックを作成するときは、オプションで Route 53 がヘル
スチェックを実行するリージョンを指定できます。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、AWS グローバルインフラストラク
チャを参照してください。
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Amazon Route 53 でのインフラストラクチャセ
キュリティ

マネージドサービスである Amazon Route 53 は、ホワイトペーパー「Amazon Web Services: Overview of 
Security Processes (Amazon Web Services のセキュリティプロセスの概要)」に記載されている AWS グ
ローバルネットワークセキュリティの手順で保護されています。

AWS が公開した API コールを使用して、ネットワーク経由で Route 53 にアクセスします。クライアント
で Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降が推奨さ
れています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) 
などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされている必要
があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
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Amazon Route 53 のモニタリング
モニタリングは、AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で重要な部分で
す。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単にデバッグできるように、AWS ソリュー
ションのすべての部分からモニタリングデータを収集する必要があります。ただし、モニタリングを開始
する前に、以下の質問に対する回答を反映したモニタリング計画を作成する必要があります。

• どのような目的でモニタリングしますか?
• どのリソースをモニタリングしますか?
• どのくらいの頻度でこれらのリソースをモニタリングしますか?
• どのモニタリングツールを利用しますか?
• 誰がモニタリングタスクを実行しますか?
• 問題が発生したときに誰が通知を受け取りますか?

トピック
• パブリック DNS クエリのログ記録 (p. 636)
• リゾルバーでのクエリのログ記録 (p. 640)
• ドメイン登録のモニタリング (p. 648)
• Amazon Route 53 のヘルスチェックと Amazon CloudWatch を使用したリソースのモニタリン

グ (p. 648)
• Amazon CloudWatch を使用したホストゾーンのモニタリング (p. 650)
• Amazon CloudWatch を使用した Route 53 Resolver エンドポイントのモニタリング (p. 652)
• Amazon CloudWatch を使用した Route 53 Resolver DNS Firewall のルールグループのモニタリン

グ (p. 655)
• AWS CloudTrail を使用した Amazon Route 53 API コールのログ記録 (p. 657)

パブリック DNS クエリのログ記録
Route 53 が受信するパブリック DNS クエリに関する次のような情報をログ記録するように、Amazon 
Route 53 を設定できます。

• リクエストされたドメインまたはサブドメイン
• リクエストの日付と時刻
• DNS レコードタイプ (A や AAAA など)
• DNS クエリに応答した Route 53 エッジロケーション
• DNS レスポンスコード (NoError や ServFail など)

クエリのログ記録を設定すると、Route 53 により CloudWatch Logs に対しログが送信されるようになり
ます。クエリログにアクセスするには CloudWatch Logs ツールを使用します。

Note

クエリのログ記録は、プライベートホストゾーンでも使用可能です。詳細については、「リゾル
バーでのクエリのログ記録 (p. 640)」を参照してください

クエリログには、DNS リゾルバーが Route 53 に転送したクエリのみが含まれます。DNS リゾルバーが
既にクエリ (example.com のロードバランサーの IP アドレスなど) への応答をキャッシュしている場合、
リゾルバーは Route 53 へのクエリの転送は行わず、対応するレコードの TTL の有効期限が切れるまで、
キャッシュされた応答を返信し続けます。
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ドメイン名 (example.com) またはサブドメイン名 (www.example.com) に送信された DNS クエリ数、
ユーザーが使用しているリゾルバー、およびレコードの TTL によって、クエリログに含まれる情報は 
DNS リゾルバーに送信された数千件の各クエリのうち 1 つのクエリのみに関するものである場合がありま
す。DNS の仕組みについては、「ウェブサイトやウェブアプリケーションへのインターネットトラフィッ
クのルーティング (p. 2)」を参照してください。

詳細なログ情報が必要ない場合は、Amazon CloudWatch メトリクスを使用すると、ホストゾーンのため
に Route 53 が応答している DNS クエリの総数を確認できます。詳細については、「パブリックホスト
ゾーンの DNS クエリメトリクスの表示 (p. 350)」を参照してください

トピック
• DNS クエリのログ記録の設定 (p. 637)
• Amazon CloudWatch を使用して DNS クエリログにアクセスする (p. 638)
• ログの保持期間の変更と Amazon S3 へのログのエクスポート (p. 638)
• クエリログ記録の停止 (p. 639)
• DNS クエリログに表示される値 (p. 639)
• クエリログの例 (p. 640)

DNS クエリのログ記録の設定
特定のホストゾーンでの DNS クエリのログ記録を開始するには、Amazon Route 53 コンソールで以下の
タスクを実行します。

• Route 53 がログを発行する先の CloudWatch Logs ロググループを選択するか、新しいロググループを
作成します。

Note

ロググループは、米国東部 (バージニア北部) リージョンに置かれる必要があります。
• [Create (作成) ] を選択して終了します。

Note

ユーザーがドメイン宛ての DNS クエリを送信すると、クエリログ記録の設定を作成してから数分
以内にログ内にクエリが表示されるはずです。

DNS クエリのログ記録を設定するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
3. クエリのログ記録を設定するホストゾーンを選択します。
4. [Hosted zone details] ペインで、[クエリログ記録の設定] を選択します。
5. 既存のロググループを選択するか、もしくは新しいロググループを作成します。
6. 許可に関するアラートを受け取った場合 (これは、新しいコンソールでのクエリログ記録の設定が完

了していない場合に発生します)、次のいずれかの操作を行います。

• 既に 10 個のリソースポリシーがある場合、それ以上ポリシーを作成することはできません。リ
ソースポリシーのいずれかを選択し、[Edit (編集)] を選択します。編集することで、ロググループに
ログを書き込む許可が Route 53 に与えられます。[Save] を選択します。アラートが消え、次のス
テップに進むことが可能になります。

• 以前にクエリのログ記録を設定したことがない場合 (または、リソースポリシーをまだ 10 個まで作
成していない場合) は、CloudWatch Logs グループにログを書き込むためのアクセス許可を、Route 
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て DNS クエリログにアクセスする

53 に付与する必要があります。[Grant permissions (アクセス許可の付与)] を選択します。アラート
が消え、次のステップに進むことが可能になります。

7. [アクセス許可 – オプション] を選択してテーブルを表示し、リソースポリシーが CloudWatch ロググ
ループに一致しているか、CloudWatch にログを発行するためのアクセス許可が Route 53 に付与され
ているかを確認します。

8. [Create (作成)] を選択します。

Amazon CloudWatch を使用して DNS クエリログにア
クセスする
Amazon Route 53 では、クエリログは直接 CloudWatch Logs に送信されます。Route 53 経由でログにア
クセスすることはできません。代わりに CloudWatch Logs を使用することで、ほぼリアルタイムでのログ
の表示、データの検索とフィルタリング、および Amazon S3 へのログのエクスポートが行えます。

Route 53 は、指定されたホストゾーンの DNS クエリに応答するための Route 53 エッジロケーションご
とに、1 つの CloudWatch Logs ログストリームを作成し、クエリログを適切なログストリームに送信しま
す。各ログストリームの名前の形式は hosted-zone-id/edge-location-ID (例: Z1D633PJN98FT9/
DFW3) です。

各エッジロケーションは、3 文字コードと、割り当てられた任意の数字で識別されます (例: DFW3)。通
常、この 3 文字コードは、エッジロケーションの近くにある空港の、国際航空運送協会の空港コードに
対応します (これらの略語は今後変更される可能性があります。) エッジロケーションの一覧について
は、Route 53 製品の詳細ページの「Route 53 グローバルネットワーク」を参照してください。

詳細については、該当するドキュメントを参照してください。

• Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド
• Amazon CloudWatch Logs API リファレンス
• AWS CLI コマンドリファレンスの CloudWatch Logs セクション
• DNS クエリログに表示される値 (p. 639)

ログの保持期間の変更と Amazon S3 へのログのエク
スポート
デフォルトでは、CloudWatch Logs のクエリログの保持期限に制限はありません。必要に応じて保持期間
を指定することで、 この期間よりも古いログを CloudWatch Logs が削除するようにできます。詳細につ
いては、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch Logs でのログデータ保持期間の変更」を
参照してください。

ログデータを保持しながら、そのデータを CloudWatch Logs ツールにより確認および分析する必要がない
という場合は、ログをAmazon S3 にエクスポートすることでストレージコストを削減できます。詳細につ
いては、「Amazon S3 へのログデータのエクスポート」を参照してください。

料金表の詳細については、該当の料金表ページを参照してください。

• CloudWatch 料金表ページの「Amazon CloudWatch Logs」
• Amazon S3 の料金

Note

Route 53 で DNS クエリをログ記録するように設定する場合には、利用料金は発生しません。
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クエリログ記録の停止
CloudWatch Logs に対するクエリログの送信を、Amazon Route 53 に停止させる場合は、以下の手順を実
行しクエリログ記録の設定を削除します。

クエリログ記録設定を削除するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。
3. クエリログ記録の設定を削除するホストゾーンの名前を選択します。
4. [Hosted zone details (ホストゾーンの詳細)] ペインで、[Delete query logging configuration (クエリログ

記録の設定を削除)] を選択します。
5. [Delete] を選択して確定します。

DNS クエリログに表示される値
各ログファイルには、対応するエッジロケーションで Amazon Route 53 が DNS リゾルバーから受信した 
DNS クエリごとに、それぞれ 1 つのログエントリが記述されています。各ログエントリには、以下の値が
記述されています。

ログ形式バージョン

クエリログのバージョン番号。ログにフィールドを追加したり既存のフィールドの形式を変更した場
合、この値を増分します。

クエリのタイムスタンプ

Route 53 がリクエストに応答した日時。ISO 8601 形式の協定世界時 (UTC) (例:
2017-03-16T19:20:25.177Z) です。

ISO 8601 形式については、Wikipedia の記事「ISO 8601」を参照してください。UTC について
は、Wikipedia の記事「協定世界時」を参照してください。

ホストゾーン ID

このログのすべての DNS クエリに関連付けられるホストゾーンの ID。
クエリ名

リクエストで指定されたドメインまたはサブドメイン。
クエリタイプ

リクエストで指定された DNS レコードタイプ、または ANY のいずれか。Route 53 でサポートされる
タイプについては、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してください。

Response Code (レスポンスコード)

DNS クエリに応答して Route 53 が返した DNS レスポンスコード。
レイヤー 4 プロトコル

クエリの送信に使用されたプロトコル (TCP または UDP)。
Route 53 エッジロケーション

クエリに応答した Route 53 エッジロケーション。各エッジロケーションは、3 文字コードと、任意
の数字で識別されます (例: DFW3)。通常、この 3 文字コードは、エッジロケーションの近くにある空
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港の、国際航空運送協会の空港コードに対応します (これらの略語は今後変更される可能性がありま
す。)

エッジロケーションの一覧については、Route 53 製品の詳細ページの「Amazon Route 53 のグローバ
ルネットワーク」を参照してください。

リゾルバー IP アドレス

Route 53 にリクエストを送信した DNS リゾルバーの IP アドレス。
EDNS クライアントサブネット

リクエストを発信したクライアントの IP アドレスの一部 (DNS リゾルバーから取得できる場合)。

詳細については、IETF ドラフトの「Client Subnet in DNS Requests」を参照してください。

クエリログの例
クエリログの例を次のように表示します (リージョンはプレースホルダーです):

1.0 2017-12-13T08:16:02.130Z Z123412341234 example.com A NOERROR UDP Region 192.168.1.1 -
1.0 2017-12-13T08:15:50.235Z Z123412341234 example.com AAAA NOERROR TCP Region 192.168.3.1 
 192.168.222.0/24
1.0 2017-12-13T08:16:03.983Z Z123412341234 example.com ANY NOERROR UDP Region 
 2001:db8::1234 2001:db8:abcd::/48
1.0 2017-12-13T08:15:50.342Z Z123412341234 bad.example.com A NXDOMAIN UDP Region 
 192.168.3.1 192.168.111.0/24
1.0 2017-12-13T08:16:05.744Z Z123412341234 txt.example.com TXT NOERROR UDP Region 
 192.168.1.2 -

リゾルバーでのクエリのログ記録
次の DNS クエリをログ記録できます。

• 指定した Amazon Virtual Private Cloud VPC で発生するクエリ、およびこれらの DNS クエリに対する応
答。

• インバウンドの Resolver エンドポイントを使用する、オンプレミスのリソースからのクエリ。
• 再帰的な DNS 解決にアウトバウンドリゾルバーのエンドポイントを使用するクエリ。
• Route 53 Resolver DNS Firewall のルールを使用して、ドメインリストをブロック、許可、またはモニ

タリングするクエリ。

Resolver のクエリログには、次のような値が含まれます。

• VPC が作成された AWS リージョン
• クエリの発信元である VPC の ID
• クエリの発信元であるインスタンスの IP アドレス
• クエリの発信元であるリソースのインスタンス ID
• クエリが最初に作成された日時
• リクエストされた DNS 名 (prod.example.com など)
• DNS レコードタイプ (A や AAAA など)
• DNS レスポンスコード (NoError や ServFail など)
• DNS 応答データ (DNS クエリに応答して返される IP アドレスなど)
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• DNS Firewall ルールのアクションに対する応答

ログに記録されるすべての値の詳細なリストと、その例については、「Resolver クエリログに表示される
値 (p. 643)」を参照してください。

Note

DNS リゾルバーの標準と同様に、リゾルバーはその有効期限 (TTL) に定義されている期間、DNS 
クエリをキャッシュします。Route 53 Resolver は、VPC から発信されたクエリをキャッシュ
し、可能な限りそのキャッシュから応答することで応答速度を向上します。Resolver クエリのロ
グ記録では、キャッシュからの応答が可能なクエリではなく、一意のクエリのみをログに記録し
ます。
例えば、クエリのログ記録の設定が機能している VPC の 1 つにある EC2 インスタンス
が、accounting.example.com に対しリクエストを送信するとします。Resolver は、そのクエ
リに対する応答をキャッシュし、クエリ自体をログに記録します。同じインスタンスの Elastic 
Network Interface が、Resolver のキャッシュの TTL 期間内で、accounting.example.com へのク
エリを作成した場合、Resolver は、そのクエリに対しキャッシュから応答します。この 2 番目の
クエリはログに記録されません。

ログは、以下の AWS リソースのいずれかに送信できます。

• Amazon CloudWatch Logs (CloudWatch Logs) のロググループ
• Amazon S3 (S3) バケット
• Kinesis Data Firehose の配信ストリーム

詳細については、「Resolver のクエリログの送信先となる AWS リソース (p. 641)」を参照してください

トピック
• Resolver のクエリログの送信先となる AWS リソース (p. 641)
• Resolver のクエリーログ記録の設定の管理 (p. 642)

Resolver のクエリログの送信先となる AWS リソース
Note

クエリをログ記録するワークロードで、1 秒あたりのクエリ数 (QPS) が多くなることが想定さ
れる場合は、Amazon S3 を使用することで、送信先に書き込まれる時点で発生するクエリログ
のスロットリングを防ぎます。Amazon CloudWatch を使用している場合は、PutLogEvents
オペレーションのために、1 秒あたりのリクエスト数の上限を引き上げることができま
す。CloudWatch の制限の引き上げの詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの
「CloudWatch Logs のクォータ」を参照してください。

Resolver のクエリログは、以下の AWS リソースに送信できます。

Amazon CloudWatch Logs (Amazon CloudWatch Logs) のロググループ

Logs Insights を使用すると、ログの分析やメトリクスとアラームの作成が可能です。

詳細については、 Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドを参照してください。
Amazon S3 (S3) バケット

長期間にわたるログのアーカイブには、S3 バケットの使用が経済的です。通常は、高いレイテンシー
が得られます。

自身で所有していないアカウントの S3 バケットにログを送信する場合は、その S3 バケットの所有者
が、バケットポリシーの中に必要なアクセス許可を追加する必要があります。次に例を示します。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "CrossAccountAccess", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "delivery.logs.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::your_bucket_name/AWSLogs/your_caller_account/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "delivery.logs.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:GetBucketAcl", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::your_bucket_name" 
        }, 
         { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "iam_user_arn_or_account_number_for_root"
            }, 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::your_bucket_name" 
        } 
    ]
}

Note

組織の中心的な S3 バケットにログを保存する場合は、(中心的バケットへの書き込
みに必要なアクセス許可を持つ) 中央のアカウントからクエリログ記録を設定した上
で、RAM (p. 646) を使用しながら、アカウント全体でその構成を共有することをお勧めし
ます。

詳細については、Amazon Simple Storage Serviceユーザーガイドを参照してください。
Kinesis Data Firehose の配信ストリーム。

Amazon OpenSearch Service、Amazon Redshift、またはその他のアプリケーションに対し、リアル
タイムでログのストリーミングが可能です。

詳細については、Amazon Kinesis Data Firehose デベロッパーガイドを参照してください。

Resolver でのクエリのログ記録の料金については、Amazon CloudWatch の料金表を参照してください。

CloudWatch Logs の料金は、ログが Amazon S3 に直接発行されている場合でも、フローログを使用する
際に適用されます。詳細については、Amazon CloudWatch の料金で「S3 へのログの配信」を参照してく
ださい。

Resolver のクエリーログ記録の設定の管理
設定 (Resolver でのクエリログ記録)
VPC で発生する DNS クエリのログ記録は、Amazon Route 53 コンソールで以下のタスクを実行すること
で開始できます。
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Resolver のクエリログ記録を設定するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. Route 53 コンソールのメニューを展開します。コンソールの左上隅にある 3 本の水平バー () アイコ
ンを選択します。

3. Resolver メニューから、[Query logging (クエリログ記録)] を選択します。
4. リージョンのセレクターから、クエリログ記録の設定を作成する AWS リージョンを選択します。こ

れは、DNS クエリを記録する VPC が作成されているリージョンと同じリージョンでなければなりま
せん。VPC が複数のリージョンに存在する場合は、リージョンごとにクエリログ記録の設定を少なく
とも 1 つ作成する必要があります。

5. [クエリログ記録の設定] を選択します。
6. 次の値を指定します。

クエリログ記録設定の名前

クエリログ記録の設定に使用する名前を入力します。この名前は、コンソールのクエリログ記録
の設定リストに表示されます。この設定では、後で検索する際に便利な名前を入力します。

クエリログの保存先

Resolver が クエリログを送信する先の、 AWSリソースのタイプを選択します。各オプショ
ン (CloudWatch Logs ロググループ、S3 バケット、および Kinesis Data Firehose 配信スト
リーム) から選択する方法については、「Resolver のクエリログの送信先となる AWS リソー
ス (p. 641)」を参照してください。

リソースのタイプを選択した後は、そのタイプの別のリソースを作成するか、現在の AWS アカ
ウントで作成された既存のリソースを選択することができます。

Note

ステップ 4 で選択した AWS リージョン (クエリログ記録の設定を作成するリージョン) 
で作成されたリソースのみを選択できます。新しいリソースを作成することを選択した
場合、そのリソースは同じリージョンに作成されます。

クエリをログに記録する VPC

このクエリログ記録の設定では、選択した VPC で発生した DNS クエリがログに記録されま
す。Resolver にクエリをログ記録させたい (現在のリージョンに置かれている) 各 VPC のチェッ
クボックスをオンにし、[Choose (選択)] をクリックします。

Note

VPC ログの配信は、特定の送信先タイプに対して 1 回だけ有効にすることができます。
ログを同じタイプの複数の送信先に配信することはできません。例えば、VPC ログを 
Amazon S3 にある 2 つの送信先に配信することはできません。

7. [クエリログ記録の設定] を選択します。

Note

クエリログ記録の設定が正常に作成されてから数分以内に、VPC 内のリソースによって作成され
た DNS クエリがログ内に表示されるようになります。

Resolver クエリログに表示される値
各ログファイルには、対応するエッジロケーションで Amazon Route 53 が DNS リゾルバーから受信した 
DNS クエリごとに、それぞれ 1 つのログエントリが記述されています。各ログエントリには、以下の値が
記述されています。
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バージョン

クエリログ形式のバージョン番号。現在のバージョンは 1.1 です。

バージョンの値には、major_version.minor_version の形式でメジャーおよびマイナーのバー
ジョンが含まれています。例えば、version の値が 1.7 の場合には、1  がメジャーバージョンを示
し、7 がマイナーバージョンを示します。

ログ構造に後方互換性のない変更が加えられた場合、Route 53 により、メジャーバージョンが増分
されます。これには、既に存在する JSON フィールドの削除や、フィールドのコンテンツの表現方法 
(日付形式など) の変更が含まれます。

変更によってログファイルに新しいフィールドが追加されると、Route 53 はマイナーバージョンを増
分します。この処理は、VPC 内の既存の DNS クエリの一部またはすべてにおいて、新しい情報が利
用可能になった時点で発生します。

account_id

VPC を作成した AWS アカウントの ID です。
リージョン

VPC が作成された AWS リージョンです。
vpc_id

クエリが発信された VPC の ID。
query_timestamp

クエリが送信された日時を、ISO 8601 形式の協定世界時 (UTC) で表します (例:
2017-03-16T19:20:25.177Z) 。

ISO 8601 形式については、Wikipedia の記事「ISO 8601」を参照してください。UTC について
は、Wikipedia の記事「協定世界時」を参照してください。

query_name

クエリで指定されたドメイン名 (example.com) またはサブドメイン名 (www.example.com)。
query_type

リクエストで指定された DNS レコードタイプ、または ANY のいずれか。Route 53 でサポートされる
タイプについては、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してください。

query_class

クエリのクラス。
rcode

DNS クエリに応答して Resolver が返した DNS 応答コード。応答コードは、クエリが有効であったか
どうかを示します。最も一般的な応答コードは、クエリが有効であったことを意味する NOERROR で
す。レスポンスが有効でない場合、Resolver はその理由を示す応答コードを返します。使用される応
答コードのリストについては、IANA ウェブサイトで「DNS RCODES」を参照してください。

answer_type

Resolver がクエリに応答して返す値の DNS レコードタイプ (A、MX、CNAME など)。Route 53 でサ
ポートされるタイプについては、「サポートされる DNS レコードタイプ (p. 394)」を参照してくださ
い。

rdata

クエリに応答して Resolver が返した値。例えば、A レコードの場合は、IPv4 形式の IP アドレスにな
ります。CNAME レコードの場合には、CNAME レコード内のドメイン名です。
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answer_class

クエリに対する Resolver からの応答クラス。
srcaddr

クエリの発信元であるインスタンスの IP アドレス。
srcport

クエリの発信元であるインスタンスのポート。
transport

DNS クエリを送信するために使用されたプロトコル。
srcids

instance、resolver_endpoint、および DNS クエリの発信元、またはそのクエリが通過した
resolver_network_interface。

インスタンス

クエリの発進元であるインスタンスの ID。
resolver_endpoint

DNS クエリをオンプレミス DNS サーバーに渡すリゾルバーエンドポイントの ID。
firewall_rule_group_id

クエリ内のドメイン名と一致した DNS Firewall ルールグループの ID。この情報は、アクションが 
alert または block に設定されているルールとの一致が、DNS Firewall により検出された場合にのみ挿
入されます。

ファイアウォールルールグループの詳細については、「DNS Firewall のルールグループとルー
ル (p. 586)」を参照してください。

firewall_rule_action

クエリ内のドメイン名に一致したルールが指定しているアクション。この情報は、アクションが alert 
または block に設定されているルールとの一致が、DNS Firewall により検出された場合にのみ挿入さ
れます。

firewall_domain_list_id

クエリ内のドメイン名に一致したルールによって使用されるドメインリスト。この情報は、アクショ
ンが alert または block に設定されているルールとの一致が、DNS Firewall により検出された場合にの
み挿入されます。

Route 53 Resolver でのクエリログの例
Resolver のクエリログの例を次に示します。

          
      { 
        "srcaddr": "4.5.64.102", 
        "vpc_id": "vpc-7example", 
        "answers": [ 
            { 
                "Rdata": "203.0.113.9", 
                "Type": "PTR", 
                "Class": "IN" 
            } 
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        ], 
        "firewall_rule_group_id": "rslvr-frg-01234567890abcdef", 
        "firewall_rule_action": "BLOCK", 
        "query_name": "15.3.4.32.in-addr.arpa.", 
        "firewall_domain_list_id": "rslvr-fdl-01234567890abcdef", 
        "query_class": "IN", 
        "srcids": { 
            "instance": "i-0d15cd0d3example" 
        }, 
        "rcode": "NOERROR", 
        "query_type": "PTR", 
        "transport": "UDP", 
        "version": "1.100000", 
        "account_id": "111122223333", 
        "srcport": "56067", 
        "query_timestamp": "2021-02-04T17:51:55Z", 
        "region": "us-east-1" 
    }

Resolver のクエリログ記録の設定を、他の AWS アカウントと共有する

1 つの AWS アカウントで作成したクエリログ記録の設定は、他の AWS アカウントと共有することが可能
です。設定を共有する際には、Route 53 Resolver コンソールが AWS Resource Access Manager と統合
されます。Resource Access Manager の詳細については、Resource Access Manager ユーザーガイドを参
照してください。

次の点に注意してください。

共有されたクエリログ記録の設定と VPC との関連付け

別の AWS アカウントがご利用のアカウントと 1 つ以上の設定を共有している場合、自分で作成した
設定と VPC とを関連付けるのと同じ方法で、共有された設定と VPC を関連付けることができます。

設定の削除または共有解除

他のアカウントと共有している設定を削除するか共有の解除をする際に、その設定に 1 つ以上の VPC 
が関連付けられている場合には、Route 53 Resolver は、これらの VPC から発信される DNS クエリ
の記録を停止します。

1 つの構成で関連付けることができるクエリログ記録の設定と VPC の最大数

1 つのアカウントで作成した設定を他の単一または複数のアカウントと共有する場合、その設定に関
連付けることができる VPC の最大数が各アカウントに適用されます。例えば、組織内に 10,000 個の
アカウントがある場合、中央アカウントでクエリログ記録設定を作成し、それを AWS RAM 経由で組
織のアカウントに共有できます。その後、組織のアカウントは設定を各自の VPC に関連付けます。ア
カウントにおける AWS リージョン ごとのクエリログ設定の VPC 関連付けは上限が 100 件となって
いるため、関連付けはその範囲内で行われます。ただし、すべての VPC が単一のアカウントにある場
合は、必要に応じてアカウントのサービス制限を引き上げます。

Resolver の現在のクォータについては、「Route 53 Resolver でのクォータ (p. 696)」を参照してく
ださい。

アクセス許可

別の AWS アカウントとルールを共有するには、PutResolverQueryLogConfigPolicy アクションを使用
するためのアクセス許可が必要です。

ルールを共有する AWS アカウントに対する制限

ルールを共有するアカウントは、ルールを変更または削除できません。
タグ付け

ルールを作成したアカウントのみが、ルールのタグを追加、削除、または表示できます。
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ルールの現在の共有ステータス (ルールを共有したアカウントやルールの共有先であるアカウントなど) を
確認し、別のアカウントとルールを共有するには、以下の手順を実行します。

共有ステータスを確認して、クエリログ記録の設定を別の AWS アカウントと共有するには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペイン内で [Query Logging (クエリログ記録)] を選択します。
3. ナビゲーションバーで、転送ルールを作成したリージョンを選択します。

[Sharing status (共有ステータス)] 列に、現在のアカウントで作成されたルールまたは現在のアカウン
トと共有されているルールの現在の共有ステータスが表示されます。

• Not shared (未共有): 現在の AWS アカウントがルールを作成し、他のアカウントとは共有していま
せん。

• Shared by me (自分が共有): 現在のアカウントがルールを作成し、1 つ以上の他のアカウントと共有
しています。

• Shared with me (自分と共有): 別のアカウントがルールを作成し、現在のアカウントと共有していま
す。

4. 共有情報を表示するルールまたは別のアカウントと共有するルールの名前を選択します。

[Rule: rule name (ルール: rule name)] ページで、[Owner (所有者)] の値として、ルールを作成した
アカウントの ID が表示されます。これは現在のアカウントです。ただし、[Sharing status (共有ス
テータス)] の値が [Shared with me (自分と共有)] である場合を除きます。その場合の [Owner (所有者)] 
は、ルールを作成して現在のアカウントと共有しているアカウントです。

5. [Share (共有)] を選択し、追加情報を表示するか、別のアカウントとルールを共有します。[Sharing 
status (共有ステータス)] の値に応じたページが Resource Access Manager コンソールに表示されま
す。

• Not shared (未共有): [Create resource share (リソース共有の作成)] ページが表示されます。別のア
カウント、OU、または組織とルールを共有する方法については、ステップ 6 に進んでください。

• Shared by me (自分が共有): [Shared resources (共有リソース)] ページに、現在のアカウントが所有
し、他のアカウントと共有しているルールと他のリソースが表示されます。

• Shared with me (自分と共有): [Shared resources (共有リソース)] ページに、他のアカウントが所有
し、現在のアカウントと共有しているルールと他のリソースが表示されます。

6. 別の AWS アカウント、OU、または組織とクエリログ記録の設定を共有するには、以下の値を指定し
ます。

Note

共有設定を更新することはできません。以下のいずれかの設定を変更する場合は、新しい設
定を使用してルールを共有し直し、古い共有設定を削除する必要があります。

説明

クエリログ記録の設定を共有した理由を記録するため短い説明を入力します。
リソース

共有する設定のチェックボックスをオンにします。
プリンシパル

AWS アカウント番号、OU 名、または組織名を入力します。
タグ

1 つ以上のキーと対応する値を指定します。例えば、[Key (キー)] に Cost center を、[Value (値)] 
には 456 を指定します。API バージョン 2013-04-01
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これらは、AWS の請求書を整理するためにAWS Billing and Cost Management に用意されている
タグです。タグは、他の目的に使用することもできます。タグを使ったコスト配分の詳細につい
ては、AWS Billingユーザーガイドのコスト配分タグの使用を参照してください。

ドメイン登録のモニタリング
Amazon Route 53 のダッシュボードでは、以下のようなドメイン登録の状態に関する詳細情報を提供しま
す。

• 新しいドメイン登録の状態
• Route 53 へのドメイン移管の状態
• 有効期限に近づいているドメインのリスト

Route 53 コンソールのダッシュボードを定期的に確認することをお勧めします。特に、新しいドメインを
登録したり、Route 53 にドメインを移管したりした後には、対処を要する問題がないことを確認してくだ
さい。

また、ドメインの連絡先情報が最新であることを確認することをお勧めします。ドメインの有効期限が近
づくと、ドメインの有効期限日と更新方法に関する情報がドメインの登録者にメールで送信されます。

Amazon Route 53 のヘルスチェックと Amazon 
CloudWatch を使用したリソースのモニタリング

Amazon Route 53 のヘルスチェックを作成してリソースをモニタリングできます。ヘルスチェックで
は、CloudWatch を使用して生データを収集し、ほぼリアルタイムの読み取り可能なメトリクスに加工し
ます。これらの統計情報は、2 週間記録されるため、履歴情報にアクセスしてリソースの動作をより的確
に把握できます。デフォルトでは、Route 53 のヘルスチェックからのメトリクスデータは、 1 分間隔で自
動的に CloudWatch に送信されます。

Route 53 ヘルスチェックの詳細については、「CloudWatch を使用したヘルスチェックのモニタリン
グ (p. 560)」を参照してください。CloudWatch の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイ
ドの「Amazon CloudWatch とは」を参照してください。

Route 53 ヘルスチェックのメトリクスとディメンショ
ン
ヘルスチェックを作成すると、Amazon Route 53 は、指定したリソースに関するメトリクスとディメン
ションを毎分 1 回、 CloudWatch に対し送信し始めます。ヘルスチェックの状態は、Route 53 コンソー
ルにより確認できます。また、以下の手順に従って、CloudWatch コンソールまたは AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) でメトリクスを表示できます。

CloudWatch コンソールを使用してメトリクスを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. [All Metrics] タブで、[Route 53] を選択します。
4. [Health Check Metrics] を選択します。
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AWS CLI を使ってメトリクスを表示するには

• コマンドプロンプトで、次のコマンドを使用します。

aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/Route53"

トピック
• Route 53 のヘルスチェックに関する CloudWatch メトリクス (p. 649)
• Route 53 ヘルスチェックでのメトリクスのディメンション (p. 650)

Route 53 のヘルスチェックに関する CloudWatch メトリクス
AWS/Route53 名前空間には、Route 53 のヘルスチェックに関する以下のメトリクスが含まれています。

ChildHealthCheckHealthyCount

計算済みのヘルスチェックとして、Route 53 がモニタリングしているヘルスチェック全体で、結果が
正常であったヘルスチェックの数。

有効な統計: Average (推奨)、Minimum、Maximum

単位: 正常なヘルスチェック
ConnectionTime

Route 53 のヘルスチェッカーがエンドポイントとの間で TCP 接続を確立するのにかかった平均時間 
(ミリ秒)。ヘルスチェックの ConnectionTime は、すべてのリージョンまたは選択した地理的リー
ジョンについて確認できます。

有効な統計: Average (推奨)、Minimum、Maximum

単位: ミリ秒
HealthCheckPercentageHealthy

選択されたエンドポイントの中で、正常である結果を返した Route 53 のヘルスチェッカーの割
合。HealthCheckPercentageHealthy は、すべてのリージョンについてのみ確認できます (選択
したリージョンについてのデータは表示できません)。

これは [レイテンシーのグラフ] オプションで設定できます。詳細については、「ヘルスチェッカーと
エンドポイント間のレイテンシーのモニタリング (p. 559)」を参照してください。

有効な統計: Average、Minimum、Maximum

単位: パーセント
HealthCheckStatus

CloudWatch がチェックしているヘルスチェックエンドポイントのステータス。1 の場合は正常である
ことを、0 の場合は異常であることを示します。HealthCheckStatus は、すべてのリージョンにつ
いてのみ確認できます (選択したリージョンについてのデータは表示できません)。

これは [レイテンシーのグラフ] オプションで設定できます。詳細については、「ヘルスチェッカーと
エンドポイント間のレイテンシーのモニタリング (p. 559)」を参照してください。

有効な統計: Minimum

単位: なし

API バージョン 2013-04-01
649



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
Amazon CloudWatch を使用し
たホストゾーンのモニタリング

SSLHandshakeTime

Route 53 のヘルスチェッカーが SSL ハンドシェイクを完了するまでにかかった平均時間 (ミリ秒)。
ヘルスチェックの SSLHandshakeTime は、すべてのリージョンまたは選択した地理的リージョンに
ついて確認できます。

有効な統計: Average (推奨)、Minimum、Maximum

単位: ミリ秒
TimeToFirstByte

Route 53 のヘルスチェッカーが、HTTP または HTTPS リクエストへの応答の先頭バイトを受け取る
までにかかった平均時間 (ミリ秒)。ヘルスチェックの TimeToFirstByte は、すべてのリージョンま
たは選択した地理的リージョンについて確認できます。

有効な統計: Average (推奨)、Minimum、Maximum

単位: ミリ秒

Route 53 ヘルスチェックでのメトリクスのディメンション
ヘルスチェックのための Route 53 メトリクスは、AWS/Route53 名前空間を使用し、HealthCheckId の
ためのメトリクスを提供します。メトリクスを取得する場合は、HealthCheckId ディメンションを入力
する必要があります。

さらに、ConnectionTime、SSLHandshakeTime、および TimeToFirstByte に対して、オプションと
して Region も指定できます。Region を省略した場合、CloudWatch は、すべてのリージョンからのメ
トリクスを返します。Region を含めた場合は、指定したリージョンのみのメトリクスが CloudWatch か
ら返されます。

詳細については、「CloudWatch を使用したヘルスチェックのモニタリング (p. 560)」を参照してください

Amazon CloudWatch を使用したホストゾーンのモ
ニタリング

Amazon CloudWatch を使用して生データを収集し、ほぼリアルタイムで読み取り可能なメトリクスに加
工することで、パブリックホストゾーンをモニタリングできます。メトリクスは、そのメトリクスが基づ
いている DNS クエリが Route 53 で受信された直後から利用できます。Route 53 ホストゾーンにおける 
CloudWatch メトリクスデータの詳細度は 1 分です。

詳細については、次のドキュメントを参照してください。

• Amazon CloudWatch コンソールでメトリクスを表示する方法、および AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) を使用してメトリクスを取得する方法の概要と詳細については、パブリックホストゾーンの 
DNS クエリメトリクスの表示 (p. 350) を参照してください。

• メトリクスの保持期間の詳細については、Amazon CloudWatch API リファレンスの
「GetMetricStatistics」を参照してください。

• CloudWatch の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch とは」
を参照してください。

• CloudWatch メトリクスの詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon 
CloudWatch メトリクスの使用」を参照してください。

トピック
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ンの CloudWatch メトリクス

• Route 53 パブリックホストゾーンの CloudWatch メトリクス (p. 651)
• Route 53 パブリックホストゾーンメトリクスの CloudWatch ディメンション (p. 652)

Route 53 パブリックホストゾーンの CloudWatch メト
リクス
AWS/Route53 名前空間には、Route 53 ホストゾーンについての次のメトリクスが含まれます。

DNSQueries

ホストゾーン内のすべてのレコードについて、指定された期間に Route 53 が応答している DNS クエ
リの数。

有効な統計: Sum、SampleCount

単位: カウント

リージョン: Route 53 はグローバルサービスです。ホストゾーンメトリクスを取得するには、リー
ジョンに米国東部 (バージニア北部) を指定する必要があります。

DNSSECInternalFailure

ホストゾーン内に INTERNAL_FAILURE 状態のオブジェクトが存在する場合は、値が 1 になります。
それ以外の場合は値は 0 です。

有効な統計: N/A

単位: カウント

ボリューム: 各日でホストゾーンごとに 1

リージョン: Route 53 はグローバルサービスです。ホストゾーンメトリクスを取得するには、リー
ジョンに米国東部 (バージニア北部) を指定する必要があります。

DNSSECKeySigningKeysNeedingAction

(KMS の障害により) ACTION_NEED の状態になっているキー署名キー (KSK) の数。

有効な統計: Sum、SampleCount

単位: カウント

ボリューム: 各日でホストゾーンごとに 1

リージョン: Route 53 はグローバルサービスです。ホストゾーンメトリクスを取得するには、リー
ジョンに米国東部 (バージニア北部) を指定する必要があります。

DNSSECKeySigningKeyMaxNeedingActionAge

キー署名キー (KSK) が ACTION_NEED 状態に設定されてからの経過時間。

有効な統計: N/A

単位: 秒

ボリューム: 各ホストゾーンで 4 時間ごとに 1

リージョン: Route 53 はグローバルサービスです。ホストゾーンメトリクスを取得するには、リー
ジョンに米国東部 (バージニア北部) を指定する必要があります。
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DNSSECKeySigningKeyAge

キー署名キー (KSK) が作成されてからの経過時間 (有効になってからではありません)。

有効な統計: N/A

単位: 秒

ボリューム: 各日でホストゾーンごとに 1

リージョン: Route 53 はグローバルサービスです。ホストゾーンメトリクスを取得するには、リー
ジョンに米国東部 (バージニア北部) を指定する必要があります。

Route 53 パブリックホストゾーンメトリクスの 
CloudWatch ディメンション
ホストゾーンに関する Route 53 メトリクスは AWS/Route53 名前空間を使用し、HostedZoneId に関す
るメトリクスを提供します。DNS クエリの数を取得するには、HostedZoneId ディメンションでホスト
ゾーンの ID を指定する必要があります。

Amazon CloudWatch を使用した Route 53 
Resolver エンドポイントのモニタリング

Amazon CloudWatch を使用して、Route 53 Resolver エンドポイントによって転送される DNS クエリの
数をモニタリングできます。Amazon CloudWatch では、生データを収集し、ほぼリアルタイムの読み取
り可能なメトリクスに加工します。これらの統計情報は、2 週間記録されるため、履歴情報にアクセスし
てリソースの動作をより的確に把握できます。デフォルトでは、Resolver エンドポイントのメトリクス
データは、5 分間隔で CloudWatch に自動的に送信されます。5 分間隔は、メトリクスデータを送信でき
る最小間隔でもあります。

Resolver の詳細については、「Amazon Route 53 Resolver の概要 (p. 494)」を参照してくださ
い。CloudWatch の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch と
は」を参照してください。

Route 53 Resolver のメトリクスとディメンション
お客様のネットワークに (またはネットワークから) DNS クエリを転送するように Resolver を設定す
ると、Resolver は、転送するクエリの数に関するメトリクスとディメンションを、5 分に 1 回の間隔
で CloudWatch に対し送信し始めます。以下の手順に従って、CloudWatch コンソールまたは AWS 
Command Line Interface (AWS CLI) でメトリクスを表示できます。

CloudWatch コンソールを使用して Resolver メトリクスを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションバーで、エンドポイントを作成したリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで [Metrics (メトリクス)] を選択します。
4. [すべてのメトリクス] タブで、[Route 53 Resolver] を選択します。
5. 指定したエンドポイントに対するクエリの数を表示するには、[By Endpoint (エンドポイント別)] を選

択します。次に、クエリ数を表示するエンドポイントを選択します。

現在の AWS アカウントによって作成されたすべてのインバウンドエンドポイントまたはすべてのア
ウトバウンドエンドポイントに対するクエリの数を表示するには、[Across All Endpoints (すべてのエ

API バージョン 2013-04-01
652

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/WhatIsCloudWatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/WhatIsCloudWatch.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/monitoring-resolver-with-cloudwatch.html#cloudwatch-metrics-resolver
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/monitoring-resolver-with-cloudwatch.html#cloudwatch-dimensions-resolver
https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/


Amazon Route 53 デベロッパーガイド
Resolver のメトリクスとディメンション

ンドポイント)] を選択します。次に、[InboundQueryVolume] または [OutboundQueryVolume] を選択
すると、必要な数が表示されます。

AWS CLI を使ってメトリクスを表示するには

• コマンドプロンプトで、次のコマンドを使用します。

aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/Route53Resolver"

トピック
• Route 53 Resolver に関する CloudWatch メトリクス (p. 653)
• Route 53 Resolver メトリクスのディメンション (p. 655)

Route 53 Resolver に関する CloudWatch メトリクス
AWS/Route53Resolver 名前空間には、Route 53 Resolver エンドポイントおよび IP アドレスに関する
メトリクスが含まれます。

トピック
• Resolver エンドポイントのメトリクス (p. 653)
• Resolver IP アドレスのメトリクス (p. 654)

Resolver エンドポイントのメトリクス

AWS/Route53Resolver 名前空間には、Route 53 Resolver エンドポイントについての以下のメトリクス
が含まれています。

EndpointHealthyENICount

OPERATIONAL ステータスの Elastic Network Interface の数です。(EndpointId が指定した) エンド
ポイントの Amazon VPC ネットワークインターフェイスが正しく設定されており、ネットワークと 
Resolver の間での、インバウンドまたはアウトバウンドの DNS クエリを通過させることができま
す。

有効な統計: Minimum、Maximum、Average

単位: カウント
EndpointUnHealthyENICount

AUTO_RECOVERING ステータスの Elastic Network Interface の数です。

Resolver は、(EndpointId が指定した) エンドポイントに関連付けられている 1 つ以上の Amazon 
VPC ネットワークインターフェイスを復旧しようとしています。復旧プロセス中は、エンドポイント
は容量が制限された状態で機能し、復旧が完了するまで DNS クエリを処理できません。

有効な統計: Minimum、Maximum、Average

単位: カウント
InboundQueryVolume

インバウンドエンドポイントを対象とし、EndpointId で指定されたエンドポイントを介してネット
ワークから VPC に転送された DNS クエリの数。
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有効な統計: Sum

単位: カウント
OutboundQueryVolume

アウトバウンドエンドポイントを対象とし、EndpointId で指定されたエンドポイントを介して VPC 
からネットワークに転送された DNS クエリの数。

有効な統計: Sum

単位: カウント
OutboundQueryAggregateVolume

アウトバウンドエンドポイントの場合、Amazon VPC からネットワークに転送された DNS クエリの
総数 (以下を含む)。
• EndpointId で指定されたエンドポイントを介して VPC からネットワークに転送された DNS クエ

リの数。
• 現在のアカウントが他のアカウントと Resolver ルールを共有する場合、EndpointId によって指

定されたエンドポイントを介してネットワークに転送される他のアカウントによって作成された 
VPC からのクエリ。

有効な統計: Sum

単位: カウント

Resolver IP アドレスのメトリクス

AWS/Route53Resolver 名前空間には、Resolver のインバウンドエンドポイント、またはアウトバウン
ドエンドポイントに関連付けられた IP アドレスごとに、次のメトリクスが含まれています。(エンドポイ
ントを指定すると、Resolver は Amazon VPC Elastic Network Interface を作成します)。

InboundQueryVolume

インバウンドエンドポイントの IP アドレスごとに、ネットワークから、指定された IP アドレスに転
送された DNS クエリの数。各 IP アドレスは、IP アドレス ID で識別されます。この値は Route 53 コ
ンソールを使用して取得できます。該当するエンドポイントのページの [IP アドレス] セクションで、
[IP アドレス ID] 列を参照してください。また、ListResolverEndpointIpAddresses を使用してプログラ
ムで値を取得することもできます。

有効な統計: Sum

単位: カウント
OutboundQueryAggregateVolume

アウトバウンドエンドポイントの IP アドレスごとに、Amazon VPC からネットワークに転送された 
DNS クエリの総数 (以下を含む)。
• 指定された IP アドレスを使用して VPC からネットワークに転送された DNS クエリの数。
• 現在のアカウントが他のアカウントと Resolver ルールを共有する場合、指定された IP アドレスを

介してネットワークに転送される他のアカウントによって作成された VPC からのクエリ。

各 IP アドレスは、IP アドレス ID で識別されます。この値は Route 53 コンソールを使用して取得で
きます。該当するエンドポイントのページの [IP アドレス] セクションで、[IP アドレス ID] 列を参照
してください。また、ListResolverEndpointIpAddresses を使用してプログラムで値を取得することも
できます。

有効な統計: Sum
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単位: カウント

Route 53 Resolver メトリクスのディメンション
インバウンドおよびアウトバウンドエンドポイントに関する Route 53 Resolver メトリクスは、AWS/
Route53Resolver 名前空間を使用しており、EndpointId のメトリクスを提供します。EndpointId
ディメンションに値を指定している場合、CloudWatch からは、指定したエンドポイントでのる DNS クエ
リの数が返されます。EndpointId を指定しない場合、CloudWatch からは、現在の AWS アカウントに
よって作成されたすべてのエンドポイントでの DNS クエリ数が返されます。

Amazon CloudWatch を使用した Route 53 
Resolver DNS Firewall のルールグループのモニタ
リング

Amazon CloudWatch を使用して、Route 53 Resolver DNS Firewall のルールグループでフィルタリングさ
れた、DNS クエリ数をモニタリングできます。Amazon CloudWatch では、生データを収集し、ほぼリア
ルタイムの読み取り可能なメトリクスに加工します。これらの統計情報は、2 週間記録されるため、履歴
情報にアクセスしてリソースの動作をより的確に把握できます。デフォルトでは、DNS Firewall ルールグ
ループについてのメトリクスデータは、5 分間隔で CloudWatch に対し自動的に送信されます。

DNS Firewallの詳細については、「Route 53 Resolver DNS Firewall (p. 580)」 を参照してくださ
い。CloudWatch の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch と
は」を参照してください。

Route 53 Resolver DNS Firewall に関するメトリクス
とディメンション
Route 53 Resolver DNS Firewall のルールグループを VPC に関連付けて DNS クエリをフィルタリングす
ると、DNS Firewall はフィルタリングしたクエリに関して、5 分ごとにメトリクスとディメンションを 
CloudWatch に送信し始めます。DNS Firewall のメトリクスとディメンションの詳細については、「Route 
53 Resolver DNS Firewall に関する CloudWatch メトリクス (p. 656)」を参照してください。

以下の手順に従って、CloudWatch コンソールまたは AWS Command Line Interface (AWS CLI) でメトリ
クスを表示できます。

CloudWatch コンソールを使用して DNS Firewall のメトリクスを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションバーで、表示するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで [Metrics (メトリクス)] を選択します。
4. [すべてのメトリクス] タブで、[Route 53 Resolver] を選択します。
5. 目的のメトリクスを選択します。

AWS CLI を使ってメトリクスを表示するには

• コマンドプロンプトで、次のコマンドを使用します。

aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/Route53Resolver"
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トピック
• Route 53 Resolver DNS Firewall に関する CloudWatch メトリクス (p. 656)

Route 53 Resolver DNS Firewall に関する CloudWatch メトリク
ス
AWS/Route53Resolver 名前空間には、Route 53 Resolver DNS Firewall のルールグループのメトリクス
が含まれています。

トピック
• Route 53 Resolver DNS Firewall のルールグループに関するメトリクス (p. 656)
• VPC に関するメトリクス (p. 656)
• ファイアウォールルールグループと VPC の関連付けに関するメトリクス (p. 656)
• ファイアウォールルールグループ内のドメインリストに関するメトリクス (p. 657)

Route 53 Resolver DNS Firewall のルールグループに関するメトリクス

FirewallRuleGroupQueryVolume

ファイアウォールルールグループ (FirewallRuleGroupId で指定) と一致する DNS Firewall のクエ
リ数。

ディメンション: FirewallRuleGroupId

有効な統計: Sum

単位: カウント

VPC に関するメトリクス

VPCFirewallQueryVolume

VPC (VpcId で指定) からの DNS Firewall のクエリ数

ディメンション: VpcId

有効な統計: Sum

単位: カウント

ファイアウォールルールグループと VPC の関連付けに関するメトリクス

FirewallRuleGroupVpcQueryVolume

ファイアウォールルールグループ (VpcId で指定) と一致する、(FirewallRuleGroupId で指定され
た) VPC からの DNS Firewall のクエリ数

ディメンション: FirewallRuleGroupId, VpcId

有効な統計: Sum

単位: カウント
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ファイアウォールルールグループ内のドメインリストに関するメトリクス

FirewallRuleGroupVpcQueryVolume

ファイアウォールルールグループ (FirewallDomainListId で指定) 内の、ファイアウォールドメイ
ンリスト (FirewallRuleGroupId で指定) と一致する DNS Firewall のクエリ数。

ディメンション: FirewallRuleGroupId, FirewallDomainListId

有効な統計: Sum

単位: カウント

AWS CloudTrail を使用した Amazon Route 53 API 
コールのログ記録

Route 53 は、AWS CloudTrail と統合されています。これは、ユーザー、ロール、または Route 53 内の 
AWS サービスによって実行されたアクションのレコードを提供するサービスです。CloudTrail は、 Route 
53 コンソールからのコールや、 Route 53 API へのコードのコールを含む Route 53 のすべての API コー
ルを、イベントとしてキャプチャします。証跡を作成する場合は、Route 53 のイベントなど、Amazon S3 
バケットへの CloudTrail イベントの継続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場合で
も、CloudTrail コンソールの [Event history (イベント履歴)] で最新のイベントを表示できます。CloudTrail 
で収集された情報を使用して、Route 53 に対するリクエスト、そのリクエストが発信された IP アドレ
ス、リクエストの作成者、リクエスト作成日時、その他の詳細情報などを確認できます。

トピック
• CloudTrail での Route 53 の情報 (p. 657)
• イベント履歴での Route 53 イベントの表示 (p. 658)
• Route 53 のログファイルエントリを理解する (p. 658)

CloudTrail での Route 53 の情報
CloudTrail は、アカウントを作成すると AWS アカウントで有効になります。Route 53 でアクティビティ
が発生すると、そのアクティビティは他の AWS サービスイベントと共に、[Event history (イベント履歴)] 
内で CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベントは、AWS アカウントで表示、検索、ダウン
ロードできます。詳細については、CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示を参照してください。

Route 53 のイベントなど、AWS アカウントで継続しているイベントの記録については、証跡を作成しま
す。証跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、
コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべてのリージョンに適用されます。証跡は AWS パーティ
ションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファ
イルを配信します。さらに、CloudTrail ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに基づ
く対応するためにその他の AWS のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。

• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail がサポートされているサービスと統合
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• 「CloudTrail ログファイルを複数のリージョンから受け取る」、「複数のアカウントから CloudTrail ロ

グファイルを受け取る」

すべての Route 53 アクションが CloudTrail により記録されます。また、これら
のアクションは Amazon Route 53 API リファレンスで説明されています。例え
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ば、CreateHostedZone、CreateHealthCheck、RegisterDomain の各アクションを呼び出す
と、CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストが、ルートと IAM ユーザー認証情報のどちらを使用して送信されたか。
• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し

て行われたかどうか。
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity エレメント」を参照してください。

イベント履歴での Route 53 イベントの表示
CloudTrail では、[イベント履歴] に最近のイベントが表示されます。Route 53 API リクエストのイベント
を表示するには、コンソールの上部にあるリージョンセレクターで、 米国東部 (バージニア北部) を指定す
る必要があります。詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドの「CloudTrail イベント履歴でのイ
ベントの表示」を参照してください。

Route 53 のログファイルエントリを理解する
証跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できま
す。CloudTrail のログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。イベントはあらゆるソース
からの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラ
メータなどの情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたス
タックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

eventName 要素は、発生したアクションを示します。(CloudTrail Logs では、アクション名の最初の文
字が大文字ですが、ドメイン登録アクションでは小文字です。例えば、UpdateDomainContact はログ
内で updateDomainContact としてあらわされます。CloudTrail は、すべての Route 53 API アクション
をサポートしています。次の例では、次に示したアクションを表す CloudTrail ログエントリを確認できま
す。

• AWS アカウントに関連付けられているホストゾーンの一覧表示
• ヘルスチェックの作成
• 2 つのレコードの作成
• ホストゾーンの削除
• 登録済みドメインの情報の更新
• Route 53 Resolver のアウトバウンドエンドポイントを作成する

{ 
    "Records": [ 
        { 
            "apiVersion": "2013-04-01", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "eventID": "1cdbea14-e162-43bb-8853-f9f86d4739ca", 
            "eventName": "ListHostedZones", 
            "eventSource": "route53.amazonaws.com", 
            "eventTime": "2015-01-16T00:41:48Z", 
            "eventType": "AwsApiCall", 
            "eventVersion": "1.02", 
            "recipientAccountId": "444455556666", 
            "requestID": "741e0df7-9d18-11e4-b752-f9c6311f3510", 
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            "requestParameters": null, 
            "responseElements": null, 
            "sourceIPAddress": "192.0.2.92", 
            "userAgent": "Apache-HttpClient/4.3 (java 1.5)", 
            "userIdentity": { 
                "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "accountId": "111122223333", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/smithj", 
                "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE", 
                "type": "IAMUser", 
                "userName": "smithj" 
            } 
        }, 
        { 
            "apiVersion": "2013-04-01", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "eventID": "45ec906a-1325-4f61-b133-3ef1012b0cbc", 
            "eventName": "CreateHealthCheck", 
            "eventSource": "route53.amazonaws.com", 
            "eventTime": "2018-01-16T00:41:57Z", 
            "eventType": "AwsApiCall", 
            "eventVersion": "1.02", 
            "recipientAccountId": "444455556666", 
            "requestID": "79915168-9d18-11e4-b752-f9c6311f3510", 
            "requestParameters": { 
                "callerReference": "2014-05-06 64832", 
                "healthCheckConfig": { 
                    "iPAddress": "192.0.2.249", 
                    "port": 80, 
                    "type": "TCP" 
                } 
            }, 
            "responseElements": { 
                "healthCheck": { 
                    "callerReference": "2014-05-06 64847", 
                    "healthCheckConfig": { 
                        "failureThreshold": 3, 
                        "iPAddress": "192.0.2.249", 
                        "port": 80, 
                        "requestInterval": 30, 
                        "type": "TCP" 
                    }, 
                    "healthCheckVersion": 1, 
                    "id": "b3c9cbc6-cd18-43bc-93f8-9e557example" 
                }, 
                "location": "https://route53.amazonaws.com/2013-04-01/healthcheck/b3c9cbc6-
cd18-43bc-93f8-9e557example" 
            }, 
            "sourceIPAddress": "192.0.2.92", 
            "userAgent": "Apache-HttpClient/4.3 (java 1.5)", 
            "userIdentity": { 
                "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "accountId": "111122223333", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/smithj", 
                "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE", 
                "type": "IAMUser", 
                "userName": "smithj" 
            } 
        }, 
        { 
            "additionalEventData": { 
                "Note": "Do not use to reconstruct hosted zone" 
            }, 
            "apiVersion": "2013-04-01", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "eventID": "883b14d9-2f84-4005-8bc5-c7bf0cebc116", 
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            "eventName": "ChangeResourceRecordSets", 
            "eventSource": "route53.amazonaws.com", 
            "eventTime": "2018-01-16T00:41:43Z", 
            "eventType": "AwsApiCall", 
            "eventVersion": "1.02", 
            "recipientAccountId": "444455556666", 
            "requestID": "7081d4c6-9d18-11e4-b752-f9c6311f3510", 
            "requestParameters": { 
                "changeBatch": { 
                    "changes": [ 
                        { 
                            "action": "CREATE", 
                            "resourceRecordSet": { 
                                "name": "prod.example.com.", 
                                "resourceRecords": [ 
                                    { 
                                        "value": "192.0.1.1" 
                                    }, 
                                    { 
                                        "value": "192.0.1.2" 
                                    }, 
                                    { 
                                        "value": "192.0.1.3" 
                                    }, 
                                    { 
                                        "value": "192.0.1.4" 
                                    } 
                                ], 
                                "tTL": 300, 
                                "type": "A" 
                            } 
                        }, 
                        { 
                            "action": "CREATE", 
                            "resourceRecordSet": { 
                                "name": "test.example.com.", 
                                "resourceRecords": [ 
                                    { 
                                        "value": "192.0.1.1" 
                                    }, 
                                    { 
                                        "value": "192.0.1.2" 
                                    }, 
                                    { 
                                        "value": "192.0.1.3" 
                                    }, 
                                    { 
                                        "value": "192.0.1.4" 
                                    } 
                                ], 
                                "tTL": 300, 
                                "type": "A" 
                            } 
                        } 
                    ], 
                    "comment": "Adding subdomains" 
                }, 
                "hostedZoneId": "Z1PA6795UKMFR9" 
            }, 
            "responseElements": { 
                "changeInfo": { 
                    "comment": "Adding subdomains", 
                    "id": "/change/C156SRE0X2ZB10", 
                    "status": "PENDING", 
                    "submittedAt": "Jan 16, 2018 12:41:43 AM" 
                } 
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            }, 
            "sourceIPAddress": "192.0.2.92", 
            "userAgent": "Apache-HttpClient/4.3 (java 1.5)", 
            "userIdentity": { 
                "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "accountId": "111122223333", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/smithj", 
                "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE", 
                "type": "IAMUser", 
                "userName": "smithj" 
            } 
        }, 
        { 
            "apiVersion": "2013-04-01", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "eventID": "0cb87544-ebee-40a9-9812-e9dda1962cb2", 
            "eventName": "DeleteHostedZone", 
            "eventSource": "route53.amazonaws.com", 
            "eventTime": "2018-01-16T00:41:37Z", 
            "eventType": "AwsApiCall", 
            "eventVersion": "1.02", 
            "recipientAccountId": "444455556666", 
            "requestID": "6d5d149f-9d18-11e4-b752-f9c6311f3510", 
            "requestParameters": { 
                "id": "Z1PA6795UKMFR9" 
            }, 
            "responseElements": { 
                "changeInfo": { 
                    "id": "/change/C1SIJYUYIKVJWP", 
                    "status": "PENDING", 
                    "submittedAt": "Jan 16, 2018 12:41:36 AM" 
                } 
            }, 
            "sourceIPAddress": "192.0.2.92", 
            "userAgent": "Apache-HttpClient/4.3 (java 1.5)", 
            "userIdentity": { 
                "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "accountId": "111122223333", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/smithj", 
                "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE", 
                "type": "IAMUser", 
                "userName": "smithj" 
            } 
        }, 
        { 
            "eventVersion": "1.05", 
            "userIdentity": { 
                "type": "IAMUser", 
                "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/smithj", 
                "accountId": "111122223333", 
                "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "userName": "smithj", 
                "sessionContext": { 
                    "attributes": { 
                        "mfaAuthenticated": "false", 
                        "creationDate": "2018-11-01T19:43:59Z" 
                    } 
                }, 
                "invokedBy": "test" 
            }, 
            "eventTime": "2018-11-01T19:49:36Z", 
            "eventSource": "route53domains.amazonaws.com", 
            "eventName": "updateDomainContact", 
            "awsRegion": "us-west-2", 
            "sourceIPAddress": "192.0.2.92", 
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            "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:52.0) 
 Gecko/20100101 Firefox/52.0", 
            "requestParameters": { 
                "domainName": { 
                    "name": "example.com" 
                } 
            }, 
            "responseElements": { 
                "requestId": "034e222b-a3d5-4bec-8ff9-35877ff02187" 
            }, 
            "additionalEventData": "Personally-identifying contact information is not 
 logged in the request", 
            "requestID": "015b7313-bf3d-11e7-af12-cf75409087f6", 
            "eventID": "f34f3338-aaf4-446f-bf0e-f72323bac94d", 
            "eventType": "AwsApiCall", 
            "recipientAccountId": "444455556666" 
        }, 
        { 
            "eventVersion": "1.05", 
            "userIdentity": { 
                "type": "IAMUser", 
                "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/smithj", 
                "accountId": "111122223333", 
                "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                "sessionContext": { 
                    "attributes": { 
                        "mfaAuthenticated": "false", 
                        "creationDate": "2018-11-01T14:33:09Z" 
                    }, 
                    "sessionIssuer": { 
                        "type": "Role", 
                        "principalId": "AROAIUZEZLWWZOEXAMPLE", 
                        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin", 
                        "accountId": "123456789012", 
                        "userName": "Admin" 
                    } 
                } 
            }, 
            "eventTime": "2018-11-01T14:37:19Z", 
            "eventSource": "route53resolver.amazonaws.com", 
            "eventName": "CreateResolverEndpoint", 
            "awsRegion": "us-west-2", 
            "sourceIPAddress": "192.0.2.176", 
            "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:52.0) 
 Gecko/20100101 Firefox/52.0", 
            "requestParameters": { 
                "creatorRequestId": "123456789012", 
                "name": "OutboundEndpointDemo", 
                "securityGroupIds": [ 
                    "sg-05618b249example" 
                ], 
                "direction": "OUTBOUND", 
                "ipAddresses": [ 
                    { 
                        "subnetId": "subnet-01cb0c4676example" 
                    }, 
                    { 
                        "subnetId": "subnet-0534819b32example" 
                    } 
                ], 
                "tags": [] 
            }, 
            "responseElements": { 
                "resolverEndpoint": { 
                    "id": "rslvr-out-1f4031f1f5example", 
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                    "creatorRequestId": "123456789012", 
                    "arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:resolver-
endpoint/rslvr-out-1f4031f1f5example", 
                    "name": "OutboundEndpointDemo", 
                    "securityGroupIds": [ 
                        "sg-05618b249example" 
                    ], 
                    "direction": "OUTBOUND", 
                    "ipAddressCount": 2, 
                    "hostVPCId": "vpc-0de29124example", 
                    "status": "CREATING", 
                    "statusMessage": "[Trace id: 1-5bd1d51e-f2f3032eb75649f71example] 
 Creating the Resolver Endpoint", 
                    "creationTime": "2018-11-01T14:37:19.045Z", 
                    "modificationTime": "2018-11-01T14:37:19.045Z" 
                } 
            }, 
            "requestID": "3f066d98-773f-4628-9cba-4ba6eexample", 
            "eventID": "cb05b4f9-9411-4507-813b-33cb0example", 
            "eventType": "AwsApiCall", 
            "recipientAccountId": "123456789012" 
        } 
    ]
}

API バージョン 2013-04-01
663



Amazon Route 53 デベロッパーガイド
マイドメインはインターネットで使用できません

Amazon Route 53 のトラブルシュー
ティング

この章のトピックでは、ドメイン登録および DNS 設定の問題のトラブルシューティングを行うことがで
きます。

トピック
• マイドメインはインターネットで使用できません (p. 664)
• マイドメインは停止しています (ステータスは ClientHold です) (p. 668)
• マイドメインを Amazon Route 53 に移管できませんでした (p. 670)
• DNS 設定を変更したが、変更が適用されていない (p. 671)
• ブラウザに「Server not found」エラーが表示されます (p. 674)
• ウェブサイトホスティングのために設定された Amazon S3 バケットにトラフィックをルーティングす

ることができません (p. 675)
• 同じホストゾーンで 2 回請求がありました (p. 675)
• 自分の AWS アカウントが閉鎖、中断、終了されていて、ドメインが Route 53 で登録されていま

す (p. 676)

マイドメインはインターネットで使用できません
ドメインをインターネットで使用できない最も一般的な理由をいくつか示します。

トピック
• 新しいドメインを登録したが、確認 E メールのリンクをクリックしていない (p. 664)
• Amazon Route 53 にドメイン登録を移管したが、DNS サービスを移管しなかった (p. 665)
• ドメイン登録を移管し、ドメイン設定で誤ったネームサーバーを指定した (p. 666)
• DNS サービスをまず移管したが、ドメイン登録を移管する前に十分に時間を置かなかった (p. 667)
• Route 53 がドメインのインターネットトラフィックをルーティングするために使用しているホスト

ゾーンを削除した (p. 667)
• ドメインは停止しています (p. 668)

新しいドメインを登録したが、確認 E メールのリンク
をクリックしていない
お客様が新しいドメインを登録するとき、ICANN の要件に従って、当社は登録者の連絡先の E メールアド
レスが有効であることを確認する必要があります。確認を得るために、当社はリンクを含む E メールを送
信します。(最初の E メールに返信が無い場合、同じ E メールがあと 2 回まで再送信されます)。3～15 日
間以内 (最上位ドメインによって異なる) にリンクをクリックする必要があります。この期間の経過後、リ
ンクは機能しなくなります。

割り当てられた時間内に E メールのリンクをクリックしなかった場合、ICANN の要件に従って、当社は
ドメインを一時停止する必要があります。登録者の連絡先に確認 E メールを再送信する方法については、
「承認および確認メールの再送信 (p. 107)」を参照してください。
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Amazon Route 53 にドメイン登録を移管した
が、DNS サービスを移管しなかった
前のレジストラが、ドメイン登録と一緒に無料 DNS サービスを提供していた場合、ドメイン登録を Route 
53 に移管したときにレジストラが DNS サービスの提供を止めることがあります。次の手順を実行し、こ
れが問題であることを特定します。また、そうである場合、解決します。

Route 53 にドメイン登録を移管した後、前のレジストラが DNS サービスを取り消した場合、
サービスを復元するには

1. 前のレジストラに連絡し、ドメインの DNS サービスが取り消されたことを確認します。そうである
場合、ドメインの DNS サービスを復元するには、推奨順に以下の 3 つの最も簡単な方法がありま
す。

• 前のレジストラが有料 DNS サービスを提供しているなら、ドメインの古い DNS レコードとネーム
サーバーを使用して DNS サービスを復元するように伝えます。

• 前のレジストラが、ドメイン登録なしの有料 DNS サービスを提供していない場合は、ドメイン登
録を元に戻し、ドメインの 古い DNS レコードとネームサーバーを使用して DNS サービスを復元す
ることができるかどうかを確認します。

• 前のレジストラにドメイン登録を戻すことができても、DNS レコードが保存されていない場合は、
ドメイン登録を元に戻してドメインに以前割り当てられたのと同じネームサーバーのセットを取得
できるかどうかを確認します。それが可能な場合は、古い DNS レコードを自分で再度作成する必
要があります。ただし、これを行うとすぐにドメインを再度使用できるようになります。

前のレジストラがこれらのオプションのいずれをも行うことができない場合は、ステップ 2 に進んで
ください。

Important

Route 53 にドメインを移管したときに指定したネームサーバーを使用して DNS サービスを
復元できない場合は、この手順の残りのステップを完了後、ドメインがインターネットで再
び利用可能になるまでに最長で 2 日間かかります。DNS リゾルバーは一般的にドメインの
ネームサーバーの名前を 24～48 時間キャッシュするので、すべての DNS リゾルバーが新し
いネームサーバーの名前を取得するのにも同じ時間が必要です。

2. 新しい DNS サービス、例えば、Route 53 を選択してください。
3. 新しい DNS サービスから提供される方法を使用して、ホストゾーンとレコードを作成します。

a. ドメインと同じ名前があるホストゾーンを作成します (例: example.com)。
b. レコードを作成するために前のレジストラから取得したゾーンファイルを使用します。

新しい DNS サービスとして Route 53 を選択すると、ゾーンファイルをインポートすることでレ
コードを作成できます。詳細については、「ゾーンファイルをインポートしてレコードを作成す
る (p. 459)」を参照してください。

4. 新しいホストゾーンのネームサーバーを取得します。DNS サービスとして Route 53 を選択する場
合、「パブリックホストゾーンに対するネームサーバーの取得 (p. 349)」を参照してください。

5. ドメインのネームサーバーをステップ 4 で取得したネームサーバーに変更します。詳細については、
「ドメインのネームサーバーおよびグルーレコードの追加あるいは変更 (p. 71)」を参照してくださ
い。
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ドメイン登録を移管し、ドメイン設定で誤ったネーム
サーバーを指定した
Amazon Route 53 にドメイン登録を移管するとき、ドメインに指定する設定の 1 つは、ドメインの DNS 
クエリに応答するネームサーバーのセットです。これらのネームサーバーは、ドメインと同じ名前のホス
トゾーンにあります。ホストゾーンには、www.example.com のウェブサーバーの IP アドレスなど、ドメ
インのトラフィックをどのようにルーティングするかについての情報があります。

ドメインと同じ名前を持つ複数のホストゾーンがある場合は特に起こりやすいことですが、ネームサー
バーを間違ったホストゾーンに誤って指定することがあります。ドメインが正しいホストゾーンのネーム
サーバーを使用していることを確認するには、また必要に応じてドメインのネームサーバーを更新するに
は、以下の手順を実行します。

Important

Route 53 にドメインを移管したとき、間違ったネームサーバーを指定した場合、ドメインのネー
ムサーバーを修正した後、DNS サービスが完全に復元されるまで最長 2 日間かかります。これ
は、インターネットの DNS リゾルバーは通常 2 日ごとにしかネームサーバーをリクエストせ
ず、応答をキャッシュするからです。

ホストゾーンのネームサーバーを取得するには

1. ドメインに別の DNS サービスを使用している場合、ホストゾーンのネームサーバーを取得するため
に DNS サービスが提供する方法を使用します。次の手順に進みます。

ドメインの DNS サービスとして Route 53 を使用している場合は、AWS Management Console にサ
インインし、https://console.aws.amazon.com/route53/ で Route 53 コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted Zones] を選択します。
3. [Hosted Zones (ホストゾーン)] ページで、ホストゾーンのラジオボタン (名前ではない) を選択しま

す。

Important

同じ名前のホストゾーンが複数ある場合は、正しいホストゾーンのネームサーバーを取得し
ていることを確認します。

4. 右ペインの [Name Servers (ネームサーバー)]に表示されている 4 つのサーバー名を書き留めます。

ドメインが正しいネームサーバーを使用していることを確認するには

1. ドメインの別の DNS サービスを使用している場合は、AWS Management Console にサインイン
し、https://console.aws.amazon.com/route53/ で Route 53 コンソールを開きます。

Route 53 を使用している場合、次のステップに進みます。
2. ナビゲーションペインで [Registered Domains] を選択します。
3. 設定を編集するドメインの名前を選択します。
4. [Add or Edit Name Servers] を選択します。
5. 前の手順で取得したネームサーバーのリストと、[Edit Name Servers for] ドメイン名ダイアログボッ

クスにリスト表示されているネームサーバーとを比較します。
6. ここにリスト表示されているネームサーバーが、前の手順で取得したネームサーバーと一致しない場

合は、ここのネームサーバーを変更し、[Update] を選択します。
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DNS サービスをまず移管したが、ドメイン登録を移
管する前に十分に時間を置かなかった
Amazon Route 53 または別の DNS サービスに DNS サービスを移管したとき、新しい DNS サービスで
ネームサーバーを使用するためにドメインレジストラでドメインの構成を更新しました。

ドメインへのリクエストに応答する DNS リゾルバーは、一般的に 24～48 時間ネームサーバーの名前を
キャッシュします。ドメインの DNS サービスを変更して 1 つの DNS サービスのネームサーバーから別の 
DNS サービスのネームサーバーに置き換える場合、DNS リゾルバーが新しいネームサーバー、つまり新
しい DNS サービスを使用し始めるまでに最長で 48 時間かかることがあります。

このため、DNS サービスを移管した直後にドメイン移管すると、ドメインがインターネットで使用できな
くなる場合があります。

1. ドメインの DNS サービスを移管しました。
2. DNS リゾルバーが新しい DNS サービスのネームサーバーを使い始める前に Route 53 にドメインを移

管しました。
3. ドメインが Route 53 に移管されるとすぐに、前のレジストラがドメインの DNS サービスを取り消しま

した。
4. DNS リゾルバーは今も古い DNS サービスにクエリをルーティングしていますが、トラフィックをルー

ティングする方法を示すレコードはもうありません。

古い DNS サービスのネームサーバーのキャッシュの有効期限が切れると、DNS は新しい DNS サービス
の使用を開始します。残念ながら、そのプロセスを加速させる方法はありません。

Route 53 がドメインのインターネットトラフィックを
ルーティングするために使用しているホストゾーンを
削除した
Route 53 がドメインの DNS サービスである場合に、ドメインのインターネットトラフィックをルーティ
ングするために使用されているホストゾーンを削除すると、そのドメインはインターネットで利用できな
くなります。これは、ドメインが Route 53 に登録されているかどうかに関係ありません。

Important

ドメインのインターネットサービスを復元するには、最大で 48 時間かかります。

Route 53 がドメインのインターネットトラフィックをルーティングするために使用しているホス
トゾーンを削除した場合に、インターネットサービスを復元するには

1. ドメインと同じ名前の別のホストゾーンを作成します。詳細については、「パブリックホストゾーン
の作成 (p. 348)」を参照してください。

2. 削除したホストゾーンにあったレコードを再作成します。詳細については、「レコードを使用す
る (p. 380)」を参照してください。

3. Route 53 が新しいホストゾーンに割り当てたネームサーバーの名前を取得します。詳細については、
「パブリックホストゾーンに対するネームサーバーの取得 (p. 349)」を参照してください。

4. ステップ 3 で取得したネームサーバーを使用するようにドメイン登録を更新します。

• Route 53 に登録されているドメインに関しては、「ドメインのネームサーバーおよびグルーレコー
ドの追加あるいは変更 (p. 71)」を参照してください。
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• ドメインが他のドメインレジストラに登録されている場合、そのレジストラが提供する方法を使用
して、新しいネームサーバーを使用するようにドメイン登録を更新します。

5. ネームサーバーの TTL が、削除されたホストゾーンのネームサーバーの名前をキャッシュした再
帰的なリゾルバーに対して経過するのを待ちます。TTL が経過した後、ブラウザまたはアプリケー
ションがドメインまたはそのいずれかのサブドメインの DNS クエリを送信すると、再帰的なリゾル
バーは、新しいホストゾーンの Route 53 ネームサーバーにクエリを転送します。詳細については、
「Amazon Route 53 によりドメインのトラフィックをルーティングする方法 (p. 4)」を参照してくだ
さい。

ネームサーバーの TTL は、ドメインの TLD に応じて最長 48 時間とすることができます。

ドメインは停止しています
ドメインは停止措置によってインターネット上で使用できなくなる場合があります。詳細については、
「マイドメインは停止しています (ステータスは ClientHold です) (p. 668)」を参照してください。

マイドメインは停止しています (ステータスは 
ClientHold です)

Amazon Route 53 がドメインを停止すると、ドメインはインターネットで使用できなくなります。次のい
ずれかの方法を使用して、ドメインが停止されたかどうかを判断できます。

• Route 53 コンソールの [Registered Domains (登録済みドメイン) ] ページで、ページの下部にある 
[Alerts] テーブルでドメイン名を見つけます。[Status] 列の値が [clientHold] であれば、ドメインは停止中
です。

• ドメインの WHOIS クエリを送信します。[Domain Status] の値が [clientHold] であれば、ドメインは
停止中です。WHOIS コマンドは多くのオペレーティングシステムで利用でき、多くのウェブサイトで
ウェブアプリケーションとしても利用できます。

また、ドメインの停止中は、ドメインの登録者の連絡先である E メールアドレスに E メールが送信される
のが一般的です。ただし、ドメインの停止が裁判所の命令に基づくものである場合、裁判所によって登録
者の連絡先への通知が禁じられる場合があります。

インターネットのドメインを再度使用可能にするには、停止を解除する必要があります。以下にドメイン
が停止される理由と停止を解除する方法を示します。

Note

ドメインの一時停止の解除に関するサポートが必要な場合は、AWS Support までお問い合わせく
ださい。費用は無料です。詳細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問
い合わせ (p. 119)」を参照してください

トピック
• 新しいドメインを登録したが、確認 E メールのリンクをクリックしていない (p. 669)
• ドメインの自動更新を無効にしていてドメインの有効期限が切れた (p. 669)
• 登録者の連絡先の E メールアドレスを変更しましたが、新しい E メールアドレスが有効であることを

確認しませんでした (p. 669)
• ドメインの自動更新や有効期限切れのドメインの支払は処理されません。 (p. 669)
• AWS の適正利用規約違反を理由にドメインが停止されました。 (p. 670)
• 裁判所命令によってドメインを停止しました (p. 670)
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新しいドメインを登録したが、確認 E メールのリンク
をクリックしていない
AWS で初めて 新しいドメインを登録するとき、ICANN の要件に従って、当社は登録者の連絡先の E メー
ルアドレスが有効であることを確認する必要があります。確認を得るために、当社はリンクを含む E メー
ルを送信します。3～15 日間以内 (最上位ドメインによって異なる) にリンクをクリックする必要がありま
す。この期間の経過後、リンクは機能しなくなります。

Note

最初の E メールに返信が無い場合、同じ E メールがあと 2 回まで再送信されます。既に Amazon 
Route 53 でドメインを 1 つ以上登録していて、登録者の連絡先に同じ E メールアドレスを使用し
ている場合、確認用 E メールは送信されません。

割り当てられた時間内に E メールのリンクをクリックしなかった場合、ICANN の要件に従って、当社は
ドメインを一時停止する必要があります。登録者の連絡先に確認 E メールを再送信する方法については、
「承認および確認メールの再送信 (p. 107)」を参照してください。メールアドレスが有効であることが確
認されると、ドメインの停止は自動的に解除されます。

ドメインの自動更新を無効にしていてドメインの有効
期限が切れた
ドメインの自動更新が有効な場合 (新しいドメインまたは転送されたドメインのデフォルト値)、ドメイン
の登録は有効期限が切れる直前に自動的に更新されます。自動更新を無効にすると、ドメイン登録の有効
期限切れが近いことを示すリマインダーが登録者の連絡先情報であるメールアドレスに 3 回送信されま
す。これらのメールの送信は、ドメインの有効期限が切れる 45 日前に開始されます。

ドメインの自動更新を無効にし、ドメインの登録期間を手動で延長しない場合、ドメインは有効期限終了
日に停止されるのが一般的です。一部のドメインのレジストリーは、有効期限の終了前であってもドメイ
ンを削除するので注意してください。

有効期限の切れたドメインについては、「ドメインの登録の更新 (p. 75)」を参照してください。

登録者の連絡先の E メールアドレスを変更しました
が、新しい E メールアドレスが有効であることを確認
しませんでした
登録者の連絡先の E メールアドレスを、以前に確認していないアドレスに変更する場合、ICANN の規則
では、登録者の連絡先の E メールアドレスが有効であることを確認する必要があります。確認を得るため
に、当社はリンクを含む E メールを送信します。3～15 日間以内 (最上位ドメインによって異なる) にリン
クをクリックする必要があります。この期間の経過後、リンクは機能しなくなります。

TLD レジストリで許可された時間内に E メールのリンクをクリックしなかった場合、ICANN の要件に
従って、当社はドメインを一時停止する必要があります。登録者の連絡先に確認 E メールを再送信する方
法については、「承認および確認メールの再送信 (p. 107)」を参照してください。メールアドレスが有効
であることが確認されると、ドメインの停止は自動的に解除されます。

ドメインの自動更新や有効期限切れのドメインの支払
は処理されません。
ドメインの自動更新が有効であるにもかかわらず、(クレジットカードが有効期限切れなどの理由で) 支払
いを処理できなかった場合、ドメインの登録者の連絡先であるメールアドレスに E メールが数回送信され
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にドメインが停止されました。

ます。未払いがある場合、当社は一般的に有効起源終了日にドメインを停止します。一部のドメインのレ
ジストリーは、有効期限の終了前であってもドメインを削除するので注意してください。

有効期限の切れたドメインについては、「ドメインの登録の更新 (p. 75)」を参照してください。

AWS の適正利用規約違反を理由にドメインが停止さ
れました。
AWS の適正利用規約の違反を理由にドメインが停止された場合、ドメインの登録者の連絡先にメールで通
知が送信されます (不正によって AWS アカウントが既に停止されている場合、通知メールは送信されませ
ん)。

停止について異議がある場合は、abuse@amazon.com に E メールを送信してください。

裁判所命令によってドメインを停止しました
裁判所命令によってドメインが停止された場合、裁判所命令が解除されるまでドメインの停止は解除され
ません。裁判所命令の有効性について異議がある場合は、abuse@amazon.com に E メールを送信し、該
当するドキュメントを添付してください。

マイドメインを Amazon Route 53 に移管できませ
んでした

Amazon Route 53 へのドメインの移管が失敗するいくつかの一般的な理由を示します。

トピック
• 承認 E メールのリンクをクリックしなかった  (p. 670)
• 現在のレジストラから取得した認証コードが無効である  (p. 670)
• .es ドメインを Amazon Route 53 に移管する際に「Parameters in request are not valid」エラーを受信

する (p. 671)
• Amazon Route 53 に移管する国際化ドメイン名の、Punycode で記述されたリストはあります

か? (p. 671)

承認 E メールのリンクをクリックしなかった
ドメイン登録を Amazon Route 53 に移管するとき、ドメイン登録の管理団体である ICANN の要件に従っ
て、当社はドメインの登録者の連絡先から移管の承認を得る必要があります。承認を得るために、当社は
リンクを含む E メールをお客様に送信します。5～15 日間以内 (最上位ドメインによって異なる) にリンク
をクリックする必要があります。この期間の経過後、リンクは機能しなくなります。

割り当てられた時間内に E メールのリンクをクリックしなかった場合、ICANN の要件に従って、当社は移
管をキャンセルする必要があります。登録者の連絡先に承認 E メールを再送信する方法については、「承
認および確認メールの再送信 (p. 107)」を参照してください。

現在のレジストラから取得した認証コードが無効であ
る
ドメインを Amazon Route 53 に移管するようリクエストした一方で、承認の E メールが送られて来ない
場合は、Route 53 コンソールのステータスページを参照してください。レジストラから取得した移管認証
コードが無効であることがステータスページに示される場合、次のステップに従ってください。
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.es ドメインを Amazon Route 53 に移管する際に

「Parameters in request are not valid」エラーを受信する

1. ドメインの現在のレジストラに連絡して、新しい認証コードを申請します。次の点を確認します。

• 新しい認証コードが有効である期間はどれぐらいか。コードの有効期限が切れる前にドメインの移
管をリクエストする必要があります。

• 新しい認証コードは無効なコードとは異なります。同じコードの場合には、現在のレジストラに認
証コードを更新するよう申請してください。

2. ドメインを移管する別のリクエストを送信します。詳細については、トピック「ドメイン登録の 
Amazon Route 53 への移管 (p. 79)」の「ステップ 5: 移管をリクエストする (p. 83)」を参照してくだ
さい。

.es ドメインを Amazon Route 53 に移管する際に
「Parameters in request are not valid」エラーを受信
する
.es domain を Amazon Route 53 に移管する際に、Route 53 が「Parameters in request are not valid (リク
エストのパラメータが有効ではありません)」エラーを返し、登録者の連絡先の連絡先タイプが [Company 
(会社)] になっています。移管を完了するには、登録者の連絡先タイプを [Person] (個人用) に変更し、再送
信してください。

Amazon Route 53 に移管する国際化ドメイン名
の、Punycode で記述されたリストはありますか?
新しいドメイン名の登録時、あるいは、ホストゾーンとレコードの作成時には、a～z 以外の文字 (フラン
ス語の ç など)、他のアルファベット文字 (キリル文字やアラビア文字など)、 および中国語、日本語、韓国
語の文字を指定できます。Amazon Route 53 では、これらの国際化ドメイン名 (IDN) を、Unicode 文字を 
ASCII 文字列として表現する Punycode で格納します。

IDN の Route 53 への移管中にエラーが発生した場合は、記述に Punycode を使用して、もう一度試してく
ださい。詳細については、「国際化ドメイン名の形式 (p. 40)」を参照してください。

DNS 設定を変更したが、変更が適用されていない
DNS 設定を変更したのに変更がまだ適用されていない場合の一般的な理由を次に示します。

トピック
• 過去 48 時間以内に DNS サービスを Amazon Route 53 に移管したため、DNS はまだ前の DNS サー

ビスを使用している (p. 672)
• DNS サービスを Amazon Route 53 に移管したが、ドメインレジストラでネームサーバーを更新しな

かった (p. 672)
• DNS リゾルバーがまだレコードの古い設定を使用している (p. 673)
• 同じ名前のホストゾーンが複数あり、ドメインに関連付けられていないホストゾーンを更新しまし

た (p. 673)
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過去 48 時間以内に DNS サービスを 

Amazon Route 53 に移管したため、DNS 
はまだ前の DNS サービスを使用している

過去 48 時間以内に DNS サービスを Amazon Route 
53 に移管したため、DNS はまだ前の DNS サービス
を使用している
DNS サービスを Amazon Route 53 に移管したとき、ドメインのレジストラが提供する方法を使用して、
前の DNS サービスのネームサーバーを、Route 53 の 4 つのネームサーバーに置き換えました。

Note

この部分を実行したかどうか不明な場合は、DNS サービスを Amazon Route 53 に移管したが、
ドメインレジストラでネームサーバーを更新しなかった (p. 672) を参照してください。

ドメインレジストラは通常ネームサーバーに 24～48 時間の TTL (有効期限) を使用します。つまり、DNS 
リゾルバーがドメインのネームサーバーを取得すると、ドメインの現在のネームサーバーに別のリクエ
ストを送信するより最長 48 時間前まで、その情報を使用します。過去 48 時間以内に DNS サービスを 
Route 53 に移管して DNS 設定を変更した場合、ドメインのトラフィックをルーティングするのに古い 
DNS サービスをまだ使用する DNS リゾルバーもあります。

DNS サービスを Amazon Route 53 に移管したが、ド
メインレジストラでネームサーバーを更新しなかった
ドメインのレジストラには、ドメインの DNS サービスのネームサーバーなど、ドメインについてのさま
ざまな情報があります。通常、ドメインレジストラは DNS サービスでもあるため、ドメインに関連付け
られるネームサーバーはレジストラに属します。これらのネームサーバーは、例えばドメインのウェブ
サーバーの IP アドレスなど、ドメインのトラフィックをルーティングする方法に関する情報をどこで得る
かを DNS に伝えます。

DNS サービスを Amazon Route 53 に移管する場合、ドメインに関連付けられているネームサーバーを変
更するためにドメインレジストラによって提供されている方法を使用する必要があります。通常、レジス
トラによって提供されたネームサーバーを、ドメインのために作成したホストゾーンに関連付けられる 4 
つの Route 53 ネームサーバーに置き換えます。

ドメインに新しいホストゾーンとレコードを作成し、前の DNS サービスに使用していたのとは異なる設
定を指定しており、さらに、DNS がまだ古いリソースへルーティングしている場合、ドメインレジストラ
でネームサーバーを更新していなかった可能性があります。レジストラが Route 53 ホストゾーンのネー
ムサーバーを使用しているかどうかを判断するには、また必要に応じてドメインのネームサーバーを更新
するには、次の手順を実行します。

ホストゾーンのネームサーバーを取得し、ドメインレジストラでネームサーバーの設定を更新す
るには

1. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
route53/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Hosted Zones] を選択します。
3. [Hosted Zones (ホストゾーン)] ページで、ホストゾーンのホストゾーン名 (ラジオボタンではない) を

選択します。
Important

同じ名前のホストゾーンが複数ある場合は、正しいホストゾーンのネームサーバーを取得し
ていることを確認します。

4. [Record name (レコード名)] リストに、[Name Servers (ネームサーバー)] に記載されている 4 つの
サーバー名を書き留めます。

5. ドメインのレジストラによって提供された方法を使用して、ドメインのネームサーバーのリストを表
示します。
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DNS リゾルバーがまだレコードの古い設定を使用している

6. ドメインのネームサーバーが、ステップ 4 で取得したネームサーバーと一致する場合、ドメイン設定
は正しくなされています。

ドメインのネームサーバーが、ステップ 4 で取得したネームサーバーと一致しない場合、Route 53 
ネームサーバーを使用するようにドメインを更新します。

7.

Important

ドメインのネームサーバーを Route 53 ホストゾーンからのネームサーバーに変更するとき、変
更が反映されて Route 53 が DNS サービスになるまでに最長 2 日間かかります。これは、イン
ターネットの DNS リゾルバーは通常 2 日ごとにしかネームサーバーをリクエストせず、応答を
キャッシュするからです。

DNS リゾルバーがまだレコードの古い設定を使用し
ている
レコードの設定を変更したのに、トラフィックがウェブサイトのウェブサーバーなどの古いリソースに
ルーティングされている場合、考えられる原因の 1 つは、DNS がキャッシュした以前の設定を保持してい
ることです。それぞれのレコードには、DNS リゾルバーがレコードにウェブサーバーの IP アドレスなど
の情報をキャッシュしておく長さ (秒単位) を指定した TTL (有効期限) の値があります。TTL で指定された
時間が経過するまで、DNS リゾルバーは DNS クエリに応じて古い値を返し続けます。レコードでの TTL 
について知りたい場合は、以下の手順を実行します。

Note

エイリアスレコードでは、TTL は、レコードがトラフィックをルーティングする AWS リソー
スによって決まります。詳細については、「エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選
択 (p. 392)」を参照してください

レコードの TTL を表示するには

1. AWS Management Console マネジメントコンソールにサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2. [Hosted Zones] ページで、レコードを含むホストゾーンの名前を選択します。
3. レコードのリストで、TTL の値を知りたいレコードを探し、[TTL] の列の値を確認します。

Note

今 TTL を変更しても、変更がより早く反映されることにはなりません。DNS リゾルバーに
は既にキャッシュされた値があり、古い設定で指定されている時間が経過するまでは、新し
い設定は反映されません。

同じ名前のホストゾーンが複数あり、ドメインに関連
付けられていないホストゾーンを更新しました
同じアカウントを使用するか、複数のアカウントを使用して、同じ名前のホストゾーンを複数作成できま
す。Route 53 がドメインのインターネットトラフィックをルーティングするために使用するホストゾー
ンを指定するには、そのホストゾーンの 4 つの Route 53 ネームサーバーを取得し、それらのネームサー
バーを使用するようにドメイン登録を更新します。

あるホストゾーンのレコードを追加、変更、または削除しても、ドメイン登録で別のホストゾーンのネー
ムサーバーが使用されている場合、DNS クエリへの Route 53 レスポンスには変更が反映されません。ド
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ブラウザに「Server not found」エラーが表示されます

メイン登録で、レコードを更新したホストゾーンのネームサーバーが使用されているかどうかを判断する
には、次のタスクを実行します。

1. ドメイン登録に関連付けられているネームサーバーを特定します。「ネームサーバーまたはグルーレ
コードの追加または変更 (p. 72)」を参照してください。

2. ステップ 1 で取得したネームサーバーと、レコードを更新したホストゾーン Route 53 に割り当てられ
たネームサーバーを比較します。「パブリックホストゾーンに対するネームサーバーの取得 (p. 349)」
を参照してください。

ドメイン登録のネームサーバーが、レコードを更新したホストゾーンのネームサーバーと一致しない場合
は、次の 2 つのオプションがあります。

ドメイン登録に現在関連付けられているホストゾーンのレコードを変更する (推奨)

ドメイン登録に現在関連付けられていないホストゾーンで行った変更を書き留めます。次に、ドメイ
ン登録に関連付けられているホストゾーンに移動し、同じ変更を加えます。変更がほぼ即座に有効に
なるため、この方法が推奨されます。詳細については、「レコードの編集 (p. 461)」を参照してくだ
さい。

異なるネームサーバーを使用するようにドメイン登録を更新する

更新したホストゾーンのネームサーバーを使用するようにドメイン登録を変更します。
Important

ドメイン登録に関連付けられているネームサーバーを変更した場合、ドメインはインター
ネット上で最長 2 日間利用できなくなります。これは、DNS リゾルバーは通常、ネーム
サーバーの名前を 2 日間キャッシュするためです。リゾルバーキャッシュに関する情報な
ど、DNS の動作の概要については、「Amazon Route 53 によりドメインのトラフィックを
ルーティングする方法 (p. 4)」を参照してください。

ドメイン登録に関連付けられているネームサーバーを変更すると、基本的にはドメインの DNS サー
ビスが変更されます。ドメインが現在使用中かどうかに応じて、次の 2 つのオプションがあります。
• ドメインが使用中の場合は、「Route 53 を使用中のドメインの DNS サービスにする (p. 333)」を

参照してください。
• ドメインが現在アクティブでない場合は、次のタスクを実行します。

1. ドメインへのトラフィックのルーティングに使用するホストゾーンのネームサーバーを取得しま
す。「パブリックホストゾーンに対するネームサーバーの取得 (p. 349)」を参照してください。

2. ステップ 1 でネームサーバーを取得したホストゾーンで、NS レコードが同じ 4 つのネームサー
バーを使用していることを確認します。そうでない場合は、NS レコードを更新します。「レ
コードの編集 (p. 461)」を参照してください。

3. ステップ 1 で取得したネームサーバーを使用するようにドメイン登録を更新します。「ネーム
サーバーまたはグルーレコードの追加または変更 (p. 72)」を参照してください。

ブラウザに「Server not found」エラーが表示され
ます

ドメイン (example.com) またはサブドメイン (www.example.com) を参照しようとすると、ブラウザに
「Server not found」エラーが表示される場合、よくある理由は以下の通りです。

トピック
• ドメインまたはサブドメインの名前にレコードを作成しなかった (p. 675)
• レコードを作成したが、誤った値を指定した (p. 675)
• トラフィックをルーティングしているリソースが使用できない (p. 675)
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ドメインまたはサブドメインの

名前にレコードを作成しなかった

ドメインまたはサブドメインの名前にレコードを作成
しなかった
ドメインまたはサブドメインにレコードを作成しない場合、ブラウザにだれかがその名前を入力して
も、DNS はどこでトラフィックをルーティングすればいいのか判断できません。詳細については、「レ
コードを使用する (p. 380)」を参照してください。

レコードを作成したが、誤った値を指定した
レコードを作成するとき、ウェブサーバーの IP アドレスや CloudFront がウェブディストリビューション
に割り当てたドメインの名前など、誤った値を指定してしまうことがよくあります。レコードが存在する
のに「Server not found」エラーが引き続き表示される場合は、値が正しいことを確認するようお勧めしま
す。

トラフィックをルーティングしているリソースが使用
できない
レコードが、ウェブサーバーなど使用できないリソースを指定している場合、ブラウザは「Server not 
found」エラーを返します。トラフィックをルーティングしているリソースのステータスを確認することを
お勧めします。

ウェブサイトホスティングのために設定された 
Amazon S3 バケットにトラフィックをルーティン
グすることができません

ウェブサイトのホスティングのために Amazon S3 バケットを設定した場合、バケットの名前は、バケッ
トにトラフィックをルーティングするのに使用するレコードと同じ名前にする必要があります。例え
ば、example.com のトラフィックを、ウェブサイトホスティングのため設定されている S3 バケットに
ルーティングするには、バケットの名前を example.com にする必要があります。

ウェブサイトホスティング用に設定されている S3 バケットにトラフィックをルーティングしようとした
が Amazon Route 53 コンソールの [Alias Target (エイリアスターゲット)] のリストにバケット名が表示さ
れない場合、または、エイリアスレコードをプログラムで作成しようとしたら、Route 53 API、AWS SDK 
の 1 つ、AWS CLI、または AWS Tools for Windows PowerShell で InvalidInput エラーが発生する場合は、
以下を確認します。

• バケットの名前は example.com、www.example.com などのレコードの名前と完全に一致しています。
• S3 バケットはウェブサイトホスティングのため正しく設定されています。詳細については、Amazon 

Simple Storage Service ユーザーガイドの Amazon S3 を使用して静的ウェブサイトをホスティングす
るを参照してください。

同じホストゾーンで 2 回請求がありました
作成後 12 時間以内に削除されたホストゾーンの料金は請求されません。12 時間後、当社は直ちにホスト
ゾーンについて標準月額料金を請求します。ホストゾーンの月額料金は、日割り計算されません (ドメイ
ン登録時に自動的に作成されたホストゾーンについては同じ料金が適用されます)。
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自分の AWS アカウントが閉鎖、中断、終了され
ていて、ドメインが Route 53 で登録されています

月末最終日、例えば 1 月 31 日にホストゾーンを作成すると、1 月の料金が 2 月の料金とともに 2 月の請
求書に記載される場合があります。Amazon Route 53 はタイムゾーンに協定世界時 (UTC) を使用してホス
トゾーンの作成時を識別するので注意してください。

自分の AWS アカウントが閉鎖、中断、終了されて
いて、ドメインが Route 53 で登録されています

AWS アカウントを閉鎖した場合、または、アカウントが一時停止や終了されている場合は、自動更新がオ
ンになっていても、Route 53 はドメイン登録を自動的に更新しません。AWS Support に連絡し、以下の
オプションについて問い合わせることができます。

• ドメイン登録を維持したくない場合、AWS Support はドメインの自動更新を無効にできます。これによ
り、ドメインの更新に関するいくつかのリマインダー E メールが届かなくなります。

• ドメイン登録を維持したい場合は、AWS Support がドメイン登録を別の AWS アカウントに移管するお
手伝いをします。

• AWS Support は、別のドメインレジストラにドメインを移管する際にもお手伝いできます。

Note

アカウントを閉鎖してから 90 日が経過すると、アカウントを再開することはできなくなります。
詳細については、「閉鎖した AWS アカウント アカウントを再度開設するにはどうすればよいで
すか?」を参照してください。

詳細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関するお問い合わせ (p. 119)」を参照してくだ
さい。
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Amazon Route 53 サーバーの IP アド
レス範囲

アマゾン ウェブ サービス (AWS) は、その現在の IP アドレス範囲を JSON 形式で公開します。ファイア
ウォールまたはセキュリティグループで送信元 IP アドレスに基づいて着信トラフィックを制限する場合
は、設定で該当する IP アドレス範囲のトラフィックが許可されていることを確認してください。

Route 53 の現在の IP アドレス範囲を表示するには、ip-ranges.json をダウンロードし、ファイルで次の値
を検索します。

"service": "ROUTE53"

これらの IP アドレス範囲は、Route 53 ネームサーバーによって使用されます。1 つ以上のドメイン
の DNS サービスとして Route 53 を使用中で、dig または nslookup コマンドを使用して Route 53 
ネームサーバーにクエリを実行できるようにする場合は、許可された IP アドレス範囲のリストに、こ
れらの範囲を追加します。

Note

一般的に、ネームサーバーの IP アドレスが変更されることはほとんどありません。IP アドレ
スを変更する必要がある場合は、事前に通知されます。

"service": "ROUTE53_HEALTHCHECKS"

これらの IP アドレス範囲は、Route 53 ヘルスチェッカーによって使用されます。Route 53 ヘルス
チェックを使用してネットワーク上のリソースの正常性をチェックする場合は、許可された IP アドレ
ス範囲のリストにこれらの範囲を追加します。

Note

一般的に、ヘルスチェッカーの IP アドレスが変更されることはほとんどありません。IP アド
レスを変更する必要がある場合は、事前に通知されます。

ヘルスチェックの IP アドレスの詳細については、「Amazon Route 53 のヘルスチェックができるよ
うにルーターとファイアウォールのルールを設定する (p. 557)」を参照してください。

"service": "ROUTE53_HEALTHCHECKS_PUBLISHING"

Route 53 は、これらの IP アドレス範囲を内部的にのみ使用します。許可された範囲のリストにこれ
らの範囲を追加する必要はありません。

AWS リソースの IP アドレスの詳細については、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の
「AWS IP アドレス範囲」を参照してください。
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Amazon Route 53 リソースのタグ付
け

タグとは、AWS リソースに割り当てるラベルです。タグはそれぞれ、1 つのキーと 1 つの値で構成されて
おり、どちらもユーザーが定義します。例えば、キーが "domain" で値が "example.com" というタグを付
けることができます。タグはさまざまな目的で使用できます。一般的な用途の 1 つは、Amazon Route 53 
のコストを分類して追跡することです。Route 53 のホストゾーン、ドメイン、およびヘルスチェックにタ
グを適用すると、AWS はタグ別に利用量とコストを集計したカンマ区切り値 (CSV) ファイルとしてコス
ト配分レポートを作成します。自社のカテゴリ (たとえばコストセンター、アプリケーション名、所有者) 
を表すタグを適用すると、複数のサービスにわたってコストを分類することができます。タグを使ったコ
スト配分の詳細については、AWS Billing ユーザーガイドのコスト配分タグの使用を参照してください。

使いやすさと最適な結果を実現するために、AWS Management Consoleで Tag Editor を使用してくだ
さい。統一された方法で一元的にタグを作成および管理できます。詳細については、AWS Management 
Console の開始方法のタグエディタの使用を参照してください。Route 53 コンソールを使用して、いくつ
かのリソースにタグを適用することもできます。

• ヘルスチェック 詳細については、ヘルスチェックの名前付けとタグ付け (p. 577)を参照してください。
• Route 53 Resolver－インバウンドエンドポイント — 詳細については、「インバウンドエンドポイント

を作成または編集するときに指定する値 (p. 506)」を参照してください。
• Resolver アウトバウンドエンドポイント – 詳細については、「アウトバウンドエンドポイントを作成ま

たは編集するときに指定する値 (p. 508)」を参照してください。
• Resolver ルール— 詳細については、「ルールを作成または編集するときに指定する値 (p. 510)」を参照

してください。
• ホストゾーン – 詳細については、「ホストゾーンの使用 (p. 347)」を参照してください。

Note

Resolver の料金は、インバウンドエンドポイントおよびアウトバウンドエンドポイントに指
定した IP アドレスに対応する VPC Elastic Network Interface に一部基づいています。現在 
Resolver によって作成された Elastic Network Interface にタグを付けることはできません。その
ため、Resolver にコストを配分するためにタグを使用することはできません。Resolver の料金に
ついては、「Amazon Route 53 料金表」を参照してください。

Route 53 API を使用してリソースにタグを適用することもできます。詳細については、Amazon Route 53 
API リファレンスのトピック「Amazon Route 53 API actions by function (関数別の Route 53 API アクショ
ン)」の中のタグに関連するアクションを参照してください。
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親ドメインを移行しないで Amazon Route 53 を

サブドメインの DNS サービスとして使用する

チュートリアル
以下のチュートリアルでは、ドメインに対して別の DNS サービスを使用しながらサブドメインの DNS 
サービスとして Amazon Route 53 を使用する方法と、加重およびレイテンシーのレコードに関連するいく
つかのユースケースについて Route 53 を使用する方法について説明します。

トピック
• 親ドメインを移行しないで Amazon Route 53 をサブドメインの DNS サービスとして使用す

る (p. 679)
• Amazon Route 53 でレイテンシーベースルーティングへ移行する (p. 684)
• Amazon Route 53 のレイテンシーベースルーティングに別のリージョンを追加する (p. 686)
• Amazon Route 53 でレイテンシーおよび加重レコードを使用して、リージョン内の複数の Amazon 

EC2 インスタンスにトラフィックをルーティングする (p. 687)
• Amazon Route 53 で 100 を超える加重レコードを管理する (p. 688)
• Amazon Route 53 での重み付けを利用した、耐障害性のある複数のレコードでの応答 (p. 689)

親ドメインを移行しないで Amazon Route 53 をサ
ブドメインの DNS サービスとして使用する

Amazon Route 53 を新しいサブドメインや既存のサブドメインの DNS サービスとして使用し、親ドメイ
ンでは引き続き別の DNS サービスを使用します。詳細については、該当するトピックを参照してくださ
い。

トピック
• 親ドメインを移行しないで Amazon Route 53 を DNS サービスとして使用するサブドメインを作成す

る (p. 679)
• 親ドメインを移行しないでサブドメインの DNS サービスを Amazon Route 53 に移行 (p. 681)

親ドメインを移行しないで Amazon Route 53 を DNS 
サービスとして使用するサブドメインを作成する
別の DNS サービスから親ドメインの移行を行わずに、DNS サービスとして Amazon Route 53 を使用する
サブドメインを作成できます。

このプロセスの基本手順は以下のとおりです。

1. まず、この手順を使用すべきかどうかを判断 (p. 680)します。
2. サブドメインの Route 53 ホストゾーンを作成します。 (p. 680)
3. Route 53 ホストゾーンに、新しいサブドメインのレコードを追加 (p. 680)します。
4. API のみ: すべての Route 53 DNS サーバーに変更が反映されたことを確認します。 (p. 680)

Note

現在、変更が反映されたことを確認するには、GetChange API アクションを使用する方法しか
ありません。通常、変更は 60 秒以内にすべての Route 53 ネームサーバーに反映されます。

5. サブドメインのネームサーバーレコードを追加して、親ドメインの DNS サービスを更新しま
す (p. 680)。
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親ドメインを移行しないで Amazon Route 53 を DNS 

サービスとして使用するサブドメインを作成する

サブドメインの作成に使用する手順の決定
このトピックの手順では、一般的でないオペレーションを実行する方法について説明します。ドメイン
の DNS サービスとして Route 53 を既に使用していて、サブドメイン (www.example.com など) のトラ
フィックをリソース (EC2 インスタンスで実行されているウェブサーバーなど) にルーティングするだけの
場合は、「サブドメインのトラフィックのルーティング (p. 342)」を参照してください。

この手順を使用するのは、ドメイン (example.com など) で別の DNS サービスを使用していて、そのドメ
インの新しいサブドメイン　(www.example.com など) で Route 53 を DNS サービスとして使い始める場
合に限ります。

新しいサブドメインのホストゾーンを作成する
親ドメインの移行を行わずに、Amazon Route 53 を新しいサブドメインの DNS サービスとして使用する
場合、サブドメインのホストゾーンの作成から開始します。Route 53 は、ホストゾーンにサブドメインの
情報を保存します。

Route 53 コンソールを使用したホストゾーンの作成方法については、「パブリックホストゾーンの作
成 (p. 348)」を参照してください。

レコードの作成
Amazon Route 53 コンソールまたは Route 53 API を使用して、レコードを作成できます。Route 53 で
作成したレコードが、サブドメインに対する責任を Route 53 に委任した後で DNS が使用するレコー
ドになります。詳細については、「サブドメインのネームサーバーレコードで DNS サービスを更新す
る (p. 680)」を参照してください。

Important

Route 53 ホストゾーンに追加のネームサーバー (NS) レコードまたは Start of Authority (SOA) レ
コードを作成しないでください。また、既存の NS レコードと SOA レコードを削除しないでくだ
さい。

Route 53 コンソールを使用してレコードを作成するには、「レコードを使用する (p. 380)」を参照してく
ださい。Route 53 API を使用してレコードを作成するには、「ChangeResourceRecordSets」を参照
してください。詳細については、Amazon Route 53 API リファレンスの「ChangeResourceRecordSets」
を参照してください。

変更のステータスを確認する (API のみ)
新しいホストゾーンの作成や、レコードの変更は、Route 53 DNS サーバーに伝達されるまでに時間がか
かります。レコードの作成に ChangeResourceRecordSets を使用した場合、GetChange アクションを使
用して、変更が反映されたかどうかを判断できます (ChangeResourceRecordSets は ChangeId の値
を返します。これは次の GetChange リクエストに含めることができます。コンソールを使用してレコー
ドを作成した場合は、ChangeId を使用できません)。詳細については、Amazon Route 53 API リファレン
スの「GET GetChange」を参照してください。

Note

通常、変更は 60 秒以内にすべての Route 53 ネームサーバーに反映されます。

サブドメインのネームサーバーレコードで DNS サービスを更新
する
Amazon Route 53 レコードへの変更が反映された後 (「変更のステータスを確認する (API の
み) (p. 680)」を参照)、サブドメインの NS レコードを追加して、親ドメインの DNS サービスを更
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の DNS サービスを Amazon Route 53 に移行

新します。これは、サブドメインの責任の Route 53 への委任と呼ばれます。例えば、親ドメインの 
example.com が別の DNS サービスでホストされており、サブドメインの test.example.com を Route 53 
で作成していた場合、test.example.com の新しい NS レコードで example.com の DNS サービスを更新す
る必要があります。

以下の手順を実行します。

1. DNS サービスから提供される方法を使用して、親ドメインのゾーンファイルをバックアップします。
2. Route 53 コンソールで、Route 53 ホストゾーンのネームサーバーを取得します。

a. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

b. ナビゲーションペインで [Hosted zones (ホストゾーン)] をクリックします。
c. [Hosted Zones (ホストゾーン)] ページで、ホストゾーンのラジオボタン (名前ではない) を選択

し、[View details (詳細を表示)] を選択します。
d. ホストゾーンの詳細ページで、[Hosted zone details (ホストゾーンの詳細)] を選択します。
e. [Name Servers] (ネームサーバー) で一覧表示されている 4 つのサーバー名を書き留めます。

または、GetHostedZone アクションを使用できます。詳細については、Amazon Route 53 API リ
ファレンスの「GetHostedZone」を参照してください。

3. 親ドメインの DNS サービスから提供される方法を使用して、親ドメインのゾーンファイルにサブド
メインの NS レコードを追加します。これらの NS レコードでは、ステップ 1 で作成したホストゾー
ンに関連する 4 つの Route 53 ネームサーバーを指定します。

Important

親ドメインのゾーンファイルに Start of Authority (SOA) のレコードを追加しないでください。サ
ブドメインは Route 53 を使用するため、親ドメインの DNS サービスはサブドメインに関する権
限を保持していません。
DNS サービスが自動的にサブドメインの SOA レコードを追加した場合、サブドメインのレコー
ドを削除します。ただし、親ドメインの SOA レコードは削除しないでください。

親ドメインを移行しないでサブドメインの DNS サー
ビスを Amazon Route 53 に移行
別の DNS サービスから親ドメインを移行せずに、Amazon Route 53 を DNS サービスとして使用するサブ
ドメインを移行できます。

このプロセスの基本手順は以下のとおりです。

1. まず、この手順を使用すべきかどうかを判断 (p. 682)します。
2. サブドメインの Route 53 ホストゾーンを作成します (p. 682)。
3. 親ドメインの現在の DNS サービスプロバイダから現在の DNS 設定を取得します (p. 682)。
4. Route 53 ホストゾーンに、サブドメインのレコードを追加 (p. 682)します。
5. API のみ: すべての Route 53 DNS サーバーに変更が反映されたことを確認します (p. 683)。

Note

現在、変更が反映されたことを確認するには、GetChange API アクションを使用する方法しか
ありません。通常、変更は 60 秒以内にすべての Route 53 ネームサーバーに反映されます。

6. サブドメインのネームサーバーレコードを追加して、親ドメインの DNS サービスプロバイダの DNS 設
定を更新します (p. 683)。
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サブドメインの作成に使用する手順の決定
このトピックの手順では、一般的でないオペレーションを実行する方法について説明します。ドメイン
の DNS サービスとして Route 53 を既に使用していて、サブドメイン (www.example.com など) のトラ
フィックをリソース (EC2 インスタンスで実行されているウェブサーバーなど) にルーティングするだけの
場合は、「サブドメインのトラフィックのルーティング (p. 342)」を参照してください。

この手順を使用するのは、ドメイン (example.com など) で別の DNS サービスを使用していて、そのドメ
インの既存のサブドメイン (www.example.com など) で Route 53 を DNS サービスとして使い始める場合
に限ります。

サブドメイン用のホストゾーンの作成
別の DNS サービスから Amazon Route 53 にサブドメインを移行するが、親ドメインは移行しない場合
は、まずサブドメイン用のホストゾーンを作成します。Route 53 は、ホストゾーンにサブドメインの情報
を保存します。

Route 53 コンソールを使用したホストゾーンの作成方法については、「パブリックホストゾーンの作
成 (p. 348)」を参照してください。

DNS サービスプロバイダーから現在の DNS 設定を取得
既存のサブドメインを Route 53 に移行するプロセスを単純化するには、現在ドメインにサービスを提供
している DNS サービスプロバイダからドメインの現在の DNS 設定を取得します。この情報を基本とし
て、Route 53 をサブドメインの DNS サービスとして設定することができます。

求める情報とその形式は、現在 DNS サービスプロバイダとして使っている会社によって異なります。
現在の設定におけるレコードすべてに関する情報を含むゾーンファイルが提供されるのが理想です (レ
コードは、ドメインとサブドメインのトラフィックのルーティング方法をDNSに伝えます。例えば、誰か
がウェブブラウザにドメイン名を入力すると、データセンターのウェブサーバーや、Amazon EC2 イン
スタンス、CloudFront ディストリビューションなどに、トラフィックをルーティングするかを指定しま
す。) 現在の DNS サービスプロバイダからゾーンファイルを取得できる場合は、ゾーンファイルを編集
して、Amazon Route 53 に移行しないレコードを削除することができます。その後、残りのレコードを 
Route 53 ホストゾーンにインポートすると、処理が大幅に単純化されます。ゾーンファイルまたはレコー
ドリストを取得する方法を、現在の DNS サービスプロバイダのカスタマーサポートに問い合わせてみて
ください。

レコードの作成
現在の DNS サービスプロバイダから入手したレコードを基準として使用し、サブドメイン用に作成した 
Amazon Route 53 ホストゾーンに、対応するレコードを作成します。Route 53 で作成したレコードが、
サブドメインに対する責任を Route 53 に委任した後で DNS が使用するレコードになります。詳細につい
ては、「サブドメインのネームサーバーレコードで DNS サービスを更新する (p. 683)」を参照してくだ
さい。

Important

Route 53 ホストゾーンに追加のネームサーバー (NS) レコードまたは Start of Authority (SOA) レ
コードを作成しないでください。また、既存の NS レコードと SOA レコードを削除しないでくだ
さい。

Route 53 コンソールを使用してレコードを作成するには、「レコードを使用する (p. 380)」を参照してく
ださい。Route 53 API を使用してレコードを作成するには、「ChangeResourceRecordSets」を参照
してください。詳細については、Amazon Route 53 API リファレンスの「ChangeResourceRecordSets」
を参照してください。
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変更のステータスを確認する (API のみ)
新しいホストゾーンの作成や、レコードの変更は、Route 53 DNS サーバーに伝達されるまでに時間がか
かります。レコードの作成に ChangeResourceRecordSets を使用した場合、GetChange アクションを使
用して、変更が反映されたかどうかを判断できます (ChangeResourceRecordSets は ChangeId の値
を返します。これは次の GetChange リクエストに含めることができます。コンソールを使用してレコー
ドを作成した場合は、ChangeId を使用できません)。詳細については、Amazon Route 53 API リファレン
スの「GET GetChange」を参照してください。

Note

通常、変更は 60 秒以内にすべての Route 53 ネームサーバーに反映されます。

サブドメインのネームサーバーレコードで DNS サービスを更新
する
Amazon Route 53 レコードへの変更が反映された後 (「変更のステータスを確認する (API の
み) (p. 683)」を参照)、サブドメインの NS レコードを追加して、親ドメインの DNS サービスを
更新します。これは、サブドメインの責任の Route 53 への委任と呼ばれます。例えば、親ドメイン 
example.com が別の DNS サービスでホストされていて、サブドメイン test.example.com を Route 
53 に移行するとします。test.example.com のホストゾーンを作成し、example.com の DNS サービス
を、test.example.com の新しいホストゾーンに Route 53 が割り当てた NS レコードで更新する必要があ
ります。

以下の手順を実行します。

1. DNS サービスから提供される方法を使用して、親ドメインのゾーンファイルをバックアップします。
2. ドメインの更新前の DNS サービスプロバイダでネームサーバーの TTL 設定を変更する方法を利用で

きる場合は、設定を 900 秒に変更することをお勧めします。これにより、使用されていないネーム
サーバーを使ってクライアントリクエストがドメイン名の解決を試行する時間が制限されます。現
在の TTL が 172800 秒 (2 日) である場合は (一般的なデフォルト設定)、リゾルバーとクライアント
が更新前の TTL を使用して DNS レコードのキャッシュを停止するまで 2 日間待機する必要があり
ます。TTL の設定期間が終了すると、更新前のプロバイダで保存されていたレコードを安全に削除
し、Route 53 にのみ変更を加えることができます。

3. Route 53 コンソールで、Route 53 ホストゾーンのネームサーバーを取得します。

a. AWS Management Console にサインインし、Route 53 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

b. ナビゲーションペインで [Hosted zones (ホストゾーン)] をクリックします。
c. [Hosted Zones (ホストゾーン)] ページで、ホストゾーンのラジオボタン (名前ではない) を選択

し、[View details (詳細を表示)] を選択します。
d. ホストゾーンの詳細ページで、[Hosted zone details (ホストゾーンの詳細)] を選択します。
e. [Name Servers] (ネームサーバー) で一覧表示されている 4 つのサーバー名を書き留めます。

または、GetHostedZone アクションを使用できます。詳細については、Amazon Route 53 API リ
ファレンスの「GetHostedZone」を参照してください。

4. 親ドメインの DNS サービスから提供される方法を使用して、親ドメインのゾーンファイルにサブド
メインの NS レコードを追加します。NS レコードにサブドメインと同じ名前を付けます。NS レコー
ドの値には、ステップ 2 で作成したホストゾーンに関連する 4 つの Route 53 ネームサーバーを指定
します。DNS サービスが異なると、使用する用語も異なります。このステップを実行する方法につい
ては、DNS サービスの技術サポートへの問い合わせが必要になる場合があります。
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Important

親ドメインのゾーンファイルに Start of Authority (SOA) のレコードを追加しないでくださ
い。サブドメインは Route 53 を使用するため、親ドメインの DNS サービスはサブドメイン
に関する権限を保持していません。
DNS サービスが自動的にサブドメインの SOA レコードを追加した場合、サブドメインのレ
コードを削除します。ただし、親ドメインの SOA レコードは削除しないでください。

親ドメインのネームサーバーの TTL 設定に応じて、DNS リゾルバーに対する変更の反映は 48 時間以
上かかる場合があります。この反映が行われている間も、DNS リゾルバーは親ドメインの DNS サー
ビスのネームサーバーを使用してリクエストに応答することがあります。また、クライアントコン
ピュータは、サブドメインの以前のネームサーバーをキャッシュに引き続き保持する場合もありま
す。

5. ドメインのレジストラの TTL 設定期間が終了した後で (ステップ 2 を参照)、親ドメインのゾーンファ
イルから次のレコードを削除してください。

• Route 53 に追加したレコードについては、「レコードの作成 (p. 682)」を参照してください。
• DNS サービスの NS レコード。NS レコードの削除が完了すると、ゾーンファイルに含まれる NS 

レコードは、ステップ 4 で作成した NS レコードだけになります。

Amazon Route 53 でレイテンシーベースルーティ
ングへ移行する

レイテンシーベースルーティングを使用した場合、Amazon Route 53 は、最小のレイテンシーで利用で
きる AWS エンドポイントにユーザーをルーティングできます。例えば、www.example.com のような 
DNS 名を、米国東部 (オハイオ) リージョンや欧州 (アイルランド) リージョンでホストされている ELB 
Classic、Application、または Network Load Balancer、Amazon EC2 インスタンス、Elastic IP アドレスな
どと関連付けることができます。Route 53 DNS サーバーは、過去数週間のネットワークの状態に基づい
て、特定のユーザーをどのリージョンのどのインスタンスに割り当てるかを決定します。おそらくロンド
ンのユーザーは、欧州 (アイルランド) インスタンスに割り当てられ、シカゴのユーザーは、米国東部 (オ
ハイオ) インスタンスに割り当てられるでしょう。Route 53 では、A や AAAA のレコードに対してエイリ
アスの作成がサポートされているのと同様に、A、AAAA、TXT、CNAME などのレコードに対してレイテ
ンシーベースルーティングがサポートされます。

Note

ユーザーとリソース間のレイテンシーに関するデータは、ユーザーと AWS データセンター間の
トラフィックに完全に基づいています。AWSリージョンのリソースを使用していない場合、ユー
ザーとリソース間の実際のレイテンシーは、AWS レイテンシーデータと大きく異なる可能性があ
ります。これは、リソースが AWS リージョンと同じ都市にある場合でも当てはまります。

スムーズで低リスクな移行を行うために、加重レコードとレイテンシーレコードを併用して、標準のルー
ティングから各ステージで完全な制御とロールバックを行う機能を備えたレイテンシーベースルーティ
ングへと徐々に移行することができます。米国東部 (オハイオ) リージョンの Amazon EC2 インスタンス
で現在ホストされている、www.example.com の例を考えてみましょう。インスタンスには Elastic IP 
アドレス W.W.W.W が関連付けられています。該当する場合に米国東部 (オハイオ) リージョンへのトラ
フィックのルーティングを継続しながら、米国西部 (北カリフォルニア) リージョン (Elastic IP X.X.X.X) 
や欧州 (アイルランド) リージョン (Elastic IP Y.Y.Y.Y) にある追加の Amazon EC2 インスタンスにユー
ザーのルーティングを開始するとします。example.com の Route 53 ホストゾーンは、A というタイ
プと、W.W.W.W という値 (IP アドレス) を持つ www.example.com のレコードを既に保持しています。

以下の例を完了すると、2 つの加重エイリアスレコードが作成されます。
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• www.example.com の既存のレコードを、米国東部 (オハイオ) リージョンの既存の Amazon EC2 イン
スタンスに対してトラフィックの大部分を引き続きルーティングする、加重エイリアスレコードに変更
します。

• 3 つのリージョンすべてにトラフィックをルーティングするレイテンシーレコードにトラフィックのご
く一部のみを最初にルーティングする、別の加重エイリアスレコードを作成します。

これらの加重エイリアスレコードの重みを更新することにより、米国東部 (オハイオ) リージョンのみにト
ラフィックのルーティングを行う状態から、Amazon EC2 インスタンスがある 3 つのリージョンすべてに
トラフィックをルーティングする状態へと徐々に移行することができます。

レイテンシーベースルーティングへ移行するには

1. www.example.com のレコードのコピーを作成しますが、新しいドメイン名 (copy-
www.example.com など) を使います。新しいレコードに、 のレコードと同じように、タイプ (A) お
よび値W.W.W.W (www.example.com) を指定します。

2. www.example.com の既存の A レコードを更新し、加重エイリアスレコードにします。

• [Value/Route traffic to] (値/トラフィックのルーティング先) で、[Alias to another record in 
this hosted zone] (このホストゾーンにある別のレコードへのエイリアス) を選択し、copy-
www.example.com を指定します。

• [Weight] (ウェイト) で、100 を指定します。

更新が完了すると、Route 53 では、W.W.W.W という IP アドレスを持つリソースにすべてのトラ
フィックをルーティングするために、このレコードを引き続き使用します。

3. 各 Amazon EC2 インスタンスにレイテンシーレコードを作成します。例えば、以下のようにします。

• 米国東部 (オハイオ)、Elastic IP アドレス W.W.W.W
• 米国西部 (北カリフォルニア)、Elastic IP アドレス X.X.X.X
• 欧州 (アイルランド)、Elastic IP アドレス Y.Y.Y.Y

すべてのレイテンシーレコードに同じドメイン名 (www-lbr.example.com など) と同じタイプ (A な
ど) を設定します。

レイテンシーレコードの作成が終了すると、Route 53 では、ステップ 2 で更新したレコードを使用し
て引き続きトラフィックをルーティングします。

www-lbr.example.com を使用して検証テストを実行できます。たとえば、各エンドポイントがリ
クエストを受信できることを確認することができます。

4. www-lbr.example.com というレイテンシーレコードを www.example.com という加重レコードに
追加し、対応する Amazon EC2 インスタンスに対して限られた量のトラフィックのルーティングを開
始しましょう。その後、米国東部 (オハイオ) リージョンの Amazon EC2 インスタンスは両方の加重
レコードからトラフィックを受け取ります。

www.example.com の加重エイリアスレコードを以下の方法でもう 1 つ作成します。

• [Value/Route traffic to] (値/トラフィックのルーティング先) で、[Alias to another record in 
this hosted zone] (このホストゾーンにある別のレコードへのエイリアス) を選択し、www-
lbr.example.com. を指定します。

• [Weight] (ウェイト) で、1 を指定します。

変更を完了し、その変更を Route 53 サーバーに同期させると、Route 53 では、ステップ 3 でレイテ
ンシーレコードを作成した Amazon EC2 インスタンスにトラフィックのごく一部 (1/101) のルーティ
ングを開始します。
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5. エンドポイントが着信トラフィックに応じて適切にスケーリングされることを確認できたら、必要に
応じて重みを調節します。例えば、レイテンシーベースルーティングに基づいてリクエストの 10% の
受信を希望する場合、重みをそれぞれ 90 と 10 に変更します。

レイテンシーレコードの作成については、「Amazon Route 53 コンソールを使用したレコードの作
成 (p. 404)」を参照してください。

Amazon Route 53 のレイテンシーベースルーティ
ングに別のリージョンを追加する

レイテンシーベースルーティングを使用中で、新しいリージョンのインスタンスを追加する必要がある場
合、「Amazon Route 53 でレイテンシーベースルーティングへ移行する (p. 684)」でレイテンシーベー
スルーティングに徐々にトラフィックを移行したのと同様の方法で、新しいリージョンにトラフィックを
徐々に移行することができます。

例えば、www.example.com に対するトラフィックのルーティングにレイテンシーベースルーティングを
使用し、アジアパシフィック (東京) の Amazon EC2 インスタンスを米国東部 (オハイオ)、米国西部 (北カ
リフォルニア)、欧州 (アイルランド) のインスタンスに追加するとします。以下の例では、別のリージョン
のインスタンスを追加する 1 つの方法について説明します。

この例では、example.com のAmazon Route 53 ホストゾーンは既に、www-lbr.example.com のレイ
テンシーベースレコードにトラフィックをルーティングする www.example.com の加重エイリアスレコー
ドを保持しています。

• 米国東部 (オハイオ)、Elastic IP アドレス W.W.W.W
• 米国西部 (北カリフォルニア)、Elastic IP アドレス X.X.X.X
• 欧州 (アイルランド)、Elastic IP アドレス Y.Y.Y.Y

加重エイリアスレコードの重みは 100 です。レイテンシーベースルーティングに移行した後、移行に使用
した他の加重レコードは削除するとします。

Route 53 のレイテンシーベースルーティングに別のリージョンを追加するには

1. トラフィックのルーティングを開始する新しいリージョンと、3 つの元からあるリージョンを含む、4 
つの新しいレイテンシーベースレコードを作成します。

• 米国東部 (オハイオ)、Elastic IP アドレス W.W.W.W
• 米国西部 (北カリフォルニア)、Elastic IP アドレス X.X.X.X
• 欧州 (アイルランド)、Elastic IP アドレス Y.Y.Y.Y
• アジアパシフィック (東京)、Elastic IP アドレス Z.Z.Z.Z

すべてのレイテンシーレコードに同じ新しいドメイン名 (www-lbr-2012-04-30.example.com な
ど) と同じタイプ (A など) を設定します。

レイテンシーレコードの作成が完了すると、Route 53 では引き続き、元の加重エイリアスレコード 
(www.example.com) とレイテンシーレコード (www-lbr.example.com) を使用してトラフィックを
ルーティングします。

www-lbr-2012-04-30.example.com レコードを使用して検証テストを実行できます。たとえば、
各エンドポイントがリクエストを受信できることを確認することができます。

2. 新しいレイテンシーレコードの加重エイリアスレコードを作成します。
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インスタンスにトラフィックをルーティングする
• ドメイン名に、既存の加重エイリアスレコードの名前 (www.example.com) を指定します。
• [Value/Route traffic to] (値/トラフィックのルーティング先) で、[Alias to another record in 

this hosted zone] (このホストゾーンにある別のレコードへのエイリアス) を選択し、www-
lbr-2012-04-30.example.com を指定します。

• [Weight] (ウェイト) で、1 を指定します。

完了すると、Route 53 では、ステップ 1 で www-lbr-2012-04-30.example.com のレイテンシー
レコードを作成した Amazon EC2 インスタンスに、トラフィックのごく一部 (1/101) のルーティング
を開始します。残りのトラフィックは、アジアパシフィック (東京) リージョンの Amazon EC2 イン
スタンスを含まない、www-lbr.example.com のレイテンシーレコードに引き続きルーティングさ
れます。

3. エンドポイントが着信トラフィックに応じて適切にスケーリングされることを確認できたら、必要に
応じて重みを調節します。たとえば、東京リージョンを含むレイテンシーレコードにリクエストの 
10% がルーティングされるようにする場合、www-lbr.example.com の重みを 100 から 90 に変更
し、www-lbr-2012-04-30.example.com の重みを 1 から 10 に変更します。

レコード作成についての詳細は、「Amazon Route 53 コンソールを使用したレコードの作成 (p. 404)」を
参照してください。

Amazon Route 53 でレイテンシーおよび加重レ
コードを使用して、リージョン内の複数の Amazon 
EC2 インスタンスにトラフィックをルーティング
する

アプリケーションが 2 つ以上の Amazon EC2 リージョンの Amazon EC2 インスタンスで実行中の場合や 
1 つ以上のリージョンの Amazon EC2 インスタンスが 2 つ以上ある場合、レイテンシーベースルーティン
グを使用して、正確なリージョンにトラフィックをルーティングしてから、加重レコードを使用して、指
定した重みに基づいてリージョン内のインスタンスにトラフィックをルーティングできます。

例えば、米国東部 (オハイオ) リージョンに Elastic IP アドレスを持つ Amazon EC2 インスタンスが 3 つあ
り、米国東部 (オハイオ) リージョンに該当するユーザーについては、3 つすべての IP にリクエストを均
等に分散させたいとします。多くのリージョンに同時に同じ方法を適用できますが、他のリージョンでは 
Amazon EC2 インスタンスは 1 つで十分です。

Amazon Route 53 でレイテンシーおよび加重レコードを使用して、リージョン内の複数の 
Amazon EC2 インスタンスにトラフィックをルーティングするには

1. リージョンで Amazon EC2 インスタンスの加重レコードのグループを作成します。次の点に注意して
ください。

• 各加重レコードで、[Record name] (レコード名) (us-east.example.com など) と [Record type]
(レコードタイプ) に同じ値を指定します。

• [Value/Route traffic to] (値/トラフィックのルーティング先) で、[IP address or another value 
depending on the record type] (IP アドレスまたはレコードタイプに応じた別の値) を選択
し、Elastic IP アドレスのいずれかの値を指定します。

• Amazon EC2 インスタンスに均等に重みを割り当てる場合は、[Weight] (ウェイト) に同じ値を指定
します。

• 各レコードの [セット ID] に一意の値を指定します。
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加重レコード値の詳細については、加重ルーティング (p. 391) を参照してください。
2. その他のリージョンに複数の Amazon EC2 インスタンスがある場合、他のリージョンに対してステッ

プ 1 を繰り返します。各リージョンで [Name] に異なる値を指定します。
3. 複数の Amazon EC2 インスタンスがある各リージョンに (米国東部 (オハイオ) など)、レイテンシーエ

イリアスレコードを作成します。[Value/Route traffic to] (次への値/ルートのトラフィック) で、[Alias 
to another record in this hosted zone] (このホストゾーン内の別のレコードへのエイリアス) を選択
し、そのリージョンの加重レコードに割り当てた [Record name] (レコード名) フィールドの値 (us-
east.example.com など) を指定します。

4. 1 つの Amazon EC2インスタンスがある各リージョンに、レイテンシーレコードを作成しま
す。[Record name] (レコード名) には、ステップ 3 で作成したレイテンシーエイリアスレコードに指
定したものと同じ値を指定します。[Value/Route traffic to] (値/トラフィックのルーティング先) で、[IP 
address or another value depending on the record type] (IP アドレスまたはレコードタイプに応じた別
の値) を選択し、そのリージョンの Amazon EC2 インスタンスの Elastic IP アドレスを指定します。

Amazon EC2 インスタンスへのエイリアスレコードの追加の詳細については、Amazon EC2 インスタ
ンスへのトラフィックのルーティング (p. 526) を参照してください。

レコード作成についての詳細は、「Amazon Route 53 コンソールを使用したレコードの作成 (p. 404)」を
参照してください。

Amazon Route 53 で 100 を超える加重レコードを
管理する

Amazon Route 53 では、加重レコードを設定することができます。特定の名前やタイプ (たとえば、名前
が www.example.comで、タイプが A) に対して、最大 100 の代替応答を設定することができ、それぞれ
に重みを設定できます。www.example.com のクエリへ応答する場合、Route 53 DNS サーバーは、重み
が設定されたランダム応答を選択し、DNS リゾルバーに返します。重みが 2 の加重レコードの値は、重み
が 1 の加重レコードの値よりも平均 2 倍の頻度で返されます。

100 を超すエンドポイントにトラフィックを振り分ける場合は、加重エイリアスレコードと加重レコード
のツリーを使用する方法があります。例えば、ツリーの最初の「階層」を最大 100 個の加重エイリアスレ
コードとし、その各レコードでそれぞれに最大 100 個の加重レコードを指定できます。Route 53 では、再
帰レベルは最大で 3 まで可能であり、最大 1,000,000 個の一意の加重エンドポイントを管理することがで
きます。

シンプルな 2 階層のツリーは以下のようになります。

加重エイリアスレコード

• 重みが 1 の www-a.example.com に対応する、www.example.com エイリアス
• 重みが 1 の www-b.example.com に対応する、www.example.com エイリアス

加重レコード

• www-a.example.com、タイプ A、値 192.0.2.1、重み 1
• www-a.example.com、タイプ A、値 192.0.2.2、重み 1

• www-b.example.com、タイプ A、値 192.0.2.3、重み 1
• www-b.example.com、タイプ A、値 192.0.2.4、重み 1
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た、耐障害性のある複数のレコードでの応答

レコード作成についての詳細は、「レコードを使用する (p. 380)」を参照してください。

Amazon Route 53 での重み付けを利用した、耐障
害性のある複数のレコードでの応答

Note

複数値回答ルーティングポリシーを使用するレコードは、このチュートリアルで説明されている
設定と同じように動作します。主な違いは、チュートリアルの設定により、重みを指定できる
点です。これは、エンドポイントごとにキャパシティーが異なる場合に便利です。詳細について
は、「複数値回答ルーティング (p. 390)」を参照してください。

Amazon Route 53 の加重レコードには、1 つのレコードのみを関連付けることができます。すなわち、1 
つの名前 (example.com など) と 1 種類のレコードタイプ (A など) の組み合わせのみを関連付けることが
できます。ただし、複数のレコードを含む DNS 応答に重み付けすることが望ましい場合もあります。

例えば、あるサービスで 8 個の Amazon EC2 インスタンスまたは Elastic IP エンドポイントを使用してい
るとします。そのサービスが接続をサポートしているクライアントが (多くの一般的なブラウザと同じよ
うに) 再試行を行う場合、特定のエンドポイントで障害が発生したときには、DNS 応答で複数の IP アドレ
スを提供することにより、そのようなクライアントに代替エンドポイントを提供します。2 つ以上のアベ
イラビリティーゾーンにホストされる IP を複数含む応答を設定する場合、アベイラビリティーゾーンの障
害から保護することもできます。

複数のレコードでの応答は、多数のクライアント (モバイルウェブアプリケーションなど) が小規模の DNS 
キャッシュのセットを共有する場合などにも役に立ちます。この場合、共有するキャッシュから共通の 
DNS 応答を受け取る場合でも、複数のレコードでの応答により、クライアントのリクエストを複数のエン
ドポイントにルーティングすることができます。

このようなタイプの重み付けした複数レコードでの応答は、レコードと加重エイリアスレコードの組み合
わせを使用することにより実現できます。以下に示すように、8 個のエンドポイントを、それぞれ 4 個の 
IP アドレスを含む 2 個の異なるリソースレコードセットにグループ化できます。

タイプ A の endpoint-a.example.com には、以下の値が含まれます。

• 192.0.2.1
• 192.0.2.2
• 192.0.2.128
• 192.0.2.129

タイプ A の endpoint-b.example.com には、以下の値が含まれます。

• 192.0.2.3
• 192.0.2.4
• 192.0.2.130
• 192.0.2.131

これにより、次の各グループを指し示す加重エイリアスレコードを作成することができます。

• タイプ A、重み 1 の endpoint-a.example.com に対応する、www.example.com エイリアス
• タイプ A、重み 1 の endpoint-b.example.com に対応する、www.example.com エイリアス

レコード作成についての詳細は、「レコードを使用する (p. 380)」を参照してください。
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Amazon Route 53 のベストプラク
ティス

Route 53 の設定を行う際は、下記のベストプラクティスに則ってください。

トピック
• Amazon Route 53 DNS のベストプラクティス (p. 690)
• リゾルバーのベストプラクティス (p. 692)
• Amazon Route 53 のベストプラクティス (p. 693)

Amazon Route 53 DNS のベストプラクティス
Amazon Route 53 DNS サービスを使用するときに最良の結果が得られるようにするには、以下のベスト
プラクティスに従ってください。

DNS フェイルオーバーとアプリの回復にデータプレーン機能を使用してください

ヘルスチェックを含む Route 53 のデータプレーンと Amazon Route 53 アプリケーション回復コン
トローラーのルーティングコントロールは、グローバルに分散されており、重大なイベント中でも 
100% の可用性と機能性を実現するように設計されています。これらは互いに統合され、コントロー
ルプレーンの機能に依存しません。コンソールを含むこれらのサービスのコントロールプレーンは、
一般的に非常に信頼性が高いですが、より一元化された方法で設計されており、高可用性よりも耐久
性と一貫性が優先されます。災害対策時のフェイルオーバーなどのシナリオでは、DNS を更新するた
めにデータプレーン機能を利用する、Route 53 のヘルスチェックや Route 53 ARC のルーティング制
御などの機能の使用をお勧めします。詳細については、「コントロールプレーンとデータプレーンの
概念 (p. 10)」、および「Creating Disaster Recovery Mechanisms Using Amazon Route 53」(ブログ: 
Amazon Route 53 を使用した災害回復メカニズムの作成) を参照してください。

DNS レコードの TTL 値の選択

DNS TTL とは、Route 53 に対してさらなるクエリを行わずにレコードをキャッシュできる期間を決
定するために DNS リゾルバーが使用する数値 (秒単位) です。すべての DNS レコードには TTL が指
定されている必要があります。TTL 値の推奨範囲は 60 ～ 172,800 秒です。

TTL の選択は、レイテンシーと信頼性、および変化に対する応答性と間のトレードオフです。レコー
ドの TTL が短くなると、DNS リゾルバーはより頻繁にクエリを実行する必要があるため、レコード
の更新が速くなります。これにより、クエリのボリューム (およびコスト) が増大します。TTL を長く
すると、DNS リゾルバーはキャッシュからのクエリに頻繁に応答します。これは通常、高速で、安価
で、場合によってはインターネットを介したクエリを回避するため信頼性が高くなります。絶対的に
正しい値は存在せず、応答性と信頼性のどちらがより重要であるかを考える価値はあります。

TTL 値を設定する際に考慮すべき事項:
• 変更が有効になるのを待つ余裕があれば、DNS レコード TTL を設定します。これは、委任 (NS レ

コードセット) や、MX レコードなど、ほとんど変更されない他のレコードで特に当てはまります。
これらのレコードでは、より長い TTL が推奨されます。一時間 (3600 秒) から 1 日 (86,400 秒) の
間が一般的な数値です。

• 高速フェールオーバーメカニズム (特にヘルスチェックされるレコード) の一部として変更する必要
があるレコードについては、TTL を下回るのが適切です。このシナリオでは、TTL を 60 秒または 
120 秒に設定するのが一般的です。
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• 重要な DNS エントリに変更を加える場合、TTL を一時的に短くすることをお勧めします。そうす
れば、必要に応じてすばやく変更、監視、ロールバックを行うことができます。変更が確定し、期
待どおりに機能した後、TTL を長くすることができます。

詳しくは、「TTL (秒) (p. 409) 」を参照してください。
CNAME レコード

DNS 内の CNAME レコードは、あるドメイン名を別のドメイン名でポイントする手段になりま
す。DNS リゾルバーが domain-1.example.com を解決し、domain-2.example.comを指している 
CNAME が見つかった場合、DNS リゾルバーは応答する前にdomain-2.example.com を解決する必要
があります。これらのレコードは、例えば、ウェブサイトに複数のドメイン名がある場合に一貫性を
保つためなど、多くの状況で役立ちます。

ただし、DNS リゾルバーは CNAME に応答するために、より多くのクエリを作成する必要があり、レ
イテンシーとコストが増加します。可能であれば、Route 53 エイリアス レコードを使用するのが高速
かつ安価な代替手段です。エイリアスは、Route 53 が AWS リソース (例えば、ロードバランサー) と
同じホストゾーン内の他のドメインには、直接回答付きで応答できるようにします。

詳しくは、「AWS リソースへのインターネットトラフィックのルーティング (p. 521) 」を参照してく
ださい。

高度な DNS ルーティング
• 位置情報、地理的近接性またはレイテンシーベースのルーティングを使用する場合は、一部のクラ

イアントが回答なしのレスポンスを受信できるようにする場合を除き、常にデフォルトを設定しま
す。

• アプリケーションのレイテンシーを最小限に抑えるには、レイテンシーベースのルーティングを使
用します。このタイプのルーティングデータは頻繁に変更されることがあります。

• ルーティングの安定性と予測可能性を確保するには、位置情報ルーティングまたは地理的近接性
ルーティングを使用します。

詳細については、位置情報ルーティング (p. 382)、地理的近接性ルーティング (トラフィックフローの
み) (p. 383)、およびレイテンシーに基づくルーティング (p. 385)を参照してください。

DNS 変更の伝播

Route 53 コンソールまたは API を使用して、レコードやホストゾーンを作成または更新する場合、
変更内容がインターネット上に反映されるまでにしばらく時間がかかります。これは変更の伝播と
呼ばれます。通常、伝播はグローバルに 1 分未満で到達しますが、例えば、1 つのロケーションへの
同期の問題や、まれに中央コントロールプレーン内の問題など、変更に時間がかかることがありま
す。自動プロビジョニングワークフローを構築している場合、またはD次のワークフローステップに
進む前に、変更の伝播が完了するのを待つことが重要です。DNS の変更が反映されたこと (Status 
=INSYNC) を確認するために、GetChange API を使用します。

DNS の委任

DNS で複数のレベルのサブドメインを委任する場合、常に親ゾーンから委任することが重要です。
たとえば、委任している場合www.dept.example.comとすると、example.comゾーンからではなく
dept.example.comゾーンからそのようにすべきです。祖父母から子ゾーンへ委任すると、一切機能
しないか、動作することもありますがそれは偶然に過ぎません。詳しくは、「サブドメインのトラ
フィックのルーティング (p. 342) 」を参照してください。

DNS レスポンスのサイズ

大きなシングルレスポンスの作成は避けてください。512 バイトを超えると、多くの DNS リゾルバー
は UDP ではなく TCP で再試行する必要があります。これにより、レスポンスが遅くなり、信頼性が
低下する可能性があります。レスポンスを 512 バイトの限度内に保つために、8 個の健全でランダム
な IPアドレス を選択する複数値のアンサールーティングを使用するようお勧めします。

詳細については、「複数値回答ルーティング (p. 390)」および「DNS Reply Size Test Server」を参照
してください。
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リゾルバーのベストプラクティス

リゾルバーのベストプラクティス
次のベストプラクティスに従って Route 53 Resolver を最適化します。

トピック
• リゾルバーエンドポイント (p. 692)
• リゾルバーエンドポイントのスケーリング (p. 692)
• リゾルバーエンドポイントの高可用性  (p. 693)
• DNS ゾーンウォーキング  (p. 693)

リゾルバーエンドポイント
Resolver ルールとそのインバウンドエンドポイントに対しては、(エンドポイントが直接ターゲットとして
いるか、オンプレミスの DNS サーバー経由でターゲットとしているかに関係なく) 同じ VPC を関連付け
ないようにしてください。アウトバウンドエンドポイントが、同じ Resolver ルールと VPC を共有するイ
ンバウンドエンドポイントを指している場合、インバウンドエンドポイントとアウトバウンドエンドポイ
ント間でループが生成され、クエリの伝達が継続的に発生する場合があります。

AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用することで、異なるアカウントと共有している他の 
VPC にも転送ルールを関連付けることができます。この場合も、ハブに関連付けられたプライベートホス
トゾーン、つまり中央の VPC において、クエリからインバウンドエンドポイントへの解決が行われます 
(転送リゾルバーのルールでは、この解決は変更されません)。

リゾルバーエンドポイントのスケーリング
リゾルバーエンドポイントセキュリティグループは、エンドポイントを出入りするトラフィックに関する
情報を収集するために接続追跡を使用します。各エンドポイントインターフェイスが追跡可能な接続に
は最大数の制限があり、この接続数を超える大量の DNS クエリが送られた場合は、スロットリングやク
エリの損失が発生する可能性があります。追跡される接続の数を減らすには、接続状態に対応してトラ
フィックを許可するように、セキュリティグループルールを実装します。詳細については、Amazon EC2 
Linux インスタンス用ユーザーガイドの、「Linux インスタンスの Amazon EC2 セキュリティグループ」 
　および「接続追跡」を参照してください。

インバウンドおよびアウトバウンドリゾルバーのセキュリティグループにおける推奨事項

インバウンドルール

プロトコルのタイプ ポート番号 送信元 IP

TCP 53 0.0.0.0/0

UDP 53 0.0.0.0/0

アウトバウンドルール

プロトコルのタイプ ポート番号 送信先 IP

TCP All 0.0.0.0/0

UDP All 0.0.0.0/0

インバウンドリゾルバーエンドポイント
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リゾルバーエンドポイントの高可用性 

インバウンドリゾルバーエンドポイントを使用するクライアントの場合、IP アドレスとポートの (DNS ト
ラフィックを生成している) 固有の組み合わせが 40,000 個を超えると、Elastic Network Interface の容量に
影響が生じます。

リゾルバーエンドポイントの高可用性
Route 53 Resolver インバウンドエンドポイントを作成する場合、Route 53 では、ネットワーク上の DNS 
リゾルバーによるクエリ転送先の IP アドレスを少なくとも 2 つ作成しておく必要があります。冗長性を確
保するために、少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーンで IP アドレスを指定する必要があります。

複数の Elastic Network Interface エンドポイントを常時使用できるようにする場合は、必要とするネット
ワークインターフェイス数の他に少なくとも 1 つ余分にインターフェイスを作成し、トラフィックが急増
した場合にも処理できるよう追加の容量を確保しておくことをお勧めします。また、追加のネットワーク
インターフェイスでメンテナンスやアップグレードなどのサービス作業を行っている間の可用性も確保で
きます。

詳細については、「インバウンドエンドポイントを作成または編集するときに指定する値 (p. 506)」を参
照してください。

DNS ゾーンウォーキング
DNS ゾーンウォーキング攻撃とは、DNSSec 署名付き DNS ゾーンからすべてのコンテンツを取得しよう
とすることです。Route 53 Resolver チームがエンドポイントで DNS ゾーンが移動したときに生成された
トラフィックパターンと一致するトラフィックパターンを検出すると、サービスチームはエンドポイント
のトラフィックを抑制します。その結果、DNS クエリのタイムアウトの割合が高くなることがあります。

エンドポイントの容量が減少し、エンドポイントが誤って調整されたと思われる場合は、https://
console.aws.amazon.com/support/home#/ にアクセスしてサポートケースを作成してください。

Amazon Route 53 のベストプラクティス
次のベストプラクティスに従って、Amazon Route 53 のヘルスチェックを最適化します。

トピック
• ヘルスチェック用 Elastic IP アドレスのベストプラクティス (p. 693)

ヘルスチェック用 Elastic IP アドレスのベストプラク
ティス
エンドポイントのヘルスチェックを行う際のベストプラクティスは、Elastic IP アドレスを使用することで
す。ただし、所有していない Elastic IP アドレスに関連付けられているヘルスチェックは必ず削除してく
ださい。例えば、Amazon EC2 インスタンスを使用しなくなった場合は、その Elastic IP アドレスに関連
付けられているヘルスチェックはすべて必ず削除してください。Elastic IP アドレスは別のユーザーまたは 
AWS アカウント に割り当てられる可能性があり、これによりユーザーのヘルスチェックデータが侵害さ
れることがあります。
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Service Quotas を使用したクォータの表示と管理

クォータ
Amazon Route 53 API リクエストおよびエンティティには、次のクォータが適用されます (以前は「制
限」と呼ばれていました)。

トピック
• Service Quotas を使用したクォータの表示と管理 (p. 694)
• エンティティのクォータ (p. 694)
• API リクエストの最大数 (p. 699)

Service Quotas を使用したクォータの表示と管理
Service Quotas サービスを使用して、多くの AWS サービスのクォータを表示し、クォータの引き上げ
をリクエストできます。詳細については、Service Quotas ユーザーガイドを参照してください。(現時点
では、ドメイン、Route 53、および Route 53 Resolver のクォータを表示して管理するために Service 
Quotas を使用できます。)

Note

クォータを表示し、Route 53 のクォータ引き上げをリクエストするには、リージョンを米国東部 
(バージニア北部) に変更する必要があります。Resolver のクォータを表示して、クォータ引き上
げをリクエストするには、該当するリージョンに変更します。

エンティティのクォータ
Amazon Route 53 のエンティティには、次のクォータが適用されます。

現在のクォータ (以前は「制限」と呼ばれていました) を取得する方法の詳細については、以下の Route 53 
アクションを参照してください。

• GetAccountLimit: ヘルスチェック、ホストゾーン、再利用可能な委託セット、トラフィックフローポリ
シー、トラフィックフローポリシーレコードのクォータを取得

• GetHostedZoneLimit: ホストゾーン、およびプライベートホストゾーンに関連付けることができる 
Amazon VPC のレコードのクォータを取得

• GetReusableDelegationSetLimit: 再利用可能な委託セットに関連付けることができるホストゾーンの数
のクォータを取得

トピック
• ドメインのクォータ (p. 695)
• ホストゾーンのクォータ (p. 695)
• レコードのクォータ (p. 695)
• Route 53 Resolver でのクォータ (p. 696)
• ヘルスチェックのクォータ (p. 698)
• クエリログの設定のクォータ (p. 698)
• トラフィックフローポリシーおよびポリシーレコードのクォータ (p. 698)
• 再利用可能な委任セットのクォータ (p. 699)
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ドメインのクォータ

ドメインのクォータ
エンティティ Quota

ドメイン AWS アカウントあたり 20*

クォータ引き上げのリクエスト

* 2021 年 3 月時点の、新規顧客向けの上限は 20 です。

すでにアカウントをお持ちで、デフォルトの制限が 50 の場合、50 のままになります。

ホストゾーンのクォータ
エンティティ Quota

ホストゾーン AWS アカウントあたり 500

クォータ引き上げのリクエスト

同じ再利用可能な委託セットを使用でき
るホストゾーン

100

クォータ引き上げのリクエスト

ホストゾーン ごとに、プライベートホ
ストゾーン に関連付けることができる 
Amazon VPC

300

クォータ引き上げのリクエスト

VPC を関連付けることができるプライ
ベートホストゾーン

クォータなし *

あるアカウントで作成した VPC と、別
のアカウントで作成したホストゾーンを
関連付けられるように作成できる許可

1,000

ホストゾーンごとに作成できる鍵署名鍵 
(KSK) の数

2

* VPC を、AWS アカウントで管理するプライベートホストゾーンのいずれかまたはすべてに関連付ける
ことができます。例えば、3 つの AWS アカウントがあり、3 つのすべてのホストゾーンのデフォルトの
クォータが 500 であるとします。3 つのアカウントすべてに対して 500 個のプライベートホストゾーンを
作成する場合、VPC を 1,500 個のプライベートホストゾーンに関連付けることができます。

レコードのクォータ
エンティティ Quota

レコード 10,000/ホストゾーン

クォータ引き上げのリクエスト

ホストゾーンのレコードのクォータが 10,000 を超える場合
は、追加料金が適用されます。詳細については、「Amazon 
Route 53 料金表」を参照してください。
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Route 53 Resolver でのクォータ

エンティティ Quota

レコードの値 レコードごとに 400

位置情報、レイテンシー、複数値回答、
加重、および IP ベースの各レコード

同じ名前とタイプのレコードは 100 個まで

地理的近接性レコード 同じ名前とタイプのレコードは 30 個まで

CIDR コレクション AWS アカウント あたり 5 個。

クォータ引き上げのリクエスト。

CIDR ブロック CIDR コレクションあたり1000 個。

クォータ引き上げのリクエスト。

Route 53 Resolver でのクォータ
このセクションには、Route 53 Resolver クォータのすべてが含まれています

Route 53 Resolver でのクォータ
Route 53 Resolver のクォータを増やすには、次の手順に従います。

Resolver のクォータを増やすには

1. https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/route53resolver/quotasでService 
Quotas コンソールを開きます。

2. 上限を引き上げたいリージョンに移動します。
3. 引き上げたい Route 53 Resolver の [クォータの名称] を選択します。
4. [クォータ引き上げリクエスト] を選択し、クォータ値を入力してから、[リクエスト] を選択します。

Route 53 Resolver エンドポイントでのクォータ

エンティティ Quota

AWS リージョンごとのエンドポイント AWS アカウントあたり 4

クォータ引き上げのリクエスト (p. 696)

エンドポイントあたりの IP アドレス数 6

クォータ引き上げのリクエスト (p. 696)。

ルールあたりの IP アドレス数 6

AWS リージョンごとのルール AWS アカウントあたり 1000

クォータ引き上げのリクエスト (p. 696)

AWS リージョンごとのルールと VPC 
の関係付け

AWS アカウントあたり 2000

クォータ引き上げのリクエスト (p. 696)
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Route 53 Resolver でのクォータ

エンティティ Quota

エンドポイントの IP アドレスごとに 1 
秒あたりのクエリ数

10,000*

* 各 Elastic Network Interface エンドポイントは、1 秒あたり最大 10,000 の DNS クエリ (QPS) を処理で
きます。DNS QPS の数は、クエリのタイプ、レスポンスのサイズ、対象のネームサーバーの正常性、ク
エリのレスポンス時間、 ラウンドトリップレイテンシー、、および使用中のプロトコルにより異なりま
す。例えば、応答が遅いネームサーバーを対象としたクエリは、ネットワークインターフェイスのキャ
パシティを大幅に削ってしまいます。さらに、高可用性を確保するために、Route 53 Resolver は受信す
る DNS リクエストごとに、冗長なアウトバウンドクエリを生成します。結果として、それぞれのアウト
バウンドネットワークインターフェイスの QPS は、Route 53 Resolver に送信された QPS と一致しませ
ん。CloudWatch メトリックスを使用して、各ネットワークインターフェイスに送信されるクエリの数を
測定します。詳細については、「Resolver IP アドレスのメトリクス (p. 654)」を参照してください。最大
クエリレートがエンドポイント内の任意のネットワークインターフェイスの容量の 50% を超える場合は、
ネットワークインターフェイスを追加してエンドポイントの容量を増やすことができます。

Route 53 Resolver クエリログでのクォータ

エンティティ Quota

AWSリージョンごとのクエリログ設定 20

AWS リージョンごとのクエリログ設定 
VPC の関連付け

100

設定の共有先となったアカウントにおけ
る、AWS リージョンごと、アカウント
ごと (RAM を使用して共有) のクエリロ
グ設定の VPC 関連付け

100

Route 53 Resolver DNS ファイアウォールでのクォータ

エンティティ Quota

AWS リージョンあたり 1 つのアカウ
ントの VPC に関連付けられたルールグ
ループの数

5

AWS リージョンあたり 1 つのアカウン
トに対する、1 つの Amazon S3 ファイ
ルにある DNS ファイアウォールドメイ
ンの数

250,000

クォータ引き上げのリクエスト (p. 696)。

AWS リージョンあたり 1 つのアカウ
ントに対する、DNS ファイアウォール
ルールグループの数

1,000

クォータ引き上げのリクエスト (p. 696)。

AWSリージョンあたり 1 つのアカウン
トに対する、ルールグループ内のルール
の数

100

クォータ引き上げのリクエスト (p. 696)

AWS リージョンごとの単一アカウント
のドメインリストの数

1,000
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ヘルスチェックのクォータ

エンティティ Quota
クォータ引き上げのリクエスト (p. 696)。

AWSリージョンあたり 1 つのアカウン
トについて、すべての DNS ファイア
ウォールドメインのリストにおけるドメ
イン仕様の数

100,000

クォータ引き上げのリクエスト (p. 696)。

ヘルスチェックのクォータ

エンティティ Quota

ヘルスチェック AWS アカウントごとに 200 件のアクティブなヘルスチェッ
ク

クォータ引き上げのリクエスト。

算出したヘルスチェックが監視できる子
ヘルスチェック

255

ヘルスチェックリクエストへのレスポン
スのヘッダーの最大合計長

16,384 バイト (16K)

クエリログの設定のクォータ

エンティティ Quota

クエリログの設定 1/ホストゾーン

トラフィックフローポリシーおよびポリシーレコード
のクォータ

エンティティ Quota

トラフィックポリシー

Route 53 トラフィックフローの詳細に
ついては、「DNS トラフィックのルー
ティングにトラフィックフローを使用す
る (p. 463)」を参照してください。

AWSアカウントあたり 50

クォータ引き上げのリクエスト。

トラフィックポリシーバージョン トラフィックポリシーあたり 1000

トラフィックポリシーレコード (Route 
53 API、AWS SDK、AWS Command 
Line Interfaceおよび、AWS Tools for 
Windows PowerShellでは「ポリシーイ
ンスタンス」)

AWS アカウントあたり 5

クォータ引き上げのリクエスト。
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再利用可能な委任セットのクォータ

再利用可能な委任セットのクォータ

エンティティ Quota

再利用可能な委託セット AWS アカウントあたり 100

クォータ引き上げのリクエスト。

API リクエストの最大数
Amazon Route 53 API リクエストには、次の最大値が適用されます。

トピック
• ChangeResourceRecordSets リクエストの要素数と文字数 (p. 699)
• Amazon Route 53 API リクエストの頻度 (p. 699)
• Route 53 Resolver API リクエストの頻度 (p. 700)

ChangeResourceRecordSets リクエストの要素数
と文字数
ResourceRecord 要素

リクエストには、1000 個を超える ResourceRecord 要素を含めることはできません (エイリアスレ
コードを含む)。Action 要素の値が UPSERT の場合、各 ResourceRecord 要素は 2 回カウントされ
ます。

最大文字数

リクエストに含まれるすべての Value 要素内の文字 (スペースを含む) の合計数は、32,000 文字を超
えることはできません。Action 要素の値が UPSERT の場合、Value 要素の各文字は 2 回カウントさ
れます。

Amazon Route 53 API リクエストの頻度
すべての Amazon Route 53 API リクエスト

Amazon Route 53 API の場合、AWS アカウントごとに 1 秒あたり 5 つのリクエスト。1 秒あたり 5 
件を超えるリクエストを送信すると、Amazon Route 53 は HTTP 400 エラー (Bad request) を返し
ます。レスポンスヘッダーには、Throttling の値を持つ Code 要素と、Rate exceeded の値を持
つ Message 要素も含まれています。

Note

アプリケーションがこの制限を超える場合は、再試行のエクスポネンシャルバックオフを
実装することをお勧めします。詳細については、「Amazon Web Services 全般のリファレ
ンス」の「エラーの再試行と AWS でのエクスポネンシャルバックオフ」を参照してくださ
い。

ChangeResourceRecordSetsリクエストでオプションで指定するパラメータです。

Route 53 で、次のリクエストが到着するまでにリクエストを処理できない場合、同じホストゾーン
の後続のリクエストが却下され、HTTP 400 エラー (Bad request) が返されます。レスポンスヘッ
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ダーには、PriorRequestNotComplete の値を持つ Code 要素と、The request was rejected 
because Route 53 was still processing a prior request. の値を持つ Message 要素も
含まれています。

CreateHealthCheckリクエストでオプションで指定するパラメータです。

24 時間あたり最大 1000 件の CreateHealthCheck リクエストを送信できます。

Route 53 Resolver API リクエストの頻度
すべてのリクエスト

リージョン別の AWS アカウントごとに 1 秒あたり 5 件のリクエスト。リージョンで 1 秒あたり 5 件
を超えるリクエストを送信すると Resolver は HTTP 400 エラー (Bad request) を返します。レスポ
ンスヘッダーには、Throttling の値を持つ Code 要素と、Rate exceeded の値を持つ Message
要素も含まれています。

Note

アプリケーションがこの制限を超える場合は、再試行のエクスポネンシャルバックオフを
実装することをお勧めします。詳細については、「Amazon Web Services 全般のリファレ
ンス」の「エラーの再試行と AWS でのエクスポネンシャルバックオフ」を参照してくださ
い。
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関連情報
このサービスを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

トピック
• AWS のリソース (p. 701)
• サードパーティ製ツールとライブラリ (p. 702)
• グラフィカルユーザーインターフェイス (p. 703)

AWS のリソース
いくつかの有益なガイド、フォーラム、およびその他のリソースを Amazon Web Services から利用でき
ます。

• Amazon Route 53 API リファレンス – スキーマの場所、API のすべてのアクション、パラメータ、デー
タ型についての詳しい説明、このサービスから返されるエラーのリストを含むリファレンスガイドで
す。

• 「AWS::Route53::RecordSetタイプ」(「AWS CloudFormation ユーザーガイド」) - Amazon Route 53 
を AWS CloudFormation と共に使用して、AWS CloudFormation スタック用のカスタマイズした DNS 
名を作成するためのプロパティです。

• フォーラム – デベロッパーのためのコミュニティベースのフォーラムです。Route 53 に関連する技術的
な質問についてディスカッションできます。

• AWS サポートセンター - このサイトには、お客様の最近のサポートケース、AWS Trusted Advisor の
助言とヘルスチェックの結果に関する情報がまとめられており、フォーラム、技術上のよくある質問、
サービスヘルスダッシュボード、AWS サポートプランに関する情報へのリンクも掲載されています。

• AWS プレミアムサポート情報 - 1 対 1 での迅速な対応を行うサポートチャネルである AWS プレミアム
サポートに関する情報のメインウェブページです。プレミアムサポートは、AWS インフラストラクチャ
サービスでのアプリケーションの構築および実行を支援します。

• お問い合わせ – 請求やアカウントに関するお問い合わせ用のリンクです。技術的な質問の場合は、上記
のディスカッションフォーラムまたはサポートリンクをご利用ください。

• Route 53 製品情報 – 機能、料金、その他の情報を含む、Route 53 に関する情報を提供しているメイン
のウェブページです。

• クラスとワークショップ – AWS のスキルを磨き、実践的な経験が得るために役立つセルフペースラボに
加えて、ロールベースのコースと特別コースへのリンクです。

• AWS デベロッパーセンター – チュートリアルの検索、ツールのダウンロード、AWS デベロッパーイベ
ントの確認を行います。

• AWS デベロッパーツール - AWS アプリケーションを開発および管理するためのデベロッパーツー
ル、SDK、IDE ツールキット、およびコマンドラインツールへのリンクです。

• ご利用開始のためのリソースセンター — AWS アカウント をセットアップする方法、AWS コミュニ
ティに参加する方法、最初のアプリケーションを起動する方法を説明します。

• ハンズオンチュートリアル - ステップ バイ ステップのチュートリアルに従って、最初のアプリケーショ
ンを AWS で起動します。

• AWS ホワイトペーパー – アーキテクチャ、セキュリティ、エコノミクスなどのトピックについ
て、AWS のソリューションアーキテクトや他の技術エキスパートが記述した AWS の技術ホワイトペー
パーの包括的なリストへのリンクです。
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• AWS Support Center – AWS Support のケースを作成して管理するためのハブです。フォーラム、技術
上のよくある質問、サービスヘルスステータス、AWS Trusted Advisor など、他の役立つリソースへの
リンクも含まれています。

• AWS Support – AWS Support に関する情報のメインウェブページです。クラウド内でのアプリケーショ
ンの構築および実行を支援するために 1 対 1 での迅速な対応を行うサポートチャネルとして機能しま
す。

• お問い合わせ - AWS の請求、アカウント、イベント、不正使用、その他の問題などに関するお問い合わ
せの受付窓口です。

• AWS サイトの利用規約 – 当社の著作権、商標、お客様のアカウント、ライセンス、サイトへのアクセ
ス、その他のトピックに関する詳細情報。

サードパーティ製ツールとライブラリ
AWS リソースに加えて、Amazon Route 53 に対応する各種サードパーティーツールやライブラリがあり
ます。

• AmazonRoute53AppsScript (webos-goodies 経由)

Amazon Route 53 の Google スプレッドシート管理。
• .NET 用 AWS コンポーネント (SprightlySoft 経由)

REST オペレーションおよび Route 53 のサポートを含む、Amazon Web Services 向けの 
SprightlySoft .NET コンポーネント。

• Boto API のダウンロード (github 経由)

Amazon Web Services への Boto Python インターフェイス。
• cli53 (github 経由)

Route 53 用のコマンドラインインターフェイス。
• Dasein Cloud API

Java ベースの API。
• R53.py (github 経由)

ソース管理の対象となっている DNS 設定の正規バージョンを維持し、設定の変更に必要な変更の最小
セットを計算します。

• RightScripts (RightScale 経由)

Route 53 で使用する RightScale サーバーを構成または更新するためのスクリプト。
• RightScale サポートチュートリアル

Route 53 を使用してセットアップされたドメイン向けの RightScale のチュートリアル。
• route53d

Route 53 API への DNS フロントエンド (増分ゾーン転送 (IXFR) を有効にします)。
• Route53Manager (github 経由)

ウェブベースのインターフェイス。
• Ruby Fog (github 経由)

Ruby クラウドサービスライブラリ。
• WebService::Amazon::Route53 (CPAN 経由)

Amazon Route 53 API への Perl インターフェイス。
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グラフィカルユーザーインターフェイス
次のサードパーティツールは、Amazon Route 53 を使用して作業するためのグラフィカルユーザーイン
ターフェイス (GUI) を提供します。

• R53 Fox
• Ylastic
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ドキュメント履歴
以下の項目に、Route 53 ドキュメントの各リリースにおける重要な変更点を示します。このドキュメント
の更新に関する通知については、RSS フィードでサブスクライブできます。

トピック
• 2023 年のリリース (p. 704)
• 2022 年のリリース (p. 704)
• 2021 年リリース (p. 705)
• 2020 年リリース (p. 705)
• 2018 リリース (p. 706)
• 2017 リリース (p. 707)
• 2016 リリース (p. 708)
• 2015 リリース (p. 710)
• 2014 リリース (p. 712)
• 2013 リリース (p. 714)
• 2012 リリース (p. 715)
• 2011 リリース (p. 715)
• 2010 リリース (p. 716)

2023 年のリリース
2023 年 3 月 22 日

Route 53 ガイド全体でドメインの新しいコンソール体験を更新しました。AWS アカウント のドメイ
ンを別の AWS アカウント へ移行するときは、こちらの新しいコンソールも使用できます。詳細につ
いては、新しいドメインの登録 (p. 42) および ドメインの移管 (p. 78) を参照してください。

2023 年 3 月 10 日

Amazon Route 53 Resolver を使って、IPv4、IPv6、デュアルスタックのエンドポイントを介してリ
ソースに接続できるようになりました。詳細については、インバウンドエンドポイントを作成または
編集するときに指定する値 (p. 506) および アウトバウンドエンドポイントを作成または編集するとき
に指定する値 (p. 508) を参照してください。

2022 年のリリース
2022 年 9 月 21 日

今後は、ポリシー条件を使用することで、Amazon Route 53 内で更新中のリソースレコードセットに
対する、より詳細なアクセス権をユーザーに付与できます。詳細については、「 リソースレコード
セットのアクセス許可 (p. 406)」を参照してください。

2022 年 8 月 30 日

Amazon Route 53 で、2022 年 8 月 1 日以降に作成された AWS App Runner のサービス用のエイリア
スレコードがサポートされました 詳細については、「AWS App Runner のサービスへのトラフィック
のルーティング (p. 528)」を参照してください。
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2022 年 6 月 1 日

Amazon Route 53 で IP ベースのルーティングオプションが利用可能になりました。詳細について
は、「IP ベースのルーティング (p. 386)」を参照してください。

2022 年 3 月 16 日

Amazon Route 53 のプライベートホストゾーンで、地理位置情報およびレイテンシーベースのルー
ティングオプションがサポートされるようになりました。詳細については、「Supported routing 
policies for records in a private hosted zone (p. 366)」を参照してください。

2022 年 1 月 25 日

「.com.au」 および 「.net.au」 TLD の所有権を変更するプロセスは、2 つの電子メールへの返信 (古
い登録者と新しい登録者の両方による) を含む内容に簡素化されており、フォーム入力は含まれてい
ません。詳細については、.com.au (オーストラリア) (p. 304) および .net.au (オーストラリア) (p. 309)
を参照してください。

2021 年リリース
2021 年 10 月 26 日

Amazon Route 53 でデフォルトの逆引き DNS ルールを無効にするためのサポートが追加されまし
た。これらのルールの作成を無効にし、代わりに逆引き DNS 名前空間のクエリを必要な場合に外部
サーバーに転送できるようになりました。詳細については、「Resolver での逆引き DNS クエリの転
送ルール (p. 519)」を参照してください。

2021 年 9 月 1 日

静的ウェブサイト用の Amazon CloudFront ディストリビューションの作成手順を説明する新しい入門
トピックを追加。詳細については、「Amazon CloudFront ディストリビューションを使用して静的な
ウェブサイトを提供する (p. 25)」を参照してください。

2021 年 7 月 14 日

Amazon Route 53 の AWS マネージドポリシーの追跡を開始しました。詳細については、「Amazon 
Route 53 の AWS 管理ポリシー (p. 622)」を参照してください。

2021 年 3 月 31 日

Route 53 Resolver DNS ファイアウォール DNS Firewall を使うと、VPC からのアウトバウンド DNS 
リクエストを保護できます。詳細については、「Route 53 Resolver DNS Firewall (p. 580)」を参照し
てください。

2020 年リリース
2020 年 12 月 17 日

Route 53 Resolver の DNSSEC 署名のサポートを追加 詳細については、「Amazon Route 53 での 
DNSSEC 署名の設定 (p. 477)」を参照してください。

Route 53 Resolver の DNSSEC 検証のサポートを追加 詳細については、「Amazon Route 53 での 
DNSSEC 検証の有効化 (p. 520)」を参照してください。

2020 年 9 月 23 日

新しいコンソールエクスペリエンスで Route 53 ガイド全体が更新されました。詳細については、
「Amazon Route 53 とは？ (p. 1)」を参照してください。
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2020 年 9 月 1 日

Resolver のクエリログのサポートを追加 詳細については、「リゾルバーでのクエリのログ記
録 (p. 640)」を参照してください。

2018 リリース
2018 年 12 月 20 日

API Gateway API、または Amazon VPC インターフェイスエンドポイントにトラフィックをルーティ
ングする、Route 53 エイリアスレコードを作成できます。詳細については、「値/トラフィックのルー
ティング先 (p. 417)」を参照してください。

2018 年 11 月 28 日

Route 53 Auto Naming (別名 Service Discovery) は、独立したサービス AWS Cloud Map になりまし
た。詳細については、AWS Cloud Map デベロッパーガイドを参照してください。

2018 年 11 月 19 日

Route 53 Resolver を使用して、Direct Connect または VPN 接続を介して VPC とネットワーク間の 
DNS 解決を設定できます。(Resolver は、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ですべてのお
客様にデフォルトで提供される再帰 DNS サービスの新しい名称です)。これにより、ネットワーク上
のリゾルバーからの DNS クエリを、Route 53 Resolver に転送することが可能になります。Resolver 
を使用すると、選択したドメイン名 (example.com) およびサブドメイン名 (api.example.com) に対
するクエリを VPC からネットワーク上のリゾルバーに転送することもできます。詳細については、
「Amazon Route 53 Resolver の概要 (p. 494)」を参照してください。

2018 年 11 月 7 日

Route 53 トラフィックフローとジオプロキシミティルーティングを使用している場合は、インタラク
ティブマップを使用して、エンドユーザーが世界中のエンドポイントにどのようにルーティングされ
るかを可視化できます。詳細については、「地理的近接性の設定の効果を示す地図の表示 (p. 470)」
を参照してください。

2018 年 10 月 18 日

Route 53 コンソールと API を使用して、Route 53 ヘルスチェックを一時的に無効にすることができ
ます。これにより、ウェブサーバーなどのエンドポイントのモニタリングを一時停止する簡単な方
法を得られるため、アラームを起動したり、不要なログやステータスメッセージを生成したりする
ことなく、エンドポイントのメンテナンスを実行できます。詳細については、「ヘルスチェックを
作成または更新するときに指定する値 (p. 547)」の「無効化」を参照してください。この機能は、エ
ンドポイントをモニタリングするヘルスチェック、他のヘルスチェックをモニタリングするヘルス
チェック、CloudWatch アラームをモニタリングするヘルスチェックの 3 種類すべての Route 53 ヘル
スチェックで使用可能です。

2018 年 3 月 13 日

自動命名を使用している場合は、サードパーティーのヘルスチェッカーを使用してリソースのヘルス
を評価できるようになりました。これは、インスタンスが Amazon VPC に存在するなどの理由でイン
ターネット上でリソースを利用できない場合に役立ちます。詳細については、Amazon Route 53 API 
リファレンスの「HealthCheckCustomConfig」を参照してください。。

2018 年 3 月 9 日

自動命名用の管理ポリシーが IAM に追加されました。詳細については、「Amazon Route 53 の AWS 
管理ポリシー (p. 622)」を参照してください。

2018 年 2 月 6 日

ELB ロードバランサーにトラフィックをルーティングするエイリアスレコードを作成する
か、CNAME レコードを作成するように自動命名を設定できるようになりました。詳細について
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は、Amazon Route 53 API リファレンスの RegisterInstance API に関する項目で「属性」を参照して
ください。

2017 リリース
2017 年 5 月 12 日

Route 53 自動命名 API を使用して、マイクロサービス用のインスタンスをプロビジョニングできるよ
うになりました。自動命名では、定義したテンプレートに基づいて、DNS レコードとオプションでヘ
ルスチェックを自動的に作成できます。詳細については、「AWS Cloud Map デベロッパーガイド」
の「AWS Cloud Map とは?」を参照してください。

2017 年 11 月 16 日

ホストゾーンやヘルスチェックなど、Route 53 リソースの現在のクォータと、現在使用
している各リソースの数をプログラムで取得できるようになりました。詳細については、
Amazon Route 53 API リファレンスの「GetAccountLimit」、「GetHostedZoneLimit」、および
「GetReusableDelegationSetLimit」を参照してください。

2017 年 10 月 3 日

Route 53 が HIPAA 対象のサービスになりました。詳細については、「Amazon Route 53 のコンプラ
イアンス検証 (p. 633)」を参照してください。

2017 年 9 月 29 日

ドメインを Route 53 に移管できるかどうかを、プログラムで確認できるようになりました。詳細に
ついては、Amazon Route 53 API リファレンスの「CheckDomainTransferability」を参照してくださ
い。

2017 年 9 月 11 日

インターネットトラフィックを、Elastic Load Balancing のネットワークロードバランサーにルーティ
ングする、Route 53 エイリアスレコードを作成できるようになりました。エイリアスレコードの詳細
については、「エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択 (p. 392)」を参照してください。

2017 年 9 月 7 日

パブリックで信頼できる DNS サービスとして Route 53 を使用している場合は、Route 53 により受信
される DNS クエリのログ記録が可能になりました。詳細については、「パブリック DNS クエリのロ
グ記録 (p. 636)」を参照してください。

2017 年 9 月 1 日

Route 53 トラフィックフローを使用している場合は、地理的近接性ルーティングを使用できるように
なりました。これにより、ユーザーとリソース間の物理的な距離に基づいてトラフィックをルーティ
ングできます。また、正または負のバイアスを指定して、各リソースに多かれ少なかれトラフィック
をルーティングすることもできます。詳細については、「地理的近接性ルーティング (トラフィックフ
ローのみ) (p. 383)」を参照してください。

2017 年 8 月 21 日

Route 53 を使用して、ドメインおよびサブドメインの証明書を発行する認証機関を指定するための、
認定権限 (CAA) レコードを作成できるようになりました。詳細については、「CAA レコードタイ
プ (p. 395)」を参照してください。

2017 年 8 月 18 日

Route 53 コンソールを使用して、多数のドメインを Route 53 に転送できるようになりました。詳細
については、「ドメイン登録の Amazon Route 53 への移管 (p. 79)」を参照してください。

2017 年 8 月 4 日

ドメインを登録するときに、一部の最上位ドメイン (TLD) のレジストリで、登録者の連絡先に有効な
電子メールアドレスを指定したことを確認する必要があります。確認メールを送信して、ドメイン登
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録プロセス中にメールアドレスを正常に検証したことを確認できます。詳細については、「新しいド
メインの登録 (p. 42)」を参照してください。

2017 年 6 月 21 日

複数のリソース (ウェブサーバーなど) に対し、トラフィックをほぼランダムにルーティングする場
合、各リソースのために複数値回答のレコードを 1 つ作成できるようになりました。また必要に応じ
て、各レコードに Route 53 ヘルスチェックを関連付けることもできます。Route 53 は、DNS クエリ
への応答に、各クエリに対応した最大 8 つの正常なレコードを使用します。また、それぞれのDNS リ
ゾルバーには異なる回答を返します。詳細については、「複数値回答ルーティング (p. 390)」を参照
してください。

2017 年 4 月 10 日

Route 53 コンソールを使用して Route 53 にドメイン登録を移管する場合に、ドメインの DNS サービ
スのネームサーバーを、移管されたドメイン登録に関連付けるための、次のいずれかのオプションが
選択できるようになりました。
• 選択した Route 53 のホストゾーンのネームサーバーを使用する
• ドメインの現在の DNS サービスのネームサーバーを使用する
• 指定したネームサーバーを使用する

Route 53 は、これらのネームサーバーを、移管されたドメイン登録と自動的に関連付けます。

2016 リリース
2016 年 11 月 21 日

エンドポイントのヘルスチェックをするために、IPv6 アドレスを使用したヘルスチェックを作成でき
るようになりました。詳細については、「ヘルスチェックの作成と更新 (p. 546)」を参照してくださ
い。

2016 年 11 月 15 日

Route 53 API アクションを使用して、別のアカウントで作成したプライベートホストゾーンを使用す
るアカウントで作成した Amazon VPC での、関連付けが行えるようになりました。詳細については、
「作成済みの Amazon VPC と、別の AWS アカウントで作成したプライベートホストゾーンを関連付
ける (p. 370)」を参照してください。

2016 年 8 月 30 日

このリリースの Route 53 には、次の新機能が追加されています。
• 名前付け権限ポインタ (NAPTR) レコード – ある値を別の値に変換したり、ある値を別の値で置き

換えたりするための、動的委任発見システム (DDDS) アプリケーションが使用する NAPTR レコー
ドを作成できるようになりました。例えば、1 つの一般的な用途は、電話番号を SIP URI に変換す
る場合です。詳細については、「NAPTR レコードタイプ (p. 400)」を参照してください。

• DNS クエリのテストツール – レコードの DNS クエリをシミュレートして、Route 53 が返す値を表
示することができるようになりました。位置情報およびレイテンシーレコードの場合、特定の DNS 
リゾルバーおよび (または) クライアント IP アドレスからのリクエストをシミュレートして、その
リゾルバーまたは IP アドレスを使用して Route 53 がクライアントに返すレスポンスを調べるこ
ともできます。詳細については、「Route 53 からの DNS 応答の確認 (p. 355)」を参照してくださ
い。

2016 年 8 月 11 日

このリリースでは、ELB アプリケーションロードバランサーにトラフィックをルーティングするアリ
アスレコードを作成できます。このプロセスは、Classic ロードバランサーと同様です。詳細について
は、「値/トラフィックのルーティング先 (p. 417)」を参照してください。
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2016 年 8 月 9 日

このリリースでは、DNSSEC のドメイン登録に関するサポートが、Route 53 に追加されまし
た。DNSSEC は、DNS のなりすまし攻撃 (中間者攻撃とも呼ばれる) からドメインを保護するために
役立ちます。詳細については、「ドメインの DNSSEC の設定 (p. 110)」を参照してください。

2016 年 7 月 7 日

ドメインの登録を手動で延長して、レジストリから特定される最低登録期間よりも長い初期登録期間
のドメインを登録できるようになりました。詳細については、「ドメインの登録期間の延長 (p. 67)」
を参照してください。

2016 年 7 月 6 日

インドに連絡先がある AISPL のお客様も、Route 53 を使用したドメインの登録ができるようになり
ました。詳細については、「Managing an Account in India」を参照してください。

2016 年 5 月 26 日

このリリースの Route 53 には、次の新機能が追加されています。
• ドメイン請求レポート – 指定した期間のドメイン登録に関わるすべての料金が、ドメインごとに一

覧表示されるレポートをダウンロードできます。このレポートには、料金が発生するすべてのドメ
イン登録オペレーションが含まれます。ドメインの登録、ドメインの Route 53 への転送、ドメイ
ン登録の更新、およびドメイン所有者の変更 (一部の TLD の場合)などが含まれます。詳細について
は、次のドキュメントを参照してください。
• Route 53 コンソール –「ドメイン請求レポートのダウンロード (p. 121)」を参照してください。
• Route 53 API – Amazon Route 53 API リファレンスの「ViewBilling」を参照してください。

• 新しい TLD – 次の TLD を含むドメインを登録できるようになりまし
た。TLD: .college、.consulting、.host、.name、.online、.republican、.rocks、.sucks、.trade、.website、.uk 
詳細については、「Amazon Route 53 に登録できる最上位ドメイン (p. 122)」を参照してくださ
い。

• ドメイン登録用の新しい API – 新規ドメインの登録など、登録者の連絡用 E メールアドレスが有効
であるかどうかの確認を必要とするオペレーションでは、登録者の連絡先で確認メールのリンクが
クリックされたかどうか、クリックしていない場合はリンクが有効かどうかを、プログラムで検証
できます。また、別の確認用 E メールの送信をプログラムでリクエストできます。詳細について
は、Amazon Route 53 API リファレンスで、次のドキュメントを参照してください。
• GetContactReachabilityStatus
• ResendContactReachabilityEmail

2016 年 4 月 5 日

このリリースの Route 53 には、次の新機能が追加されています。
• CloudWatch メトリクスに基づくヘルスチェック – CloudWatch メトリクスのアラーム状態に基づく

ヘルスチェックを作成できるようになりました。これは、プライベート IP アドレスしか割り当て
られていない Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 内のインスタンスなど、標準の Route 53 ヘルス
チェックでは到達できないエンドポイントの正常性をチェックする場合に有用です。詳細について
は、次のドキュメントを参照してください。
• Route 53 コンソール –「ヘルスチェックを作成または更新するときに指定する値」トピックの

「CloudWatch アラームのモニタリング (p. 551)」を参照してください。
• Route 53 API – Amazon Route 53 API リファレンスの「CreateHealthCheck」および

「UpdateHealthCheck」を参照してください。
• 設定可能なヘルスチェックロケーション – リソースの正常性をチェックする場合に、Route 53 がヘ

ルスチェックの対象とするリージョンを選択できるようになりました。これにより、ヘルスチェッ
クによりエンドポイントで生じる負荷を抑えることができます。これは、顧客が 1 つまたは少数の
地理的リージョンに集中している場合に便利です。詳細については、次のドキュメントを参照して
ください。
• Route 53 コンソール –「ヘルスチェックを作成または更新するときに指定する値」トピックの

「Health checker regions」を参照してください。
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• Route 53 API – Amazon Route 53 API リファレンスで、「CreateHealthCheck」および
「UpdateHealthCheck」の「Regions 要素」を参照してください。

• プライベートホストゾーンのフェイルオーバー – プライベートホストゾーンで、フェイルオーバー
レコードおよびフェイルオーバーエイリアスレコードを作成できるようになりました。メトリクス
ベースのヘルスチェックにこの機能を組み合わせると、プライベート IP アドレスしかなく標準の 
Route 53 ヘルスチェックでは到達できないエンドポイントについても、DNS フェイルオーバーを
設定することができます。詳細については、次のドキュメントを参照してください。
• Route 53 コンソール –「プライベートホストゾーンのフェイルオーバーの設定 (p. 576)」を参照

してください。
• Route 53 API – Amazon Route 53 API リファレンスの「ChangeResourceRecordSets」を参照し

てください。
• プライベートホストゾーンのエイリアスレコード – 以前は、同じホストゾーン内の他の Route 53 

レコードにのみ、DNS クエリをルーティングするエイリアスレコードを作成することができまし
た。このリリースでは、ローカル化されたサブドメインがある Elastic Beanstalk 環境、Elastic Load 
Balancing のロードバランサー、および Amazon S3 バケットにも、DNS クエリをルーティングす
るためのエイリアスレコードを作成することができます。(CloudFront ディストリビューションに 
DNS クエリをルーティングするエイリアスレコードを作成することはできません) 詳細について
は、次のドキュメントを参照してください。
• Route 53 コンソール –「エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択 (p. 392)」を参照し

てください。
• Route 53 API – Amazon Route 53 API リファレンスの「ChangeResourceRecordSets」を参照し

てください。
2016 年 2 月 23 日

HTTPS ヘルスチェックを作成または更新する場合、TLS ネゴシエーション中にエンドポイントにホ
スト名を送信するよう、Route 53 を設定できるようになりました。これにより、エンドポイントは該
当する SSL/TLS 証明書で HTTPS リクエストに応答することができます。詳細については、「ヘルス
チェックを作成または更新するときに指定する値」トピックの Enable SNI フィールドの説明を参照し
てください。API を使用してヘルスチェックを作成または更新する際、SNI を有効にする方法につい
ては、Amazon Route 53 API リファレンスの「CreateHealthCheck」および「UpdateHealthCheck」
を参照してください。

2016 年 1 月 27 日

これにより、.accountants、.band、.city など、100 以上の追加の最上位ドメイン (TLD) のドメインを
登録することができます。サポートされる TLD の完全なリストについては、「Amazon Route 53 に
登録できる最上位ドメイン (p. 122)」を参照してください。

2016 年 1 月 19 日

これにより、Elastic Beanstalk 環境にトラフィックをルーティングするエイリアスレコードを作成で
きます。Route 53 コンソールを使用したレコード作成の詳細については、「Amazon Route 53 コン
ソールを使用したレコードの作成 (p. 404)」を参照してください。API を使用したレコード作成の詳細
については、Amazon Route 53 API リファレンスの「ChangeResourceRecordSets」を参照してくだ
さい。

2015 リリース
2015 年 12 月 3 日

Route 53 コンソールに含まれるようになったビジュアルエディターでは、Route 53 の加重、レイ
テンシー、フェイルオーバー、および地理的位置情報のルーティングポリシーを組み合わせて使
用する、複雑なルーティング設定を迅速に作成することができます。その後、設定を、同じホス
トゾーンまたは複数のホストゾーンで 1 つ以上のドメイン名 (example.com など) またはサブドメ
イン名 (www.example.com など) に関連付けることができます。さらに、新しい設定が期待どおり
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に機能していない場合は、更新を元に戻すことができます。同じ機能性は、Route 53 API、AWS 
SDK、AWS CLI、および AWS Tools for Windows PowerShell を使用しても得られます。ビジュアル
エディターの詳細については、「DNS トラフィックのルーティングにトラフィックフローを使用す
る (p. 463)」を参照してください。API を使用してトラフィックフロー設定を作成する方法の詳細につ
いては、Amazon Route 53 API リファレンスを参照してください。

2015 年 10 月 19 日

このリリースの Route 53 には、次の新機能が追加されています。
• Amazon Registrar, Inc. による .com および .net ドメインのドメイン登録 – Amazon は Amazon 

Registrar, Inc. を通じて .com および .net トップレベルドメイン (TLD) の ICANN 認定レジストラと
なりました。Route 53 を使用して .com または .net ドメインを登録すると、Amazon Registrar がレ
コードのレジストラとなり、WHOIS クエリの結果に「Sponsoring Registrar」として一覧表示され
ます。Route 53 を使用したドメインの登録の詳細については、「Amazon Route 53 を使用したドメ
インの登録と管理 (p. 41)」を参照してください。

• .com および .net ドメインでのプライバシー保護 – Route 53 で .com または .net ドメインを登録す
る場合、姓名を含むすべての個人情報は非表示になります。他のドメインを Route 53 で登録する場
合には、姓名は非表示ではありません。プライバシー保護については、「ドメインの連絡先情報の
プライバシー保護の有効化/無効化 (p. 63)」を参照してください。

2015 年 9 月 15 日

このリリースの Route 53 には、次の新機能が追加されています。
• 計算されたヘルスチェック – 他のヘルスチェックの状態によってステータスが決定され

るヘルスチェックを作成できるようになりました。詳細については、「ヘルスチェックの
作成と更新 (p. 546)」を参照してください。また、Amazon Route 53 API リファレンスの
「CreateHealthCheck」もご確認ください。

• ヘルスチェックのレイテンシー測定 – ヘルスチェッカーとエンドポイント間のレイテンシー
を測定するように、Route 53 を設定できるようになりました。レイテンシーデータは、Route 
53 コンソール上で、Amazon CloudWatch のグラフに表示されます。新しいヘルスチェックの
レイテンシー測定を有効にする場合は、トピック「ヘルスチェックを作成または更新するとき
に指定する値 (p. 547)」の「高度な設定 (「エンドポイントを監視」する場合のみ) (p. 552)」
で、[Latency measurements] (レイテンシー測定) 設定をご確認ください。(既存のヘルスチェックに
ついてはレイテンシーの測定を有効にできません。) また、Amazon Route 53 API リファレンスの
「CreateHealthCheck」トピックで「MeasureLatency」についてもお読みください。

• Route 53 コンソールでのヘルスチェックダッシュボードの更新 – ヘルスチェックをモニタリングす
るためのダッシュボードには、例えば、Route 53 ヘルスチェッカーとエンドポイント間でのレイテ
ンシーを監視するための CloudWatch グラフなど、さまざまな形での改良が加えられています。詳
細については、「ヘルスチェックのステータス監視と通知の受信 (p. 558)」を参照してください。

2015 年 3 月 3 日

Amazon Route 53 デベロッパーガイドでは、Route 53 ホストゾーンのホワイトラベルネームサー
バーの設定方法が新たに解説されています。詳細については、「ホワイトラベルネームサーバーの設
定 (p. 357)」を参照してください。

2015 年 2 月 26 日

Route 53 API を使用して、AWS アカウントに関連付けられたホストゾーンを、名前のアルファベッ
ト順に一覧表示することが可能になりました。あるアカウントに関連付けられたホストゾーンの数も
取得できます。詳細については、Amazon Route 53 API リファレンスの「ListHostedZonesByName」
および「GetHostedZoneCount」を参照してください。

2015 年 2 月 11 日

このリリースの Route 53 には、次の新機能が追加されています。
• ヘルスチェックステータス – Route 53 コンソールのヘルスチェックページに、すべてのヘルス

チェックのステータスを包括的に表示するための、[Status (ステータス)] 列が追加されました。詳
細については、「ヘルスチェックのステータスと失敗理由を表示する (p. 558)」を参照してくださ
い。
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• AWS CloudTrail との統合 – Route 53 と CloudTrail を連携させて、AWS アカウントから Route 
53 API に送信されるあらゆるリクエストの情報をキャプチャできるようになりました。Route 53 
と CloudTrail を統合することで、Route 53 API に対して実行されたリクエストの種類、リクエス
トの実行元 IP アドレス、実行者、実行日時、その他を判断できます。詳細については、「AWS 
CloudTrail を使用した Amazon Route 53 API コールのログ記録 (p. 657)」を参照してください。

• ヘルスチェックのクイックアラーム – Route 53 コンソールを使用してヘルスチェックを作成する際
に、ヘルスチェックの Amazon CloudWatch アラームも同時に作成すると、エンドポイントの異常
が 1 分間継続したと Route 53 が判断した場合に通知が送られるユーザーを指定できます。詳細に
ついては、「ヘルスチェックの作成と更新 (p. 546)」を参照してください。

• ホストゾーンとドメインのタグ付け – 一般にコスト配分のために使用されるタグを、Route 53 ホス
トゾーンとドメインに付けることができるようになりました。詳細については、「Amazon Route 
53 リソースのタグ付け (p. 678)」を参照してください。

2015 年 2 月 5 日

Route 53 コンソールを使用して、ドメインの連絡先情報を更新できるようになりました。詳細につい
ては、「ドメインを登録または移管するときに指定する値 (p. 50)」を参照してください。

2015 年 1 月 22 日

Route 53 に新しいドメイン名を登録する際に、国際化ドメイン名も指定できるようになりました。
(Route 53 は既にホストゾーンおよびレコードで国際化ドメイン名をサポートしています) 詳細につい
ては、「DNS ドメイン名の形式 (p. 38)」を参照してください。

2014 リリース
2014 年 11 月 25 日

このリリースでは、ホストゾーンの作成時に指定したコメントを編集できるようになりました。コ
ンソールで、[Comment] フィールドの横にある鉛筆アイコンをクリックして、新しい値を入力しま
す。Route 53 API を使用してコメントを変更する方法の詳細については、Amazon Route 53 API リ
ファレンスの「UpdateHostedZoneComment」を参照してください。

2014 年 11 月 5 日

このリリースの Route 53 には、次の新機能が追加されています。
• Amazon Virtual Private Cloud サービスを使用して作成さた VPC 用のプライベート DNS – Route 

53 を使用して、DNS データをパブリックインターネットに公開することなく、VPC の内部ド
メイン名を管理できるようになりました。詳細については、「プライベートホストゾーンの使
用 (p. 364)」を参照してください。

• ヘルスチェックの失敗理由 – 選択したヘルスチェックの現在のステータスに加えて、Route 53 の各
ヘルスチェッカーからレポートされたヘルスチェックでの最後の失敗理由を、詳細に表示できるよ
うになりました。ステータスには HTTP ステータスコードが含まれ、失敗理由には、文字列の不一
致やレスポンスのタイムアウトなど、さまざまな種類の失敗に関する情報が含まれます。詳細につ
いては、「ヘルスチェックのステータスと失敗理由を表示する (p. 558)」を参照してください。

• 再利用可能な委託セット – 委託セットと総称される 4 つの権威ネームサーバーのセットを、異な
るドメイン名に対応する複数のホストゾーンにも適用できるようになりました。これにより、DNS 
サービスを Route 53 に移行し、多数のホストゾーンを管理するプロセスが大幅に簡素化されます。
現在、再利用可能な委託セットを使用するには、Route 53 API または AWS SDK を活用する必要が
あります。詳細については、「Amazon Route 53 API リファレンス」を参照してください。

• 位置情報ルーティングの向上 – EDNS0 の edns-client-subnet 拡張機能に対するサポートが追加され
たことで、位置情報ルーティングの精度がさらに向上しました。詳細については、「位置情報ルー
ティング (p. 382)」を参照してください。

• 署名 v4 のサポート – 署名バージョン 4 を使用して、すべての Route 53 API リクエストに署名でき
るようになりました。詳細については、Amazon Route 53 API リファレンスの「Signing Route 53 
API Requests (Route 53 API リクエストへの署名)」を参照してください。
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2014 年 7 月 31 日

このリリースでは、次のことを実行できます。
• Route 53 を使用してドメイン名を登録できます。詳細については、「Amazon Route 53 を使用した

ドメインの登録と管理 (p. 41)」を参照してください。
• クエリの発進元の地理的場所に基づいて DNS クエリに応答するように Route 53 を設定します。詳

細については、「位置情報ルーティング (p. 382)」を参照してください。
2014 年 7 月 2 日

このリリースでは、次のことを実行できます。
• ヘルスチェックでのほとんどの値を編集できます。詳細については、「ヘルスチェックの作成、更

新、削除 (p. 546)」を参照してください。
• Route 53 API を使用して、リソースの正常性を確認する際に Route 53 ヘルスチェッカーで使用さ

れる IP 範囲のリストを取得できます。これらの IP アドレスを使用して、ヘルスチェッカーでリ
ソースの正常性を確認できるようにルーターとファイアウォールのルールを設定できます。詳細に
ついては、Amazon Route 53 API リファレンスの「GetCheckerIpRanges」を参照してください。

• ヘルスチェックにコスト配分タグを割り当てることができます。これにより、ヘルスチェックに名
前を割り当てることが可能になります。詳細については、「ヘルスチェックの名前付けとタグ付
け (p. 577)」を参照してください。

• Route 53 API を使用して、AWS アカウントに関連付けられたヘルスチェックの回数を取得できま
す。詳細については、Amazon Route 53 API リファレンスの「GetHealthCheckCount」を参照して
ください。

2014 年 4 月 30 日

このリリースでは、ヘルスチェックを作成し、IP アドレスの代わりにドメイン名を使用してエンドポ
イントを指定できます。これは、エンドポイントの IP アドレスが固定されていない場合、または複数
の IP (Amazon EC2 インスタンスや Amazon RDS インスタンスなど) がエンドポイントの IP アドレ
スとして提供される場合に役立ちます。詳細については、「ヘルスチェックの作成と更新 (p. 546)」
を参照してください。

また、以前は Amazon Route 53 デベロッパーガイドに記載されていた、Route 53 API の使用に関す
る情報の一部が移動しました。現在、API に関するすべてのドキュメントは、Amazon Route 53 API 
リファレンスに集約されています。

2014 年 4 月 18 日

今回のリリースの Route 53 では、ヘルスチェックの [Port (ポート)] 値が [443] で、[Protocol (プロト
コル)] 値が [HTTPS] である場合、Host ヘッダーには異なる値が渡されます この場合のヘルスチェッ
クを行う際、Route 53 は、Host ヘッダーに [Host Name (ホストネーム)] フィールドの値を格納して
エンドポイントに渡します。CreateHealthCheck API アクションを使用してヘルスチェックを作成
した場合、この値は、FullyQualifiedDomainName 要素の値になります。

詳細については、「ヘルスチェックの作成、更新、削除 (p. 546)」を参照してください。
2014 年 4 月 9 日

このリリースでは、エンドポイントが現在正常であることを報告している Route 53 ヘルスチェッカー
の割合を表示できます。

また、Amazon CloudWatch のヘルスチェックステータスメトリクスには、0 (指定した期間でエン
ドポイントが異常であった場合) または 1 (該当する期間でエンドポイントが正常であった場合) のみ
が示されます。このメトリクスでは、エンドポイントが正常であると報告している Route 53 ヘルス
チェックの割合を反映した、0 から 1 の間の値は示されなくなりました。

詳細については、「CloudWatch を使用したヘルスチェックのモニタリング (p. 560)」を参照してくだ
さい。

2014 年 2 月 18 日

このリリースの Route 53 には、次の機能が追加されています。
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• ヘルスチェックフェイルオーバーのしきい値: Route 53 がエンドポイントを異常と見なすために、
エンドポイントのヘルスチェックが連続で何回不合格となる必要があるかを指定できます。1～10 
回の回数を指定します。異常なエンドポイントが正常と見なされるには、同じ回数のチェックに合
格する必要があります。詳細については、「Amazon Route 53 でヘルスチェックの正常性を判断す
る方法 (p. 544)」を参照してください。

• ヘルスチェックリクエストの間隔: エンドポイントが正常であるかどうかを判断するために、Route 
53 がエンドポイントにリクエストを送信する頻度を指定できます。有効な設定値は、10 秒と 30 秒
です。詳細については、「Amazon Route 53 でヘルスチェックの正常性を判断する方法 (p. 544)」
を参照してください。

2014 年 1 月 30 日

このリリースの Route 53 には、次の機能が追加されています。
• HTTP と HTTPS に関する文字列一致のヘルスチェック: Route 53 で、指定された文字列がレスポ

ンス本文に示されているかどうかにより、エンドポイントの正常性を判断するヘルスチェックがサ
ポートされました。詳細については、「Amazon Route 53 でヘルスチェックの正常性を判断する方
法 (p. 544)」を参照してください。

• HTTPS ヘルスチェック: – この Route 53 では、SSL のみでのアクセスが可能な、保護されたウェ
ブサイトに対するヘルスチェックが サポートされました。詳細については、「Amazon Route 53 で
ヘルスチェックの正常性を判断する方法 (p. 544)」を参照してください。

• ChangeResourceRecordSets API アクションの UPSERT: ChangeResourceRecordSets
API アクションを使用してレコードの作成や変更を行うとき、UPSERT アクションを使用し
て、特定の名前やタイプのレコードがない場合に新しいレコードを作成したり、既存のレコー
ドを更新したりすることができます。詳細については、Amazon Route 53 API リファレンスの
「ChangeResourceRecordSets」を参照してください。

2014 年 1 月 7 日

このリリースの Route 53 で、指定された文字列がレスポンス本文に示されているかどうかに基づいて
エンドポイントの正常性を判断するヘルスチェックが、サポートされるようになりました。詳細につ
いては、「Amazon Route 53 でヘルスチェックの正常性を判断する方法 (p. 544)」を参照してくださ
い。

2013 リリース
2013 年 8 月 14 日

このリリースの Route 53 で、BIND 形式のゾーンファイルをインポートしてレコードを作成で
きるようになりました。詳細については、「ゾーンファイルをインポートしてレコードを作成す
る (p. 459)」を参照してください。

また、Route 53 ヘルスチェックの CloudWatch メトリクスが、Route 53 コンソールに統合され、
効率化されました。詳細については、「CloudWatch を使用したヘルスチェックのモニタリン
グ (p. 560)」を参照してください。

2013 年 6 月 26 日

この Route 53 のリリースでは、ヘルスチェックと CloudWatch メトリクスを統合するための機能が追
加され、次のことが可能になりました。
• ヘルスチェックが適切に設定されているかどうかを確認できます。
• 指定した期間におけるヘルスチェックのエンドポイントの正常性を確認できます。
• CloudWatch を設定することで、指定したエンドポイントに異常があるとすべての Route 53 ヘルス

チェッカーが判断した場合、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) アラートを送信で
きます。

詳細については、「CloudWatch を使用したヘルスチェックのモニタリング (p. 560)」を参照してくだ
さい。
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2013 年 6 月 11 日

このリリースでは、DNS クエリを Amazon CloudFront ディストリビューションの代替ドメイン名に
ルーティングするエイリアスレコードを作成するためのサポートが、Route 53 に追加されました。
この機能は、Zone Apex での代替ドメイン名 (example.com) およびサブドメインの代替ドメイン名 
(www.example.com) の両方に対して使用できます。詳細については、「ドメイン名を使用したトラ
フィックの Amazon CloudFront ディストリビューションへのルーティング (p. 523)」を参照してくだ
さい。

2013 年 5 月 30 日

このリリースでは、ELB ロードバランサーおよび関連する Amazon EC2 インスタンスの正常性を評
価するためのサポートが Route 53 に追加されました。詳細については、「Amazon Route 53 ヘルス
チェックの作成と DNS フェイルオーバーの設定 (p. 542)」を参照してください。

2013 年 3 月 28 日

ヘルスチェックとフェイルオーバーに関するドキュメントが書き換えられ、使いやすさが向上しま
した。詳細については、「Amazon Route 53 ヘルスチェックの作成と DNS フェイルオーバーの設
定 (p. 542)」を参照してください。

2013 年 2 月 11 日

このリリースの Route 53 では、フェイルオーバーとヘルスチェックがサポートされるようになりま
した。詳細については、「Amazon Route 53 ヘルスチェックの作成と DNS フェイルオーバーの設
定 (p. 542)」を参照してください。

2012 リリース
2012 年 3 月 21 日

このリリースの Route 53 では、レイテンシーレコードを作成できます。詳細については、「レイテン
シーに基づくルーティング (p. 385)」を参照してください。

2011 リリース
2011 年 12 月 21 日

このリリースでは、AWS Management Console の Route 53 コンソールを使用すると、リストから 
Elastic Load Balancer を選択してエイリアスレコードを作成できます。ロードバランサーのホスト
ゾーン ID と DNS 名を手動で入力する必要はありません。この機能に関しては、Amazon Route 53 デ
ベロッパーガイドでご確認ください。

2011 年 11 月 16 日

このリリースでは、AWS Management Console の Route 53 コンソールを使用して、ホストゾー
ンの作成および削除、ならびにレコードの作成、変更、および削除を実行できます。この機能
は、Amazon Route 53 デベロッパーガイドで適宜説明されています。

2011 年 10 月 18 日

Amazon Route 53 入門ガイドがAmazon Route 53 デベロッパーガイドにマージされ、また、ユーザビ
リティを高めるためにデベロッパーガイドの再編が行われました。

2011 年 5 月 24 日

Amazon Route 53 のこのリリースでは、エイリアスレコードが導入されています。この導入によ
り、Zone Apex エイリアスの作成に加え、加重レコード、新しい API (2011-05-05)、サービスレベル
アグリーメントの使用が可能になりました。加えて、ベータ版として 6 か月が経過し、Route 53 が一
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般的に利用可能となっています。詳細については、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの Amazon 
Route 53 製品ページおよび「エイリアスレコードと非エイリアスレコードの選択 (p. 392)」を参照し
てください。

2010 リリース
2010 年 12 月 5 日

Amazon Route 53 デベロッパーガイドの初回リリース版です。
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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