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1 管理者操作
1.1 Alibaba Cloud アカウントの準備

Alibaba Cloud DTplus 製品は [RAM] のプライマリアカウントと RAM ユーザー ログインシステム
を使⽤しています。
• Alibaba Cloud アカウント(またはプライマリアカウント) は、Alibaba Cloud リソースの権限

を有しており、リソース使⽤量の計算と請求対象になるメインアカウントです。 プライマリ
アカウントで RAM (リソースアクセス管理) ユーザーが作成でき、RAM ユーザーアカウントの
管理および認可ができます。

• RAM プライマリアカウントで作成および管理されると、RAM ユーザーのリソースはなくな
り、使⽤料の計算と請求はできなくなります。 すべての RAM ユーザーはプライマリアカウン
トでの管理や⽀払いが⾏われます。

したがって、DTplus 製品を使⽤する前に、RAM を介して RAM ユーザーを管理するための 

Alibaba Cloud アカウントが必要です。
Alibaba Cloud アカウントの登録

Alibaba Cloud アカウントをお持ちでない場合、『Alibaba Cloud 公式ウェブサイト 』の [無
料アカウント]をクリックします。 Alibaba Cloud アカウント登録ページに移動したら、新規に
Alibaba Cloud アカウントを作成できます。

注 :

Alibaba Cloud システムは作成されたプライマリアカウントが⾼レベルの権限を持つリソース消
費型アカウントであることを認識します。 アカウント名とパスワードは⼤切に保管してくださ
い。 また、パスワードは定期的に変更して第三者へ貸与しないでください。

新しい Alibaba Cloud アカウントでの実名登録
Alibaba Cloud 製品の購⼊および使⽤前にAlibaba Cloud アカウントで実名登録を⾏う必要があ
ります。 実名登録が完了していない場合、[実名登録] にアクセスして⼿続きを進めます。 問題を
未然に防ぐため、必ず実名登録を完了してください。
エンタープライズユーザーの場合、利便性向上のためエンタープライズレベルで認証完了するこ
とを強く推奨します。
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AccessKey の作成

DataWorks での円滑なタスク処理を確保するため、AccessKey の作成が必要です。 ログイン時
に⼊⼒するアカウント名とパスワードと違い、AccessKey は基本的に様々な Alibaba Cloud 製品
のアクセス権認証に使⽤されます。 AccessKey は、AccessKeyID とAccessKeySecret で構成され
ます。
1. [AccessKey 管理] ページにアクセスするには、『Alibaba Cloud 公式ウェブサイト』にログイ

ンして、右上隅にあるユーザー名で [ AccessKeys] をクリックします。

2. 右上隅にある[AccessKey の作成] をクリックして、AccessKey 作成時に表⽰されるダイアロ
グウィンドウ内の [Agree and Create] をクリックします。
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3. AccessKey が作成されるとシステムは⾃動的に [AccessKey 管理] ページに移動しま

す。[AccessKey 管理] ページでは AccessKey の状態確認や無効化、削除などもできます。

無効化された AccessKey は、その AccessKey を使⽤したサービスに影響を与えエラーが発
⽣します。 したがって、AccessKey を変更する場合、その AccessKey を使⽤している製品や
サービスに対する変更を素早く⾏う必要があります。

注 :

AccessKey はアカウントにとって重要なものです。 AccessKey ID と AccessKey Secret を⼤
切に保管してください。 この情報は第三者に公開しないでください。 本情報が漏えいした場
合、ただちに AccessKey を無効にして更新してください。

1.2 RAM ユーザーの作成
プロジェクト参加者がご⾃⾝のみの場合、このセクションはスキップします。 ご⾃⾝のアカウン
トを作成するには「Alibaba Cloud アカウントの準備」をご参照ください。 該当プロジェクト
に他のユーザーを招待するには、RAM (Resource Access Management) コンソールでRAM ユー
ザーアカウントを作成して管理します。

サブアカウントの作成
1. プライマリアカウントで Alibaba Cloud DTplus コンソールにログインします。 RAM > コン

ソール > ユーザーを選択します。
2. [新規ユーザー] をクリックします。
3. ユーザー情報を⼊⼒します。
4. [OK] をクリックしてユーザーの作成を完了します。

RAM ユーザーによるコンソールログインの有効化
1. RAM ユーザーを作成したら、プライマリアカウントで RAM >  ユーザーページにログインし

て RAM ユーザーアカウントをクリックします。
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2. [ログインの設定を修正] と [コンソールパスワードログイン] をクリックして RAM アカウント

のログインパスワードを⼊⼒します。
RAM ユーザー AccessKey の作成

AccessKey によって DataWorks でのタスク操作が円滑になります。 したがって、プライマリア
カウントで RAM ユーザーの AccessKey を作成しなければなりません。または、プライマリアカ
ウントによって RAM アカウントのユーザーがAccessKey を作成したり AccessKey 情報を管理で
きるようにする必要があります。
• RAM ユーザー AccessKey の作成

1. プライマリアカウントを⽤いてRAM >  識別情報 > ユーザー ページにログインして、RAM

ユーザーアカウントをクリックします。
2. [AccessKey の作成] をクリックし、認証コードを⼊⼒して携帯電話に送信します。 RAM

ユーザーアカウント向けの AccessKey が作成されます。

注 :

RAM ユーザーの AccessKeySecret は⼀度だけ表⽰されます。 AccessKeySecret を⼤切に
保管してください。 AccessKeySecret をなくしてしまった場合は新しく作成する必要があ
ります。

• RAM ユーザーによる AccessKey の作成、管理の承認
1. メインアカウントでRAM >  識別情報 > 設定 ページにアクセスして、アクション列から

[RAM ユーザーのセキュリティ設定を更新] をクリックします。
2. RAM ユーザーのセキュリティの設定 タブを選択してAccessKey の管理を > できるように

するを選択して [OK] をクリックして設定を完了します。
このオプションを選択しない場合、デフォルトで RAM ユーザーは AccessKey の作成、
管理ができなくなります。 ユーザーが AccessKey を管理できるようにするを⾏った
後は、RAM ユーザーアカウントは Alibaba Cloud にログインします。コンソールで
AccessKey を作成できます。

注 :

プライベート AccessKey の実⾏は重要です。 作成した AccessKey または RAM アカウン
トはセキュアに保管して使⽤範囲を確認します。 AccessKey が漏えいされた場合、タイム
リーにそれを無効にして新しいものを作成します。
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RAM アカウントの承認

ご⾃⾝の RAM アカウントでプロジェクトを作成する場合、 [AliyunDataWorksFullAccess] ポリ
シー許可を得る必要があります。

他のユーザーへに RAM アカウントの交付

注 :

RAM ユーザーはプライマリアカウントに属しています。 したがって、RAM ユーザーは RAM

ユーザー⾃⾝のリソースと課⾦システムを保有していません。 DTplus RAM ユーザーの運⽤費は
プライマリアカウントによって負担されます。 Alibaba Cloud プロダクトで発⽣する RAM ユー
ザーの運⽤費は、RAM ユーザーが属するプライマリアカウントを通じて⼀律に⽀払われます。
したがって、プライマリアカウントは RAM ユーザーのログインリンクとエンタープライズエイ
リアス(デフォルトはドメイン) を閲覧して、RAM ユーザーにこの情報を提供します。

RAM > 概要にログインして、 [デフォルトドメインの更新] をクリックし、エンタープライズエイ
リアス (デフォルトはドメイン) を変更します。
RAM アカウントが対象ユーザーに交付されるとき、以下の詳細情報を提供する必要があります。
• RAM ユーザーのログインリンク
• プライマリアカウントのエンタープライズエイリアス(デフォルトはドメイン)

• RAM ユーザーのユーザー名とパスワード
• RAM ユーザーの AccessKey ID とAccessKeySecret

• プライマリアカウントが RAM ユーザーに、コンソールログイン権限を付与したかを確認しま
す。
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• プライマリアカウントが RAM ユーザーに、AccessKey の管理権限を付与したかを確認しま

す。

1.3 ワークスペースの作成
Alibaba Cloud アカウントの準備に従って、プライマリアカウントが使⽤可能となっているか確
認します。 アカウントが使⽤できる場合、以下⼿順に沿ってワークスペース (プロジェクト) を作
成します。

注 :

これで RAM ユーザーはプライマリアカウントとして同じ⼿順でワークスペースを作成できま
す。

⼿順
1. プライマリアカウントを使⽤して [DataWorks コンソール] にログインします。
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2. 以下 2 つの⽅法で MaxCompute プロジェクトの作成が可能です。

• [共通機能] の [Create Workspace] をクリックします。

• [ワークスペースリスト] ページにアクセスして [Create Workspace] をクリックします。
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3. [Create Workspace] ダイアログボックス内の設定項⽬を⼊⼒します。 リージョンと計算エン

ジンサービスを選択します。
関連サービスの購⼊が完了していない場合、リージョンのセクションには、サービスの利⽤
不可というメッセージが直接表⽰されます。 データ開発、O&M (運⽤保守) センター、および
データ管理はデフォルトで選択されています。

計算エンジンサービスの選択:

• MaxCompute: MaxCompute は、Alibaba Cloud が開発したビッグデータ処理プラット
フォームです。 主に構造データの⼀括保管や⼀括処理に使⽤され、⼤規模なデータウェア
ハウスソリューションやビッグデータモデリングサービスを提供します。

• Machine learning PAI: Machine learning PAI とは、統計的アルゴリズムを使⽤して膨⼤
な履歴データを学習して経験的モデルを⽣成し、経験的モデルを使⽤してビジネスを導く
ことです。
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DataWorks サービスの選択:

• Data integration：Data integration は、柔軟で安定した効率的なスケーラブルなサービス
を提供するデータ同期プラットフォームです。 Data integration は、複雑なネットワーク
環境における複数の異種データソース間での、⾼速で安定したデータ移動と同期を実現す
るよう設計されています。 詳細については、『#unique_5』をご参照ください。

• データ開発: データ開発は業務要求に応じたデータコンピューティングプロセス設計を⽀援
し、スケジューリングシステムでタスク依存関係を⾃動的に実⾏させます。 詳細について
は、『データ開発概要』をご参照ください。

• O&M 運⽤センター: O&M 運⽤センターではタスクやインスタンスが表⽰、操作されます。
タスクリストでは、すべてのタスクが閲覧でき、表⽰されたタスク上でそのような操作を
実⾏できます。 詳細については、『#unique_7』をご参照ください。

• データ管理: Alibaba Cloud DTplus プラットフォームでのデータ管理は、グローバルな
データや組織のメタデータの詳細を表⽰し、個別の承認管理、データライフサイクル管
理、データテーブル/リソース/機能などの承認や管理が可能です。
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4. プロジェクトの基本情報を⼊⼒して詳細な設定を⾏います。

基本情報
• ワークスペース名: ワークスペース名は ３ ⽂字以上 27 ⽂字以内にしなければなりませ

ん。
• 表⽰名: 表⽰名は 27 ⽂字未満にしなければなりません。
• モード: プロジェクトモードは DataWorks の最新バージョンに搭載されている新機能で

す。 シンプルモードと標準モードに分かれます。 2 つのプロジェクト開発パターンの違い
については、『#unique_8』をご参照ください。
- シンプルモード: MaxCompute プロジェクトに対応する DataWorks プロジェクトは、

開発環境と本番環境を設定できません。 シンプルモードでは、単純なデータ開発のみが
可能で、データ開発プロセスの制御やテーブル権限の操作はできません

10 Document Version20200623



DataWorks 準備 /  1 管理者操作
- 標準モード: 2 つの MaxCompute プロジェクトに対応する DataWorks プロジェクト

は、開発環境、本番環境の両⽅の設定、コード開発仕様の改善、厳格なテーブル権限管
理が可能で、認可なしで本番環境テーブル操作を禁⽌し、本番環境テーブルでのデータ
セキュリティを確保します。

詳細設定
• スケジューリング頻度の有効化: 現⾏プロジェクトのスケジューリングシステムを管理しま

す。無効となった場合、定期的なスケジュールタスクが実⾏できません。
• プロジェクトで select ⽂の結果データのダウンロードを有効に: このプロジェクトで

select ⽂のデータ結果をダウンロードできるかどうかを⽰します。無効になっている場合
は、select ⽂のデータクエリ結果をダウンロードできません。

• MaxCompute

- 開発環境における MaxCompute プロジェクト名: デフォルトの名前は「プロジェクト名
+ "_ dev" 」となっており、変更は可能です。

- 開発環境における MaxCompute アクセス識別情報: デフォルトの識別は個⼈アカウント
が設定されています。

- 本番環境における MaxCompute プロジェクト名: デフォルトには DataWorks のプロ
ジェクトと同じ名前が設定されています。

- 本番環境における MaxCompute アクセス識別情報: デフォルトの名前として本番アカウ
ントが設定されています。 この名前を変更しないことを推奨します。

- Quota グループ: Quota は、ディスククォータを実装する際に使⽤されます。
5. 設定が完了したら、 [Create Workspace] をクリックします。

ワークスペースを作成したら、 [ワークスペースリスト] ページ内のコンテンツを閲覧すること
ができます。

注 :

• プロジェクトオーナーになると、すべてのプロジェクトコンテンツの所有権を持ち、プロ
ジェクトへのアクセス者はプロジェクトオーナーへの許可申請が必要となります。

• ⼀般ユーザーはワークスペース (プロジェクト) を作成する必要はありません。 プロジェ
クトに追加されたユーザーは、MaxCompute の使⽤が可能です。
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次のステップ

ここまで、プロジェクト作成について説明しましたので、次のトピックに進みます。 次のトピッ
クでは、どのようにして短時間で完全なデータ開発操作およびデータの運⽤保守を⾏うかを説明
します。詳細については、『クイックスタート』をご参照ください。

1.4 ユーザーの追加とロールの設定
DTplus の利⽤が個⼈使⽤⽬的の場合、本ドキュメントをスキップできます。 DTplus を共同プロ
ジェクトで使⽤する場合、RAM (Resource Access Management) ユーザーをRAM ユーザーの作
成とワークスペースの作成に応じて作成し、以下のように設定を完了する必要があります。
Alibaba Cloud DTplus 製品は [RAM] のプライマリアカウントまたは RAM ユーザーログインシス
テムを採⽤しています。

RAM ユーザーの課⾦
Alibaba Cloud アカウント(またはプライマリアカウント) Alibaba Cloud リソースの所有権を表
します。このアカウントはリソース使⽤料の計算、請求のメインアカウントになります。 プライ
マリアカウントによって RAM ユーザーの作成が可能となり、企業での管理、権限付与、承認が
できます。
RAM ユーザーは、RAM でプライマリアカウントによって作成および管理されます。しかし、リ
ソースではありません。したがって、単独では計測も課⾦もされません。プライマリアカウント
がすべてのサブアカウントを管理し、料⾦を⽀払うことになります。 すべての RAM ユーザーは
⾃分のプライマリアカウントによって管理され、⽀払いが実施されています。

⼿順
1. DataWorks の [Workspace List] にアクセスして、該当するプロジェクトリスト内の [Enter

Project] をクリックします。

2. [Project Management] をクリックして、プロジェクト管理ページにアクセスします。
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3. 左側のナビゲーションウィンドウの [Project Member Management] をクリックします。
4. [Add Members] をクリックすると、以下のダイアログボックスが表⽰されます。

[Refresh] をクリックして、RAM コンソール内で作業中の Alibaba Cloud アカウント下の
RAM ユーザーと同期させ、選択リストに反映させます。

注 :

新たに RAM ユーザーを追加するには、上図の [RAM Console] をクリックして Alibaba

Cloud RAM ページに移動します。 RAM ユーザーを追加して使⽤できるようにするための⼿
順は、『Alibaba Cloud アカウントの準備』をご参照ください。
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5. [New Members] ダイアログの RAM ユーザーにチェックを⼊れて、⼀括で付与する RAM ユー

ザーのロール権限を選択して [OK] をクリックしてメンバーを追加します。

プロジェクトの既存メンバーとそのロールはリストに表⽰され、必要に応じて修正も可能で
す。 RAM ユーザーをプロジェクトから除外することもできます。

プロジェクトメンバーは、プロジェクト管理者、デプロイ管理者、開発者、ゲスト、保守管理
者として割り当てられます。 プロジェクト作成者は、デフォルトでプロジェクト管理者が設定
されています。
各ロールに関する簡単な説明は以下のとおりです。
• 開発者: データ開発ページの設計とワークフローのメンテナンスを担当します。
• O&M 管理者: 運⽤保守センターページにおけるすべてのタスクの実⾏状況を管理し、それ

に応じて処理します。
• プロジェクト管理者:
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「開発者」および「O&M 管理者」の全権限に加え、プロジェクト管理者は、プロジェクト
メンバーの追加および削除、ロール権限付与、カスタム化リソースグループの作成などの
プロジェクトレベルの管理を⾏います。

• デプロイ : タスクコードをレビューします。マルチプロジェクトモードではタスクコを保守
管理者へ提出するかどうかを判断します。

• ビジター: ビジターは読み取り専⽤モードで、データ開発ページ上のワークフロー設計と
コードコンテンツの閲覧が可能です。

• 安全管理責任者: データセキュリティ保護の権限のみを持っています。

注 :

プロジェクトに RAM ユーザーを追加済みの場合、その RAM ユーザーで DataWorks にログイン
できます。 ログイン後、DTplus コンソールで RAM ユーザーの個⼈ AccessKey 情報を更新する
必要があります。 詳細については、『RAM ユーザー操作』をご参照ください。
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2 RAM ユーザー操作
初めて DataWorks を使⽤して、RAM ユーザーアカウントで DTplus プラットフォームにログイ
ンする場合、次の情報が必要となります。
• RAM ユーザープライマリアカウントのエンタープライズエイリアス。
• RAM ユーザー名とパスワード
• RAM ユーザーの AccessKey ID とAccessKey Secret

• プライマリアカウントが RAM ユーザーに Enable Console Logon を許可しているか確認しま
す。

• プライマリアカウントが RAM ユーザーに Manage AccessKeys を許可しているか確認しま
す。

上記が不明な場合、プライマリアカウントから以下を確認します。
• プライマリアカウントユーザーは、[Alibaba Cloud アカウントの準備] と [RAM ユーザーの作

成] に従って RAM ユーザーから要求されるすべての設定と情報を準備しています。
• プライマリアカウントユーザーは、[ワークスペースの作成] に記載された指⽰に従ってプロ

ジェクトを作成し、 RAM ユーザーアカウントに適切なメンバーロールを設定しています。
DataWorks へのログイン

1. プライマリアカウントが提供する RAM ユーザーのログインリンクで DTplus コンソールにロ
グインします。

2. DataWorks > Workspace Listページ内の該当プロジェクトにある、[Enter Project] ボタンを
クリックして、データ開発ページにアクセスします。

個⼈情報の更新
DataWorks を開始する前に、⼿動で AccessKey を⼊⼒しなければなりません。
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1. 個⼈情報ページにアクセスします。

個⼈情報ページにアクセスするには以下の⽅法があります。
• 初めて DataWorks ダッシュボードにログインする場合は、AccessKey の⼊⼒が求められま

す。 ⾚い四⾓の中のリンクをクリックし、個⼈情報ページにアクセスして AccessKey 情報
を更新します。

• 過去に DataWorks ダッシュボードを使⽤したことがある場合は、概要ページにアクセスし
て、[Personal Information] をクリックします。

2. [Modify AccessKey Information] をクリックしてプライマリアカウントから⼊⼿した
AccessKey 情報を⼊⼒します。

3. もう⼀度 DTplus コンソールに⼊るか、ページを更新します。 これで、DataWorks でのデー
タ開発が可能となります。
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