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Legal disclaimer
Alibaba Cloud reminds you to carefully read and fully understand the terms and condit ions of this legal
disclaimer before you read or use this document. If you have read or used this document, it  shall be
deemed as your total acceptance of this legal disclaimer.

1. You shall download and obtain this document  from the Alibaba Cloud website or other Alibaba
Cloud-authorized channels, and use this document  for your own legal business act ivit ies only. T he
content  of this document  is considered confident ial informat ion of Alibaba Cloud. You shall
st rict ly abide by the confident iality obligat ions. No part  of this document  shall be disclosed or
provided to any third party for use without  the prior writ ten consent  of Alibaba Cloud.

2. No part  of this document  shall be excerpted, t ranslated, reproduced, t ransmit ted, or
disseminated by any organizat ion, company or individual in any form or by any means without  the
prior writ ten consent  of Alibaba Cloud.

3. T he content  of this document  may be changed because of product  version upgrade, adjustment,
or other reasons. Alibaba Cloud reserves the right  to modify the content  of this document
without  not ice and an updated version of this document  will be released through Alibaba Cloud-
authorized channels from t ime to t ime. You should pay at tent ion to the version changes of this
document  as they occur and download and obtain the most  up-to-date version of this document
from Alibaba Cloud-authorized channels.

4. T his document  serves only as a reference guide for your use of Alibaba Cloud products and
services. Alibaba Cloud provides this document  based on the "status quo", "being defect ive", and
"exist ing funct ions" of its products and services. Alibaba Cloud makes every effort  to provide
relevant  operat ional guidance based on exist ing technologies. However, Alibaba Cloud hereby
makes a clear statement  that  it  in no way guarantees the accuracy, integrity, applicability, and
reliability of the content  of this document, either explicit ly or implicit ly. Alibaba Cloud shall not
take legal responsibility for any errors or lost  profits incurred by any organizat ion, company, or
individual arising from download, use, or t rust  in this document. Alibaba Cloud shall not , under
any circumstances, take responsibility for any indirect , consequent ial, punit ive, cont ingent ,
special, or punit ive damages, including lost  profits arising from the use or t rust  in this document
(even if Alibaba Cloud has been not ified of the possibility of such a loss).

5. By law, all the contents in Alibaba Cloud documents, including but  not  limited to pictures,
architecture design, page layout , and text  descript ion, are intellectual property of Alibaba Cloud
and/or its affiliates. T his intellectual property includes, but  is not  limited to, t rademark rights,
patent  rights, copyrights, and t rade secrets. No part  of this document  shall be used, modified,
reproduced, publicly t ransmit ted, changed, disseminated, dist ributed, or published without  the
prior writ ten consent  of Alibaba Cloud and/or its affiliates. T he names owned by Alibaba Cloud
shall not  be used, published, or reproduced for market ing, advert ising, promot ion, or other
purposes without  the prior writ ten consent  of Alibaba Cloud. T he names owned by Alibaba Cloud
include, but  are not  limited to, "Alibaba Cloud", "Aliyun", "HiChina", and other brands of Alibaba
Cloud and/or its affiliates, which appear separately or in combinat ion, as well as the auxiliary
signs and patterns of the preceding brands, or anything similar to the company names, t rade
names, t rademarks, product  or service names, domain names, patterns, logos, marks, signs, or
special descript ions that  third part ies ident ify as Alibaba Cloud and/or its affiliates.

6. Please direct ly contact  Alibaba Cloud for any errors of this document.
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Document conventions
Style Description Example

 Danger
A danger notice indicates a situation
that will cause major system changes,
faults, physical injuries, and other
adverse results.

 Danger:

Resetting will result in the loss of
user configuration data.

 Warning
A warning notice indicates a situation
that may cause major system changes,
faults, physical injuries, and other
adverse results.

 Warning:

Restarting will cause business
interruption. About 10 minutes are
required to restart an instance.

 Notice
A caution notice indicates warning
information, supplementary
instructions, and other content that
the user must understand.

 Notice:

If the weight is set to 0, the server
no longer receives new requests.

 Note
A note indicates supplemental
instructions, best practices, tips, and
other content.

 Note:

You can use Ctrl + A to select all
files.

> Closing angle brackets are used to
indicate a multi-level menu cascade.

Click Settings> Network> Set network
type.

Bold
Bold formatting is used for buttons ,
menus, page names, and other UI
elements.

Click OK.

Courier font Courier font is used for commands Run the cd /d C:/window  command to
enter the Windows system folder.

Italic Italic formatting is used for
parameters and variables.

bae log list --instanceid

Instance_ID

[] or [a|b]
This format is used for an optional
value, where only one item can be
selected.

ipconfig [-all|-t]

{} or {a|b}
This format is used for a required
value, where only one item can be
selected.

switch {active|stand}
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本ドキュメントでは、ApsaraDB for MongoDB コンソールでの ApsaraDB for MongoDB の使い方を説明
し、 ApsaraDB for MongoDB の機能を深く理解するのに役立ちます。

概要
ApsaraDB for MongoDB は、MongoDB プロトコルに完全に準拠した、安定性、信頼性、およびスケー
ラビリティの高いデータベースサービスです。 このサービスは、ディザスタリカバリ、データのバック
アップ、リカバリ、モニタリング、およびアラームなどを含めた完全なデータベースソリューションを提
供します。

テクニカルサポートに連絡するには、ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインして 詳細 > サポー
ト > 新規チケットの起票を選択するか、ここをクリックしてチケットを起票します。

Alibaba Cloud ApsaraDB for MongoDB の機能と価格の詳細は、ApsaraDB for MongoDB 製品ページを
ご参照ください。

免責事項
本ドキュメントに記載されている一部の製品の機能またはサービスは、ご購入した製品に含まれないこと
があります。 実際の業務契約と条件が優先するものとします。 本ドキュメントはガイダンスだけを提供
します。 本ドキュメントの内容は明示的または黙示的な保証と見なされるものではありません。 製品
バージョンのアップグレードまたはその他の理由により、この文書の内容は時折更新されることがありま
す。 本ドキュメントを使用するときは、ドキュメントのバージョンが対応するソフトウェアのバージョン
と一致していることを確認する必要があります。

1.はじめに
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ApsaraDB for MongoDB を初めて使用する場合は、ApsaraDB for MongoDB のクイックスタートガイド
をお読みいただき、自己構築データベースから ApsaraDB for MongoDB インスタンスにデータを簡単に
移行することができます。

スタンドアロンインスタンスの使用
レプリカセットインスタンスの使用
シャードクラスタインスタンスの使用

2.クイックスタート
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ApsaraDB for MongoDB インスタンスは、 ApsaraDB for MongoDB コンソールで管理できます。たとえ
ば、インスタンスの作成や、インスタンスへの接続ができます。 本ドキュメントでは、ApsaraDB for
MongoDB コンソールのログインおよびログアウトする方法について説明します。

前提条件
ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインする前に 、ApsaraDB for MongoDB インスタンスを購入
する必要があります。 インスタンスを購入する方法についての詳細は、インスタンスの作成をご参照くださ
い。 請求基準の詳細については、ApsaraDB for MongoDB の価格をご参照ください。

本ドキュメントでは、例としてレプリカセットインスタンスを使用して、ApsaraDB for MongoDB コン
ソールのログインおよびログアウトする方法を説明します。 シャードクラスタインスタンスの ApsaraDB
for MongoDB コンソールへのログインおよびログアウトの手順は、レプリカセットインスタンスの場合
と同様です。 詳細は、「シャードクラスタインスタンスのクイックスタート」のApsaraDB for
MongoDB コンソールをご参照ください。

ApsaraDB for MongoDB コンソールへのログイン

手順
1. ApsaraDB for MongoDB インスタンスの購入に使用した Alibaba Cloud アカウントを使用し

て、ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. 表示されるページで、対象インスタンスが配置されているリージョンを選択して、そのリージョンの
ApsaraDB for MongoDB インスタンスを一覧表示します。

3. 対象インスタンスの ID をクリックするか、操作列で

> 管理を選択して、対象インスタンスの基本情報ページに移動します。 このページでは、アカウント
の管理、ホワイトリストの構成、および対象インスタンスのパラメータの設定を行うことができま
す。

ApsaraDB for MongoDB コンソールからのログアウト　

背景
以下のいずれかの方法を使用して、ApsaraDB for MongoDB コンソールからログアウトします。

（推奨）ポインタを右上隅にあるアバターに移動します 。 ポップアップメニューで、サインアウトを
クリックします。
ブラウザを閉じます。

3.ログインとログアウト
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ApsaraDB for MongoDB インスタンスの課金方法を、従量課金からサブスクリプションに変更できま
す。 インスタンスの課金方法を変更しても、インスタンスの実行には影響しません。

注意事項
サブスクリプションインスタンスは、従量課金に変更できません。 リソースの浪費を抑えるには、リ
ソースの課金方法を変更する必要があるかどうかを判断します。
サブスクリプションインスタンスを解放することはできません。 契約期間中にサブスクリプションイン
スタンスを解除する場合は、それに応じた料金を支払う必要があります。 詳細は、返金説明 をご参照
ください。
未払いのサブスクリプションインスタンスがある場合、インスタンスの仕様を更新することはできませ
ん。 注文ページでこの注文をキャンセルし、対応するインスタンスの課金方法をサブスクリプションに
変更する必要があります。

前提条件
インスタンスが実行中の状態にある。
インスタンスの課金方法は従量課金制。
未払いのサブスクリプションインスタンスはありません。
インスタンスタイプは旧タイプ（販売中止になったインスタンスタイプ）ではありません。 旧タイプイ
ンスタンスの詳細は、2017年7月10日以前のインスタンスタイプをご参照ください 旧インスタンスタイ
プの課金方法をサブスクリプションに変更する必要がある場合は、まずインスタンスタイプを変更しま
す。 詳細は、構成の変更 をご参照ください。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ページの左上隅で、インスタンスのリージョンを選択します。

3. 左側のナビゲーションペインで、レプリカセットインスタンスまたはシャーディングインスタンスを
クリックします。

4. インスタンスを見つけて、ID をクリックします。

5. 基本情報ページで、サブスクリプションに切り替え をクリックします。

4.課金管理
4.1. 従量課金インスタンスのサブスクリプション
への変更
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6. 注文確認ページで、インスタンスの購入期間 を選択します。

7. ApsaraDB for MongoDB サービス契約を選択して、有効化をクリックします。

説明 システムは、サブスクリプション課金方法に切り替えるための注文を生成します。 こ
の注文の支払いまたはキャンセルが行われない場合、新しいインスタンスの購入や、インスタン
スの課金方法の切り替えはできません。 注文に対してのお支払いを行うか、注文ページで注文を
キャンセルすることができます。

8. 支払い方法を選択して、 支払いの確認をクリックします。

背景
サブスクリプションベースのインスタンスの有効期限が切れると、7 日以内にこのインスタンスへのサブ
スクリプションを更新するか、8~15 日以内にインスタンスの再作成が必要です。 猶予期間が過ぎると、
インスタンスは解放され、そのデータは完全に削除されます。 インスタンス構成に対する変更は、インス
タンスの更新中に実行できます。 新しい構成は、新しい請求期間に有効になります。 更新ルールと請求
方法についての詳細は、 請求項目と価格をご参照ください。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB 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. インスタンスのリストで、対象インスタンスに対応する操作列で

> 更新を選択して、更新ページに移動します。

4. 期間を指定します。 自動更新を選択することで、サブスクリプションインスタンスの自動更新を有効
にできます。 これにより、インスタンスが自動的に更新されてビジネスの中断を回避できるようにな
ります。

5. ApsaraDB for MongoDB サービス契約を選択して支払いをクリックします。 支払いプロセスに従っ
て更新を完了します。

背景

4.2. サブスクリプションインスタンスの手動更新

4.3. サブスクリプションインスタンスの自動更新
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背景
サブスクリプションインスタンスの自動更新を有効にすることができます。 この場合、定期的にインスタ
ンスを手動で更新する必要はなくなります。 この機能は、インスタンスが自動的に更新されてビジネスの
中断を回避できるようになります

サブスクリプションインスタンスを購入するときに自動更新を有効にしなかった場合は、Alibaba Cloud
コンソールでこの機能を有効にすることができます。 この機能を有効にすると、選択した更新期間に基づ
いてインスタンスが自動的に更新できます。 たとえば、3 か月の更新期間を選択した場合、インスタンス
の自動更新機能は 3 ヶ月ごとに 1 回、3 ヶ月分の費用を差し引きます。

説明 サブスクリプションインスタンスを購入する時に、期間を指定すると同時に、自動更新を
選択できます。

月間サブスクリプション期間：自動更新期間は1月です。
年間サブスクリプション期間：自動更新期間は1年です。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. 上部のナビゲーションペインで、請求管理 > 更新を選択して更新ページに移動します。

3. 左側のナビゲーションペインで、ApsaraDB for MongoDB をクリックして ApsaraDB for
MongoDB の更新ページに移動します。

4. 自動更新タブをクリックします。

5. インスタンスに対応する操作列で自動更新の有効化をクリックします。 自動更新の有効化ダイアログ
ボックスが表示されます。
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6. 自動更新期間を選択して OK をクリックします

7. 自動更新タブページで、インスタンスに対応する操作列の更新をクリックします。 表示される更新ダ
イアログボックスで、このインスタンスを更新します。

8. 自動更新タブページで、インスタンスに対応する操作列の更新しないをクリックします。 表示され
る更新しないダイアログボックスで、更新しないをクリックします。

説明 ビジネスの中断を回避するためにインスタンスを自動的に更新できるように、インス
タンスの自動更新を有効にすることをお勧めします。

云数据库MongoDB版 ユーザーガイド · 課金管理

> Document  Version:20200915 13



現在、Alibaba Cloud のイントラネットはクラシックネットワーク と VPC の 2 種類があります。 ECS イ
ンスタンス、ApsaraDB for MongoDB インスタンスなどのクラウド製品は、同じリージョンの異なる
ゾーンにあり、イントラネットを介して相互接続できます。

本ドキュメントでは 2 つのシナリオについて説明します。

ECS インスタンスを新しい ApsaraDB for MongoDB インスタンスに接続しま
す。

ECS インスタンスのネットワークタイプが VPC で、同じリージョンの異なるゾーンで ApsaraDB for
MongoDB インスタンスを購入した場合、2 つのインスタンスが同じ VPC ID を持つようにする必要が
あります。 さらに、 ApsaraDB for MongoDB インスタンスと同じゾーンに VSwitch を作成する必要
があります。 そうしておけば、2 つのインスタンスはイントラネットを介して正しく相互接続できま
す。
ECS インスタンスのネットワークタイプがクラシックネットワークで、同じリージョンの異なるゾーン
で ApsaraDB for MongoDB インスタンスを購入する場合は、2 つのインスタンスが同じくクラシック
ネットワークであることが必要です。 そうしておけば、それらはクロスゾーンイントラネットを通して
相互接続することができます。

ECS インスタンスを既存の ApsaraDB for MongoDB インスタンスに接続しま
す。
ECS インスタンスと ApsaraDB for MongoDB インスタンスは同じリージョンにある必要があります。

2 つのインスタンスが同じネットワークタイプ（クラシックネットワークまたは同じ VPC ID を持つ
VPC）で構成されている場合、それらはイントラネットを介して相互接続できます。
2 つのインスタンスが異なるネットワークタイプで設定されている場合は、相互接続の前
に、ApsaraDB for MongoDB インスタンスのネットワークタイプを ECS インスタンスのネットワーク
タイプに切り替えることができます。

説明 スタンドアロンインスタンスのネットワークタイプを切り替えることはできません。

パブリックネットワークの IP アドレスを使用して ApsaraDB for MongoDB インスタンスのローカルサー
バーに接続する必要がある場合、本ドキュメントで説明されている方法を使用できます。

注意事項
本ドキュメントは、ApsaraDB for MongoDB インスタンスのローカルサーバーに接続する場合にのみ適
用されます。 ECS を介して ApsaraDB for MongoDB インスタンスに接続する必要がある場合は、ECS イ
ンスタンスの詳細ページでパブリックネットワークと内部ネットワークの IP アドレスを表示できます。

5.インスタンス接続
5.1. クロスゾーンイントラネットを介した
ApsaraDB for MongoDB インスタンスへの接続

5.2. パブリックネットワークを介した
ApsaraDB for MongoDB インスタンスへの接続
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パブリックネットワークを介して ApsaraDB for MongoDB インスタンスに接続すると、セキュリティリ
スクが発生する可能性があります。 ECS インスタンスを介して ApsaraDB for MongoDB インスタンスに
接続することをお勧めします。

方法 1 IP アドレスライブラリでローカルサーバーのパブリック IP アドレスを見
つけて、インスタンスに接続する
手順

1. Taobao の IP アドレスライブラリにアクセスして、パブリック IP アドレスをクエリします。

2. ApsaraDB for MongoDB インスタンスのホワイトリストにパブリック IP アドレスを追加します。 詳
細は、ホワイトリストの構成 をご参照ください。

3. ローカルサーバーで、mongo shell を介して ApsaraDB for MongoDB インスタンスにログインしま
す。 詳細は、mongo shell を介した ApsaraDB for MongoDB への接続 をご参照ください。

説明 他のクライアントツールを介して ApsaraDB for MongoDB インスタンスにログインす
ることもできます。

ApsaraDB for MongoDB インスタンスのホワイトリストにローカルサーバーのパブリック IP アドレスを
追加した場合でも、インスタンスへの接続に失敗しますが、 ホワイトリストで IP アドレスを 0.0.0.0/0 に
設定すると、インスタンスに接続できます。 この場合、接続情報でパブリック IP アドレスを見つけるこ
とをお勧めします。 詳細は、方法 2 接続情報でパブリック IP アドレスを見つける をご参照ください。

方法 2 接続情報でパブリック IP アドレスを見つける
手順

1. ApsaraDB for MongoDB インスタンスのホワイトリストに IP アドレス 0.0.0.0/0 を追加します。 詳
細は、ホワイトリストの構成 をご参照ください。

説明 ホワイトリストに 0.0.0.0/0 を追加すると、すべてのサーバーが ApsaraDB for
MongoDB インスタンスにアクセスできます。 この操作はセキュリティ上のリスクをもたらす可
能性があります。 ホワイトリストに 0.0.0.0/0 を追加するときは注意を払う必要があります。 用
がすんだら速やかに 0.0.0.0/0 を削除します。

2. ローカルサーバーで、mongo shell を介して ApsaraDB for MongoDB インスタンスにログインしま
す。 詳細は、mongo shell を介した ApsaraDB for MongoDB への接続 をご参照ください。

説明 mongo shell を介して ApsaraDB for MongoDB インスタンスにログインする場合、
パブリック接続アドレスを使用してログインします。

3. 次のコマンドを実行して、mongo shell を介してログインするクライアントに関する情報をクエリし
ます。

db.currentOp({"appName" : "MongoDB Shell","active" : true})

アウトプットの例
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説明 他の方法を使用して ApsaraDB for MongoDB インスタンスにログインする場合、次の
コマンドを実行して、すべてのクライアントに関する情報をクエリできます。

db.runCommand({currentOp: 1, "active" : true})

4. ApsaraDB for MongoDB インスタンスのホワイトリストに取得した IP アドレスを追加し、ホワイト
リストから手順 1 で追加した IP アドレス 0.0.0.0/0 を削除します。

詳細情報
パブリック IP アドレスが静的ではなく、頻繁に変更される場合は、次のいずれかの方法を使用して、
ApsaraDB for MongoDB インスタンスに接続できます。

ECS を介して ApsaraDB for MongoDB インスタンスに接続します。 詳細は、mongo shell を介した
ApsaraDB for MongoDB への接続 をご参照ください。
VPN を介して ApsaraDB for MongoDB インスタンスに接続します。 詳細は、SSL VPN トンネルを介
した ApsaraDB for MongoDB インスタンスのローカルクライアントへの接続 をご参照ください。

ApsaraDB for MongoDB インスタンスがデプロイされている管理端末と VPC の間に SSL VPN トンネルを
構築できます。 これにより、ApsaraDB for MongoDB インスタンスへのセキュアな接続が可能になりま
す。

シナリオ
ApsaraDB for MongoDB データベースを管理するクライアントが静的パブリック IP アドレスを持たな
い環境にあります。 この場合、ApsaraDB for MongoDB コンソールを使用してホワイトリストの IP ア
ドレスを頻繁に調整する必要があります。 期限切れの IP アドレスを削除しないと、セキュリティリス

5.3. SSL VPN トンネルを介した ApsaraDB for
MongoDB インスタンスのローカルクライアント
への接続
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クが発生する可能性があります。
クライアントが実行される環境には、高度なネットワークセキュリティが必要です。 AsparaDB for
MongoDB インスタンスにパブリックネットワーク経由で接続する場合は、より高いレベルのセキュリ
ティが必要です。
データベース管理者がパブリックネットワークで ECS を介して ApsaraDB for MongoDB データベース
にログインすると、権限管理にリスクが生じる可能性があります。 したがって、ECS 管理権限を
ApsaraDB for MongoDB データベース権限から分離する必要があります。

課金情報
VPN ゲートウェイを作成すると、特定の料金が発生します。 詳細は、料金 をご参照ください。

前提条件
ApsaraDB for MongoDB インスタンスのネットワークタイプは VPC です。 クラシックネットワークか
ら VPC に切り替える方法の詳細は、クラシックネットワークから VPC への切り替え をご参照くださ
い。
ローカルクライアントの IP アドレス範囲と、ApsaraDB for MongoDB インスタンスの IP アドレス範囲
が異なる必要があります。
ローカルクライアントがパブリックネットワークにアクセスできることを確認します。

環境準備の例　

手順 1: VPN ゲートウェイの作成
1. VPC コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、リージョンを選択します。

3. 左側のナビゲーションウインドウで、VPN > VPN Gateways をクリックします。

4. VPN Gateways ページで、VPN Gateway の作成 をクリックします。

5. 必要に応じて VPN Gateway の仕様を設定します。

パラメータ 説明

リージョン VPN Gateway が配置されているリージョン。 ApsaraDB for MongoDB インスタンスと
同じリージョンを選択します。

VPC ApsaraDB for MongoDB インスタンスが属する VPC を選択します。
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ピーク帯域幅 VPN Gateway の帯域幅仕様を選択します。 帯域幅は、VPN Gateway に使用されるパブ
リックネットワークの帯域幅です。

IPsec-VPN

IPSec-VPN を有効にするかどうかを指定します。 必要に応じてこの機能を有効にできま
す。 ターミナルを介して VPN にアクセスできるようにするために、 IPSec-VPN を無効
化 を選択します。

IPSec-VPN 機能は、サイト間接続機能を提供します。 IPSec トンネルを作成して、オン
プレミス IDC を VPC に接続するか、2 つの VPC を接続できます。

SSL VPN

SSL VPN 機能を有効にするかどうかを指定します。 必要に応じてこの機能を有効にでき
ます。 この例では、ターミナルを介して VPN にアクセスする必要があるとします。 その
ため、SSL VPN を有効化 を選択します。

SSL VPN は、ポイント対サイト VPN 接続機能を提供します。 一般的に、この項目を設定
する必要はありません。 端末から VPN に直接アクセスできます。

課金サイクル サブスクリプションインスタンスの期間を選択します。 サブスクリプション期間は、月単
位で 1~9 か月、年単位で 1~3 年になります。

自動更新

インスタンスの自動更新を有効にするかどうかを指定します。

月別：自動更新期間は 1 か月です。

年単位：自動更新期間は 1 年です。

パラメータ 説明

6. 今すぐ購入をクリックし、指示に従って支払いを完了します。

手順 ２: SSL サーバーの作成
1. VPC コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、インスタンスのリージョンを選択します。

3. 左側のナビゲーションペインで、VPN > SSL サーバー を選択します。

4. SSL サーバー ページで、 SSL サーバーの作成をクリックします。

5. SSL サーバーの作成ダイアログボックスで、SSL サーバーのパラメータを構成します。

パラメータ 説明　

Name
SSL サーバー名。

名前の長さは 2~128 文字で、英字で始まる必要があります。 英字、数字、アンダースコ
ア (_)、ハイフン (-) を含めることができます。

VPN Gateway 関連付けられた VPN Gateway。 手順 1: VPN ゲートウェイの作成 で作成された VPN
Gateway を選択します。
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ローカルネット
ワークセグメン
ト

ローカルネットワークセグメントは、クライアントが SSL-VPN を介してアクセスするア
ドレスの範囲です。 VPC のネットワークセグメント、VSwitch、専用回線を介して VPC
に接続されている IDC のネットワークセグメント、または RDS や OSS などのクラウド
サービスであることが可能です。

入力するネットワークセグメントは、ApsaraDB for MongoDB インスタンスが属する
VPC の VSwitch ネットワークセグメントアドレス：172.16.1.0/24 。

説明 ローカルネットワークセグメントのサブネットマスクは、/16 ビット ~
/29 ビット である必要があります。

クライアント
ネットワークセ
グメント

クライアントネットワークセグメントは、クライアントの仮想 NIC にアクセスアドレス
を割り当てるアドレスセグメントです。 クライアントが SSL VPN 接続を介してローカル
ネットワークにアクセスすると、VPN Gateway は、指定されたクライアントネットワー
クセグメントからクライアントに IP アドレスを割り当てます。

この例では、 192.168.100.0/24 と入力します。

説明 クライアントネットワークセグメントとローカルネットワークセグメン
トは異なります。

パラメータ 説明　

6. OK をクリックします。

ステップ 3：SSL クライアントの接続
1. VPC コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、リージョンを選択します。

3. 左側のナビゲーションペインで、VPN > SSL クライアント] を選択します。

4. SSL クライアントページで、 SSL クライアント証明書 をクリックします。

パラメータ 説明　

Name
SSL クライアント証明書の名前。

名前の長さは 2~128 文字で、英字で始まる必要があります。 英字、数字、アンダースコ
ア (_)、ハイフン (-) を含めることができます。

SSL サーバー 手順 ２: SSL サーバーの作成 で作成された SSL サーバーを選択します。

5. OK をクリックします。

SSL VPN トンネルを介してクライアント上の ApsaraDB for MongoDB データ
ベースにログインする
本トピックでは、例として Windows を使用します。 他のオペレーティングシステムの詳細は、Linux シ
ステムでの SSL VPN の接続、Mac システムでの SSL VPN の接続 をご参照ください。

1. VPC コンソールにログインします。
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2. ホームページの左上隅で、リージョンを選択します。

3. 左側のナビゲーションペインで、VPN > SSL クライアント を選択します。

4. 作成した SSL クライアントインスタンスの右側にあるダウンロードをクリックして、生成されたクラ
イアント証明書をダウンロードします。

5. OpenVPN クライアントをダウンロードして、SSL VPN トンネルを介して接続する必要のあるクライ
アントにインストールします。

6. 前の手順でダウンロードしたクライアント証明書を解凍し、OpenVPN インストールディレクトリの
config フォルダーにコピーします。

7. Connect  をクリックして接続を開始します。

8. ApsaraDB for MongoDB インスタンスが属している VPC の IP アドレスを、ApsaraDB for
MongoDB インスタンスのホワイトリストに追加します。 IP アドレス 172.16.1.0/24 が、ApsaraDB
for MongoDB インスタンスのホワイトリストに追加されます。

9. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

10. ApsaraDB for MongoDB インスタンス、のプライベート IP アドレスを取得します。 詳細
は、mongo shell を介したレプリカセットインスタンスへの接続 をご参照ください。

11. mongo shell または他の管理ツールを使用して、ApsaraDB for MongoDB データベースにログイン
します。
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説明 ApsaraDB for MongoDB インスタンスのプライベート IP アドレスを使用してログイ
ンします。
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データ送信サービス（DTS）を使用して、レプリカセットインスタンスからシャードクラスターインスタ
ンスにデータを移行できます。 DTS はフルデータ移行と増分データ移行をサポートします。 増分データ
移行を使用して、サービスを中断することなく、ApsaraDB for MongoDB にシームレスにデータを移行
できます。

前提条件
ソースデータベースのバージョンは、3.2、3.4、または 4.0 である必要があります。
ターゲットインスタンスのストレージスペースは、ソースインスタンスのストレージスペースよりも大
きいである必要があります。

注意事項
ビジネスの中断を避けるため、オフピーク時にデータを移行することをお勧めします。
使用可能なターゲットインスタンスのバージョン：3.2、3.4、 4.0。
使用可能なターゲットインスタンスのストレージエンジン：WiredTiger、RocksDB、TerarkDB。
管理データベースのデータは、移行オブジェクトとして選択されても移行されません。

課金情報

移行タイプ 構成料金 パブリックネットワークト
ラフィック料金：

フルデータ移行 請求されない 請求されない

増分データ移行 請求される 詳細は、データ送信サービスの価格 をご
参照ください。 請求されない

移行タイプの説明
フルデータ移行：ソースインスタンスのデータベースのすべてのデータは、ターゲットデータベースに
移行されます。

database を移行します。
collection を移行します。
index を移行します。

増分データ移行：ソースインスタンスのデータベースの増分更新データは、完全なデータ移行に基づい
て、ターゲットインスタンスのデータベースに同期されます。

database の追加、削除、および更新操作の同期。

6.データ移行
6.1. ApsaraDB for MongoDB インスタンス間
でのデータ移行
6.1.1. MongoDB レプリカセットインスタンスのデータ
のシャードクラスターインスタンスへの移行
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database の追加、削除、および更新操作の同期。
document の追加、削除、および更新操作の同期。
collection の追加、削除、および更新操作の同期。
index の追加、削除、および更新操作の同期。

移行権限の要件

インスタンスタイプ フルデータ移行 増分データ移行

ソース MongoDB インスタンス 読み取り権限

ソースデータベースの読み取り
権限

管理データベースの読み取り権
限

ローカルデータベースの読み取
り権限

ターゲット MongoDB インスタン
ス 読み書き権限 読み書き権限

移行前の準備
ビジネスニーズに応じてデータシャードを構成します。 詳細は、シャードのパフォーマンスを最大化するため
のシャーディングの構成 をご参照ください。

説明
事前にターゲットインスタンスにデータベースとデータシャーディングのセットを作成し、
ソースインスタンスのデータベース構造に基づいてデータシャーディングを構成できます。
データ移行の完了後も、データのシャーディングを構成することができます。
データのシャーディングを構成する必要がない場合は、この手順をスキップしていただいて構
いません。

移行手順
1. DTS コンソールにログインします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウで、データ移行 をクリックします。

3. データ移行ページの右上隅で、移行タスクの作成をクリックします。

4. 移行タスクのソースデータベースとターゲットデータベースを構成します。
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ソース/ターゲットデータベースのパラメータ

タスク名

DTS は各タスクのタスク名を自動的に生成します。 タスク名は一意である必要はありま
せん。

必要に応じてタスク名を変更できます。 タスクの識別のため、タスクに意味のある名前
を指定することをお勧めします。

ソースデータ
ベース

インスタンスタイプ：ApsaraDB for MongoDB を選択します。

インスタンスリージョン： ソース MongoDB 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。

MongoDB インスタンス ID：ソースインスタンスの ID を選択します。

データベース名：ソースインスタンスの認証データベースの名前。 デフォルトの値：
admin。

データベースアカウント：ソースインスタンスのデータベースアカウントを入力しま
す。 詳細は、移行権限の要件 をご参照ください。

データベースのパスワード：データベースアカウントのパスワードを入力します。
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ターゲット
データベース

インスタンスタイプ：MongoDB インスタンスを選択します。

インスタンスリージョン：ターゲット MongoDB 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。

MongoDB インスタンス ID：ターゲットインスタンスの ID を選択します。

データベース名：ターゲットインスタンスの認証データベース名を入力します。 デフォ
ルトの値：admin。

データベースアカウント：ターゲットインスタンスのデータベースアカウントを入力し
ます。 詳細は、移行権限の要件 をご参照ください。

データベースのパスワード：データベースアカウントのパスワードを入力します。

ソース/ターゲットデータベースのパラメータ

5. パラメータを構成後、右下隅のホワイトリストを承認して次のステップに進むボタンをクリックしま
す。

説明 DTS サーバーの IP アドレスは、ApsaraDB for MongoDB インスタンスのホワイトリ
ストに自動的に追加されます。これにより、DTS サーバーが ApsaraDB for MongoDB に接続で
きるようになります。 移行が完了したら、不要になったホワイトリストを削除できます。 詳細
は、ホワイトリストの構成をご参照ください。

6. 移行オブジェクトおよび移行タイプ を設定します。
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パラメー
タ 説明　

移行タイ
プ

データをすべて移行する場合は、移行タイプとしてフルデータ移行を選択します。

説明 データの整合性を確保するために、フル移行が実行されているときにソース
ソースデータベースに新しいデータを書き込まないようにします。

ビジネスを停止せずにデータを移行する必要がある場合は、移行タイプでフルデータ移行お
よび増分データ移行を選択します。

移行オブ
ジェクト

利用可能リストから移行するデータベースを選択し、

をクリックして選択済みリストに移動します。

説明 管理データベースのデータは、移行オブジェクトとして選択されても移行さ
れません。

移行オブジェクトは database、及び collection/function であることが可能です。

オブジェクトがターゲット MongoDB インスタンスに移行された後、オブジェクト名はデ
フォルトでオンプレミス MongoDB インスタンスの名前と同じようになります。

説明 移行するオブジェクトのソースインスタンスとターゲットインスタンスで名
前が異なる場合は、DTS より提供されるオブジェクト名マッピング機能を使用する必要
があります。 詳細は、 オブジェクト名のマッピング をご参照ください。

7. 上述の構成を完了したら、右下隅の プリチェック をクリックします。

説明

移行タスクが開始される前にプリチェックが実行されます。 プリチェックが成功した後
にのみ移行が開始されます。

プリチェックに失敗した場合、

アイコンをクリックして、対応するチェック項目にの詳細を表示します。 問題を修正
後、プリチェックが再度実行されます。

8. プリチェックが成功したら、次へ をクリックします。

9. 設定の確認ページで、チャネル仕様を設定し、データ送信サービス（従量課金）利用規約チェック
ボックスにチェックを入れます。

10. 購入して開始をクリックして移行タスクを開始します。

フルデータ移行

移行タスクが自動的に停止するまで待ちます。

増分データ移行
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移行タスクは自動的に停止しません。 移行タスクを停止するには、タスクが増分移行遅延なし状態
になるまで待っていただいて、ソースデータベースへの書き込みを停止します。 数分後、タスクは
再度増分移行遅延なし 状態になり、タスクを停止できます。

ビジネスに悪影響を与えないように、オフピーク時にビジネスを ApsaraDB for MongoDB インスタンス
に切り替えることをお勧めします。

詳細情報
ApsaraDB for MongoDB インスタンスへの接続

データ送信サービス（DTS）を使用して、スタンドアロンインスタンスからレプリカセットインスタンス
にデータを移行できます。

背景情報
スタンドアロンインスタンスの独特なシステムアーキテクチャで、 開発やテストなど、エンタープライズ
コアデータのストレージを必要としないシナリオに適しています。 レプリカセットインスタンスとシャー
ドクラスタインスタンスは、実稼働シナリオに適しています。

本ドキュメントでは、DTS を使用して、ビジネスが調整されている場合、または既存のスタンドアロンイ
ンスタンスがビジネス要件を満たしていない場合、スタンドアロンインスタンスの MongoDB データベー
スをレプリカセットインスタンスまたはシャードクラスターインスタンスのデータベースに移行する方法
について説明します。

注意事項
DTS は、スタンドアロンインスタンスの増分データ移行をサポートしていません。

説明 移行を開始する前に、スタンドアロンインスタンスに関連するサービスを停止します。
データの整合性を確保するために、フル移行が実行されているときにスタンドアロンデータベース
に新しいデータを書き込まないようにします。

ターゲットインスタンスのストレージスペースは、ソースインスタンスのストレージスペースよりも大
きいである必要があります。
ターゲットインスタンスのデータベースは、MongoDB バージョン 3.2、3.4、および 4.0 をサポートし
ています。
ソースデータベースは、異なるストレージエンジンを備えたデータベースに移行できます。
（ApsaraDB for MongoDB は、WiredTiger、RocksDB、および TerarkDB の 3 つのストレージエンジ
ンをサポートしています。）

6.1.2. スタンドアロン MongoDB インスタンスからレプ
リカセットまたはシャードクラスターインスタンスへの
データ移行
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管理データベースのデータは、移行オブジェクトとして選択されても移行されません。

課金情報

移行タイプ 構成料金 パブリックネットワークトラフィッ
ク料金：

フルデータ移行 請求されない 請求されない

移行タイプの説明
フルデータ移行：ソースデータベースのすべてのデータは、ターゲットデータベースに移行されます。

database を移行します。
collection を移行します。
index を移行します。

移行権限の要件

インスタンスタイプ 必要権限

ソース MongoDB インスタンス 読み取り権限

ターゲット MongoDB インスタンス 読み書き権限

シャードクラスターインスタンスの移行前の準備
シャードクラスターインスタンスにスタンドアロンインスタンスデータを移行する場合、必要に応じて
データをシャーディングすることをお勧めします。 詳細は、シャードのパフォーマンスを最大化するための
シャーディングの構成 をご参照ください。

説明
事前にターゲットインスタンスにデータベースとデータシャーディングのセットを作成し、
ソースインスタンスのデータベース構造に基づいてデータシャーディングを構成できます。
データ移行の完了後も、データのシャーディングを構成することができます。
データのシャーディングを構成する必要がない場合は、この手順をスキップしていただいて構
いません。

移行手順
次の手順は、スタンドアロンインスタンスで mongodbtest データベースの全データを移行する方法の例
を示しています。

1. DTS コンソールにログインします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウで、データ移行 をクリックします。

3. データ移行ページの右上隅で、移行タスクの作成をクリックします。

4. 移行タスクのソースデータベースとターゲットデータベースを構成します。
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ソース/ターゲットデータベースのパラメータ

タスク名

DTS は各タスクのタスク名を自動的に生成します。 タスク名は一意である必要はありま
せん。

必要に応じてタスク名を変更できます。 タスクの識別のため、タスクに意味のある名前
を指定することをお勧めします。

ソースデータ
ベース

インスタンスタイプ：ApsaraDB for MongoDB を選択します。

インスタンスリージョン：ソース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。

MongoDB インスタンス ID：ソースインスタンスの ID を選択します。

データベース名：ソースインスタンスの認証データベースの名前。 デフォルト設定：
admin。

データベースアカウント：ソースインスタンスのデータベースアカウントを入力しま
す。 詳細は、移行権限の要件 をご参照ください。

データベースパスワード：データベースアカウントのパスワードを入力します。
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ターゲット
データベース

インスタンスタイプ：MongoDB インスタンスを選択します。

インスタンスリージョン：ターゲット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。

MongoDB インスタンス ID：ターゲットインスタンスの ID を選択します。

データベース名：ターゲットインスタンスの認証データベース名を入力します。 デフォ
ルト設定：admin。

データベースアカウント：ターゲットインスタンスのデータベースアカウントを入力し
ます。 詳細は、移行権限の要件 をご参照ください。

データベースのパスワード：データベースアカウントのパスワードを入力します。

ソース/ターゲットデータベースのパラメータ

5. パラメータを構成後、右下隅のホワイトリストを承認して次のステップに進むボタンをクリックしま
す。

説明 DTS サーバーの IP アドレスは、ソース/ターゲット ApsaraDB for MongoDB インスタ
ンスのホワイトリストに自動的に追加されます。これにより、DTS サーバーが ApsaraDB for
MongoDB インスタンスに接続できるようになります。 移行が完了したら、不要になったホワイ
トリストを削除できます。 詳細は、ホワイトリストの構成をご参照ください。

6. 移行オブジェクトおよび移行タイプ を設定します。
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パラメー
ター 説明　

移行タイ
プ

移行タイプ： フルデータ移行を選択します。

説明 データの整合性を確保するために、フル移行が実行されているときにソース
ソースデータベースに新しいデータを書き込まないようにします。

移行オブ
ジェクト

利用可能リストから移行するデータベースを選択し、

アイコンをクリックして選択済みリストに移動します。

説明 管理データベースのデータは、移行オブジェクトとして選択されても移行さ
れません。

移行オブジェクトは database、及び collection/function であることが可能です。

オブジェクトが ApsaraDB for MongoDB インスタンスに移行された後、ApsaraDB for
MongoDB のオブジェクト名は、ソースデータベースのオブジェクト名と同じようになりま
す。

説明 移行するオブジェクトのソースインスタンスとターゲットインスタンスで名
前が異なる場合は、DTS より提供されるオブジェクト名マッピング機能を使用する必要
があります。 詳細は、オブジェクト名のマッピング をご参照ください。

7. 上述の構成を完了したら、右下隅の プリチェック をクリックします。

説明

移行タスクが開始される前にプリチェックが実行されます。 プリチェックが成功した後
にのみ移行が開始されます。

プリチェックに失敗した場合、

アイコンをクリックして、対応するチェック項目にの詳細を表示します。 問題を修正
後、プリチェックが再度実行されます。

8. プリチェックが成功したら、次へ をクリックします。

9. 設定の確認ページで、チャネル仕様を設定し、データ送信サービス（従量課金）利用規約チェック
ボックスにチェックを入れます。

10. 購入して開始をクリックして移行タスクを開始します。

移行タスクが自動的に停止するまで待ちます。

ビジネスに悪影響を与えないように、オフピーク時にビジネスを ApsaraDB for MongoDB インスタンス
に切り替えることをお勧めします。

詳細情報
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レプリカセットインスタンスの接続情報の取得
ApsaraDB for MongoDB インスタンスへの接続

本ドキュメントでは、 Data Transmission Service（DTS）を使用して MongoDB インスタンスを他の
リージョンに移行する方法を説明しています。 DTS はフルデータ移行と増分データ移行をサポートしま
す。 増分データ移行を使用して、サービスを中断することなく、ApsaraDB for MongoDB にシームレス
にデータを移行できます。

背景情報
次のシナリオでは、MongoDB データベースリージョンの変更が必要になる場合があります。

ビジネスを再構築する必要があります。
MongoDB インスタンスを使用して、ECS インスタンスにデプロイされたアプリケーションにデータ
ベースサービスを提供する必要があります。 ECS インスタンスと MongoDB インスタンスは同じリー
ジョンにありません。

本ドキュメントでは、例として、中国（青島）から中国（杭州）へ MongoDB データベースを移行しま
す。 DTS のデータ移行機能を使用して、MongoDB データベースを他リージョンに移行する方法を紹介し
ます。

前提条件
ソースインスタンスは、スタンドアロンまたはレプリカセットインスタンスである必要があります。
ソースインスタンスがシャードクラスターインスタンスである場合は、MongoDB の組み込みコマンド
を使用したデータの移行 をご参照ください。

説明 DTS は、スタンドアロンインスタンスの増分データ移行をサポートしていません。

ターゲットインスタンスがターゲットリージョンに作成されていることをご確認ください。 インスタン
ス作成に関する詳細は、インスタンスの作成、インスタンスの作成、または シャードクラスタインスタ
ンスの作成 をご参照ください。
ターゲットインスタンスのストレージスペースは、ソースインスタンスの使用中の占有ストレージス
ペースよりも大きくする必要があります。

注意事項
ビジネスの中断を避けるため、オフピーク時にデータを移行することをお勧めします。

6.1.3. DTS を介した MongoDB インスタンスの他リー
ジョンへの移行
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管理データベースのデータは、移行オブジェクトとして選択されても移行されません。

課金情報

移行タイプ 構成料金 パブリックネットワーク
トラフィック料金：

フルデータ移行 請求されない 請求されない

増分データ移行 請求される 詳細については、データ送信サービスの価格
をご参照ください。 請求されない

移行タイプの説明
フルデータ移行：ソースデータベースのすべてのデータは、ターゲットインスタンスに移行されます。

database を移行します。
collection を移行します。
index を移行します。

増分データ移行：ソースデータベースの増分更新データは、古データ移行に基づいて、ターゲットイン
スタンスのデータベースに同期されます。

database の追加、削除、および更新操作の同期。
document の追加、削除、および更新操作の同期。
collection の追加、削除、および更新操作の同期。
index の追加、削除、および更新操作の同期。

移行権限の要件
DTS を使用して MongoDB データベースを移行する場合、特定の種類の移行を実行する際には特定の権限
が必要です。 詳細は以下のとおりです。

移行オブジェクト フルデータ移行 増分データ移行

ソース MongoDB インスタンス 読み取り権限

ソースデータベースの読み取り
権限

管理データベースの読み取り権
限

ローカルデータベースの読み取
り権限

ターゲット MongoDB インスタン
ス 読み書き権限 読み書き権限

移行手順
1. DTS コンソール にログインします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウで、データ移行 をクリックします。

3. データ移行ページの右上隅で、移行タスクの作成をクリックします。

4. 移行タスクのソースデータベースとターゲットデータベースを構成します。
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パラメータ 説明　

タスク名

DTS は各タスクのタスク名を自動的に生成します。 タスク名は一意である必要はあり
ません。

必要に応じてタスク名を変更できます。 タスクの識別のため、タスクに意味のある名
前を指定することをお勧めします。

ソースデータ
ベース

インスタンスタイプ：MongoDB インスタンスを選択します。

インスタンスリージョン： ソース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。 この例では、中国 (青島) を選択します。

MongoDB インスタンス ID：ソース MongoDB インスタンスのインスタンス ID を選
択します。

データベース名：ソースインスタンスの認証データベースの名前。 デフォルト設定：
admin。

データベースアカウント：ソースインスタンスのデータベースのアカウントを入力し
ます。 詳細は、移行権限の要件 をご参照ください。

データベースパスワード：データベースアカウントのパスワードを入力します。
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ターゲットデー
タベース

インスタンスタイプ：MongoDB インスタンスを選択します。

インスタンスリージョン：ソース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。 この例では、中国 (杭州) を選択します。

MongoDB インスタンス ID：ターゲットインスタンスの ID を選択します。

データベース名：ターゲットインスタンスの認証データベース名を入力します。 デ
フォルト設定：admin。

データベースアカウント：ターゲットインスタンスのデータベースアカウントを入力
します。 アクセス権限の要件については、 移行アクセス権限の要件 をご参照くださ
い。

データベースのパスワード：データベースアカウントのパスワードを入力します。

パラメータ 説明　

5. パラメータを構成後、右下隅のホワイトリストを承認して次のステップに進むボタンをクリックしま
す。

説明 DTS サーバーの IP アドレスは、ソース/ターゲット ApsaraDB for MongoDB インスタ
ンスのホワイトリストに自動的に追加されます。これにより、DTS サーバーが ApsaraDB for
MongoDB インスタンスに接続できるようになります。 移行が完了したら、不要になったホワイ
トリストを削除できます。 詳細は、ホワイトリストの構成をご参照ください。

6. 移行オブジェクトと移行タイプの構成

パラメータ 説明　
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移行タイプ

データをすべて移行する場合は、移行タイプとしてフルデータ移行を選択します。

説明 データの整合性を確保するために、フル移行が実行されているときに
ソースインスタンスに新しいデータを書き込まないようにします。

ビジネスを停止せずにデータを移行する必要がある場合は、移行タイプでフルデータ移
行および増分データ移行を選択します。

説明 増分データ移行ソースインスタンスがスタンドアロンインスタンスの
場合はサポートされません。

移行オブジェク
ト

利用可能リストから移行するデータベースを選択し、

アイコンをクリックして選択済みリストに移動します。

説明 管理データベースのデータは、移行オブジェクトとして選択されても
移行されません。

移行オブジェクトは database、及び collection/function であることが可能です。

オブジェクトが ApsaraDB for MongoDB インスタンスに移行された後、ApsaraDB
for MongoDB のオブジェクト名は、ソースデータベースのオブジェクト名と同じよう
になります。

説明 移行するオブジェクトのソースインスタンスとターゲットインスタン
スで名前が異なる場合は、DTS より提供されるオブジェクト名マッピング機能を
使用する必要があります。 詳細は、オブジェクト名のマッピングをご参照くださ
い。

パラメータ 説明　

7. 上述の構成を完了したら、右下隅の プリチェック をクリックします。

説明

移行タスクが開始される前にプリチェックが実行されます。 プリチェックが成功した後
にのみ移行が開始されます。

プリチェックに失敗した場合、

アイコンをクリックして、対応するチェック項目にの詳細を表示します。 問題を修正
後、プリチェックが再度実行されます。

8. プリチェックが成功したら、次へ をクリックします。

9. 設定の確認ページで、チャネル仕様を設定し、データ送信サービス（従量課金）利用規約チェック
ボックスにチェックを入れます。
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10. 購入して開始をクリックして移行タスクを開始します。

フルデータ移行

移行タスクが自動的に停止するまで待ちます。

増分データ移行

移行タスクは自動的に停止しません。 移行タスクを停止するには、タスクが増分移行タスク遅延な
し状態になるまで待っていただいて、ソースデータベースへの書き込みを停止します。 数分後、タ
スクは再度増分移行タスク遅延なし 状態になり、タスクを停止できます。

11. ビジネスに悪影響を与えないように、オフピーク時にビジネスを ApsaraDB for MongoDB インスタ
ンスに切り替えることをお勧めします。

本ドキュメントでは、Data Transmission Service（DTS）を使用して、異なるAlibaba Cloudアカウン
ト間でMongoDBデータベースを移行する方法について説明します。 DTS はフルデータ移行と増分データ
移行をサポートします。 増分データ移行を使用して、サービスを中断することなく、ApsaraDB for
MongoDB にシームレスにデータを移行できます。

背景情報
本ドキュメントでは、DTS を使用して、Alibaba Cloud アカウントから別のアカウントにデータを移行す
る方法について説明します。 ソースインスタンスタイプをパブリック IP アドレス付きオンプレミスデー
タベースに設定することにより、フルデータ移行または増分データ移行を実行できます。

前提条件
対象のインスタンスは、スタンドアロンまたはレプリカセットのインスタンスである必要があります。
ソースインスタンスタイプがシャードクラスターの場合は、mongodump と mongorestoreを使用し
たデータベースの移行 をご参照ください。

説明 DTSは、スタンドアロンインスタンスの増分データ移行をサポートしていません。

ターゲットインスタンスのストレージスペースは、ソースインスタンスのストレージスペースよりも大
きいである必要があります。

注意事項
ビジネスの中断を避けるため、オフピーク時にデータを移行することをお勧めします。

管理データベースのデータは、移行オブジェクトとして選択されても移行されません。

課金情報

6.1.4. DTS を使用した異なる Alibaba Cloud アカウン
ト間での MongoDB データベースの移行
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移行タイプ 構成料金 パブリックネットワーク
トラフィック料金：

フルデータ移行 請求されない 請求されない

増分データ移行 請求される 詳細は、データ送信サービスの価格 をご参照
ください。 請求されない

移行タイプの説明
フルデータ移行：ソースインスタンスデータベースのすべてのデータがターゲットインスタンスデータ
ベースに移行されます。

database を移行します。
collection を移行します。
index を移行します。

増分データ移行：ソースデータベースの増分更新データは、フルデータ移行に基づいて、ターゲットイ
ンスタンスのデータベースに同期されます。

database の追加、削除、および更新操作の同期。
document の追加、削除、および更新操作の同期。
collection の追加、削除、および更新操作の同期。
index の追加、削除、および更新操作の同期。

移行権限の要件
DTS を使用して MongoDB データベースを移行する場合、特定の種類の移行を実行する際には特定の権限
が必要です。 詳細は以下のとおりです。

移行オブジェクト フルデータ移行 増分データ移行

ソース MongoDB インスタンス 読み取り権限

ソースデータベースの読み取り
権限

管理データベースの読み取り権
限

ローカルデータベースの読み取
り権限

ターゲット MongoDB インスタン
ス 読み書き権限 読み書き権限

ソースインスタンスの移行前の準備
1. ソースインスタンスが属する Alibaba Cloud アカウントを使用して、ApsaraDB for MongoDB コン

ソール にログインします。

2. パブリック IP アドレスを申請して、インターネット経由でソースインスタンスに接続します。 詳細
は、パブリックアドレスの申請 をご参照ください。

3. DTS CIDR ブロックから必要な情報を取得し、ターゲットインスタンスの CIDR ブロックをソースイン
スタンスのホワイトリストに追加します。 詳細は、ホワイトリストの構成 をご参照ください。
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たとえば、ソースインスタンスが杭州にあり、ターゲットインスタンスが深センにある場合、深セン
のDTS CIDR ブロックをホワイトリストに追加します。

ターゲットインスタンスの事前移行の準備
シャードクラスターインスタンスにデータを移行する場合、必要に応じてデータをシャーディングするこ
とをお勧めします。 詳細は、シャードのパフォーマンスを最大化するためのシャーディングの構成 をご参照くだ
さい。

説明
事前にターゲットインスタンスにデータベースとデータシャーディングのセットを作成し、
ソースインスタンスのデータベース構造に基づいてデータシャーディングを構成できます。
データ移行の完了後も、データのシャーディングを構成することができます。
データのシャーディングを構成する必要がない場合は、この手順をスキップしていただいて構
いません。

移行手順
1. ターゲットインスタンスが属する Alibaba Cloud アカウントを使用して、DTS コンソール にログイ

ンします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウで、データ移行 をクリックします。

3. データ移行ページの右上隅で、移行タスクの作成をクリックします。

4. 移行タスクのソースデータベースとターゲットデータベースを構成します。
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パラメータ 説明　

タスク名

DTS は各タスクのタスク名を自動的に生成します。 タスク名は一意である必要はあり
ません。

必要に応じてタスク名を変更できます。 タスクの識別のため、タスクに意味のある名
前を指定することをお勧めします。

ソースデータ
ベース

インスタンスタイプ：パブリック IP アドレス付きオンプレミスデータベースを選択し
ます。

データベースエンジン：MongoDB を選択します。

ホスト名または IP アドレス：ソースインスタンスのパブリック IP アドレスのドメイ
ンを入力します。 例：dds-1udxxxxxxx-pub.mongodb.rds.aliyuncs.com。

ポート番号：ソースインスタンスのサービスポート 3717 を入力します。

データベース名：ソースインスタンスの認証データベースの名前。

データベースアカウント：ソースインスタンスのデータベースのアカウントを入力し
ます。 詳細は、移行権限の要件 をご参照ください。

データベースのパスワード：データベースアカウントのパスワードを入力します。

ターゲットデー
タベース

インスタンスタイプ：MongoDB インスタンスを選択します。

インスタンスリージョン：ターゲット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。

MongoDB インスタンス ID：ターゲットインスタンスの ID を選択します。

データベース名：ターゲットインスタンスの認証データベース名を入力します。 デ
フォルト設定：admin。

データベースアカウント：ターゲットインスタンスのデータベースアカウントを入力
します。 アクセス権限の要件については、 移行アクセス権限の要件 をご参照くださ
い。

データベースパスワード：データベースアカウントのパスワードを入力します。

5. パラメータを構成後、右下隅のホワイトリストを承認して次のステップに進むボタンをクリックしま
す。

説明 DTS サーバーの IP アドレスは、ターゲットインスタンスのホワイトリストに自動的に
追加されます。これにより、DTS サーバーがターゲットインスタンスに接続できるようになりま
す。 移行が完了したら、不要になったホワイトリストを削除できます。 詳細は、ホワイトリス
トの構成をご参照ください。

6. 移行オブジェクトと移行タイプの構成
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パラメータ 説明　

移行タイプ

データをすべて移行する場合は、移行タイプとしてフルデータ移行を選択します。

説明 データの整合性を確保するために、フル移行が実行されているときに
ソースインスタンスに新しいデータを書き込まないようにします。

ビジネスを停止せずにデータを移行する必要がある場合は、移行タイプでフルデータ移
行および増分データ移行を選択します。
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移行オブジェク
ト

利用可能リストから移行するデータベースを選択し、

アイコンをクリックして選択済みリストに移動します。

説明 管理データベースのデータは、移行オブジェクトとして選択されても
移行されません。

移行オブジェクトは database、及び collection/function であることが可能です。

オブジェクトが ApsaraDB for MongoDB インスタンスに移行された後、ApsaraDB
for MongoDB のオブジェクト名は、ソースデータベースのオブジェクト名と同じよう
になります。

説明 移行するオブジェクトのソースインスタンスとターゲットインスタン
スで名前が異なる場合は、DTS より提供されるオブジェクト名マッピング機能を
使用する必要があります。 詳細は、オブジェクト名のマッピングをご参照くださ
い。

パラメータ 説明　

7. 上述の構成を完了したら、右下隅の プリチェック をクリックします。

説明

移行タスクが開始される前にプリチェックが実行されます。 プリチェックが成功した後
にのみ移行が開始されます。

プリチェックに失敗した場合、

アイコンをクリックして、対応するチェック項目にの詳細を表示します。 問題を修正
後、プリチェックが再度実行されます。

8. プリチェックが成功したら、次へ をクリックします。

9. 設定の確認ページで、チャネル仕様を設定し、データ送信サービス（従量課金）利用規約チェック
ボックスにチェックを入れます。

10. 購入してスタートをクリックして移行タスクを開始します。

フルデータ移行

移行タスクが自動的に停止するまで待ちます。

増分データ移行
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移行タスクは自動的に停止しません。 移行タスクを停止するには、タスクが増分移行タスク遅延な
し状態になるまで待っていただいて、ソースデータベースへの書き込みを停止します。 数分後、タ
スクは再度増分移行タスク遅延なし 状態になり、タスクを停止できます。

ビジネスに悪影響を与えないように、オフピーク時にビジネスを ApsaraDB for MongoDB インスタンス
に切り替えることをお勧めします。

詳細情報
ApsaraDB for MongoDB をモニタリングするための共通のアラートルールの設定

mongoimport を使用して、Amazon DynamoDB データベースから ApsaraDB for MongoDB にデータ
を移行できます。 mongoimport は、MongoDB が提供するデータインポートツールです。

前提条件
ApsaraDB for MongoDB インスタンスを作成済み。 詳細は、インスタンスの作成 または シャードクラスタイ
ンスタンスの作成 をご参照ください。

注意事項
この操作はフルデータ移行です。 増分データ移行はサポートされていません。 データの不整合を回避
するには、移行の開始前にデータベースへのデータの書き込みを停止します。
MongoDB サービスがインストールされているサーバーで mongoimport コマンドを実行します。
mongo shell で実行しないようにしてください。

ApsaraDB for MongoDB と DynamoDB との用語の関係

DynamoDB 用語 ApsaraDB for MongoDB 用語

Table Collection

Item Document

Attribute Field

環境の準備

6.2. サードパーティ制クラウドサービスプロバ
イダーから Alibaba Cloud へのデータ移行
6.2.1. Amazon DynamoDB データベースから Alibaba
Cloud へのデータ移行
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ローカルサーバーに MongoDB プログラムをインストールします。 プログラムのバージョンが、
ApsaraDB for MongoDB データベースのバージョンと同じである必要があります。 このサーバーは、
データ移行中にデータを転送するように機能します。 この例では、MongoDB プログラムは Ubuntu
Linux にインストールされます。

1. ローカルサーバーに MongoDB プログラムをインストールします。 詳細は、MongoDB のインストー
ルをご参照ください。

説明 このサーバーは、データのバックアップとリカバリのデータ転送プラットフォームと
して使用されます。 移行が完了したらこれ以上使用する必要がありません。

2. ApsaraDB for MongoDB インスタンスのホワイトリストにローカルサーバーの IP アドレスを追加し
ます。 詳細は、ホワイトリストの構成 をご参照ください。

移行手順
1. Amazon DynamoDB コンソールにログインします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウで、Table をクリックします。

3. customer テーブルを選択します。

4. 移行するデータを選択して、 csv 形式でエクスポートします。
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i. プログラムタブをクリックします。

ii. 移行するデータを選択します。

iii. ショートカットメニューからActions > Export to .csvを選択します。

5. 環境の準備 のローカルサーバーにエクスポートされた csv ファイルをコピーします。

6. ApsaraDB for MongoDB コンソール にログインして、ApsaraDB for MongoDB インスタンスのパブ
リック接続アドレスを取得します。

データを ApsaraDB for MongoDB レプリカセットインスタンスに移行する必要がある場合、
primary ノードのパブリック接続アドレスを取得します。 詳細は、レプリカセットインスタンスの
接続情報の取得 をご参照ください。

ApsaraDB for MongoDB シャードクラスターインスタンスにデータを移行するには、mongos の
パブリック IP アドレスを取得します。 詳細は、ApsaraDB for MongoDB インスタンスへの接続
をご参照ください。

説明 パブリック接続アドレスを手動で申請する必要があります。 詳細は、パブリックアド
レスの申請 をご参照ください。

7. ローカルサーバーで、次のコマンドを実行して、ApsaraDB for MongoDB データベースにデータを
インポートします。

mongoimport --host <mongodb_host:port> --authenticationDatabase admin -u <username> --db <

database> --collection <collection> --file <filename>  --type csv --headerline                    
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説明

<mongodb_host:port>：ApsaraDB for MongoDB レプリカセットインスタンスの
primary ノードの接続アドレス、または ApsaraDB for MongoDB シャードクラスターイ
ンスタンスの mongos の接続アドレス。

<username>：ApsaraDB for MongoDB インスタンスのデータベースユーザー名。 デ
フォルト値：root。 このユーザーには読み取りおよび書き込み権限が必要です。

<database>：データをインポートする database の名前。

<collection>：データをインポートする collection の名前。

<filename>：.csv ファイルのパス及び名前。

例：customer.csv から mongodbtest データベースのカスタマ collection にデータをインポートし
ます。

mongoimport --host dds-bpxxxxxxxx-pub.mongodb.rds.aliyuncs.com:3717 --authenticationDataba

se admin -u root --db mongodbtest --collection customer --file ~/download/customer.csv  --type c

sv --headerline

8.  Enter password:   プロンプトで、ApsaraDB for MongoDB データベースアカウントに対応するパ
スワードを入力します。 この操作を実行したら、データのインポートが開始されます。

説明 他のテーブルのデータを移行する必要がある場合は、手順 3~8 を繰り返します。

データのインポートが完了するまで待ちます。 これで Amazon DynamoDB データベースから Alibaba
Cloud へのデータの移行が完了しました。

次のステップ
データ操作のパフォーマンスを改善するには、必要に応じてデータのインポート後にインデックスを作成
する必要もあります。 詳細は、db.collection.createIndex をご参照ください。

MongoDB が提供するバックアップ/リストアツールである mongodump と mongorestore を使用し
て、MongoDB Atlas データベースから ApsaraDB for MongoDB にデータを移行できます。

注意事項
ApsaraDB for MongoDB は、複数のデータベースバージョンの移行をサポートしています。
ApsaraDB for MongoDB は、MongoDB 3.2、MongoDB 3.4、および MongoDB 4.0 をサポートしま
す。
ソースデータベースは、異なるストレージエンジンを備えたデータベースに移行できます。
（ApsaraDB for MongoDB は、WiredTiger、RocksDB、および TerarkDB の 3 つのストレージエンジ
ンをサポートしています。）
この操作はフルデータ移行です。 増分データ移行はサポートされていません。 データの不整合を回避
するには、移行の開始前にデータベースへのデータの書き込みを停止します。

6.2.2. MongoDB Atlas データベースから Alibaba
Cloud へのデータ移行
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mongodump および mongorestore のバージョンは、MongoDB Atlas データベースのバージョンと
同じです。
mongodump を使用してデータベースをバックアップした場合、dump フォルダー内のバックアップ
ファイルを他のディレクトリに移動します。 データ移行の前に、デフォルトの dump フォルダが空で
あることを確認します。 空でない場合、このフォルダ内の既存バックアップファイルは上書きされま
す。
MongoDB がインストールされているサーバー上で mongodump コマンドと mongorestore コマンド
を実行します。 mongo shell でコマンドを実行しないようにしてください。

データベースアカウント権限の要件

移行オブジェクト アカウント権限

MongoDB Atlas インスタンス 読み取り権限

ApsaraDB for MongoDB インスタンス 読み書き権限

移行前の準備 1
1. ApsaraDB for MongoDB インスタンスを作成します。 詳細は、レプリカセットインスタンスの作成

または シャードクラスターインスタンスの作成 をご参照ください。

説明

ApsaraDB for MongoDB インスタンスのストレージスペースは、MongoDB Atlas のスト
レージスペースより大きくする必要があります。

データを ApsaraDB for MongoDB のシャードクラスターインスタンスに移行する場合、
データをシャードすることをお勧めします。 詳細は、シャードのパフォーマンスを最大
化するためのシャーディングの構成 をご参照ください。

2. ApsaraDB for MongoDB インスタンスのパスワードを設定します。 詳細は、パスワードの設定をご
参照ください。

移行前の準備 2
ローカルサーバーに MongoDB をインストールします。 プログラムのバージョン番号が MongoDB Atlas
データベースのバージョン番号と同じであることが必要です。 このサーバーは、データ移行中にデータを
転送するように機能します。 この例では、MongoDB プログラムは Linux サーバーにインストールされま
す。

1. ローカルサーバーに MongoDB プログラムをインストールするには、 MongoDB のインストールをご
参照ください。

説明

このサーバーは、データのバックアップとリカバリのデータ転送プラットフォームとして
使用されます。 移行が完了したらこれ以上使用する必要がありません。

バックアップディレクトリが存在するパーティションの使用可能なストレージスペース
を、MongoDB Atlas データベースのストレージスペースより大きくする必要がありま
す。
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2. ApsaraDB for MongoDB インスタンスのホワイトリストにローカルサーバーのパブリック IP アドレ
スを追加します。 詳細は、ホワイトリストの構成をご参照ください。

移行手順
1. MongoDB Atlas コンソールにログインします。

2. データの移行に使用されるローカルサーバーのパブリック IP アドレスを MongoDB Atlas インスタン
スのホワイトリストに追加します。

3. Clusters ページで、Clusters をクリックします。

4. Command Line Tools タブで、mongodump コマンドの横にある COPY をクリックして、
MongoDB Atlas データベースの接続情報を含む mongodump コマンドをコピーします。
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5. ローカルサーバー上の MongoDB Atlas データベースをバックアップします。

i. ローカルサーバーで、MongoDB Atlas データベースの接続情報を含む mongodump コマンドを
貼り付けます。

ii. <PASSWORD> を root ユーザーのパスワードに置き換え、<DATABASE> をバックアップする
データベースの名前に置き換えます。

iii. このコマンドを実行し、データがバックアップされるまで待ちます。

例：

6. ApsaraDB for MongoDB コンソール にログインして、ApsaraDB for MongoDB インスタンスのパブ
リック接続アドレスを取得します。

ApsaraDB for MongoDB レプリカセットインスタンスにデータを移行するには、primary ノード
のパブリック IP アドレスを取得する必要があります· 詳細は、レプリカセットインスタンスの接
続情報の取得をご参照ください。

ApsaraDB for MongoDB シャードクラスターインスタンスにデータを移行するには、mongos の
パブリック IP アドレスを取得する必要があります。 詳細は、ApsaraDB for MongoDB インスタン
スへの接続をご参照ください。

説明 パブリック IP アドレスを申請する必要があります。 詳細は、パブリック IP アドレス
の申請をご参照ください。

7. ローカルサーバーで、次のコマンドを実行して、ApsaraDB for MongoDB データベースにデータを
インポートします。

mongorestore --host <mongodb_host>:3717 --authenticationDatabase admin -u <username> -d <

database> <database_backupfile_directory>
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説明

<mongodb_host>：ApsaraDB for MongoDB レプリカセットインスタンスの Primary
ノードの接続アドレス、または ApsaraDB for MongoDB シャードクラスターインスタン
スの接続アドレス。

<username>：ApsaraDB for MongoDB インスタンスのデータベースユーザー名。

<database>：リストアするデータベース。 バックアップファイルに複数のデータベース
が存在する場合、この手順を繰り返してすべてのデータベースをリストアします。

<database_backupfile_directory>：データベースバックアップファイルのディレクト
リ。

例：

データベースバックアップファイルに mongodbtest データベースをリストアする

mongorestore --host dds-bp**********-pub.mongodb.rds.aliyuncs.com:3717 --authenticationDataba

se admin -u root -d mongodbtest /dump/mongodbtest

データベースバックアップファイルで test123 データベースをリストアする

mongorestore --host dds-bp**********-pub.mongodb.rds.aliyuncs.com:3717 --authenticationDataba

se admin -u root -d test123 /dump/test123

8.  Enter password: プロンプトで、ApsaraDB for MongoDB データベースアカウントに対応するパス
ワードを入力します。

データのリストアが完了するまで待ちます。 これで MongoDB Atlas のデータは、ApsaraDB for
MongoDB に移行されました。
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パスワードを忘れた場合、以前のパスワードを変更する必要がある場合、またはインスタンスの作成時に
パスワードを設定しなかった場合は、インスタンスのパスワードをリセットできます。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャーディングインスタンスをクリックします。

4. 対象の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。

5. 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。

6. パスワードをリセットをクリックします。

7. 表示されるパスワードのリセットダイアログボックスで、新しいパスワードを入力し、OK をクリッ
クします。

説明

パスワードは、大文字、小文字、数字、特殊文字を含む 3 種類の文字で構成する必要があ
ります。 特殊文字には、感嘆符（！）、シャープ記号（＃）、ドル記号（$）、パーセン
ト記号（％）、キャレット（^）、アンパーサンド（＆）、アスタリスク（*）、括弧
（（））、下線（（））、アンダースコア（ _）、プラス記号（+）、ハイフン（ - ）、
および等号（=）があります。

パスワードは 8~32 文字の長さである必要があります。

8. OK をクリックします。

7.アカウント管理
7.1. パスワードのリセット
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インスタンスの構成がアプリケーションのパフォーマンス要件を満たすことができないか、または必要以
上に高い場合は、このインスタンスの構成を変更できます。

制約
スタンドアロンアーキテクチャ、レプリカセットアーキテクチャ、およびシャードクラスタアーキテク
チャの違いにより、インスタンスのアーキテクチャを変更することはできません。

料金
ApsaraDB for MongoDB の構成をアップグレードまたはダウングレードできます。 インスタンスの料金
は、その構成が変更されると変わる場合があります。 詳細については、課金項目と料金をご参照くださ
い。

有効時間
スタンドアロンまたはレプリカセットのインスタンス：構成を変更するときは、新しい構成の有効時間
を設定できます。

データマイグレーション直後 ：構成変更プロセスの後、インスタンスはすぐに構成の変更状態に入
ります。 インスタンス状態が実行中に変わると、構成は正常に変更されます。

一部の構成のアップグレード中に、対象のインスタンスが 1 回または 2 回、30秒以内に切断される
ことがあります。 ビジネスへの影響を避けるために、必要に応じて構成変更の有効時間を設定でき
ます。

メンテナンス期間中 ：指定した期間内に構成変更の有効期間を設定できます。 詳細はメンテナンス
期間の指定方法をご参照ください。

説明 構成変更中にインスタンスが切断されていない場合は、有効時間を設定しているかど
うかにかかわらず、構成変更は即時に有効になります。

シャードクラスタインスタンス注：構成変更の有効時間を設定することはできません。 構成変更プロセ
スの後、インスタンスはすぐに構成変更状態になります。 インスタンス状態が実行中に変わると、構成
は正常に変更されます。

説明 インスタンスが構成変更状態にあるとき、このインスタンスのほとんどのデータベース、
アカウント、およびネットワーク操作を実行することはできません。 構成変更の完了時間は、ネット
ワーク、タスクキュー、データ量などのさまざまな要因によって変わります。 オフピーク時にインス
タンスの構成を変更するか、アプリケーションが自動接続を再確立できるようにすることをお勧めし
ます。

スタンドアロンまたはレプリカセットインスタンスの構成の変更
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象の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。

8.インスタンス管理
8.1. インスタンス構成の変更
8.1.1. 構成の変更
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3. 対象のインスタンスが従量課金インスタンスの場合：

対象のインスタンスに対応する操作列で

> 構成の変更を選択します。

或いは対象のインスタンス ID をクリックするか、対象のインスタンスに対応する操作列で

> 管理を選択することもできます。 表示される基本情報ページで、構成の変更をクリックします。

4. 対象のインスタンスがサブスクリプションベースのインスタンスの場合：

i. 対象のインスタンス ID をクリックするか、対象のインスタンスに対応する操作列で

> 管理 を選択します。

ii. 表示される基本情報ページで、アップグレードまたはダウングレードをクリックします。

対象のインスタンスに対応する操作列で

> アップグレードを選択することもできます。

5. 更新ページで、対象のインスタンスの仕様とストレージスペースを指定します。

説明

請求方法が従量課金であるスタンドアロンインスタンスの場合、ストレージスペースをダ
ウングレードすることはできません。

請求方法がサブスクリプションであるスタンドアロンまたはレプリカセットインスタンス
のストレージスペースをダウングレードすることはできません。

インスタンスの仕様とストレージスペースの詳細は、以下をご参照ください。インスタンス仕様

更新ページでは、構成変更の有効時間を設定することもできます。

6. ApsaraDB for MongoDB サービス契約を選択し、指示に従って構成変更プロセスを完了します。

ノードを追加して、シャードクラスタインスタンスの構成を変更
シャードクラスタインスタンスに mongos ノードを追加するときに、mongos ノードに使用を指定して
インスタンスの構成を変更できます。

シャードクラスターインスタンスのシャードを追加するときに、そのシャードの仕様とストレージスペー
スを指定してインスタンスの構成を変更できます。

1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象の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. 対象のシャードクラスタインスタンス ID をクリックします。
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対象のインスタンスに対応する操作列で

> 管理を選択することもできます。

4. mongos ノードを追加するには、基本情報ページのMongos を追加をクリックします。

5. 表示されるMongos を追加ページで、新しい mongos ノードの仕様を指定します。

6. シャードを追加するには、基本情報ページのシャードを追加をクリックします。

7. 表示されるシャードを追加ページで、新しいシャードの仕様とストレージスペースを指定します。

インスタンスの仕様とストレージスペースの詳細は、以下をご参照ください。インスタンス仕様

8. ApsaraDB for MongoDB サービス契約を選択し、指示に従って構成変更プロセスを完了します。

既存のノードの構成を変更して、シャードクラスタインスタンスの構成を変更
既存の mongos ノードの仕様、または既存のシャードの仕様とストレージスペースを変更して、シャー
ドクラスタインスタンスの構成を変更できます。

説明 シャードクラスタインスタンスの構成を変更するときは、ノードを追加するか、既存の
ノードの仕様とストレージスペースを変更することしかできません。 既存のノードの指定およびスト
レージスペース以外のノードを削除したり、構成項目を変更したりすることはできません。

1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象の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. 対象のシャードクラスタインスタンス ID をクリックします。

対象のインスタンスに対応する操作列で

> 管理を選択することもできます。

4. 既存の mongos ノードの構成を変更するには、次の手順に従います。基本情報ページの Mongos リ
ストエリアで、対象の mongos ノードに対応する操作列で

> 構成の変更を選択します。

5. 表示されるMongos 構成変更ページで、mongos ノードの仕様を指定します。

6. 既存のシャードの構成を変更するには、次の手順に従います。基本情報ページのシャードリストエリ
アで、対象のシャードに対応する操作列で
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> 構成の変更を選択します。

7. 表示されるシャード構成変更ページで、シャードの仕様とストレージスペースを指定します。

説明 課金方法がサブスクリプションであるシャードクラスタインスタンスの既存のシャー
ドの構成を変更するときは、シャードのストレージスペースをダウングレードできません。

インスタンスの仕様とストレージスペースの詳細は、次をご参照ください。 インスタンス仕様

8. ApsaraDB for MongoDB サービス契約を選択し、指示に従って構成変更プロセスを完了します。

さまざまなビジネスシナリオでデータ読み取りのパフォーマンス要件を満たすために、ApsaraDB for
MongoDB では、レプリカセットインスタンスのノード数を変更できます。 追加したすべてのセカンダリ
ノードからデータを読み取ることができます。 これにより、レプリカセットインスタンスの全体的な読み
取りパフォーマンスが向上します。

背景
ApsaraDB for MongoDB の高可用性ゾーンポリシーをサポートするために、レプリカセットインスタン
スは現在 3、5、または 7 つのノードで構成できます。

説明 標準モードプロジェクトではこの操作はサポートされていません。

レプリカセットインスタンスのノード数は増減できます（最小ノード数は 3 です）。 ノード数を変更する
と、レプリカセットインスタンスの料金が変更される場合があります。 詳細は、課金項目と料金をご参照
ください。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象の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. 対象のインスタンス ID をクリックするか、対象インスタンスに対応する操作列で

> 管理を選択します。

4. 表示される基本情報ページで、対象インスタンスの請求方法に基づいて次の手順を実行します：

i. 請求方法がサブスクリプションの場合は、基本情報ページのアップグレードまたはダウングレー
ドをクリックします。

ii. 請求方法が従量課金の場合は、基本情報ページの構成の変更をクリックします。

5. 表示される更新ページで、対象インスタンスに必要なレプリケーションファクタを指定します。

8.1.2. レプリカセットインスタンスのノード数の変更
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説明 仕様とストレージスペースを変更する方法についての詳細は、構成の変更を参照して
ください。

6. 構成の変更に切り替え時間を指定します。

説明

データマイグレーション直後 ：構成変更プロセスの後、インスタンスはすぐに構成の変
更状態になります。 インスタンスの状態が実行中に変わると、構成は正常に変更されま
した。

一部の構成のアップグレード中に、対象のインスタンスが 1 回または 2 回、30 秒以内に
切断されることがあります。 ビジネスへの影響を避けるために、必要に応じて構成変更
の有効時間を設定できます。

メンテナンス期間中 ：指定した期間内に構成変更の有効期間を設定できます。 詳細は、
「メンテナンス期間の指定」をご参照ください。

構成変更中にインスタンスが切断されていなければ、有効時間を設定しているかどうかに
かかわらず、構成変更は即時に有効になります。

7. ApsaraDB for MongoDB のサービス契約 選択し、指示に従ってノード変更プロセスを完了します。

実行結果
ノードが追加されると、コンソールにはすべての新しいノード（すべてのセカンダリノードで、ロール ID
のみが異なる）の接続情報が表示されます。 コンソールはまた、高可用性モードでの接続用の接続ストリ
ング URI を更新します。 アプリケーションの接続情報を変更するだけで、高可用性と書き読み分離を実現
でき、全体的な運用パフォーマンスを向上させることができます。 詳細は、レプリカセットインスタンスの
接続情報の取得をご参照ください。

マイナーデータベースバージョンが ApsaraDB for MongoDB より公開されたら、ApsaraDB for
MongoDB コンソールにログインして ApsaraDB for MongoDB を最新のマイナーデータベースバージョ
ンにアップグレードできます。

始める前に
マイナーデータベースバージョンのアップグレード中に、システムは自動的に古いバージョンのバグを修
正します。 さらに、最新のマイナーデータベースバージョンでは、より多くの新機能も提供されていま
す。 更新内容は 最新のマイナーデータベースバージョンの公開ログを表示 で確認できます。

現在、レプリカセットとシャードクラスタインスタンスのみが、マイナーデータベースバージョンのアッ
プグレードをサポートしています。 スタンドアロンインスタンスには適用されません。

マイナーデータベースバージョンのアップグレード中に、インスタンスは 1 回再起動されます。 インスタ
ンスが再起動されると、アップグレードは完了します。 オフピーク時にインスタンス用のマイナーデータ
ベースバージョンをアップグレードすることをお勧めします。

8.2. データベースバージョンのアップグレード
8.2.1. マイナーデータベースバージョンの管理
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説明 インスタンスが最新のマイナーデータベースバージョンにアップグレードされている場
合、コンソールのインスタンスの[仕様情報]エリアにアップグレードは表示されません。

マイナーデータベースのバージョンを表示
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャーディングインスタンスをクリックします。

4. 対象の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。

5. 仕様情報エリアで、対象インスタンスの現在のマイナーデータベースバージョンを表示します。

マイナーデータベースバージョンをアップグレード
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャーディングインスタンスをクリックします。

4. 対象の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。

5. 仕様情報エリアで、現行マイナーデータベースバージョンの右側にあるアップグレードをクリックし
ます。

6. 表示されるマイナーバージョンのアップグレードダイアログボックスで、OK をクリックして現行
データベースを最新のマイナーデータベースバージョンにアップグレードします。

最新のマイナーデータベースバージョンの公開ログを表示
マイナーデータベースバージョンのアップグレード中に、最新のマイナーデータベースバージョンの更新
内容を表示できます。

1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャーディングインスタンスをクリックします。

4. 対象の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。

5. 仕様情報エリアで、現行マイナーデータベースバージョンの右側にある公開ログの表示ボタンをク
リックして、最新のマイナーデータベースバージョンの更新内容を表示します。
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説明 インスタンスが最新のマイナーデータベースバージョンにアップグレードされている
場合、コンソールのインスタンスの[仕様情報]エリアに公開ログの表示ボタンは表示されませ
ん。

ApsaraDB for MongoDB は、MongoDB 3.2、MongoDB 3.4、および MongoDB 4.0 をサポートします。
ApsaraDB for MongoDB コンソールでインスタンスのデータベースバージョンをアップグレードできま
す。

データベースのバージョン
詳細は、バージョンとストレージエンジンをご参照ください。

注
スタンドアロンインスタンスは MongoDB 3.4 のみをサポートし、MongoDB 4.0 にアップグレードする
ことはできません。
インスタンスのデータベースバージョンを一度アップグレードすると、ダウングレードすることはでき
ません。
データベースバージョンのアップグレードは、アップグレードするデータベースのデータサイズによっ
てしばらくの間継続することがあります。 ビジネス要件に基づいてアップグレード時間を事前に設定す
る必要があります。
インスタンスはアップグレードプロセスで 2~3 回自動的に再起動されるため、アップグレードをオフ
ピーク時に実行することが推奨されます。
アプリケーションをインスタンスに接続するために connection string URI を使用すると、インスタン
スの再起動時にそのインスタンスが断続的に切断されることがあります。 アプリケーションが自動的に
接続を再確立できるようにする必要があります。
シャードクラスタインスタンスの Balancer は、アップグレード完了までに一時的に無効になります。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象の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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャーディングインスタンスをクリックします。

4. 対象の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。

5. 基本情報エリアで、データベースバージョンのアップグレードをクリックしてターゲットデータベー
スのバージョンを選択します。

8.2.2. データベースのバージョンアップグレード
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6. 表示されるデータベースバージョンのアップグレードダイアログボックスで、OK をクリックしま
す。

インスタンスはアップグレード中ステータスになります。 インスタンスのステータスが実行中に変わ
ると、データベースのバージョンは正常にアップグレードされたことを示します。

安定性を保証するために、Alibaba Cloud は ApsaraDB for MongoDB を不定期にメンテナンスします。
Alibaba Cloud よりのインスタンスに対するメンテナンスにご希望のメンテナンス期間を指定できます。
業務への影響を避けるため、インスタンスのメンテナンスはオフピーク時間で行うことをお勧めします。

背景
メンテナンスの前に、Alibaba Cloud は、Alibaba Cloud アカウントに指定したそれぞれの電話番号と E
メールアドレスに SMS メッセージと E メールを送信します。 適時にご確認ください。

メンテナンスの実行日に、インスタンスはメンテナンスプロセスの安定性を保証するために指定されたメ
ンテナンス期間の前にインスタンスメンテナンス中のステータスを入力します。 メンテナンス中の状態で
もインスタンスに接続できます。 ApsaraDB for MongoDB コンソールでは、これらのインスタンスを変
更することはできません。たとえば、構成のアップグレードやダウングレード、再起動などはできませ
ん。 ただし、アカウントの管理、 ApsaraDB for MongoDB の管理、またはこれらのインスタンス用の IP
アドレスホワイトリストの構成はできます。 コンソールでパフォーマンスモニタリングなどのクエリ機能
を使用することもできます。

メンテナンス期間中、インスタンスは一時的に 1 回または 2 回切断されることがあります。 アプリケー
ションが自動接続を再確立できるようにする必要があります。 一時的な切断の後、インスタンスはすぐに
正常に戻ることができます。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象の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. 左側のナビゲーションペインで、レプリカセットインスタンスまたはシャーディングインスタンスを
クリックします。

8.3. メンテナンス期間の指定方法
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4. 対象のインスタンスを特定して、インスタンス ID をクリックします。

5. 仕様情報エリアで、メンテナンス期間の右側にある編集をクリックします。

6. インスタンスのメンテナンス期間を指定して、OK をクリックします。

インスタンスを同じリージョン内の他のゾーンに移行できます。 インスタンスが他のゾーンに移行された
後、インスタンスの属性、仕様、および接続アドレスは変更されません。

前提条件
インスタンスはレプリカセットインスタンスです。
ターゲットゾーンとインスタンスが配置されている現行ゾーンは、同じリージョンにある必要がありま
す。
VPC でインスタンスを移行する前に、ターゲットゾーンに対応する VSwitch が作成されていることが
必要です。 VSwitchの作成の詳細は、VSwitchの作成をご参照ください。
パブリック接続アドレスを申請済みのインスタンスを移行する前に、パブリック接続アドレスを解放す
る必要があります。 詳細は、パブリックアドレスのリリース をご参照ください。

注意事項
インスタンスを他のゾーンに移行する場合、ネットワークタイプがVPCであるインスタンスのVPCは変
更できません。
移行の所要時間は、ネットワーク、タスクキュー、移行するデータ量などのいくつかの要因に関連して
います。 そのため、ピーク時間外に操作を実行することを推奨します。
ゾーン間の移行中に、サービスが 30 秒間切断される場合があります。 アプリケーションが切断された
後、データベースに再接続できるようにアプリケーションを構成する必要があります。
ゾーン間で移行すると、172.16.88.60 などの仮想 IP アドレス（VIP）が変更されます。 アプリケーショ
ンがデータベースの VIP に接続されている場合、データベースとの接続は切断されます。 次の URI を
使用することをお勧めします：mongodb://root:****@dds-
bpxxxxxxxx.mongodb.rds.aliyuncs.com:3717,dds-
bpxxxxxxxx.mongodb.rds.aliyuncs.com:3717/admin? replicaSet=mgset-132xxx. これにより、接
続の高可用性が保証されます。 詳細は、レプリカセットインスタンスの接続情報の取得 をご参照くだ
さい。

サポートされている移行タイプとシナリオ

8.4. クロスゾーンでのインスタンスの移行
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サポートされている移行タイプ シナリオ

あるゾーンから別のゾーンにインスタン
スを移行する

ApsaraDB for MongoDB インスタンスを ECS インスタンスが属する
ゾーンに移行します。 同じゾーンで、ECS インスタンスは、イントラ
ネットを介して ApsaraDB for MongoDB インスタンスに接続し、
ネットワーク遅延を最小限に抑えます。

1 つのゾーンから複数のゾーンにインス
タンスを移行する

インスタンスのディザスタリカバリ機能を改善して、データセンター全
体でディザスタリカバリを実現します。

レプリカセットインスタンスの 3 つのノードを同じリージョン内の 3
つのゾーンにデプロイします。 この方法により、インスタンスがより
高いレベルのディザスタに耐えられるようになります。 たとえば、シ
ングルゾーンのインスタンスはサーバーおよびラックレベルのディザス
タに耐えることができますが、マルチゾーンのインスタンスはデータセ
ンターレベルのディザスタに耐えることができます。

説明 マルチゾーンのレプリカセットインスタンスのノード
デプロイメントの詳細は、ゾーンディザスタリカバリソリュー
ション を参照ください。

インスタンスをマルチゾーンからシング
ルゾーンに移行する 特定の機能のニーズを満たします。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ページの左上隅で、インスタンスのリージョンを選択します。

3. 左側のナビゲーションウィンドウで、 レプリカセットインスタンス をクリックします。

4. インスタンスを見つけて、ID をクリックします。

5. 基本情報ページで、基本情報セクションを見つけ、ゾーンの変更をクリックします。

6. 表示されるインスタンスを他のゾーンに移行するダイアログボックスで、インスタンスのネットワー
クタイプに基づいてパラメータを構成します。

インスタンスのネットワークタイプが VPC であるか、VPC とクラシックネットワークのハイブ
リッドネットワークである場合：

a. 移行のターゲットゾーンを選択します。

b. ターゲットゾーンの VSwitch を選択します。

c. インスタンスを移行する時間を設定します。
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インスタンスのネットワークタイプがクラシックネットワークの場合：

a. 移行のターゲットゾーンを選択します。

b. インスタンスを移行する時間を設定します。
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説明

今すぐ移行 ：インスタンスはすぐに別のゾーンに移行されます。 インスタンスが実行
中状態の場合、インスタンスは移行されます。

特定した時間に移行する：インスタンスを別のゾーンに移行できる期間を選択します。
編集をクリックして、メンテナンス期間を変更できます。

インスタンスに対して事前移行タスクが実行され、インスタンスのステータスが構成変更
中に変更されます。 指定された期間内に移行タスクを実行します。

7. OK をクリックします。

ApsaraDB for MongoDB コンソールからインスタンスのリストをエクスポートして、クラウドインスタ
ンスをオフラインで管理できます。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ページの左上隅で、インスタンスのリージョンを選択します。

3. 左側のナビゲーションペインで、レプリカセットインスタンスまたはシャーディングインスタンスを
クリックします。

4. インスタンスページで、エクスポートをクリックします。

5. 表示されるインスタンスリストのエクスポートダイアログボックスで、リストにエクスポートするイ
ンスタンス情報を選択します。

6. OK をクリックします。

説明 OK をクリックすると、ブラウザは CSV ファイルのダウンロードを開始します。
Excel またはテキストエディターを使用して、このファイルを表示できます。

ビジネスニーズの変化に応じて、従量課金のインスタンスを手動でリリースできます。

前提条件
対象のインスタンスは、従量課金インスタンスである必要があります。

説明 有効期限が切れると自動的にリリースされるサブスクリプションベースのインスタンスを
手動でリリースすることはできません。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

8.5. インスタンスリストのエクスポート

8.6. インスタンスのリリース
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2. ホームページの左上隅で、対象の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. 対象のインスタンスの操作列で、  > リリースを選択します。

また、対象のインスタンス ID をクリックするか、対象のインスタンスに対応する操作列で  > 管理を

選択することもできます。

表示された基本情報ページで、 リリースをクリックします。

4. インスタンスのリリースダイアログボックスが表示されたら、OK をクリックします。

インスタンスへの接続が上限を超えた場合、またはインスタンスでパフォーマンスの問題が発生した場合
は、手動でインスタンスを再起動できます。

スタンドアロンインスタンスまたはスリーノードレプリカセットインスタンスの場合は、ApsaraDB for
MongoDB コンソールにログインしてインスタンスを再起動できます。

シャードクラスタインスタンスの場合は、インスタンスを再起動するか、インスタンスのノードを再起動
できます。 ノードの再起動中に、当該ノードにアクセスできません。 ノードの再起動中に、別のノード
を再起動することができます。

説明 再起動中にインスタンスが切断されることがあります。 注意して再起動し、ビジネスの中
断に備えて調整する必要があります。

スタンドアロンまたはレプリカセットインスタンスの再起動
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ページの左上隅で、対象インスタンスが存在するリージョンを選択します。

3. 対象インスタンスに対応する操作列で  > 再起動を選択します。

対象インスタンスの ID をクリックするか、対象インスタンスに対応する操作列で  > 管理を選択する

こともできます。 表示される基本情報ページで、インスタンスの再起動をクリックします。

4. 表示されるインスタンスの再起動ダイアログボックスで、OK をクリックします。

インスタンスはすぐに Rebooting ステータスに入ります。 インスタンスのステータスが Running に
変わると、インスタンスは正常に再起動されたことを示します。

シャードクラスタインスタンスの再起動
シャードクラスタインスタンスの再起動 ：シャードクラスタインスタンスを再起動する手順は、スタンド
アロンまたはレプリカセットインスタンスを再起動する手順と同じです。 詳細は、スタンドアロンまたは
レプリカセットインスタンスの再起動 をご参照ください.

シャードクラスタインスタンスのノードを再起動します。

1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ページの左上隅で、対象インスタンスが存在するリージョンを選択します。

8.7. インスタンスの再起動
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3. 対象インスタンスの ID をクリックするか、対象インスタンスに対応する操作列で  > 管理を選択する

こともできます。

4. mongos ノードを再起動するには、次の手順に従います：基本情報ページの Mongos リストエリア
で、対象の mongos ノードに対応する操作列で  > 再起動を選択します。

説明 ノードの再起動中に、当該ノードにアクセスできません。

5. シャードを再起動するには、次の手順を実行します：基本情報ページの Shard リストエリアで、対
象シャードに対応する操作列で  > 再起動を選択します。

6. ノードの再起動ダイアログボックスが表示されたら、OK をクリックします。

インスタンスはすぐに Rebooting ステータスになります。 インスタンスのステータスが Running に
変わると、インスタンスは正常に再起動されたことを示します。
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ApsaraDB for MongoDB を使用することで、インターネット経由でインスタンスに接続するためのパブ
リックアドレスを申請できます。

スタンドアロンインスタンスのパブリックアドレスを申請する

レプリカセットインスタンスのパブリックアドレスを申請する

シャードクラスタインスタンスのパブリックアドレスを申請する

パブリックアドレスを使用してインターネット経由で ApsaraDB for MongoDB インスタンスに接続して
から、ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインするか、ReleasePublicNetworkAddress API を
呼び出してこのパブリックアドレスを解放できます。

注
シャードクラスタインスタンスの場合は、1 つやそれ以上の mongos ノードのパブリックアドレスを解
放できます。 パブリックアドレスが解放されていなければ、これを使用した mongos ノードへの接続
ができます。
インスタンスまたは mongos ノードのパブリックアドレスが解放されると、当該パブリックアドレス
を使用したインスタンスまたは mongos ノードへの接続はできなくなります。
インスタンスのパブリックアドレスが解放されたら、当該インスタンスへの接続にパブリック IP アド
レスをこれ以上使用しなくなった場合、データセキュリティの保証上ホワイトリストから当該パブリッ
ク IP アドレスを削除することが推奨されます。 詳細は、ホワイトリストの構成をご参照ください。

スタンドアロンまたはレプリカセットインスタンスのパブリックアドレスの解放
レプリカセットインスタンスのパブリックアドレスを解放するには、プライマリノードとセカンダリノー
ドのパブリックアドレスを解放します。

1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象の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. 左側のナビゲーションウィンドウで、 レプリカセットインスタンス をクリックします。

4. 対象の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。

5. 左側のナビゲーションウィンドウで、データベース接続 を選択します。

6. パブリック IP 接続エリアで、パブリック IP アドレスの解放をクリックします。

9.ネットワーク接続管理
9.1. パブリックIP接続
9.1.1. パブリックアドレスの申請

9.1.2. パブリックアドレスのリリース
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7. 表示されるパブリック IP アドレスの解放ダイアログボックスで、OK をクリックします。

シャードクラスタインスタンスのパブリックアドレスを解放します。
シャードクラスタインスタンスの 1 つやそれ以上の mongos ノードのパブリックアドレスを解放できま
す。 パブリックアドレスが解放されていなければ、これを使用した mongos ノードへの接続ができま
す。

1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションウィンドウで、 シャーディングインスタンス をクリックします。

4. 対象の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。

5. 左側のナビゲーションウィンドウで、データベース接続 を選択します。

6. パブリック IP 接続エリアで、パブリックアドレスを解放する必要がある対象 mongos ノードを見つ
けます。

7. 対象の mongos ノードに対応する操作列で、解放をクリックします。
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説明 ビジネス要件に基づいて他の mongos ノードのパブリックアドレスを解放するにはこ
のステップを繰り返すことができます。 このインスタンスにある別の mongos ノードのパブ
リックアドレスを解放するには、最後のパブリックアドレスが解放されるまで待つ必要がありま
す。

8. 表示されるパブリック IP アドレスの解放ダイアログボックスで、OK をクリックします。

インスタンスのイントラネットまたはインターネット接続情報を変更するには、ApsaraDB for MongoDB
コンソールにログインします。

背景
スタンドアロンインスタンスの場合、プライマリノードのイントラネットアドレスまたはパブリックアド
レスのみを変更できます。

レプリカセットインスタンスの場合、プライマリノードとセカンダリノードのイントラネットアドレスま
たはパブリックアドレスを変更できます。

シャードクラスタインスタンスの場合、すべての mongos ノードのイントラネットまたはパブリックア
ドレスを変更できます。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象の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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャーディングインスタンスをクリックします。

4. 対象の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。

5. 左側のナビゲーションウィンドウで、データベース接続 を選択します。

6. 次の図に示すように、イントラネット接続またはパブリックIP接続エリアで、Connection String の
更新をクリックします。

9.2. 接続情報の変更
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7. 表示されるConnection String の更新ダイアログボックスで、インスタンスの接続情報を変更しま
す。 インスタンスのイントラネットまたはパブリックアドレスを変更できます。 詳細は、次をご参
照ください：接続情報のパラメータ

接続情報のパラメータ

インスタンス ネットワー
クタイプ パラメータ設定 説明

スタンドアロ
ン

イントラ
ネット/イ
ンターネッ
ト

プライマリノードのイントラネットまたはパ
ブリックアドレスを変更します。

アドレスのプレフィックス
のみを変更できます。

接続アドレスは小文字で始
まり、文字と数字で構成さ
れています。 8~64 文字が
含まれます。

レプリカセッ
ト

プライマリノードまたはセカンダリノードを
選択し、そのイントラネットアドレスまたは
パブリックアドレスを変更します。

シャードクラ
スタ

mongos ノードを選択して、そのイントラ
ネットまたはパブリックアドレスを変更しま
す。

8. 必要なパラメータを設定したら、OK をクリックします。

次のステップ
イントラネットまたはインターネット接続情報を変更したら、変更したアドレスを使用して端末またはア
プリケーションをインスタンスに接続する必要があります。

9.3. インスタンスのネットワークタイプの切り替
え
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ApsaraDB for MongoDB を使用することで、ネットワークタイプがクラシックネットワークまたは VPC
であるインスタンスを作成できます。 ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインするか、
ModifyDBInstanceNetworkType API を呼び出してネットワークタイプを切り替えることができます。

ネットワークタイプ
クラシックネットワークでは、インスタンスは分離されていません。 不正アクセスをブロックするよう
に、ホワイトリストポリシーを設定できます。
VPC は、より安全で推奨される分離されたネットワーク環境です。

VPC のルーティングテーブル、IP アドレス範囲、およびゲートウェイのカスタマイズができます。 さ
らに、物理的な接続または VPN を使用して、Alibaba Cloud VPC でオンプレミス IDC とクラウドリ
ソースを組み合わせて仮想 IDC を作成できるため、アプリケーションをクラウドにスムーズに移行でき
ます。

注
レプリカセットとシャードクラスタインスタンスのネットワークタイプは切り替えることができますが、
スタンドアロンインスタンスの場合は切り替えることができません。

スイッチオーバー中に、対象インスタンスが一時的に 1 回切断されることがあります。 断続的な切断の影
響を回避するために、オフピーク時にネットワークタイプを切り替えるか、アプリケーションが自動的に
接続を再確立できるようにすることをお勧めします。

クラシックネットワークから VPC への切り替え
断続的に切断することなくスムーズにネットワークタイプを切り替えるために、クラシックネットワーク
上のイントラネットアドレスを維持することが推奨されます。 詳細は、クラシックネットワークから VPC に
スムーズに切り替えるためのハイブリッドアクセスソリューションの構成 をご参照ください。

1. 対象の ApsaraDB for MongoDB インスタンスと同じリージョンに VPC を作成します。 詳細
は、VPC の作成をご参照ください。

2. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

3. ホームページの左上隅で、対象の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。

4. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャーディングインスタンスをクリックします。

5. 対象の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。

6. 左側のナビゲーションウィンドウで、データベース接続 を選択します。

7. イントラネット接続 - クラシックエリアで、VPCへ切り替えをクリックします。

8. 表示される VPC ダイアログボックスで、VPC と VSwitch を指定します。
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説明

クラシックネットワークの接続アドレスを保持するを有効にしている場合、VPC で新しい
イントラネットアドレスを生成し、指定した期間内に既存のイントラネットアドレスをク
ラシックネットワークに保持することができます。 期限が切れると、クラシックネット
ワークのイントラネットアドレスは自動的に解放されます。

クラシックネットワークの接続アドレスを保持するを有効にしない場合、ネットワークタ
イプが VPC に切り替えられたときに、対象 ApsaraDB for MongoDB インスタンスが一時
的に切断されることがあります。 クラシックネットワーク上の ECS などのクラウド製品
は、このインスタンスに接続できません。 断続的な切断の影響を回避するために、オフ
ピーク時にネットワークタイプを切り替えるか、アプリケーションが自動的に接続を再確
立できるようにすることをお勧めします。

9. OK をクリックします。

VPC からクラシックネットワークへの切り替え
ApsaraDB for MongoDB インスタンスのネットワークタイプがクラシックネットワークに切り替えられ
ると、VPC 内のイントラネットアドレスが解放され、VPC 内の ECS インスタンスはイントラネットを介
してこのインスタンスにアクセスできなくなります。 ApsaraDB for MongoDB は、クラシックネット
ワーク上でイントラネットアドレスを生成し、パブリックアドレスは変更されません。 アプリケーション
の接続情報を変更する必要があります。

説明 ApsaraDB for MongoDB インスタンスのネットワークタイプがクラシックネットワークに
切り替えられると、VPC 内の ECS インスタンスをこのインスタンスに接続することはできません。
スイッチオーバー中に、対象インスタンスが一時的に 1 回切断されることがあります。 断続的な切断
の影響を回避するために、オフピーク時にネットワークタイプを切り替えるか、アプリケーションが
自動的に接続を再確立できるようにすることをお勧めします。

1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象の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。
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3. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャーディングインスタンスをクリックします。

4. 対象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。

5. 左側のナビゲーションウィンドウで、データベース接続 をクリックします。

6. イントラネット接続 - VPC エリアで、クラシックネットワークへ切り替えをクリックします。

7. 表示されるクラシックネットワークへ切り替え ダイアログボックスで、OK をクリックします。

ApsaraDB for MongoDB は、クラシックネットワークと VPC の 2 つのネットワークタイプをサポートし
ます。 本ドキュメントでは、新しい ApsaraDB for MongoDB インスタンス用に VPC を構成する方法に
ついて説明します。

背景
Alibaba Cloud プラットフォームでは、クラシックネットワークと VPC は次の点で異なります。

クラシックネットワークでは、クラウドサービスは分離されていません。 不正アクセスをブロックする
ためにセキュリティグループまたはホワイトリストポリシーを構成できます。
VPC は Alibaba Cloud で独立したネットワーク環境を構築するのに役立ちます。そこでは、ルーティ
ングテーブル、IP アドレス範囲、およびゲートウェイをカスタマイズできます。 さらに、物理的な接
続または VPN を使用して、Alibaba Cloud VPC でオンプレミス IDC とクラウドリソースを組み合わせ
て仮想 IDC を作成できるため、アプリケーションをクラウドにスムーズに移行できます。

ApsaraDB for MongoDB はデフォルトで VPC を使用します。 そのため、ApsaraDB for MongoDB イン
スタンスと VPC を次のように同じリージョンに作成する必要があります。

ApsaraDB for MongoDB インスタンスが作成されていない場合、まず VPC を作成し、本ドキュメント
で説明されている手順に従って VPC 内で ApsaraDB for MongoDB インスタンスを作成します。
ApsaraDB for MongoDB インスタンスが作成されている場合、同じリージョンに VPC を作成し、その
VPC に ApsaraDB for MongoDB インスタンスを追加します。 詳細は、 インスタンスネットワークタ
イプの切り替えをご参照ください。

手順
1. VPC を作成します。 詳細は、VPC の作成をご参照ください。

2. VPC と同じリージョンに ApsaraDB for MongoDB インスタンスを作成します。

3. ApsaraDB for MongoDB インスタンスを作成する際に、インスタンス作成ページでネットワークタ
イプを VPC に選択します。

4. 次の図に示すように、VPC の下で、VPC と VSwitch にそれぞれ構成済みの VPC と VSwitch を選択
します。

9.4. 新しいインスタンスのための VPC の構成
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5. インスタンス作成ページで、必要に応じて他の構成項目を指定します。 詳細は、次のリンクをご参照
ください。

スタンドアロンインスタンスの作成

レプリカセットインスタンスの作成

シャードクラスタインスタンスの作成

増加するネットワークスイッチオーバー要件を満たすために、 ApsaraDB for MongoDB には、断続的な
切断やネットワークの切断なくクラシックネットワークから VPC にスムーズに切り替えるのに役立つハ
イブリッドネットワークアクセス機能があります。

前提条件
対象のインスタンスは、レプリカセットまたはシャードクラスタインスタンスである必要があります。

制約
ハイブリッドアクセスモードでは、ネットワークタイプをクラシックネットワークに切り替えることはで
きません。

解決方法
ApsaraDB for MongoDB インスタンスのネットワークタイプがクラシックネットワークから VPC に切り
替えられると、クラシックネットワーク上のイントラネットアドレスが直ちに ApsaraDB for MongoDB
により解放されます。 この場合、インスタンスは 30 秒間切断され、クラシックネットワーク上のクラウ
ド製品（ ECS など）はこのインスタンスに接続できなくなります。

ハイブリッドアクセスソリューションを使用すると、クラシックネットワークと VPC の ECS インスタン
スを同時に ApsaraDB for MongoDB インスタンスに接続し、ネットワークタイプをスムーズに切り替え
ることができます。 ネットワークタイプをクラシックネットワークから VPC に切り替えると、
ApsaraDB for MongoDB を有効にして VPC 内に新しいイントラネットアドレスを生成し、既存のイント
ラネットアドレスを指定した期間内（最大 120 日）内に保持できます。 この ApsaraDB for MongoDB イ
ンスタンスは、指定された期間内にクラシックネットワーク上および VPC 内の ECS インスタンスからア
クセスされることができます。

9.5. クラシックネットワークから VPC にスムー
ズに切り替えるためのハイブリッドアクセスソ
リューションの構成
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ハイブリッドアクセスモードでは、イントラネット上のより安全な VPC を介してすべての製品を相互接
続できるようになるまで、ネットワークタイプを徐々に切り替えるか、ECS およびその他のクラウド製品
をクラシックネットワークから VPC に移行できます。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャーディングインスタンスをクリックします。

4. 対象の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。

5. 左側のナビゲーションウィンドウで、データベース接続 を選択します。

6. イントラネット接続 - クラシックエリアで、VPCへ切り替え をクリックします。

7. 表示された VPC ダイアログボックスで、関連パラメーターを設定します。
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i. VPC と vSwitch を指定します。

説明 VPC または VSwitch を作成する方法についての詳細は、VPC と VSwitch の作
成をご参照ください。

ii. クラシックネットワークの接続アドレスを保持スイッチをオンにします。

iii. 有効期限（日数） の期間を選択します。

8. OK をクリックします。

ハイブリッドネットワークアクセスモードでは、クラシックネットワークの有効期限を変更できます。

背景
インスタンスのネットワークタイプをクラシックネットワークから VPC に切り替えると、指定した期間
内にクラシックネットワーク上のイントラネットアドレスを保持するように選択できます。 VPC で新し
いイントラネットアドレスを生成するとき、ApsaraDB for MongoDB は指定された期間内にクラシック
ネットワーク上の既存のイントラネットアドレスを保持できます。 この場合、ハイブリッドネットワーク
アクセスソリューションを使用して、断続的な切断なしでクラシックネットワークから VPC にスムーズ
に切り替えることができます。 期限が切れると、クラシックネットワークのイントラネットアドレスは自
動的に解放されます。

ApsaraDB for MongoDB を使用することで、以前に指定した期間内にクラシックネットワークの有効期
限を変更して、イントラネットアドレスをクラシックネットワーク上に保持する期間を短縮または延長す
ることができます。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャーディングインスタンスをクリックします。

4. 対象の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。

5. 左側のナビゲーションウィンドウで、データベース接続 を選択します。

6. 保持中クラシックネットワークアドレスエリアで、有効期限の変更をクリックします。

9.6. クラシックネットワークの有効期限の変更
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7. 表示される有効期限の変更ダイアログボックスで、有効期限（日）の期間を選択します。

説明 クラシックネットワークでは、有効期限を 14 日、30 日、60 日、または 120 日に設定
できます。

8. OKをクリックします。
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ApsaraDB for MongoDB インスタンス用を作成したら、外部デバイスがこのインスタンスにアクセスで
きるように、インスタンスのホワイトリストを構成する必要があります。 デフォルトのホワイトリストに
は IP アドレスの 127.0.0.1 しか含まれていないため、このインスタンスへのアクセスを許可されているデ
バイスはありません。 本ドキュメントでは、コンソールでホワイトリストを構成する方法について説明し
ます。

注
対象のインスタンスを初めて使用する前に、ホワイトリストを構成する必要があります。 ホワイトリス
トを構成後、基本情報ページとデータベース接続ページでインスタンスに関する接続情報を表示できま
す。
ホワイトリストを正しく利用できれば、ApsaraDB for MongoDB インスタンスに対して最高レベルの
セキュリティ保護を保証できます。 ホワイトリストを定期的にメンテナンスすることを推奨します。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャーディングインスタンスをクリックします。

4. 対象の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。

5. 左側のナビゲーションペインで、データセキュリティ > ホワイトリスト設定を選択します。

6. IP アドレスのホワイトリストを設定構成するには、手動変更または ECS イントラネット IP をイン
ポートを選択します。

手動変更を選択します。 表示されたページで、IP アドレスまたは CIDR ブロックを入力して OK を
クリックします。

ECS イントラネット IP をインポート を選択します。 アカウント下にあるすべての ECS イントラ
ネット IP アドレスが表示されます。 ECS イントラネットの IP アドレスを選択してホワイトリスト
に追加し、OK をクリックします。

10.データセキュリティ
10.1. ホワイトリストの構成
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説明

IP アドレスをコンマ（、）で区切り、お互いに異なるであることを確実にする必要があり
ます。 最大 1,000 個の IP アドレスを追加できます。 0.0.0.0/0, 10.23.12.24, and
10.23.12.24/24 などの形式がサポートされます。 10.23.12.24 は IP アドレス、
10.23.12.24/24 は CIDR 表記です。ここで、/24 は IP アドレスのプレフィックスのビット
数を示します。 サフィックス範囲は 1~32 です。

0.0.0.0/0 および空は、ApsaraDB for MongoDB インスタンスにすべての IP アドレスでア
クセスできることを示します。 この場合、データベースのセキュリティリスクが高くな
ります。 Web サーバーのパブリック IP アドレスまたは CIDR ブロックのみをホワイトリ
ストに追加することをお勧めします。

ホワイトリストグループの削除
デフォルトグループ以外のホワイトリストグループを削除できます。

1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャーディングインスタンスをクリックします。

4. 対象の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。

5. 左側のナビゲーションペインで、データセキュリティ > ホワイトリスト設定を選択します。

6. 削除するホワイトリストグループを見つけます。 操作列で  > ホワイトリストグループの削除を選択

します。

7. 表示されるホワイトリストグループの削除ダイアログボックスで、OK をクリックしてホワイトリス
トグループを削除します。
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データリンクのセキュリティを強化するために、SSL 暗号化を有効にし、CA によって発行された SSL 証
明書をアプリケーションにインストールできます。 SSL 暗号化機能は、トランスポート層でネットワーク
接続を暗号化してデータセキュリティを向上させ、通信中のデータの整合性を保証します。 本ドキュメン
トでは、SSL 暗号化の詳細の表示、SSL 暗号化の有効化と無効化、および SSL CA 証明書の更新とダウン
ロードの方法について説明します。

注
データベースのバージョンが MongoDB 3.4 または MongoDB 4.0 であるレプリカセットインスタンス
のみが SSL 暗号化をサポートします。
インスタンスの SSL 暗号化を有効化、更新、または無効化すると、そのインスタンスは 1 回再起動され
ます。 そのため、ピーク時間外にインスタンス設定を変更することを推奨します。
SSL CA 証明書はコンソールからのみダウンロードできます。
SSL 暗号化には固有の欠点があるため、この機能を有効にすると CPU 使用量が大幅に増加します。 外
部ネットワークリンクを暗号化する必要がある場合にのみ SSL 暗号化を有効にすることを推奨します。
イントラネットリンクは安全であるため、一般的に暗号化する必要はありません。

SSL 暗号化の有効化

説明 インスタンスに対して SSL 暗号化を有効にすると、そのインスタンスは 1 回再起動されま
す。 そのため、ピーク時間外に操作を実行することを推奨します。

1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションウィンドウで、 レプリカセットインスタンスをクリックします。

4. 対象の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。

5. 左側のナビゲーションペインで、データセキュリティ > SSLを選択します。

6. SSL エリアで、 SSL ステータススイッチをオンにします。

7. 表示されるインスタンスの再起動 ダイアログボックスで、OK をクリックします。

SSL CA 証明書の更新
SSL CA 証明書は 1 年間有効です。 SSL CA 証明書は、有効期限が切れるとき、または有効期間内に更新で
きます。

説明 インスタンスの SSL CA 証明書を更新すると、そのインスタンスは 1 回再起動されます。
そのため、ピーク時間外に操作を実行することを推奨します。

1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションウィンドウで、 レプリカセットインスタンスをクリックします。

4. 対象の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。

5. 左側のナビゲーションペインで、データセキュリティ > SSLを選択します。

6. SSL エリアで、証明書を更新をクリックします。

10.2. SSL 暗号化の構成
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7. 表示されるインスタンスの再起動 ダイアログボックスで、OK をクリックします。

SSL CA 証明書のダウンロード
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションウィンドウで、 レプリカセットインスタンスをクリックします。

4. 対象の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。

5. 左側のナビゲーションペインで、データセキュリティ > SSLを選択します。

6. 証明書をダウンロードをクリックして、SSL CA 証明書をローカルデバイスにダウンロードします。

SSL 暗号化の無効化
この機能が不要になった場合、SSL 暗号化を無効にすることができます。

説明 インスタンスの SSL 暗号化を無効にすると、そのインスタンスは 1 回再起動されます。 そ
のため、ピーク時間外に操作を実行することを推奨します。

1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションウィンドウで、 レプリカセットインスタンスをクリックします。

4. 対象の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。

5. 左側のナビゲーションペインで、データセキュリティ > SSLを選択します。

6. SSL エリアで、 SSL ステータススイッチをオフにします。

7. 表示されるインスタンスの再起動 ダイアログボックスで、OK をクリックします。

ApsaraDB for MongoDB は sslAllowConnectionsWithoutCertificates をサポートしているため、証明
書なしで MongoDB クライアントへの SSL 接続を確立できます。 ただし、サーバー証明書の検証と、ホ
スト名の検証ステップを無視するように CA の構成が必要です。

インスタンス仕様の構成方法について、SSL 暗号化の構成をご参照ください。

Node.js

10.3. MongoDB driver 用の SSL 接続サンプル
コード
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関連リンク: MongoDB Node.js Driver

サンプルコード

MongoDB クライアント URI の末尾に /?ssl = true を追加し、sslCA を CA 証明書のパスに設定し、
checkServerIndentity を false に設定してホスト名の検証ステップを無視します。

var MongoClient = require('mongodb'). MongoClient,

  f = require('util').format,

  fs = require('fs');

// CA 証明書を読み取ります。

var ca = [fs.readFileSync(__dirname + "/path/to/ca.pem")];

// Connect to the MongoClient and validate the certificate returned from the server.

MongoClient.connect("mongodb://host01:27017,host02:27017,host03:27017/? replicaSet=myreplset&ss

l=true", { 

  server: {

      sslValidate:true,

      checkServerIdentity:false, #  ホスト名の認証ステップを無視します。

      sslCA:ca

  }

}, function(err, db) {

  db.close();

});

PHP
関連リンク: MongoDB PHP Driver

サンプルコード

MongoDB\Client::__construct を使用して、$uri、$uriOptions、及び $driverOptions の 3 つのパラ
メータグループを含むクライアントインスタンスを作成します。

function __construct($uri = 'mongodb://127.0.0.1/', array $uriOptions = [], array $driverOptions = [])

$uriOptions で、ssl を true に設定して SSL 接続を有効にします。 $driverOptions で、ca_file を CA 証
明書のパスに設定します。 ホスト名の検証ステップを無視するには、allow_invalid_hostname を true
に設定します。
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<? php

$client = new MongoDB\Client(

    'mongodb://host01:27017,host02:27017,host03:27017',

    [   'ssl' => true,

        'replicaSet' => 'myReplicaSet'

    ],

    [

        "ca_file" => "/path/to/ca.pem",

        "allow_invalid_hostname" => true

    ]

);

? >

Java
関連リンク: MongoDB Java Driver

サンプルコード

MongoClientOptions で、sslEnabled を true に設定して SSL 接続を有効にします。 ホスト名検証ス
テップを無視するには、sslInvalidHostNameAllowed を true に設定します。

import com.mongodb.MongoClientURI;

import com.mongodb.MongoClientOptions;

MongoClientOptions options

= MongoClientOptions.builder().sslEnabled(true).sslInvalidHostNameAllowed(true).build();

MongoClient client = new MongoClient("mongodb://host01:27017,host02:27017,host03:27017/? replica

Set=myreplset", options);

keytool コマンドを実行して CA 証明書を指定します。

keytool -importcert -trustcacerts -file <path to certificate authority file>  

        -keystore <path to trust store> -storepass <password>

Java 仮想マシン（JVM）システムプロパティを設定して、正しいトラストストアとキーストアを指定しま
す。

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore","/trust/mongoStore.ts");

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword","StorePass");

Python
関連リンク: MongoDB Python Driver
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サンプルコード

SSL 接続を有効にするには ssl を True に設定し、CA 証明書のパスに ssl_ca_certs を設定し、ホスト名
検証ステップを無視するには ssl_match_hostname を False に設定します。

import ssl

from pymongo import MongoClient

uri = "mongodb://host01:27017,host02:27017,host03:27017/? replicaSet=myreplset"

client = MongoClient(uri,

                     ssl=True,

                     ssl_ca_certs='ca.pem',

                     ssl_match_hostname=False)

C
関連リンク: MongoDB C Driver

サンプルコード

MongoDB クライアント URI の末尾に /?ssl = true を追加します。 mongoc_ssl_opt_t を使用して SSL
オプションを設定し、ca_file を CA 証明書のパスに設定します。 ホスト名の検証ステップを無視するに
は、allow_invalid_hostname を false に設定します。

mongoc_client_t *client = NULL;

client = mongoc_client_new (

      "mongodb://host01:27017,host02:27017,host03:27017/? replicaSet=myreplset&ssl=true");

const mongoc_ssl_opt_t *ssl_default = mongoc_ssl_opt_get_default ();

mongoc_ssl_opt_t ssl_opts = { 0 };

/* Optionally copy a certificate in a custom trust directory or file; otherwise the default is used. */

memcpy (&ssl_opts, ssl_default, sizeof ssl_opts);

ssl_opts.ca_file = "/path/to/ca.pem"

ssl_opts.allow_invalid_hostname = false

mongoc_client_set_ssl_opts (client, &ssl_opts);

C++
関連リンク: MongoDB C++ Driver

サンプルコード

MongoDB クライアント URI の末尾に /?ssl = true を追加します。 mongocxx::options::ssl を使用して
SSL パラメータを設定し、ca_file を CA 証明書のパスに設定します。

説明 現在、MongoDB C ++ driver のホスト名検証ステップを無視することはできません。
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#include <mongocxx/client.hpp>

#include <mongocxx/uri.hpp>

#include <mongocxx/options/client.hpp>

#include <mongocxx/options/ssl.hpp>

mongocxx::options::client client_options;

mongocxx::options::ssl ssl_options;

// サーバー証明書が既知の CA によって署名されていない場合

// ca_file をカスタム CA 証明書に設定できます。

ssl_options.ca_file("/path/to/ca.pem");

client_options.ssl_opts(ssl_options);

auto client = mongocxx::client{

    uri{"mongodb://host01:27017,host02:27017,host03:27017/? replicaSet=myreplset&ssl=true"}, client_

opts};

    

Scala
関連リンク: MongoDB Scala Driver

サンプルコード

MongoDB Scala Driver は、MongoDB サーバーへの SSL 接続をサポートするために、Netty より提供さ
れる SSL の基礎サポートを使用します。 MongoClientOptions で、SSL 接続を有効にするには
sslEnabled を true に設定し、ホスト名の検証ステップを無視するには sslInvalidHostNameAllowed を
true に設定します。

import org.mongodb.scala.connection.{ NettyStreamFactoryFactory, SslSettings}

MongoClientSettings.builder()

                   .sslSettings(SslSettings.builder()

                                           .enabled(true)                 

                                           .invalidHostNameAllowed(true)  

                                           .build())                      

                   .streamFactoryFactory(NettyStreamFactoryFactory())

                   .build()

val client: MongoClient = MongoClient("mongodb://host01:27017,host02:27017,host03:27017/? replicaS

et=myreplset")
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keytool コマンドを実行して CA 証明書を指定します。これは Java の方法と同じです。

keytool -importcert -trustcacerts -file <path to certificate authority file> 

        -keystore <path to trust store> -storepass <password>

JVM システムプロパティを設定して、正しいトラストストアとキーストアを指定します。

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore","/trust/mongoStore.ts");

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword","StorePass");

Golang
関連リンク: MongoDB Golang Driver、crypto/tls package

サンプルコード

MongoDB Golang Driver は、MongoDB サーバーへの SSL 接続をサポートするために、crypto / tls
パッケージより提供される SSLの基礎サポートを使用します。 設定を使用して SSL オプションを設定しま
す。 RootCA を設定して CA 証明書を指定し、InsecureSkipVerify を true に設定してホスト名の検証ス
テップを無視します。
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import (

    "crypto/tls"

    "crypto/x509"

    "gopkg.in/mgo.v2

)

rootPEM, err := ioutil.ReadFile("path/to/ca.pem")

roots := x509. NewCertPool()

ok := roots.AppendCertsFromPEM([]byte(rootPEM)

tlsConfig := &tls.Config{

                  RootCAs: roots,

       InsecureSkipVerify: true

}

url := "mongodb://host01:27017,host02:27017,host03:27017/? replicaSet=myreplset&ssl=true"

dialInfo, err := ParseURL(url)

dialInfo.DialServer = func(addr *ServerAddr) (net.Conn, error) {

    return tls.Dial("tcp", addr.String(), tlsConfig)

}

session, err := DialWithInfo(dialInfo)

if err ! = nil {

    panic(err)

}

session.Close()

    

ApsaraDB for MongoDB は、ユーザーが実行したすべてのデータベース操作を記録するための監査ログ
を提供します。 監査ログに基づいて、ApsaraDB for MongoDB の障害分析、動作分析、およびセキュリ
ティ監査を実行できます。 この機能は、データ操作に関する情報を効果的に入手するのに役立ちます。

始める前に
レプリカセットとシャードクラスタインスタンスは監査ログをサポートします。 スタンドアロンインス
タンスはこの機能をサポートしません。
レプリカセットインスタンスに対して監査するデータベース操作の種類を指定できます。
シャードクラスタインスタンスに対して監査するデータベース操作の種類を指定することはできませ
ん。 監査ログが有効になっていると、システムは自動的に admin、slow、query、insert、update、
および delete 操作を監査します。
監査ログを有効にした後、ApsaraDB for MongoDB はデフォルトで 30 日間監査データを保存します。

10.4. 監査ログ（旧バージョン）
10.4.1. 監査ログの構成
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監査ログは、コンソールでのみ有効または無効にできます。 詳しくは、監査ログの有効化 と 監査ログ
の無効化 をご参照ください。
監査ログをクエリするには、ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインするか、
DescribeAuditRecords API を呼び出します。

監査ログの有効化
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象の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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャードインスタンスをクリックします。

4. 対象のインスタンスを特定し、インスタンス ID をクリックします。

5. 左側のナビゲーションペインで、 データセキュリティ > 監査ログを選択します。

6. 監査ログの有効化をクリックします。

説明 監査ログを有効にすると、CloudDBA インデックス最適化機能も有効になります。
CloudDBAインデックスの最適化の詳細については、インデックスの最適化 をご参照ください。

7. OK をクリックします。

監査ログのクエリとダウンロード
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象の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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャードインスタンスをクリックします。

4. 対象のインスタンスを特定し、インスタンス ID をクリックします。

5. 左側のナビゲーションペインで、 データセキュリティ > 監査ログを選択します。

6. 監査ログを照会、エクスポート、およびダウンロードできます。

クエリ：データベース名（DB）、データベースへのログインに使用されるユーザー名（User）、
およびコレクション内の単語またはレコード（Keyword）を入力し、 条件によって監査ログをク
エリする開始時刻と終了時刻を選択、または入力できます。
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監査ログのパラメータ

名称 説明

データベース名

クエリされたデータベースの名前。 データベース名を指定した場合、指
定したデータベースの監査ログが表示されます。

データベース名を指定しない場合、すべてのデータベースの監査ログが
表示されます。

アカウント名

クエリされたデータベースへのログインに使用されるユーザー名。 ユー
ザー名を指定した場合、指定したユーザー名のデータベースの監査ログ
が表示されます。

ユーザー名を指定しない場合、すべてのデータベースの監査ログが表示
されます。

クライアント IP

クエリされたデータベースへのログインに使用されたクライアントの IP
アドレス。 クライアントの IP アドレスを指定した場合、指定したクラ
イアントにログインしているデータベースの監査ログが表示されます。

クライアントの IP アドレスを指定しない場合、すべてのデータベース
の監査ログが表示されます。

ログ詳細

実行され、監査ログに記録されたステートメント。 キーワードを指定し
た場合、指定したキーワードを含む監査ログが表示されます。

キーワードを指定しない場合、すべてのデータベースの監査ログが表示
されます。

消費時間（ms） ステートメントの実行時間

返されるレコード数 ステートメントの実行後に返されたレコード数。

スレッド ID None

実行時間 ステートメントが実行された時刻。

ファイルのエクスポート：監査ログのファイルをエクスポートできます。

説明 フィルタ処理条件を満たす監査ログ内の文の数が 100万 を超えると、エクスポート
できる文は 100万 だけになります。 文は1秒間に900行の速度でエクスポートされます。 100
万のステートメントをエクスポートするのに約 20 分かかります。

ファイルリスト：監査ログのエクスポートファイルのリストを表示できます。 監査ログのエクス
ポーファイルのパラメータはリストのパラメータを記述しています。

監査ログのエクスポーファイルのパラメータ

名称 説明

ファイ ル ID 監査ログのファイルに対してシステムによって自動的に生成さ
れた ID。
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アーカイブステータス

監査ログファイルのアーカイブ状態：

未完成：システムが監査ログのファイルのエクスポートを開
始していないか、エクスポート中であることを示します。

成功：システムが監査ログのファイルを正常にエクスポート
したことを示します。

説明 成功状況でのみ、ファイルのダウンロード
が可能です。

監査開始時間 監査ログのファイルをエクスポートするための開始時刻。

監査終了時刻 監査ログのファイルをエクスポートするための終了時刻。

ダウンロード 監査ログのファイルをダウンロードします。

ログサイズ 監査ログのファイルのサイズ。

名称 説明

監査の設定
監査ログがレプリカセットインスタンスに対して有効になると、監査するデータベース操作の種類を指定
できます。

1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象の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. 左側のナビゲーションウィンドウで、 レプリカセットインスタンス をクリックします。

4. 対象のインスタンスを特定し、インスタンス ID をクリックします。

5. 左側のナビゲーションペインで、データセキュリティ > 監査ログを選択します。

6. 監査ログフィルタの設定をクリックします。

7. 表示される監査ログフィルタの設定ダイアログボックスで、監査対象のデータベース操作の種類を選
択します。

以下のデータベース操作を選択できます。
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admin：O&M オペレーション。

slow：スロークエリ操作。

query：クエリ操作。

insert：挿入操作。

update：更新操作。

delete：削除操作。

command：プロトコルコマンド、aggregate 方式など。

説明

監査ログが 2018 年 7 月より前のインスタンスに対して有効になっていた場合、監査され
るデータベース操作のデフォルトのタイプは admin、slow、insert、update、delete、
および command です。 クエリ操作を監査する必要がある場合は、監査設定でクエリを
選択します。

2018 年 7 月以降のインスタンスでログ監査が有効になっている場合、監査されるデータ
ベース操作のデフォルトの種類は admin、slow、query、insert、update、delete、お
よび command です。

8. OK をクリックします。

監査ログの無効化
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象の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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャードインスタンスをクリックします。

4. 対象のインスタンスを特定し、インスタンス ID をクリックします。

5. 左側のナビゲーションペインで、 データセキュリティ > 監査ログを選択します。

6. 監査ログの無効化をクリックします。

説明

監査ログを無効にすると、CloudDBA のインデックス最適化機能も無効になります。

監査ログを無効にすると、ログは収集されなくなり、それ以降のデータベース操作は監査
できなくなり、保存されている監査ログも削除されます。

7. 表示されるログ監査の無効化ダイアログボックスで、OK をクリックします。
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ApsaraDB for MongoDB コンソールは、インスタンスの実行状態を簡単に表示および理解するための幅
広いパフォーマンスモニタリングデータを提供します。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャーディングインスタンスをクリックします。

4. 対象の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。

5. 左側のナビゲーションウィンドウで 、モニタリング情報をクリックします。

6. 表示されるモニタリング情報ページで、デフォルトで過去 24 時間のモニタリングデータが表示され
ます。 期間を選択し、モニタリングデータの履歴を照会します。

説明

対象インスタンスがレプリカセットインスタンスである場合は、 Primary または
Secondary を選択して、プライマリノードまたはセカンダリノードに関するモニタリン
グ情報を表示できます。

対象インスタンスはシャードクラスタインスタンスである場合は、 Mongos または
shard を選択して選択したノードに関するモニタリング情報を表示します。

メトリクス

メトリクス 説明

CPU 使用率 インスタンスの CPU 使用率

メモリー使用率 インスタンスのメモリー使用率

11.モニタリングとアラート
11.1. モニタリング情報の表示
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IOPS 使用率

インスタンスの 1 秒当たりの入出力操作（IOPS）。

データディスク上の IOPS。

ログディスク上の IOPS。

IOPS 使用率 インスタンスの IOPS と最大 IOPS の比率。

ディスクスペース使用
量

インスタンスのディスクスペース使用量。

合計ディスクスペース使用量。

データディスクのディスク使用量。

ログディスクのディスクスペース使用量。

ディスクスペース使用
量 インスタンスの合計ディスクスペース使用量と最大使用可能ディスクスペースの比率。

Opcounters

以下を含む、インスタンスに対する操作の 1 秒当たりの照会数（QPS）。

insert 操作数。

query 操作数。

delete 操作数。

update 操作数。

getmore 操作数。

command 操作数。

Connections インスタンスへの現在の接続数。

Cursors

インスタンスによって現在使用されている Cursor の数。

現在開いている Cursor の数。

タイムアウトした Cursor の数。

Network

インスタンスのネットワークトラフィック。

インバウンドトラフィック。

アウトバウンドトラフィック。

処理されたリクエストの数。

GlobalLock

現在キューに入っていてグローバルロックを待機している操作の数。

読み取りロックを待機しているキューに入れられた操作の数。

書き込みロックを待機しているキューに入れられた操作の数。

グローバルロックを待機しているキューに入れられた操作の総数。

WiredTiger

WiredTiger ストレージエンジンのキャッシュに関する統計。

キャッシュに読み込まれたデータ量。

キャッシュから書き込まれたデータ量。

キャッシュの最大構成サイズ。

メトリクス 説明
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日常的なモニタリングデータを収集して O&M の問題を正しく特定するために、細かい粒度を設定するた
めのモニタリング粒度設定機能（オプション）が ApsaraDB for MongoDB より提供されています。

注
スタンドアロンインスタンスはこの機能をサポートしません。
ApsaraDB for MongoDB インスタンスのデータベースバージョンは、MongoDB 3.4（最新のマイナー
データベースバージョンにアップグレード）または MongoDB 4.0 である必要があります。

説明 秒レベルのモニタリング粒度は、ApsaraDB for MongoDB 3.4 の最新マイナーデータ
ベースバージョンに依存しています。 最新のマイナーデータベースバージョンは、以前のすべての
マイナーデータベースバージョンと互換性があります。

データベースバージョン MongoDB 3.2 は、秒レベルのモニタリング粒度をサポートしてい
ません。 この機能を使用するには、データベースバージョン MongoDB 3.4 にアップグレー
ドする必要があります。 詳細は、 データベースバージョンのアップグレードをご参照くだ
さい。
データベースバージョン MongoDB 3.4 を使用して 2017 年 12 月 5 日以降 に作成された
ApsaraDB for MongoDB インスタンスの場合、秒レベルのモニタリング粒度を直接設定で
きます。 変更は、直ちに有効になります。
データベースバージョン MongoDB 3.4 を使用して 2017 年 12 月 5 日以前 に作成された
ApsaraDB for MongoDB インスタンスの場合、2017 年 12 月 5 日以降に 1 度再起動された
場合は、自動的に最新のマイナーデータベースバージョンにアップグレードできます。
2017 年 12 月 5 日以降に再起動されたことがない場合は、オフピーク時に再起動する必要
があります。 すべてのメトリックは再起動後に有効になります。
現在、ApsaraDB for MongoDB は、秒レベルのモニタリング粒度を無料で提供していま
す。

メトリクス 1 秒に 1 回 300 秒に 1 回

ディスクスペース使
用量

N/A

MongoDB 3.2、
MongoDB 3.4、および
MongoDB 4.0 でサポー
トされています。

ディスクスペース使
用量

CPU 使用量

MongoDB 3.4（最新のマイナーデータベースバージョンに
アップグレード）および MongoDB 4.0 でサポートされてい
ます。

メモリー使用量

IOPS 使用量

Opcounters

Connections

Cursors

Network

11.2. モニタリング粒度の設定
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GlobalLock

WiredTiger

メトリクス 1 秒に 1 回 300 秒に 1 回

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象の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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャーディングインスタンスをクリックします。

4. 対象インスタンスを見つけて、ID をクリックします。

5. 左側のナビゲーションウィンドウで モニタリング情報 をクリックします。

6. 表示されるモニタリング情報ページで、モニタリング粒度の設定をクリックします。

7. 表示されるモニタリング粒度の設定ダイアログボックスで、モニタリング粒度を選択します。

8. OK をクリックします。

11.3. アラートルールの設定
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ApsaraDB for MongoDB には、インスタンス状態のモニタリングおよびアラート機能があります。 重要
なメトリックにアラートルールを設定して、異常なデータをタイムリーに検出し、障害を迅速に見つけて
処理するのに役立ちます。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象の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. 対象インスタンスを見つけて、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、アラームルール をクリックします。

5. アラームルールの設定 をクリックし、CloudMonitor コンソールを開きます。

6. CloudMonitor コンソール の右上隅で、アラームルールの作成をクリックします。

7. 表示されるアラームルールの作成ページで、関連リソースを指定します。

パラメータ 説明　

プロダクト

インスタンスのアーキテクチャ

ApsaraDB for MongoDB - インスタンスコピー
ApsaraDB for MongoDB - クラスタインスタンス

ApsaraDB for MongoDB - 単一ノードインスタンス

説明 ApsaraDB for MongoDB - クラスタインスタンスを選択した場
合、Mongos と Shard 用にそれぞれモニタリングする mongos ノードと
Shard を選択する必要があります。

リソース範囲

すべてのリソースを選択した場合、ApsaraDB for MongoDB インスタンスが
アラートルールに一致すると、アラートサービスがアラート通知を送信しま
す。

インスタンスを選択した場合、選択された ApsaraDB for MongoDB インスタ
ンスのいずれかがアラートルールに一致すると、アラートサービスはアラート
通知を送信します。

リージョン インスタンスが設置されているリージョン。

インスタンス モニタリング対象のインスタンスの ID。 複数のゾーンを選択できます。

8. アラートルールを設定し、通知方法を構成します。 パラメータの詳細は、 アラートルールの管理を
ご参照ください。
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説明 CloudMonitor でアラート連絡先を作成していない場合、アラートコンタクトとア
ラートコンタクトグループの管理をご参照ください

9. 確認をクリックします。 アラートルールは自動的に有効になります。

メトリクスの詳細は、ApsaraDB for MongoDB サービスのモニタリングをご参照ください。
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ApsaraDB for MongoDB を使用することで、データベースパラメータの一部を設定して、ApsaraDB for
MongoDB の機能をビジネスニーズに適合させることができます。

注
スタンドアロンインスタンスインスタンスとレプリカセットインスタンスにはデータベースパラメータ
を設定できますが、シャードクラスタインスタンスには設定できません。
コンソールで指定されているそれぞれの値の範囲内でパラメータ値を変更する必要があります。
インスタンスに対して変更するパラメータを送信すると、そのインスタンスは自動的に再起動されま
す。 詳細は、パラメータリストページの強制再起動列をご参照ください。 インスタンスは再起動中に
切断される可能性があるため、ビジネスの中断に備えて調整する必要があります。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象の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. 左側のナビゲーションウィンドウで、 レプリカセットインスタンス をクリックします。

4. 対象のインスタンスを見つけて、ID をクリックします。

5. 左側のナビゲーションペインで、パラメータ > パラメータリストを選択します。

6. パラメータ変更をクリックします。

説明 パラメータリストでは、変更可能なすべてのパラメータ、インスタンスの再起動が必
要かどうか、および各パラメータの適用ルールを確認できます。

7. 表示されるパラメータ変更ページ、必要に応じてパラメータを変更します。

12.パラメータ設定
12.1. データベースパラメータの設定
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このステップで複数のパラメータを変更できます。

8. OK をクリックします。

ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインするか、DescribeParameterModificationHistory API
を呼び出してパラメーター変更履歴を表示できます。

前提条件
対象のインスタンスは、スタンドアロンまたはレプリカセットのインスタンスである必要があります。
シャードクラスタインスタンスはこの機能をサポートしません。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象の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. 左側のナビゲーションウィンドウで、 レプリカセットインスタンス をクリックします。

4. 対象インスタンスを見つけて、ID をクリックします。

5. 左側のナビゲーションペインで、パラメータ > 変更履歴を選択します。

12.2. パラメータ変更履歴の表示
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表示された変更履歴ページで、過去 24 時間の変更記録がデフォルトで表示されます。 パラメータ変
更記録をクエリするための時間範囲を指定することもできます。
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ApsaraDB for MongoDB レプリカセットインスタンスは、デフォルトで 3 つのノードで構成されていま
す。 ApsaraDB for MongoDB は、プライマリノードとセカンダリノードに接続するためのアドレスを提
供します。 もう一方のセカンダリノードは、高可用性を保証するためのバックアップとして隠されていま
す。 ノードに障害が発生した場合、ApsaraDB for MongoDB の高可用性システムは、インスタンスの可
用性を保証するためにプライマリ/セカンダリフェールオーバーを自動的にトリガします。 さらに、定期
的なディザスタリカバリドリルのようなシナリオでは、ApsaraDB for MongoDB インスタンスのプライ
マリ/セカンダリフェイルオーバーを手動でトリガーできます。

背景
ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインするか、SwitchDBInstanceHA API を呼び出してレプリ
カセットインスタンスのプライマリ/セカンダリフェールオーバーをトリガした後、ApsaraDB for
MongoDB はプライマリノードとセカンダリノードのロールを交換します。

説明
プライマリ/セカンダリフェイルオーバーは、レプリカセットとシャードクラスタインスタン
スに対してのみトリガされますが、シングルノードアーキテクチャのため、スタンドアロンイ
ンスタンスに対してはトリガされません。
インスタンスのプライマリ/セカンダリフェールオーバーをトリガした後、そのインスタンス
は 30 秒間切断される可能性があります。 アプリケーションが自動的に接続を再確立できるよ
うにする必要があります。
プライマリ/セカンダリフェールオーバーは、通常の「実行中」ステータスにあるインスタン
スに対してのみトリガされます。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションウィンドウで、レプリカセットインスタンスをクリックします。

4. 対象の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。

5. ノードリストエリアで、次の図のように フェールオーバー をクリックします。

13.Primary/Secondary フェールオー
バー
13.1. レプリカセットインスタンスの
primary/secondary のフェールオーバー

ユーザーガイド · Primary/Secondary フェールオーバー 云数据库MongoDB版

100 > Document  Version:20200915

https://mongodb.console.aliyun.com/#/mongodb/list


6. 表示されるフェールオーバーダイアログボックスで、OK をクリックします。

7. インスタンスが HA 切り替え状態に入ります。 インスタンスの状態が実行中に変わったら、フェイル
オーバーは成功です。

フェイルオーバーには約 1 分かかります。 その後、インスタンスは通常に戻ります。

説明 インスタンスへの接続にプライマリノードのアドレスを使用した場合、フェイルオー
バー後にセカンダリノードに接続することになり、インスタンスに対する書き込み権限はなくな
ります。 この場合、新しいプライマリノードのアドレスを使用してインスタンスに接続し、読み
取り権限と書き込み権限を取得する必要があります。 詳細は、レプリカセットインスタンス接続
情報の取得をご参照ください。

シャードクラスタインスタンスの各 Shard は、デフォルトで 3 つのノードで構成されています。 ノード
に障害が起きた場合、ApsaraDB for MongoDB の高可用性システムは自動的に Primary/Secondary
フェールオーバーを起動して、Shard の可用性を保証します。 さらに、定期的なディザスタリカバリドリ
ルのようなシナリオでは、ApsaraDB for MongoDB インスタンスの Primary/Secondary フェイルオー
バーを手動でトリガーできます。

注
ApsaraDB for MongoDB は、Shard の Primary ノードと Secondary ノードに接続するためのアドレス
を提供します。 Hidden ノードは、バックアップとして高可用性を保証します。 ApsaraDB for
MongoDB コンソールにログインするか、SwitchDBInstanceHA API を呼び出して、シャードクラスター
インスタンスに対して Primary/Secondary フェイルオーバーをトリガーすると、ApsaraDB for
MongoDB は Primary ノードと Secondary ノードのロールを切り替えます。

13.2. シャードクラスタインスタンスを対象にし
た Primary/Secondary フェイルオーバーの起
動
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説明
Primary/Secondary フェイルオーバーは、レプリカセットとシャードクラスタインスタンス
に対してトリガできますが、シングルノードアーキテクチャの理由で、スタンドアロンインス
タンスに対してはトリガできません。
通常の稼働状態にある Shard に対してのみ、Primary/Secondary フェイルオーバーをトリ
ガーできます。
インスタンスの Primary/Secondary フェールオーバーをトリガした後、そのインスタンスは
30 秒間切断される可能性があります。 この操作はオフピーク時に実行し、アプリケーション
が自動的に接続を再確立できるようにすることをお勧めします。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションウィンドウで、 シャードインスタンス をクリックします。

4. 対象インスタンスを見つけて、ID をクリックします。

5. シャードリストエリアで、対象の Shard を見つけ、操作列で

> フェイルオーバーを選択します。

Shard ごとに Primary/Secondary フェイルオーバーを個別に起動できます。 フェイルオーバーは現
行ノードに対してのみ有効で、同じシャードクラスタインスタンスの他の Shard には影響しません。

6. 表示されるフェイルオーバーダイアログボックスで、OK をクリックします。

7. フェイルオーバーには約 1 分かかります。 必要に応じて上記の手順を繰り返し、同じシャードクラス
タインスタンスの他の Shard に対して Primary/Secondary フェイルオーバーをトリガーできます。
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ApsaraDB for MongoDB は、デフォルトのバックアップポリシーに従ってデータを自動的にバックアッ
プします。 ビジネスニーズに応じてバックアップポリシーを設定して、ApsaraDB for MongoDB インス
タンスのデータを自動的にバックアップすることもできます。

注
ApsaraDB for MongoDB インスタンスは、ストレージスペースを解放するために、生成されたバック
アップファイルを OSS に格納します。
スタンドアロンインスタンスのバックアップ方法はスナップショットバックアップに決定されていま
す。これは、バックアッププロセスでの I/O パフォーマンスに影響します。
レプリカセットとシャードクラスタインスタンスのバックアップ方法は、物理バックアップです。

説明 物理バックアップは、ApsaraDB for MongoDB インスタンスの隠しセカンダリノードで
実行されます。 そのため、プライマリノードとセカンダリノードの I/O パフォーマンスには影響し
ません。 大量のデータをバックアップするには長い時間がかかる場合があります。 そのままお待
ちください。

自動バックアップポリシーの設定
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象の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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャードインスタンスをクリックします。

4. 対象インスタンスを見つけて、ID をクリックします。

5. 左側のナビゲーションウィンドウで、バックアップとリカバリ をクリックします。

6. バックアップ設定 をクリックします。

7. 表示されるバックアップ設定ダイアログボックスで、関連パラメータを設定します。

14.データバックアップ
14.1. ApsaraDB for MongoDB データの自動
バックアップ
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パラメータ 説明　

保存日数 バックアップデータを保存する日数。 7 日間に固定されています。

バックアップ時刻 時刻単位のバックアップ時間 必要に応じていつでも設定できます。 オ
フピーク時にデータをバックアップすることをお勧めします。

バックアップ日付 バックアップサイクル 週に 1 日または複数日に設定できます。

8. これらのパラメータを設定してから、OKをクリックします。

バックアップポリシーを設定して、ApsaraDB for MongoDB のデフォルトバックアップ設定を調整し
てデータを自動的にバックアップさせることができます。 また、ApsaraDB for MongoDB データを手動で
バックアップすることもできます。

注
ApsaraDB for MongoDB インスタンスは、生成されたバックアップファイルをOSSに格納します。
ApsaraDB for MongoDB インスタンスのストレージスペースを占用しません。
スタンドアロンインスタンスのバックアップ方法はスナップショットバックアップに固定されています
ため、バックアッププロセスでの I/O パフォーマンスには影響が出ます。
レプリカセットとシャードクラスタインスタンスは、物理バックアップと論理バックアップをサポート
します。
物理バックアップまたは論理バックアップは、ApsaraDB for MongoDB インスタンスの隠しセカンダ
リノードで実行されます。 そのため、プライマリノードとセカンダリノードの I/O パフォーマンスには
影響しません。 大量のデータをバックアップするのに長い時間がかかる場合があります。 少しお待ち
ください。

バックアップ方法
スナップショットバックアップ：特別なシングルノードアーキテクチャであるため、スタンドアロンイ

14.2. ApsaraDB for MongoDB データの手動
バックアップ
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ンスタンスのデータはスナップショットでバックアップされます。 スナップショットバックアップで
は、特定の時点におけるディスクデータのステータスを保持できます。
物理バックアップ：物理データベースファイルは、ApsaraDB for MongoDB インスタンス用にバック
アップされます。
論理バックアップ：mongodump コマンドを実行して、ApsaraDB for MongoDB データを論理的に
バックアップできます。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャードインスタンスをクリックします。

4. 対象のインスタンスを見つけて、ID をクリックします。

5. 左側のナビゲーションウィンドウで、バックアップとリカバリ をクリックします。 表示されたペー
ジの右上隅で、 インスタンスのバックアップをクリックします。

6. 表示されるインスタンスのバックアップダイアログボックスで、バックアップ方法を選択します。

7. OK をクリックします。
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ApsaraDB for MongoDB を使用することで、既存のインスタンスのバックアップに基づいてインスタン
スを作成できます。 新しいインスタンスのデータは、選択したバックアップのデータからリカバリされま
す。 この方法は、データリストアまたはデータ検証のシナリオに適用されます。

前提条件
既存のインスタンスは、スタンドアロンまたはレプリカセットのインスタンスである必要があります。

説明 シャードクラスタインスタンスはこの機能をサポートしません。

現在、過去 7 日間にのみバックアップを選択できます。
バックアップに基づいてインスタンスを作成した場合、作成したインスタンスに対して料金を支払う必
要があります。 インスタンスの請求方法の詳細は、請求明細と価格設定をご参照ください。
従量課金インスタンスを作成する場合は、口座残高が十分であることをご確認ください。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションウィンドウで、 レプリカセットインスタンス をクリックします。

4. 対象のインスタンスを見つけて、ID をクリックします。

5. 左側のナビゲーションウィンドウで、バックアップとリカバリ をクリックします。

6. 表示されるバックアップと復元ページで、対象のバックアップを見つけて、操作列で

> バックアップポイントからインスタンスを作成を選択します。

7. 表示された ApsaraDB for MongoDB インスタンス作成ページで、作成するインスタンスの請求方法
を選択します。

8. 必要に応じてインスタンスのパラメータを設定します。

15.データリカバリ
15.1. バックアップに基づいたインスタンスの作
成
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説明 新しいインスタンスのストレージスペースは、既存のインスタンスのストレージス
ペースより大きい必要があります。

9. 今すぐ購入 をクリックして、注文の確認ページに進みます。

10. ApsaraDB for MongoDB のサービス契約をお読み、指示に従って支払いプロセスを完了します。

ApsaraDB for MongoDB を使用することで、既存インスタンスの実行タイムポイントからインスタンス
を作成できます。 新しいインスタンスのデータは、既存インスタンスで選択したタイムポイントまでの
データから復元されます。 この方法は、データリストアまたはデータ検証のシナリオに適用されます。

前提条件
既存インスタンスは、レプリカセットまたはシャードクラスタインスタンスである必要があります。

説明 スタンドアロンインスタンスはこの機能をサポートしません。

現在選択できるタイムポイントは、過去 7 日間のみです。
タイムポイントに基づいてインスタンスを作成した場合は、作成したインスタンスに対して支払う必要
があります。 インスタンスの請求方法の詳細は、請求明細と価格設定をご参照ください。
従量課金インスタンスを作成する場合は、口座残高が十分であることをご確認ください。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャーディングインスタンスをクリックします。

4. 対象のインスタンスを見つけて、ID をクリックします。

5. 左側のナビゲーションウィンドウで、バックアップとリカバリ をクリックします。

6. 表示されたバックアップとリカバリページで、タイムポイントに基づいてインスタンスを作成をク
リックします。

7. 表示されたタイムポイントに基づいてインスタンスを作成ダイアログボックスで、対象のタイムポイ
ントを選択して、OK をクリックします。

15.2. タイムポイントに基づいたインスタンスの
作成
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8. 表示された ApsaraDB for MongoDB インスタンス作成ページで、作成するインスタンスの請求方法
を選択します。

9. 必要に応じてインスタンスのパラメータを設定します。

説明

レプリカセットインスタンス：新しいインスタンスのストレージスペースは、既存インス
タンスのストレージスペースより大きい必要があります。

シャードクラスタインスタンス：

新しいインスタンスのシャードの数は、既存インスタンスのシャードの数より大
きい必要があります。

新しいインスタンスの各シャードのストレージスペースは、既存インスタンスの
ストレージスペースより大きい必要があります。

10. 今すぐ購入 をクリックして、注文の確認ページに進みます。

11. ApsaraDB for MongoDB のサービス契約をお読みの上、チェックボックスにチェックを入れて、指
示に従って支払いプロセスを完了します。

データのリストアは、データベースの誤操作による損失を最小限に抑えるのに役立ちます。 ApsaraDB
for MongoDB は複数のリストア方法を提供します。 本ドキュメントでは、現行インスタンスのバック
アップデータをリストアする方法について説明します。

注
現在、3 ノードのレプリカセットインスタンスのみがこの機能をサポートしています。
現行インスタンスのバックアップデータをリストアすると、現行インスタンスの元のデータは上書きさ
れ、回復できません。 この操作は慎重に実行するべきです。
現行インスタンスへのバックアップデータをリストアすることでもたらした高リスクを考慮し、タイム
ポイントを基づいてインスタンスを作成するか、バックアップに基づいてインスタンスを作成すること
をお勧めします。 詳細は、タイムポイントに基づいたインスタンスの作成およびバックアップに基づい

15.3. 現行インスタンスへのバックアップのリス
トア
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たインスタンスの作成をご参照ください。 データの検証を行い、DTS を使用してデータを現行インス
タンスに移行します。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションウィンドウで、 レプリカセットインスタンス をクリックします。

4. 対象のインスタンスを見つけて、ID をクリックします。

5. 左側のナビゲーションウィンドウで、バックアップとリカバリ をクリックします。

6. 表示されるバックアップとリカバリページで、対象のバックアップを見つけて、操作列で

> データのリカバリを選択します。

7. 表示されるバックアップしたインスタンスの復元ダイアログボックスで、OK をクリックします

8. インスタンスは バックアップから復元中状態になります。 更新をクリックして、インスタンスのス
テータスを更新および確認できます。 インスタンスのステータスが実行中に変わると、データは正常
にリストアされました。

レプリカセットとシャードクラスタインスタンスは論理バックアップをサポートします。 完全論理バック
アップを開始してインスタンスデータをバックアップし、論理バックアップファイルをダウンロードでき
ます。 そして、mongorestore コマンドを実行して、ダウンロードしたバックアップデータを自己構築
MongoDB インスタンスにリストアできます。

前提条件
スタンドアロンインスタンスはこの機能をサポートしません。 指定したバックアップからインスタンスを
作成してデータをリストアできます。 詳細は、バックアップに基づいたインスタンスの作成 をご参照ください.

互換性を保証するために、自己構築 MongoDB インスタンスのデータベースバージョンは、ApsaraDB
for MongoDB インスタンスのデータベースバージョンと同じであることをお勧めします。

背景

15.4. 自己構築 MongoDB インスタンス内の論
理バックアップデータのリストア
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mongodump コマンドを実行して、ApsaraDB for MongoDB データをバックアップするための完全論理
バックアップを開始できます。 バックアップ中も、ApsaraDB for MongoDB インスタンスからデータを
読み書きできます。

説明 完全論理バックアップは、ApsaraDB for MongoDB インスタンスの隠しセカンダリノード
で実行されます。 そのため、プライマリノードとセカンダリノードの I/O パフォーマンスには影響し
ません。 大量のデータをバックアップするのに長い時間がかかる場合があります。 そのままお待ち
ください。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャーディングインスタンスをクリックします。

4. 対象のインスタンスを見つけて、ID をクリックします。

5. 左側のナビゲーションウィンドウで、バックアップとリカバリ をクリックします。

6. 表示されたバックアップとリカバリページの右上隅で、インスタンスのバックアップをクリックしま
す。

7. 表示されたインスタンスのバックアップダイアログボックスで、 バックアップ方法として論理バック
アップを選択します。

8. OK をクリックし、インスタンスデータが正常にバックアップされるまで待ちます。

9. バックアップとリカバリページで、完了した論理バックアップを見つけて、操作列で

> ダウンロードを選択します。

10. バックアップファイルをダウンロードしたら、次のコマンドを実行してバックアップデータを自己構
築 MongoDB インスタンスにインポートします。

cat xx.ar| mongorestore -h <hostname> --port <server port> -u <username> -p <password> --dro

p --gzip --archive -vvvv --stopOnError

注:

xx.ar：ダウンロードした論理バックアップファイルの名前。

<hostname>：自己構築 MongoDB インスタンスのサーバーアドレス。 自己構築 MongoDB イン
スタンスが現行のサーバーにデプロイされている場合は、このパラメーターを 127.0.0.1 に設定し
ます。
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<server port>：自己構築 MongoDB インスタンスが使用するポート。

<username>：自己構築 MongoDB インスタンスへのログインに使用されるデータベースユーザー
名。

<password>：自己構築 MongoDB インスタンスへのログインに使用されるデータベースパスワー
ド。

例：

cat hins5605783_data_20181026114534.ar| mongorestore -h 127.0.0.1 --port 27017 -u root -p xxxxxx 

--drop --gzip --archive -vvvv --stopOnError

バックアップ時間に基づいてレプリカセットインスタンスの物理バックアップデータをダウンロードし、
ダウンロードしたバックアップデータを自己構築 MongoDB インスタンスにリストアできます。

前提条件
スタンドアロンインスタンスはこの機能をサポートしません。 指定したバックアップからインスタンスを
作成してデータをリストアできます。 詳細は、バックアップに基づいたインスタンスの作成 をご参照ください.

背景
自動バックアップポリシーを設定した後、レプリカセットインスタンスのデータを物理バックアップモードで
バックアップできます。

物理バックアップは、ApsaraDB for MongoDB インスタンスの隠しセカンダリノードで実行されます。
そのため、プライマリノードとセカンダリノードの I/O パフォーマンスには影響しません。 大量のデータ
をバックアップするのに長い時間がかかる場合があります。 そのままお待ちください。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションウィンドウで、 レプリカセットインスタンス をクリックします。

4. 対象のインスタンスを見つけて、ID をクリックします。

5. 左側のナビゲーションウィンドウで、バックアップとリカバリ をクリックします。

6. 表示されるバックアップとリカバリページで、対象の物理バックアップを見つけて、

> ダウンロードをクリックします。

15.5. 自己構築 MongoDB インスタンスの物理
バックアップデータのリストア
15.5.1. レプリカセットインスタンスの物理バックアッ
プデータをダウンロード

云数据库MongoDB版 ユーザーガイド · データリカバリ

> Document  Version:20200915 111

https://help.aliyun.com/document_detail/55013.html#task-tll-y3b-kfb
https://help.aliyun.com/document_detail/55008.html#concept-gs1-qrp-dgb
https://mongodb.console.aliyun.com/#/mongodb/list


説明 バックアップファイルをダウンロードした後、MongoDB インスタンス内で
ApsaraDB for MongoDB 物理バックアップデータのリストアの手順に従ってデータをリストア
できます。

ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインして、ApsaraDB for MongoDB インスタンスから物理
バックアップデータをダウンロードできます。 本ドキュメントでは、自己構築 MongoDB インスタンス
で ApsaraDB for MongoDB 物理バックアップデータをリカバリする方法について説明します。

前提条件
この機能は、ApsaraDB for MongoDB プリカセットインスタンスにのみ適用されます。
ApsaraDB for MongoDB インスタンスのストレージエンジンは、WiredTiger または RocksDB である
必要があります。

説明 ApsaraDB for MongoDB インスタンスのストレージエンジンが TerarkDB の場合、自己
構築 MongoDB インスタンスのロジカルバックアップデータをリカバリできます。 詳細は、自己構
築 MongoDB インスタンス内の論理バックアップデータのリストア をご参照ください.

ApsaraDB for MongoDB インスタンスのストレージエンジンが RocksDB の場合、RocksDB ストレー
ジエンジンで構成されている MongoDB アプリケーションをコンパイルしてインストールする必要があ
ります。
自己構築 MongoDB インスタンスは、ApsaraDB for MongoDB インスタンスと互換性がある必要があ
ります。 次の表は、データベースバージョンの ApsaraDB for MongoDB インスタンスと自己構築
MongoDB インスタンスの間のマッピングを示しています。

ApsaraDB for MongoDB インスタンスデータベース
バージョン

自己構築 MongoDB インスタンスのデータベースバー
ジョン

MongoDB 3.2 MongoDB 3.2、MongoDB 3.4

MongoDB 3.4 MongoDB 3.4

15.5.2. 自己構築 MongoDB インスタンス内の
ApsaraDB for MongoDB 物理バックアップデータのリ
カバリ
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MongoDB 4.0 MongoDB 4.0

ApsaraDB for MongoDB インスタンスデータベース
バージョン

自己構築 MongoDB インスタンスのデータベースバー
ジョン

準備
次の手順では、例として Linux サーバーを使用しています。 （対応バージョンの MongoDB が Linux
サーバーにインストールされています。 MongoDB のインストール方法に関する詳細は、MongoDB の公
式マニュアルをご参照ください。）

ApsaraDB for MongoDB インスタンスから物理バックアップデータをダウンロードし、ダウンロードし
たデータを自己構築 MongoDB インスタンスに解凍します。

1. ApsaraDB for MongoDB インスタンスから物理バックアップデータをダウンロードします。

2. データを MongoDB がインストールされているローカルサーバーの data ディレクトリに解凍します
（ data フォルダは空である必要があります ）

/path/to/mongo が、自己構築 MongoDB インスタンスの物理リカバリ操作に使用されるディレク
トリであるとします。

cd /path/to/mongo/data/

rm -rf *

3. ダウンロードした ApsaraDB for MongoDB 物理バックアップファイルを /path/to/mongo/data/
ディレクトリにコピーし、解凍します。

tar xzvf hins_xxx.tar.gz 

スタンドアロンモードで ApsaraDB for MongoDB 物理バックアップデータリ
カバリします。

1. mongod.conf ファイルを /path/to/mongo ディレクトリに作成します。

touch mongod.conf

2. ApsaraDB for MongoDB 物理バックアップデータからリカバリした事故構築 MongoDB インスタン
スを起動するための構成要件を満たすように、mongod.conf ファイルを変更します。

ストレージエンジンに基づいて、認証を有効にしてスタンドアロンモードで自己構成 MongoDB イン
スタンスを起動するための設定テンプレートを選択します。 選択した設定テンプレートを
mongod.conf ファイルにコピーできます。

WiredTiger
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systemLog:

    destination: file

    path: /path/to/mongo/mongod.log

    logAppend: true

security:

    authorization: enabled

storage:

    dbPath: /path/to/mongo/data

    directoryPerDB: true

net:

    http:

        enabled: false

    port: 27017

    unixDomainSocket:

        enabled: false

processManagement:

    fork: true

    pidFilePath: /path/to/mongo/mongod.pid

説明 ApsaraDB for MongoDB インスタンスは、デフォルトで WiredTiger ストレージエ
ンジンで構成され、directoryPerDB オプションが有効になっています。 したがって、このオ
プションは構成で指定されています。

RocksDB
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systemLog:

 destination: file

 path: /path/to/mongo/logs/mongod.log

 logAppend: true

security:

 authorization: enabled 

storage:

 dbPath: /path/to/mongo/data

        engine: rocksdb

net:

 http:

  enabled: false

 port: 27017

 unixDomainSocket:

  enabled: false

processManagement:

 fork: true

 pidFilePath: /path/to/mongo/logs/mongod.pid

3. 自己構築 MongoDB インスタンスを起動するには、新しい構成ファイル mongod.conf を使用しま
す。

/usr/bin/mongod -f /path/to/mongo/mongod.conf

4. ローカルサーバーの mongo shell を介して自己構築 MongoDB インスタンスにログインします。

mongo --host 127.0.0.1 -u <username> -p <password> --authenticationDatabase admin

注釈:

<username>：ApsaraDB for MongoDB インスタンスにログインするために使用されるデータ
ベースのユーザー名。 デフォルトで root となります。

<password>：ApsaraDB for MongoDB インスタンスにログインするために使用されるデータ
ベースのパスワード。

レプリカセットモードで自己構築 MongoDB インスタンスを起動します。
ApsaraDB for MongoDB の物理バックアップデータには、デフォルトでオリジナル ApsaraDB for
MongoDB インスタンスのレプリカセット構成が含まれています。 自己構築 MongoDB インスタンスをス
タンドアロンモードで起動する必要があります。 そうでなければ、アクセスに失敗する可能性がありま
す。

自己構築 MongoDB インスタンスをレプリカセットモードで起動するには、まず ApsaraDB for
MongoDB 物理バックアップデータをスタンドアロンモードでリカバリし、次のようにする必要がありま
す。

1. ローカルサーバーの mongo shell を介して自己構築 MongoDB インスタンスにログインします。

2. オリジナルレプリカセット設定を削除します。
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use local

db.system.replset.remove({})

3. MongoDB をシャットダウンします。

use admin

db.shutdownServer()

     

4. /path/to/mongo/ ディレクトリにある mongod.conf ファイルを変更して、レプリケーション構成
を追加します。 このコマンドの詳細については、MongoDB の公式マニュアルのレプリカセットのデ
プロイをご参照ください。

5. 自己構築 MongoDB インスタンスを起動するには、新しい構成ファイル mongod.conf を使用しま
す。

/usr/bin/mongod -f /path/to/mongo/mongod.conf

6. 起動したノードをレプリカセットに追加し、レプリカセットを初期化します。

説明 このステップでは  rs.initiate()  コマンドを使用します。 このコマンドの詳細につい
ては、MongoDB の公式マニュアルの rs.initiate() をご参照ください。
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ApsaraDB for MongoDB の使用中に、インデックスの付け漏れや、不適切なインデックスの使用によ
り、クエリステートメントの実行が遅くなったり、タイムアウトになることがあります。 この場合、CPU
使用率の高さはビジネスに影響します。 ApsaraDB for MongoDB には、インデックスの付け漏れや不適
切なインデックスによるスロークエリを検出するためのインデックス最適化機能があります。 この機能
は、これらのスロークエリに最適なインデックスを適用させ、ApsaraDB for MongoDB のパフォーマン
スを向上させます。

制約
スタンドアロンインスタンスはこの機能をサポートしません。
現在、インデックスの最適化を有効にできるのは、中国（杭州）、中国（上海）、中国（深圳）、中国
（青島）、中国（北京）のリージョンのみです。
インスタンスのインデックス最適化を有効にする前に、ログ監査を有効にする必要があります。

インデックス最適化レポートを生成するためのルール
ApsaraDB for MongoDB は、毎日 0:00~24:00 のインデックス最適化レポートを自動的に生成します。

説明 インデックス最適化レポートは 7 日間保存され、7 日後に自動的に削除されます。

過去 7 日間の時間範囲を指定して、選択した時間範囲内のスロークエリを分析し、必要に応じてイン
デックス最適化レポートを生成することができます。
実行時間が 100 ミリ秒を超えるクエリステートメントは、スロークエリと見なされます。

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. ホームページの左上隅で、対象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. 左側のナビゲーションペインで、対象インスタンスのアーキテクチャに基づいて、レプリカセットイ
ンスタンスまたはシャードインスタンスをクリックします。

4. 対象インスタンスを見つけて、ID をクリックします。

5. 左側のナビゲーションペインで、 CloudDBA > インデックスの最適化を選択します。

6. カスタム解析をクリックします [カスタム解析]ダイアログボックスが表示されます。

16.CloudDBA
16.1. インデックスの最適化
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選択した時間範囲のインデックス最適化レポートを表示するには、時間範囲の選択を指定できます。

7. リストで、インデックス最適化レポートに対応する「操作」列の詳細の表示をクリックして、イン
デックス診断の詳細を表示します。

8. 表示されるインデックス最適化の詳細ダイアログボックスで、インデックス最適化やマージインデッ
クスの推奨事項などの詳細情報を表示できます。
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ApsaraDB for MongoDB を使用することで、スリーノードレプリカセットインスタンスの 3 つのノード
を、同じリージョンの 3 つの異なるゾーン（IDC）に別々にデプロイできます。 この場合、3 つのノード
をイントラネットで相互接続して、ゾーンディザスタリカバリが有効になります。 3 つのノードのいずれ
かが停電、ネットワークの切断、またはゾーン内のその他の不可抗力要因によって切断された場合、
ApsaraDB for MongoDB の高可用性システムはフェイルオーバーをトリガーしてレプリカセットアーキ
テクチャの継続的な可用性を保証できます。

注
ゾーンディザスタリカバリをサポートするのはレプリカセットインスタンスのみです。 スタンドアロン
のシャードクラスタインスタンスは、この機能をサポートしません。
現在、ゾーンディザスタリカバリは次のリージョンでのみサポートされています。中国（杭州）、中国
（上海）、中国（北京）、および中国（深圳）。

次の図は、シングルゾーンソリューションとマルチゾーンソリューション（ゾーンディザスタリカバリを
サポート）の比較を示しています。

17.ゾーンディザスタリカバリソリュー
ション
17.1. ゾーンディザスタリカバリソリューション
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ゾーンディザスタリカバリをサポートするインスタンスの作成
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウで、 レプリカセットインスタンス をクリックします。

3. 表示されたレプリカセットインスタンスページで、 インスタンスの作成 をクリックします。

4. リージョンで杭州 (中国東部 1) /上海 (中国東部 2) /北京 (中国北部 2) / 深セン (中国南部 1) のいずれ
かを選択します。 選択したリージョンでマルチゾーンを選択します。

5. 他のインスタンス構成を指定します。 詳細は、インスタンスの作成をご参照ください。

6. 今すぐ購入 をクリックして、注文の確認ページに進みます。

7. ApsaraDB for MongoDB のサービス契約をお読み、指示に従って支払いプロセスを完了します。

ApsaraDB for MongoDB は、シャードクラスターインスタンスのゾーンディザスタリカバリソリュー
ションを提供します。 このソリューションは、シャードクラスターインスタンスのコンポーネントを 1 つ
のリージョンの 3 つの異なるゾーンにデプロイします。 これらのゾーンのコンポーネントは、内部ネット
ワークを介してデータを交換します。 電源障害やネットワーク障害などの予期しないイベントにより 3 つ
のゾーンのいずれかが使用できなくなった場合、高可用性システムは自動的に別のゾーンに切り替えて、
シャードクラスター全体の可用性を確保します。

注意事項

17.2. マルチゾーンシャードクラスタインスタン
スの作成
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注意事項
スタンドアロンインスタンスはこの機能をサポートしません。
中国（杭州）、中国（北京）、および中国（深セン）でマルチゾーンシャードクラスターインスタンス
のみを作成できます。

ノードデプロイメントポリシー
シングルゾーンのインスタンスを作成すると、システムはシャードクラスターインスタンスのコンポーネ
ントを 1 つのゾーンにデプロイします。 マルチゾーンインスタンスを作成すると、システムはコンポーネ
ントを 3 つの異なるゾーンにデプロイします。

Mongos は、すべてのデータセンターに均等にデプロイされます。 少なくとも 2 つの mongos が 2 つ
のゾーンにデプロイされます。 3 番目の mongos が追加されると、3 番目のゾーンにデプロイされま
す。 それ以降の各新規 mongos は、3 つのゾーンのそれぞれに順番にデプロイされます。
各 shard の primary、secondary、および非表示のノードは、3つのゾーンにランダムにデプロイされ
ています。 これらのノードのデプロイメントは、primary ノードと secondary ノード間の手動スイッ
チオーバーまたは HA フェールオーバーのどちらを使用するかに基づいて変わる場合があります。

マルチゾーンのシャードクラスターインスタンスのコンポーネントおよびノードのデプロイメ
ントポリシー

手順
1. ApsaraDB for MongoDB コンソールにログインします。

2. 左側のナビゲーションウィンドウで、 シャーディングインスタンス をクリックします。

3. シャードインスタンスページで、インスタンスの作成 をクリックします。

4. インスタンスの作成ページで、リージョンを中国（杭州）、中国（北京）、または中国（深セン）に
設定し、必要なゾーンを選択します。

5. インスタンスの他のパラメーターの詳細は、シャードクラスタインスタンスの作成 をご参照ください

6. 今すぐ購入をクリックします。 注文確認 ページが表示されます。

7. ApsaraDB for MongoDB サービス契約書 をお読みの上選択し、指示に従って支払いを行います。
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18.非表示ドキュメント
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