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1 RDS を使⽤する⼿順の概要
クイックスタートの⽬的

このドキュメントでは、RDS インスタンスの購⼊から使⽤までの⼿順について説明します。 ま
た、ApsaraDB for RDS インスタンスの作成⽅法、基本設定の実⾏⽅法、およびインスタンス
データベースへの接続⽅法についても詳しく説明します。

クイックスタートフローチャート
Alibaba Cloud ApsaraDB for RDS を初めて使⽤する場合は、「制限」 をご参照ください。
次の図は、インスタンスの作成から使⽤までの⼿順を説明しています。
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2 初期設定
2.1 ホワイトリストの設定

データベースのセキュリティと安定性を確保するために、 RDS インスタンスの使⽤を開始する
前に、データベースにアクセスする必要がある IP アドレスまたは IP アドレスセグメントをホワ
イトリストに登録する必要があります。 RDS のセキュリティを維持するために、定期的にホワイ
トリストを確認して要件に従って調整することを推奨します。 本ドキュメントでは、ホワイトリ
ストの設定⽅法と設定⼿順について説明します。

背景情報
イントラネット、インターネット、またはイントラネットとインターネットの両⽅を介して RDS
インスタンスにアクセスできます。 各接続タイプ (イントラネットとインターネット) に該当する
シナリオの詳細については、「 イントラネットとインターネットの IP アドレスの設定」の背景
情報をご参照ください。
接続タイプを設定する前に、アプリケーションサービスまたは ECS インスタンスの IP アドレス
または IP アドレスセグメントを RDS インスタンスのホワイトリストに追加する必要がありま
す。 ホワイトリストが設定されると、RDS インスタンスのイントラネット IP アドレスが⾃動的
に⽣成されます。 インターネットのIPアドレスが必要な場合は、「インターネットアドレスの申
請」をご参照ください。

注 :
ホワイトリストにアプリケーションサービスの IP アドレスを追加した後に RDS インスタンス
に接続できない場合は、「」「ApsaraDB for MySQL を使ったローカル IP アドレスの確認⽅
法」をご参照して、アプリケーションサービスの現⾏の IP アドレスを取得します。

注意事項
• RDS インスタンスが新しく作成されるとデフォルトのホワイトリストグループが⾃動的に作

成されます。 このデフォルトのホワイトリストグループは変更またはクリアのみ可能で、削除
することはできません。

• 新しく作成された RDS インスタンスには、ローカルループバック IP アドレス 127.0.0.1 が
デフォルトで、default ホワイトリストグループ追加されます。 これは、全ての IP アドレス
または IP アドレスセグメントが、この RDS インスタンスにアクセスすることが禁⽌されて
いることを意味します。 したがって、ホワイトリストに他の IP アドレスまたは IP アドレス
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セグメントを追加する前に、デフォルトのホワイトリストグループから 127.0.0.1 を削除する
必要があります。

• ％ または 0.0.0.0/0 は、任意の IP アドレスが RDS インスタンスにアクセスできることを⽰
します。 この設定はデータベースのセキュリティを⼤幅に低下させるため、推奨しません。

⼿順
1. RDS コンソールにログインします。
2. 対象インスタンスのリージョンを選択します。
3. 対象インスタンスの名前をクリックし、基本情報ページに移動します。
4. 左側のナビゲーションウィンドウで、 [セキュリティコントロール] をクリックします。セキュ

リティコントロールページにアクセスします。
5. 次の図のように、ホワイトリスト設定タブページで、デフォルトホワイトリストグループの

[変更] をクリックします。

注 :
カスタマイズしたホワイトリストグループを RDS インスタンスに追加する場合は、デフォル
トのホワイトリストグループの [クリア] をクリックして IP アドレス 127.0.0.1 を最初に削
除してから、[ホワイトリストグループを追加] をクリックします。 カスタマイズされたホワ
イトリストの設定⼿順は、次の⼿順と同じです。

6. グループの変更ページで、RDS インスタンスへのアクセスが許可されている IP アドレスま
たは IP アドレスセグメントをホワイトリストフィールドに追加します。 ECS イントラネット
の IP アドレスを追加する場合は、 [ECS イントラネットの IP アドレスをアップロード] をク
リックします。次の図に⽰すように、プロンプトに従って IP アドレスをクリックします。

注 :
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新しい IP アドレスまたは IP アドレスセグメントをデフォルトグループに追加すると、ルー
プバックアドレス 127.0.0.1 が⾃動的に削除されます。

パラメーターの説明
• グループ名: 2 〜 32 ⽂字で、⼩⽂字、数字、またはアンダースコア (_) をを含めることが

できます。 グループ名は、⼩⽂字で始まり、⽂字または数字で終わる必要があります。 ホ
ワイトリストグループが正常に作成されると、この名前を変更できなくなります。

• ホワイトリスト: RDS インスタンスへのアクセスが許可されているカスタマイズされた IP
アドレスまたは IP アドレスセグメントを⼊⼒します。
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- 10.10.10.0/24 のように IP アドレスセグメントを⼊⼒した場合は、10.10.10.x という
形式の IP アドレスがRDS インスタンスにアクセスできることを⽰します。

- 複数の IP アドレスまたは IP アドレスセグメントを⼊⼒する場合は、"192.168.0.1,172
.16.213.9" のように、カンマ (,) で区切ります (スペースを⼊れないでください)。

- ホワイトリストグループごとに、最⼤ 1000 個の IP アドレスまたは IP アドレスセグメ
ントを MySQL、PostgreSQL、および PPAS インスタンスに設定でき、最⼤ 800 個を 
SQL Server インスタンスに設定できます。

• ECS イントラネットの IP アドレスをアップロード: このボタンをクリックして、RDS イン
スタンスと同じアカウントにある ECS インスタンスのイントラネット IP アドレスを選択
できます。 これは、ECS イントラネットの IP アドレスを追加する簡単な⽅法です。

7. [OK] をクリックします。
ホワイトリストグループの変更または削除

ビジネス要件に応じて、ホワイトリストグループの修正または削除ができます。 詳しい⼿順は次
のとおりです。
1. RDS コンソールにログインします。
2. 対象インスタンスのリージョンを選択します。
3. 対象インスタンスの名前をクリックして、基本情報ページに移動します。
4. 左側のナビゲーションウィンドウで セキュリティをクリックします。
5. ホワイトリスト設定のタブページで、対象のホワイトリストグループの [変更] ボタンまたは

[削除] ボタンをクリックします。
6. IP アドレスまたは IP アドレスセグメントを変更した後に [OK] をクリックします。 または、

削除されるホワイトリストグループを確認できたら、[確認] をクリックします。

2.2 アカウントとデータベースの作成
この記事では、RDS for MySQL インスタンスのアカウントとデータベースを作成する⽅法につ
いて説明します。

アカウントの種類
RDS for MySQL では、スーパーユーザーアカウントと標準アカウントの 2 種類のデータベース
アカウントをサポートされています。 全てのアカウントとデータベースをコンソール上で管理す
ることができます。 具体的な権限については、「アカウントの権限」をご参照ください。
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アカウント
タイプ

説明

スーパー
ユーザーア
カウント

• コンソールまたは API を介してのみ作成および管理できます。
• インスタンスごとに作成できるスーパーユーザーアカウントは 1 つだけで、こ

れによってすべてのデータベースと標準アカウントを管理します。
• 標準アカウントよりも多くの権限を持ち、よりきめ細かいレベルで権限を管理

できます。 たとえば、テーブルレベルのクエリ権限を他のアカウントに割り当
てられます。

• インスタンス内の全てのデータベースに対する権限を持ちます。
• 他のアカウントによって確⽴された接続を切断できます。

標準アカウ
ント • コンソール、API、または SQL ステートメントを介して作成および管理できま

す。
• 各インスタンスは複数のアカウントを持つことができます。 具体的な数量はイ

ンスタンスカーネルによって異なります。
• データベースの権限を⼿動で付与する必要があります。
• 他のアカウントを作成または管理したり、他のアカウントによって確⽴された

接続を切断することはできません。
スーパーユーザーアカウントの作成

1. RDS コンソールにログインします。
2. ページの左上隅で、インスタンスが配置されているリージョンを選択します。
3. ターゲットインスタンスを⾒つけて、インスタンス ID をクリックします。
4. 左側のナビゲーションウィンドウで、[アカウント] をクリックします。
5. [アカウント作成] をクリックします。
6. 以下のパラメーターを設定します。

パラメーター 説明
データベース
アカウント アカウント名を⼊⼒します。 必要条件は以下のとおりです。

• 2〜256 ⽂字で構成します。
• 先頭にアルファベットを使⽤し、末尾にアルファベットまたは数字を使⽤

します。
• ⼩⽂字、数字、またはアンダースコアで構成します。

アカウントタ
イプ

スーパーユーザーアカウントを選択します。
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パラメーター 説明
パスワード アカウントのパスワードを設定します。 必要条件は以下のとおりです。

• 8〜32 ⽂字で構成します。
• ⼤⽂字、⼩⽂字、数字、および次の特殊⽂字のうち、少なくとも 3 種類を

含めます。!@#$%^&*()_+-=
パスワード再
⼊⼒

もう⼀度パスワードを⼊⼒します。

注記 関連情報を 256 ⽂字以内で⼊⼒します。
7. [OK] をクリックします。

スーパーユーザーアカウント権限のリセット
スーパーユーザーアカウントが異常な場合（例えばアクセス許可が予期せずリカバリされた場
合）、アクセス許可をリセットできます。
1. RDS コンソールにログインします。
2. ページの左上隅で、インスタンスが配置されているリージョンを選択します。
3. ターゲットインスタンスを⾒つけて、インスタンス ID をクリックします。
4. 左側のナビゲーションウィンドウで、[インスタンス] をクリックします。
5. スーパーユーザーアカウント⽤の [アカウント権限をリセット] をクリックします。
6. アカウントのアクセス権をリセットするには、スーパーユーザーアカウントのパスワードを⼊

⼒します。
標準アカウントの作成

1. RDS コンソールにログインします。
2. ページの左上隅で、インスタンスが配置されているリージョンを選択します。
3. ターゲットインスタンスを⾒つけて、インスタンス ID をクリックします。
4. 左側のナビゲーションバーで、[アカウント] をクリックします。
5. [アカウント作成] をクリックします。
6. 以下のパラメーターを設定します。

パラメーター 説明
データベース
アカウント アカウント名を⼊⼒します。 必要条件は以下のとおりです。

• 2〜256 ⽂字で構成します。
• 先頭はアルファベット、末尾はアルファベットか数字にします。
• ⼩⽂字、数字、またはアンダースコアで構成します。
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パラメーター 説明
アカウントタ
イプ

[標準アカウント] をクリックします。

許可済みデー
タベース

このアカウントにデータベース権限を付与します。 このフィールドを空⽩の
ままにして、アカウントの作成後に権限を付与することもできます。
a. 左側のボックスから 1 つ以上のデータベースを選択し、[ 許可] をクリッ

クして、右側のボックスに追加します。
b. 右側のボックスで、[読み取り/書き込み]、 [読み取り専⽤]、[DDL の

み]、または [DML のみ] をクリックします。
複数のデータベースに同じ権限を同時に設定する場合は、右側のボックス
の右上隅のボタン ([すべて設定 読み取り/書き込み] など) をクリックしま
す。

注 :
クリックすると、右上隅のボタンが変わります。

パスワード アカウントのパスワードを設定します。 要件は以下のとおりです。
• 8〜32 ⽂字で構成します。
• ⼤⽂字、⼩⽂字、数字、および次の特殊⽂字のうち、少なくとも 3 種類を

含めます。!@#$%^&*()_+-=
パスワード再
⼊⼒

もう⼀度パスワードを⼊⼒します。

注記 関連情報を 256 ⽂字以内で⼊⼒します。
7. [OK] をクリックします。

データベースの作成
各インスタンスは最⼤ 500 のデータベースを持つことができます。
1. RDS コンソールにログインします。
2. ページの左上隅で、インスタンスが配置されているリージョンを選択します。
3. ターゲットインスタンスを⾒つけて、インスタンス ID をクリックします。
4. 左側のナビゲーションウィンドウで、[データベース] をクリックします。
5. [データベースを作成] をクリックします。
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6. 以下のパラメーターを設定します。
パラメータ 説明
データベース
名 • ⽂字で始まり、⽂字または数字で終わります。

• ⼩⽂字、数字、アンダースコア (_)、およびハイフン (-) のみで構成され
ます。

• ⻑さは 2〜256 ⽂字です。
• インスタンス内の各テーブル名は⼀意である必要があります。

サポートされ
ている⽂字
セット

utf8、gbk、latin1、または utf8mb4 を選択します。
別の⽂字セットが必要な場合は、[全て] を選択してから、リストから選択し
ます。

許可済みアカ
ウント

このデータベースにアクセスする必要があるアカウントを選択します。 デー
タベースを作成した後で、このフィールドを空⽩のままにして許可アカウン
トを設定することもできます。

注 :
スーパーユーザーアカウントには既に全てのデータベースに対する権限が
あるため、標準アカウントのみが表⽰されます。

備考 関連情報を 256 ⽂字以内で⼊⼒します。
7. [OK] をクリックします。

アカウント権限
アカウント
タイプ

権限 権限

SELECT INSERT UPDATE DELETE CREATE
DROP RELOAD PROCESS REFERENCESINDEX
ALTER CREATE 

TEMPORARY
 TABLES

LOCK 
TABLES

EXECUTE REPLICATIO
N SLAVE

REPLICATIO
N CLIENT

CREATE 
VIEW

SHOW 
VIEW

CREATE 
ROUTINE

ALTER 
ROUTINE

スーパー
ユーザーア
カウント

-

CREATE 
USER

EVENT TRIGGER

標準アカウ
ント

読み取り専
⽤

SELECT LOCK 
TABLES

SHOW 
VIEW

PROCESS REPLICATIO
N SLAVE
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アカウント
タイプ

権限 権限

REPLICATIO
N CLIENT
SELECT INSERT UPDATE DELETE CREATE
DROP REFERENCESINDEX ALTER CREATE 

TEMPORARY
 TABLES

LOCK 
TABLES

EXECUTE CREATE 
VIEW

SHOW 
VIEW

CREATE 
ROUTINE

ALTER 
ROUTINE

EVENT TRIGGER PROCESS REPLICATIO
N SLAVE

読み取り/書
き込み

REPLICATIO
N CLIENT
CREATE DROP INDEX ALTER CREATE 

TEMPORARY
 TABLES

LOCK 
TABLES

CREATE 
VIEW

SHOW 
VIEW

CREATE 
ROUTINE

ALTER 
ROUTINE

DDL のみ

PROCESS REPLICATIO
N SLAVE

REPLICATIO
N CLIENT

SELECT INSERT UPDATE DELETE CREATE 
TEMPORARY
 TABLES

LOCK 
TABLES

EXECUTE SHOW 
VIEW

EVENT TRIGGER

DML のみ

PROCESS REPLICATIO
N SLAVE

REPLICATIO
N CLIENT
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3 インスタンスへの接続
初期設定が完了したら、ECS インスタンスまたはデータベースクライアントを使⽤して
ApsaraDB RDS for MySQL に接続できます。

背景情報
インスタンスの作成、 ホワイトリストの設定、アカウントの作成 が完了したら、データ管理サー
ビス (DMS) または他のデータベースクライアントを使⽤して RDS インスタンスに接続できま
す。 接続するアプリケーションで、IP アドレス、ポート、およびアカウント情報を設定すること
もできます。

DMS を使⽤を使⽤したインスタンスへの接続
KMS は Alibaba Cloud が提供する安全で使いやすい管理サービスです。 ⾮リレーショナルデー
タベースとリレーショナルデータベースの管理に使⽤でき、データとスキーマの管理、ユーザー
認証、セキュリティ監査、データの傾向、データ追跡、BIチャート、およびパフォーマンスと最
適化をサポートします。
詳細は、「##只有中国站」をご参照ください.

クライアントを使⽤したインスタンスへの接続
ApsaraDB RDS for MySQL は MySQL と完全な互換性があります。 MySQL データベースへ
の接続と同じ⽅法で、オンプレミスデータベースサーバーから RDS インスタンスに接続できま
す。 本ドキュメントでは、 MySQL-Front  を使⽤して RDS インスタンスに接続する⽅法を説明
します。
1. MySQL-Front クライアントを起動します。
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2. [接続を開く] ダイアログボックスで、[新規] をクリックします。

3. 接続する RDS インスタンスの情報を⼊⼒して [OK]  をクリックします。
パラメー
タ

Description

Name データベースに接続するためのタスク名。 このパラメーターを指定しないと、
名前はHost と同じに設定されます。
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パラメー
タ

Description

Host RDS インスタンスの内部またはパブリックIPアドレスを⼊⼒してください。
• リージョンとネットワークタイプが、RDS インスタンスと同じ ECS インスタ

ンスにクライアントがデプロイされている場合は、イントラネット IP アドレ
スを使⽤します。 たとえば、ECS インスタンスと RDS インスタンスがどち
らも中国 (杭州) 地域の VPC にある場合、 提供された内部 IP アドレスを使⽤
して、安全な接続を確⽴できます。

• 他の状況ではインターネット IP アドレスを使⽤します。
RDS インスタンスの接続アドレスとポート情報を表⽰するには、次の⼿順を実
⾏します。
a. ApsaraDB for RDS コンソール にログインします。
b. ページの左上隅で、インスタンスが配置されているリージョンを選択しま

す。
c. ターゲットインスタンスを探して、その ID をクリックします。
d. 表⽰される [基本情報] ページで、次の図で⽰されるように、内部またはパブ

リック IP アドレスとそれに対応するポート番号を探します。

ポート 内部接続の場合は、内部接続⽤のポート番号を⼊⼒してください。 外部接続の
場合は、外部接続⽤のポート番号を⼊⼒してください。

User RDS インスタンスへのアクセスに使⽤されるアカウント名を⼊⼒してくださ
い。

Password アカウントのパスワードを⼊⼒します。
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4. 表⽰される [接続を開く] ダイアログボックスで、作成した接続を選択し、[開く] をクリック
します。
接続情報が正しければ、RDS インスタンスに接続できます。
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4 インスタンスのスケール
4.1 読み取り専⽤インスタンス
4.1.1 読み取り専⽤インスタンスの作成

データベースに送信された⼤量の読み取り要求を処理してアプリケーションのスループットを向
上させるために、読み取り専⽤インスタンスを作成できます。 読み取り専⽤インスタンスは、マ
スターインスタンスの読み取り専⽤のコピーです。 マスターインスタンスへの変更も、MySQL
 のネイティブレプリケーション機能を介して、関連するすべての読み取り専⽤インスタンスに⾃
動的に同期されます。

注意
• 現在、以下のインスタンスが読み取り専⽤インスタンスをサポートしています。

- MySQL 5.7 High-Availability Edition (ローカル SSD に基づく)
- MySQL 5.6
- SQL Server 2017

• 読み取り専⽤インスタンス数
データベースの種類 メモリ 読み取り専⽤インスタンスの

最⼤数
≥ 64 GB 10MySQL
< 64 GB 5

SQL サーバー 上限なし 7
• 読み取り専⽤インスタンスの請求⽅法は、従量課⾦制です。 読み取り専⽤インスタンスの詳

細については、「料⾦」「」をご覧ください。
• 読み取り専⽤インスタンスは⾃動的にホワイトリストのマスターインスタンスをコピーします

が、読み取り専⽤インスタンスのホワイトリストとマスターインスタンスのホワイトリストは
互いに独⽴しています。 読み取り専⽤インスタンスのホワイトリストを変更するには、「 ホ
ワイトリストの設定」をご参照ください。

⼿順
1. Log on to the  RDSコ ンソールにログインします。
2. 対象インスタンスのリージョンを選択します。
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3. インスタンスの ID をクリックして、基本情報 ページに移動します。
4. 次の図に⽰すように、インスタンスの配布エリアで、[読み取り専⽤インスタンスを追加] をク

リックします。

5. 購⼊ページで、読み取り専⽤インスタンスの設定を選び、[今すぐ購⼊] をクリックします。

注 :
• 読み取り専⽤インスタンスとマスターインスタンスは同じ VPC 内あることを推奨しま

す。
• データ同期に⼗分な I/O を保証するために、読み取り専⽤インスタンス (メモリ) の構成は

マスターインスタンスよりも⼩さくしないことを推奨します。
• 可⽤性を向上させるために、複数の読み取り専⽤インスタンスを購⼊することを推奨しま

す。
6. [サービス利⽤規約とサービスレベル契約に同意する]を選択し、 [今すぐ購⼊]をクリックしま

す 。
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7. 読み取り専⽤インスタンスを作成した後は、次の図に⽰すように、 インスタンスページでそ
のインスタンスを表⽰できます。
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